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◎原 著

1.慢性閉塞性呼吸器疾患に対する温泉療法.

一最近 7年間 (1992年-1998年)の入院症例

763例を対象に一

光延文裕,谷崎勝朗,御船尚志,保崎泰弘,

芦田耕三,柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,

高田真吾,越智浩二,原田英雄

日湿気物医誌 63:65-72,2000.

2.EuectsofdietarysupplementationwithLn13

fatty acidscomparedwithn-6fatty acidson

bronchialasthma.

OkamotoM,MitsunobuF,AshidaK,

M血neT,HosakiY,TsugenoH,

TakntaS,andTanizakiY

Imtem Med39:107-111,2000.

3.IgE-mediated and age-related bronchial

hype汀eSpOnSivenessinpatientswi仇 as也ma.

Relationshiptofamilyhistoryofthedisease.

MitsunobuF,Mi血neT,HosakiY,

AshidaK,TsugenoH,OkamotoM,

HaradaS, andTanizakiY

Ageandageing29:215-220,2000.

4.高齢者瑞息.

谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕

分子呼吸器病 4:218-222,2000.

5.Clinical effectsofspatherapyonpatients

wi仇 as血maaccompaniedbyemphysematous

changes.

AshidaK,MitsunobuF,HosakiY,

MifuneT,TsugenoH,OkamotoM,

HaradaS,TakataS,TanizakiY,

andOchiK

J.JpnAssocPhysMedBalnClim 63:

113-119,2000.

6.E#ectsofspatherapyonpulmonaryemphy-

semainrelationtolgE-mediatedal1ergy.

MitsunobuF,MifuneT,HosakiY,

AshidaK,TsugenoH,OkamotoM,

HaradaS,TakataS,TanizakiY,

andOchiK

J.JpnAssocPhysMedBah Clim 63:

120-126,2000.

7.閉塞性肺疾患に対する吸入療法の最近の話題.

光延文裕,御船尚志,谷崎勝朗

日本内科学会雑誌 89:995-1002,2000.

8.Effectofperillaseedoilsupplementation

leukotrienegenerationbyleucocytesinpatients

with asthmaassociatedwith lipometabolism.

OkamotoM,MitsunobuF,AshidaK,

MiAlneT,HosakiY,TsugenoH,

HaradaS,TanizakiY,btaokaM,

NiiyaK,andHaradaM

AnnRepMisasaMedBranch,Okayama

UnivMedSch71:50158,2000.

9.温熱 ･水治療法の新しい展開.

谷崎勝朗,光延文裕,御船尚志

リハビリテーション医学37:439-444,2000.

10.Enhancedperipheral leukocyteleukotriene

productionandbronchialhyperresponsiveness

inasthmatics.

MitsunobuF,MifuneT,HosakiY,

AshidaK,TsugenoH,OkamotoM,

HaradaS,TaliataS,TanizakiY,

andHaradaM

EurRespir∫.16:504-508,2000.

ll.呼吸器疾患と入浴.

谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕

JIM 10:843-845,2000.

12.呼吸器疾患に対する温泉療法.

最近7年間 (1993年-1999年)の入院症例999

例を対象に

谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕,保崎泰弘,

芦田耕三,柘野浩史,岡本 誠,高田其吾,

越智浩二

岡大三朝分院研究報告71:1-9,2000.

13.Spatherapyandbronchialhyperresponsive-

nessinelderly patientswith astlm a.

TanizakiY,MitsunobuF,M血neT,

HosakiY,AshidaK,TsugenoH,
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OkamotoM,TakataS,andOchiK

AnnRepMisasaMedBranch,Okayama

UnivMedSch71:10-18,2000.

14.Quantitativeevaluationbyhigh resolution

computed tomograplly (HRCT) ofpatients

withas仇maandemphysema.

MitsunobuF,MifuneT,AshidaK,

HosakiY,TsugenoH,OkamotoM,

HaradaS,NakaiM,andTanizakiY

AnnRepMisasaMedBranch,Okayama

UnivMedSch71:19-28,2000.

