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◎原 書

1. 噂息治療におけるテオフィリン徐放製剤の

使い方

谷崎勝朗,御於尚志,光延文裕

MedicamemtNews1540.I10-I1,1997.

2.Effectsofspatherapyonpatientswithtype II

O)ronchiolarobstruction)asthma-Relationship to

bronchoalveolarneutrophilia.

MifuneT,MitsunobuF,HosakiY,AshidaK,

Yoko(aS,TsugenofI,TamizakiY,HasegawaH,

OchiK,HaradaH,IkedaS,TaketaK･.JJpn

AssocPhysMedBalmCIim60:1171124,1997･

3.Effectsofspatherapyonasthmaticswith low

ventilatoryfunctionRelationshiptoasthmatype,

patientage,andairwayinElammaljom

MitsunobuF,MifuneT,HosakiY,AshidaK,

YokotaS,Tsugenol1,TanizakiY,HasegawaH,

OchiK,HaradaH,IkedaS,TaketaK･.JJpn

AssocPhysMedBalmClim60:125-132,1997.

4.Associa(ionofspaeffectswithgenerationof

leukotrienesB4andC4byleucocytesinpatients

withasthma.

MitsunobuF,MifuneT,HosakiY,AshidaK,

YokotaS,TsugenoH,TanizakiY,HasegawaH,

OchiK,HaradaH,IkedaS,TaketaK.･IJpn

AssocPhysMedBalmClim60:1411148,1997.

5.Effectsofdietarysupplementationwith a-1i-

nolenicacid-emichedperillaseedoilonbronchial

asthma.

AshidaK,MitsunobuF,MifuneT,HosakiY,

YokotaS,TsugenoF,TanizakiY,TsujiT:

AllergologyIntemational46:181-185,1997.

6.気管支喝息に対する温泉療法の心理学的検査

による評価

横田 聡,御船尚志,光延文裕,保崎泰弘,

節,柘野浩史,谷崎勝朗,多田慎也,原田実

根

アレルギー 46:51ト519,1997.

7.IgE-mediatedallergyinelderlypatientswith

asthma.

Mitsunobl】F,MifuneT,HosakiY,AshidaK,

TsugenoH,YokotaS,TanizakiY,TadaS,

HaradaH:Allergologylntemationa146:237-241,

1997.

8.呼吸器疾患のリハビリテーション

谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕

日本温泉気候物理医学会誌 61:20-22,1997.

9.慢性閉塞性呼吸器疾患の治療における温泉療

法の位置づけ.最近 5年間の入院症例 520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,岩垣尚史,山本和彦

岡大三朝分院研究報告 68:1-7,1997.

10･Lowattenuationareaoncomputedtomographyin

asthma･Comparisonbetweensmokingandnon-

smokingsubjects.

TanizakiY,MitsunobuF,AshidaK,MifuneT,

HosakiY,TsugenoH,OkamotoM,IwagakiM,

YamamotoK,NakaiM,AkjyamaT

AnnRepMisasaMedBrOkayamaUnivMed

Sch68:8-14,1997.

I1.Correlationbetweenlowattenuationarea(LAA)of

thelunginhighィesolutioncomputedtomography

(HRCT)andmeanCTmJmberinbronchialasthma.

MitsunobuF,AshidaK,MifuneT,HosakiY,

TsugenoH,OkamotoM,IwagakiN,Yamamoto

K,TanizakiY,NakaiM,AkiyamaT,Hasegawa

H.

AnnRepMisasaMedBrOkayamaUnivMed

Sch68:15-21,1997.

12･IgEantibodiesagamstpolinosis-inducingallergens

inasthmapatientswidlandwithoutallergicrhinitiS.

MifuneT,MitsunobuF,HosakiY,AshidaK,

TsugenoH,OkamotoM,IwagakiM,Yam amoCo

K,TanizakiY,OchiK,HaradaH

AnnRepMisasaMedBrOkayamaUmivMed

Sch68:22127,1997.

13.ピークフローから見た気管支噂息に対する温

泉療法の効果
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御船尚志,山本一彦,岩垣尚史,岡本 誠,

柘野浩史,芦田耕三,光延文裕,保崎泰弘,

谷崎勝朗,多田慎也,原田実根

同大三朝分院研究報告 68:28-33,1997.

14.Correlationbetweenclinicalfeaturesofasthma

andcomputedtomographicfindingsofnoseand

maxillarysinus.

MifuneT,YamamotoK,IwagakiN,OkamotoM,

TsugenoH,AshidaK,MitsunobuF,HosakiY,

TanizakiY,TadaS,HaradaM

AnnRepMisasaMedBrOkayamaUnivMed

Sch68:34-40,1997.

15.気管支鴨息に対する食事療法.n-3系脂肪酸

(エゴマ油)によるロイコトリエン産生抑制

芦田耕三,光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,

布野浩史,岡本 誠,岩垣尚史,谷崎勝朗,

辻 孝夫,山本純子,沖田美佐子

同大三朝分院研究報告 68:41-44,1997.

16.Determinantsoftrabecularbonemineraldensityof

thelumberspinesandvertebralfractureinpatients

withbronchialasthma.

TsugenoH,NakaiM,OkamotoM,MifuneT,

MitsunobuF,AshidaK,HosakiY,AkiyamaT,

TsujiT,TanizakiY

AnnRepMisasaMedBrOkayamaUniVMed

Sch68:45-50,1997.

17.腰痛症に対する温泉療法の効果

岡本 誠,芦田排三,山本一彦,岩垣尚史,

柘野浩史,保崎泰弘,御船尚志,光延文裕,

谷崎勝朗,多田慎也,原田実根

同大三朝分院研究報告 68:51-58,1997.

18.通院患者の温泉プール利用状況とその臨床的

評価

西村伸子,加須井捷子,吉尾慶子,中村あけ

み,池田昭子,福井由美,伊賀晃由美,黒田

昭子

同大三朝分院研究報告 68:71-78,1997.

19.RehabilitationforpatientswithresplratOrydisease.

SpaefficacylnrelationtopathophysiologiCalcha-

racteristricsofbronchialasthma.

TanizakiY,MifuneT,MitsunobuF,llosakiY,

118

AshidaK,Tsugenol1,OkamotoM,IwagakiN,

Yamam0tOK.

AnnRepMisasaMedBrOkayamaUmivMed

Sch68:80-93,1997.

20.m-3 系脂肪酸を強化 した食事療法が有効と考

えられた肺気腫の 1例

柘野浩史,芦田排三,光延文裕,御船尚志,

岡本 誠,岩垣尚史,保崎泰弘,辻 孝夫,

谷崎勝朗

同大三朝分院研究報告 68:99-105,1997.

21.慢性関節 リウマチに胆道系悪性腫癌を合併 し

た3例

岩垣尚史,柘野浩史,御船尚志,光延文裕,

保崎泰弘,芦田耕三,岡本 誠,谷崎勝朗

岡大三朝分院研究報告 68:107-113,1997.

22.三朝温泉地の気候について (第 19報)

桧原扶美恵,井上妙子,御船尚志,谷崎勝朗

同大三朝分院研究報告 68:12ト141,1997.

(共同研究)

1IRoleofcentral