15.Comelationbetweenpulmonaryfunctionand

lowattenuationarea(L丸A)OnHRCTinpa-

tientswith asthmainrelationtosmoking.

MitsunobuF,MifuneT,HosakiY,

AshidaK,Tsugeno班,OkamotoM,

TakataS,YokoiT,andTanizakiY

AnnRepMisasaMedBranch,Okayama

UnivMedSch71:29-35,2000.

16.CorreladonbetweenefRcacyofPranlukast

andI:TC4generationbyperipheralleukocytes.

MifuneT,TallataS,OkamotoM,

TsugenoH,AshidaK,MitsunobuF,

HosakiY,TanizakiY,andHaradaM

AnnRepMisasaMedBranch,Okayama

UnivMedSch71:36-41,2000.

17.Effectofpartialcold-loadingonperipheral

circulation.

HosakiY,MitsunobuF,MifuneT,

AshidaK,TsugenoH,OkamotoM,

TaliataS,YokoiT,TanizakiY,OchiK,

andTsujiT

AnnRepMisasaMedBranch,Okayama

UnivMedSch71:42-49,2000.

18.Effectofdietarysupplementadonwith n-3

fatty acidson bronchial asthmaassociated

with changesinlipids.

-Comparisonwith nl6fattyacids-

OkamotoM,MitsunobuF,AsbidaK,

M血neT,HosakiY,TsugenoH,

TakataS,TanizakiY,andHaradaM
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AnnRepMisasaMedBranch,Okayama

UnivMedSch71:50158,2000.

19.Glucocorticoid-inducedcortiCalboneporos-

ityinpostmenopausalpatientswith astlm a.

TsugenoH,GotoB,NakaiM,

OkamotoM,TaliataS,MifuneT,

HosakiY,MitsunobuF,AshidaK,

AkiyamaT,TsujiT,andTanizakiY

AnnRepMisasaMedBranch,Okayama

UnivMedSch71:59-67,2000.

20.播種性血管内凝固症候群 (DIC)を合併した

全身性エリテマ トーデス (SLE)の1例.

高田裏書,岡本 誠,柘野浩史,原田誠之,

保崎泰弘,御船尚志,光延文裕,谷崎勝朗,

新谷憲治,原田実根

岡大三朝分院研究報告 71:68-72,2000.

21.4年間無治療にて経過を観察した高齢発症原

発性胆汁性肝硬変症の一例.

芦田耕三,柘野浩史,保崎泰弘,光延文裕,

御船尚志,西田典数,岡本 誠,高田裏書,

谷崎勝朗,辻 孝夫

岡大三朝分院研究報告 71:73-75,2000.

22.Matrixmetalloproteinases(MMPs)andpan-

creaticdiseases.

YokoyamaM,OchiK,MizushimaT,

IchimuraM,Tsurumi T,MitsunobuF,

andTanizaki

AnnRepMisasaMedBranch,Okayama

UnivMedSch71:76-83,2000.

23.アンケー ト調査による温泉療法の評価.

一遠隔地からの入院患者を対象に一

西村伸子,寺崎佳代,山本貞横,吉尾慶子,

中村寿美江,谷崎勝朗

岡大三朝分院研究報告 71:84-88,2000.

24.通院患者の温泉プール訓練についての満足度

と期待度.

石田美模子

岡大三朝分院研究報告 71:89-93,2000.

25.運動器疾患入院状況.

中村寿美江

岡大三朝分院研究報告 71:94-95,2000.
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26.三朝温泉地の気候について (第22報).

松原扶美恵,井上妙子,光延彰子,御船尚志,

谷崎勝朗

岡大三朝分院研究報告 71:101-122,2000.

27.肝臓病一専門医に聞く最新の臨床 第2版

B型肝炎ウイルスキャリアの劇症化(重症化)

柘野浩史,山田鋼太郎 :

戸田鋼太郎,沖田 極,田中直見 編集,

中外医学社,東京,169-171,2000.

28.気管支職息.

谷崎勝朗,光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,

芦田耕三

MedicamentNews1678:15-17,2001.

29.Apatientwith severepalindromicrheuma-

tismandfrequentepisodesofpain.

TAkataS,HaradaS,MitsunobuF,

MifuneT,HosakiY,AsidaK,TsugenoF,

MokamotoM,iwahashiM,KawashimaM,

YamanuraM,MakinoH,TanizakiY.

Intem Med40:140-143,2001.

30.老年者の嘱息.

谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕,保崎泰弘,

芦田耕三

医学と薬学 45:399-403,2001.

31.Enhancedproductionofleukotrienesbype-

ripheral1eukocytesandspecificIgEantibodies

inpa丘entswithchronicobstrucdvepulmonary

disease.

MitsunobuF,MifuneT,HosakiY,

AshidaK,TsugenoH,OkamotoM,

TakataS,andTaJlizakiY

J.AllergyClin Immuno1107:492-498,

2001.

32.CorrelationbetweenefBcacyofspatherapy

andbronchialhyperresponsivenessinelderly

padentswith asthma.

MitsunobuF,MifuneT,HosakiY,

AshidaK,TsugenoH,OkamotoM,

NishidaN,TakataS,YokoiT,OchiK,

andTanizakiY

J.JpnAssocPhysMedBalnClim64:

155-163,2001.

33.嘱息の治療一併用薬剤の注意点.

谷崎勝朗,光延文裕,御船尚志

臨床成人病 31:740-743,2001.

34.Oralglucocorticoid-induced血11incortical

bonevolumeanddensityinpostmenopausal

asthmaticpatients.

Tsugeno班,GotoB,FujitaT,

OkamotoM,MifuneT,MitsunobuF,

AshidaK,HosakiY,TsujiT,

andTanizakiY

Osteoporoslnt12:266-270,2001.

35.I.ow-attenuationareasofthelungsonhigh-

resolution computedtomographyinasmma.

MitsunobuF,Mi血neT,AshidaK,

HosakiY,TsugenoH,OkamotoM,

HamdaS,andTanizakiY

J.As也ma38:413-422,2001.

36.EfEectofspatherapyonlow attenuation

area (u払) ofthelungsonhigh-resolution

computedtomography (HRCT)andpulmo-

naryfunctioninpatientswith asthma.

AshidaK,MitsunobuF,MifuneT,

HosakiY,TsugenoH,OkamotoM,

NishidaN,YokoiT,TakataS,

andTanizakiY

J.JpnAssocPhysMedBalmClim 64:

203-209,2001.

37.気管支瑞息および肺気腫に対する温泉療法.

一最近9年間 (1992年-2000年)の入院症例

1271例の解析一

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,西田典数,横井 正,

高田真吾,谷崎勝朗,越智浩二

日温気物医誌 63:65-72,2001.

38.肺外に起因する慢性咳噺の病態とその対策.

谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕

アレルギーの臨床21:853-857,2001.

39.I.ow-attenuationareasofthelungsonhigh-

resolution

Influenceofageanddiseaseseverityonhigh
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resolutionCTlungdensitometryinasthma. 臨床と研究 78:2140-2144,2001.

MitsunobuF,MifuneT,AshidaK, 42.Quantitadveanalysisofwi1d-typeandprec-

HosakiY,TsugenoH,OkamotoM,

HaradaS,′ⅠもkataS,andTanizakiY

′n10raX56:851-856,2001.

40.呼吸器疾患.

光延文裕,御船尚志,谷崎勝朗

日温気物医誌 65:27-29,2001.

41.気管支嘱息 ･慢性気管支炎.

谷崎勝朗,光延文裕

oremutanthepatitisBvirusincarriers.

TsugenoH,YamadaG,KinoshitaM,

ShimomuraH,IwasakiY,andTsujiT

HepatologyResearch,inpress

43.慢性気管支炎の治療における病診連携.

岡本 誠,谷崎勝朗

成人病と生活習慣 32:60-62,2002.



117 業 績 集

◎講 演

1.気管支瑞息における胸部高分解能Cr(HRCT)

によるI.owattenuationarea(LIA) と肺拡散

能 (DLco)との関連

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗

第40回日本呼吸器学会総会

(平成12年 3月)

2.気管支嘱息の病態に対する慢性副鼻腔炎の影

響の検討

御船尚志,岡本 誠,柘野浩史,原田誠之,

芦田耕三,保崎泰弘,谷崎勝朗,原田実根,

片岡幹男

第40回日本呼吸器学会総会

(平成12年 3月)

3.エゴマ油食の気管支嘱息に対する効果

-コーン油食との比較検討一

岡本 誠,芦田耕三,光延文裕,御船尚志,

保崎泰弘,柘野浩史,原田誠之,谷崎勝朗,

片岡幹男,原田実根

第40回日本呼吸器学会総会

(平成12年3月)

4.ステロイド依存性気管支職息症例の病的骨折

と皮質骨損傷の検討

柘野浩史,原田誠之,岡本 誠,芦田耕三,

御船尚志,光延文裕,保崎泰弘,谷崎勝朗

第40回日本呼吸器学会総会

(平成12年3月)

5.胸部高分解能CT (HRCr)による気管支哨

息のbw attenuadonarea(W )の意蔑-柿

機能との関連

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,高田真吾,

谷崎勝朗,長谷川晴巳

第97回日本内科学会講演会

(平成12年4月)

6.α-リノレン酸強化食の気管支嘱息に対する

効果-リノール酸強化食との比較検討-

岡本 誠,芦田耕三,光延文裕,御船尚志,

保崎泰弘,柘野浩史,原田誠之,谷崎勝朗,

片岡幹男,原田実根

第97回日本内科学会講演会

(平成12年4月)

7.肺気腫におけるIgE反応系とその病態的特徴

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗

第12回日本アレルギー学会春期臨床大会

(平成12年 4月)

8.気管支哨息に対するN-3系不飽和脂肪酸強

化食の臨床効果

-N-6系不飽和脂肪酸強化食との比較検討一

岡本 誠,光延文裕,御船尚志,芦田耕三,

保崎泰弘,柘野浩史,原田誠之,谷崎勝朗,

片岡幹男,原田実根

第12回日本アレルギー学会春期臨床大会

(平成12年 4月)

9.高齢発症した原発性胆汁性肝硬変症の 1例

芦田耕三,柘野浩史,保崎泰弘,光延文裕,

御船尚志,岡本 誠,原田誠之,高田真吾,

谷崎勝朗,東 俊宏,辻 孝夫

第82回日本内科学会中国地方会

(平成12年5月)

10.肺気腫におけるIgE系反応の関与と温泉療法

の効果

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,原田誠之,岡本 誠,高田美香,

谷崎勝朗

第65日本温泉気候物理医学会総会

(平成12年5月)

ll.気管支噛息の気腫化傾向と温泉療法の効果

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,原田誠之,岡本 誠,高田真吾,

谷崎勝朗

第65日本温泉気候物理医学会総会

(平成12年 5月)

12.気管支嘱息の温泉療法

一最近5年間の入院症例437例の分析一

御舷尚志,光延文裕,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗,
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越智浩二

第65日本温泉気候物理医学会総会

(平成12年 5月)

13.アンケー ト調査による温泉療法の評価

一遠隔地からの入院患者を対象に一

西村伸子,寺崎佳代,山本貞枝,吉尾慶子,

保崎泰弘,光延文裕,谷崎勝朗

第65日本温泉気候物理医学会総会

(平成12年 5月)

14.温熱刺激の末梢循環に及ぼす影響その2

保崎泰弘,高田真吾,光延文裕,御船尚志,

柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗

第65日本温泉気候物理医学会総会

(平成12年 5月)

15.寒冷負荷の末梢循環に及ぼす影響

保崎泰弘,高田真吾,光延文裕,御船尚志,

柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗

第65日本温泉気候物理医学会総会

(平成12年 5月)

16.高齢肺気腫患者におけるIgE反応系とロイコ

トリエン産生能の関与についての検討

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗,

長谷川晴巳

第42回日本老年医学会学術集会

(平成12年 6月)

17.サーモグラフィーとレーザードプラ-血流計

による高齢者の末梢循環の数量的解析

保崎泰弘,光延文裕,御船尚志,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗

第42回日本老年医学会学術集会

(平成12年6月)

18.Glucocorticoid-inducedcorticalboneporosity

inpostmenopausalpatientswith asthma.

TsugenoH,GotoB,OkamotoM,

HaradaS,Mi血neT,HosakiY,

MitsunobuF,AshidaK,TanizakiY

WoddCongressonOsteoporosis2000

Uune,2000)

19. 気管支鳴息および肺気腫のIJOW attenuation

area(Ⅰ.AA)の検討

118

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,谷崎勝朗

第35回日本呼吸器学会中国四国地方会

(平成12年 7月)

20.ステロイド骨粗繋症における皮質骨障害と病

的骨折

柘野浩史,後藤文鎧,谷崎勝朗

第18回日本骨代謝学会

(平成12年 7月)

21.高齢気管支哨息患者の臨床的特徴

-IgE系反応および肺機能について一

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,高田真吾,谷崎勝朗

第83回日本内科学会中国地方会

(平成12年11月)

22.レーザードプラ-血流計により測定された胃

粘膜血流の高齢者における特徴

保崎泰弘,光延文裕,御船尚志,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,高田真吾,横井 正,

谷崎勝朗

第12回日本老年医学会中国地方会

(平成12年11月)

23.肺気腫におけるIgE反応系とロイコトリエン

産生能の意義

一換気機能と気道過敏性との関連一

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,高田真吾,谷崎勝朗,

第50回日本アレルギー学会総会

(平成12年11月)

24.気管支職息に対するエゴマ油食の効果に影響

する因子の検討

岡本 誠,光延文裕,芦田耕三,御船尚志,

柘野浩史,保崎泰弘,高田真吾,谷崎勝朗,

片岡幹男,原田実根

第50回日本アレルギー学会総会

(平成12年11月)

25.ステロイド依存性気管支瑞息症例における椎

体骨折閥値の検討

柘野浩史,岡本 誠,高田其吾,御船尚志,

芦田耕三,光延文裕,保崎泰弘,谷崎勝朗,

辻 孝夫
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第50回日本アレルギー学会総会

(平成12年11月)

26.水中運動による肺気腫症例に対する呼吸器リ

ハビリテーションの効果の基礎的検討

御船尚志,高田貴書,岡本 誠,柘野浩史,

芦田耕三,光延文裕,保崎泰弘,谷崎勝朗,

原田実根

第41回日本呼吸器学会総会

(平成13年 4月)

27.気管支嘱息に対するN-3系不飽和脂肪酸強

化食の効果に影響する諸因子の検討

岡本 誠,光延文裕,芦田耕三,御船尚志,

柘野浩史,保崎泰弘,高田莫吾,谷崎勝朗,

原田実根

第41回日本呼吸器学会総会

(平成13年 4月)

28.気管支職息症例におけるステロイドによる病

的椎体骨折閲値の検討

柘野浩史,高田真吾,岡本 誠,御船尚志,

芦田耕三,保崎泰弘,光延文裕,谷崎勝朗

第41回日本呼吸器学会総会

(平成13年4月)

29.気管支職息患者における肺機能と胸部高分解

能CT (HRCT) 上のI.ow attenuation area

(IAA)に対する喫煙の影響

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,高田真吾,谷崎勝朗,

長谷川晴巳

第98回日本内科学会講演会

(平成13年 4月)

30.α-リノレン酸強化食の気管支職息に対する

効果に影響する諸因子の検討

岡本 誠,光延文裕,芦田耕三,御船尚志,

柘野浩史,保崎泰弘,谷崎勝朗,片岡幹男,

原田実根

第98回日本内科学会講演会

(平成13年 4月)

31.気管支嘱息の胸部高分解能Cr(HRCr)に

よるI.ow attenuadonarea(uA)の経時的変

化

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,西田典数,高田真吾,

谷崎勝朗,

第13回日本アレルギー学会春期臨床大会

(平成13年 5月)

32.高齢気管支噛息症例のleukotriene産生能に関

する臨床的検討

御船尚志,高田真吾,西田典数,岡本 誠,

柘野浩史,芦田耕三,光延文裕,保崎泰弘,

谷崎勝朗

第13回日本アレルギー学会春期臨床大会

(平成13年 5月)

33.気管支嘱息に対するN-3系不飽和脂肪酸強

化食の長期摂取による臨床効果

岡本 誠,光延文裕,芦田耕三,御船尚志,

保崎泰弘,柘野浩史,高田真吾,西田典数,

谷崎勝朗,原田実根

第13回日本アレルギー学会春期臨床大会

(平成13年5月)

34.ラベプラゾ-ルテス トを用いた気管支嘱息増

悪因子としての胃食道逆流の検討

柘野浩史,岡本 誠,高田真吾,御船尚志,

芦田耕三,西田典数,光延文裕,保崎泰弘,

谷崎勝朗,辻 孝夫

第13回日本アレルギー学会春期臨床大会

(平成13年 5月)

35.温泉療法が著効した線維崩病症の一例

柘野浩史,高田真吾,岡本 誠,西田典数,

御船尚志,芦田耕三,保崎泰弘,光延文裕,

谷崎勝朗,荒田次郎,辻 孝夫

第84回日本内科学会中国地方会

(平成13年5月)

36.パネルディスカッション

テーマ :高齢者の入浴,温泉の問題点

3.呼吸器疾患

光延文裕

第66日本温泉気候物理医学会総会

(平成13年 5月)

37.気管支嘱息におけるbigh-resolutioncom-

putedtomography(HRCr)上のI.ow attenua-

tionarea(W )および換気機能に及ぼす温泉

療法の効果
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光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,西田典数,高田真吾,

横井 正,谷崎勝朗,越智浩二

第66日本温泉気候物理医学会総会

(平成13年 5月)

38.高齢気管支嘱息における気道過敏性と温泉療

法の効果

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,西田典数,高田真吾,

横井 正,谷崎勝朗,越智浩二

第66日本温泉気候物理医学会総会

(平成13年5月)

39.呼吸器疾患に対する温泉療法

一再入院症例を中心に一

西村伸子,寺崎佳代,山本貞枝,吉尾慶子,

保崎泰弘,光延文裕,谷崎勝朗

第66日本温泉気候物理医学会総会

(平成13年5月)

40.寒冷負荷の末梢循環に及ぼす影響その2

保崎泰弘,光延文裕,御船尚志,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,西田典数,高田真吾,

横井 正,谷崎勝朗

第66日本温泉気候物理医学会総会

(平成13年5月)

41.呼吸器疾患

光延文裕

第22温泉療法医研修会

(平成13年 5月)

42.Bromocriptineにより白血球減少症及び血小

板減少症をきたしたParkinson病の1例.

高田真吾,横井 正,西田典数,岡本 誠,

柘野浩史,保崎泰弘,御船尚志,光延文裕,

谷崎勝朗,新谷憲治,谷本光音

第84回日本日本内科学会中国地方会

(平成13年6月)

43.腰痛症患者における腰椎MRI画像所見の検討.

高田真吾,横井 正,西田典数,岡本 誠,

柘野浩史,保崎泰弘,御船尚志,光延文裕,

谷崎勝朗,新谷憲治,谷本光音

第84回日本日本内科学会中国地方会

(平成13年6月)
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44.高齢嘱息患者の肺機能と胸部高分解能CT

(HRCT)上のbw attenuationarea(IAA)に

及ぼす輿煙の影響

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,西田典数,高B]真吾,

横井 正,谷崎勝朗

第43回日本老年医学会学術集会

(平成13年6月)

45.レーザードプラ-血流計により測定された胃

粘膜血流の高齢者における特徴

保崎泰弘,光延文裕,御船尚志,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,西田典数,高田真吾,

横井 正,谷崎勝朗

第43回日本老年医学会学術集会

(平成13年6月)

46.水中における肺機能の比較一陸上との比較一

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,西田典数,高田真吾,

横井 正,谷崎勝朗

第36回日本呼吸器学会中国四国地方会

(平成13年7月)

47.ステロイド骨粗餐症による椎体骨折と皮質骨

障害

柘野浩史,後藤文責,藤田拓男,杉下岳詩,

谷崎勝朗

第19回日本骨代謝学会

(平成12年8月)

48.胃食道逆流症治療により改善が期待されるの

はどのような気管支嘱息症例か?

柘野浩史,水野元夫,藤木茂篤,岡田裕之,

岡本 誠,芦田耕三,保崎泰弘,光延文裕,

谷崎勝朗,辻 孝夫

第43回日本消化器病学会大会

(平成13年10月)

49.気管支職息の胸部高分解能CT (HRCT)に

よるI.ow attenuationarea(IAA)-重症度と

の関連一

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,西田典数,高田裏書,

谷崎勝朗

第51回日本アレルギー学会総会
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(平成13年10月)

50.気管支職息肺気腫の白血球ロイコ トリエン産

生能における比較検討

岡本 誠,光延文裕,芦田耕三,御船尚志,

保崎泰弘,柘野浩史,西田典数,高田真吾,

横井 正,谷崎勝朗,谷本光音

第51回日本アレルギー学会総会

(平成13年10月)

51.胃食道逆流症治療により改善が期待 される気

管支瑞息症例の臨床像

柘野浩史,西田典数,岡本 誠,高田真吾,

芦田耕三,保崎泰弘,光延文裕,谷崎勝朗,

辻 孝夫

第51回日本アレルギー学会総会

(平成13年10月)

52.CortiCalboneparametersforthecharacteri-

zationofasthaticpatientswith glucocorticoid-

inducedvertebral fractures.

TsugenoH,GotoB,FujitaT,SugishitaT,

YokoiT,TakataS,OkamotoM,

NishidaN,HosakiY,AshidaK,

MitsunobuF,TanizakiY

Twenty-′nlird Annual Mee血g of the

American

SocietyforBoneandMineralResearch

(October,2001)

53.高齢者嘱息の気腫化傾向

光延文裕,保崎泰弘,芦田耕三,西田典数,

柘野浩史,岡本 誠,高田真吾,横井 正,

谷崎勝朗

第13回日本老年医学会中国地方会

(平成13年11月)

54.高齢者における閉塞性動脈硬化症の非侵襲的

早期診断｡マルチスライスCTを用いた末梢

血管の観察

保崎泰弘,光延文裕,芦田耕三,柘野浩史,

岡本 誠,西田典数,高田裏吾,横井 正,

谷崎勝朗,井口利仁,柳 英清,竹内義明

第13回日本老年医学会中国地方会

(平成13年11月)

55.胸部解離性大動脈癌 と狭心症 を伴 った患者

(マルチスライスCT所見を中心に)

西田典数,芦田耕三,光延文裕,保崎泰弘,

柘野浩史,岡本 誠,高田裏書,横井 正,

谷崎勝朗

第85回日本内科学会中国地方会

(平成13年11月)

56.糖尿病患者における局所寒冷負荷の全身末梢

循環に及ぼす影響

保崎泰弘,光延文裕,芦田耕三,柘野浩史,

岡本 誠,西田典数,高田真吾,横井 正,

谷崎勝朗

第85回日本内科学会中国地方会

(平成13年11月)

57.RA患者のQOL-SF-36を用いて一

横井 正,千田益生,谷崎勝朗,井上 一

第16回中国四国リハビリテーション医学研究

会

(平成13年12月)
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◎講 演(地域活動)

1.｢血糖値が高いってどういうこと?-テレビ, 10.

雑誌で開けない話 し-｣

芦田耕三

三朝町総合文化ホール

(平成12年10月19日)

2.｢糖尿病の治療と実際について｣
保崎泰弘

平成12年度第 2回市町村保健婦等研修会 一

鳥取県中部健康福祉センター

(平成12年10月30日)

3.｢糖尿病の予防と治療の実際について｣

保崎泰弘

開金町総合文化センター

(平成12年11月24日)

4.｢肝臓病の話 し｣

芦田耕三

関金町総合文化センター

(平成13年2月22日)

5.｢糖尿病は増えている-血糖値が高いといわ

れたら～｣
保崎泰弘

北条町健康福祉センター

(平成13年 2月23日)

6.｢コレステロ-ルってな-に｣
西田典数

赤碕地区公民館 (平成13年 3月8日)

7.｢糖尿病予防と食生活について｣
保崎泰弘

東郷町公民館

(平成13年3月15日)

8.｢気管支鳴息病態へのロイコ トリエンの関与｣

御船尚志

鳥取県審査委員学術講演会

ホテルニューオータニ鳥取

(平成13年4月19日)

9.｢エゴマはアレルギ-改善に役立つ｣

光延文裕

福島県田村郡船引町文化センター

(平成13年6月3日)

｢インターフェロンアルファとサブタイプ｣
芦田耕三

第 8回中部肝炎セミナー

鳥取県中部医師会館

(平成13年6月15日)

ll.｢気管支嘱息の薬物療法とロイコ トリエン受

容体括抗薬｣
光延文裕

鳥取県中部薬剤師会 ･鳥取県病院薬剤師会中

部支部合同研修会講師

倉吉シティーホテル

(平成13年 7月18日)

12.｢棉息治療とロイコ トリエン受容体括抗薬｣

(演者 森田 寛)座長 谷崎勝朗

鳥取県中部医師会学術講演会

倉吉シティーホテル

(平成13年 7月24日)

13.｢気管支嘱息の薬物療法 ･最近の動向｣

谷崎勝朗

島根県病院薬剤師会学術講演会

出雲ロイヤルホテル

(平成13年 7月28日)

14.｢温泉療法について｣
光延文裕

龍鳳閣健康づくり教室

財団法人東郷温泉龍鳳閣

(平成13年10月12日)

15.｢生活習慣病の中の高脂血症と心臓病｣
西田典数

生活習慣病予防健康教室 ･病態別医師の講演

会

倉吉交流プラザ

(平成13年10月26日)

16.｢温泉の効用｣

谷崎勝朗

温泉療法講演会

プランナールみささ

(平成13年11月9日)

17.｢肝癌ラジオ波治療-当院での治療経験につ
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いて～｣
芦田耕三

第 9回鳥取県中部肝疾患セミナー

鳥取県中部医師会館

(平成13年11月29日)

18.｢温泉療法について｣

光延文裕

龍鳳閣健康づくり教室

財団法人東郷温泉龍鳳閣

(平成13年12月14日)
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19.温泉を健康に活用する議員研究会

谷崎勝朗

中伊豆温泉神代の湯

(平成14年1月20日)

20.｢生活習慣病の中の高脂血症と心臓病｣
西田典数

生活習慣病予防健康教室 ･病態別医師の講演

会

倉吉交流プラザ

(平成14年2月26日)




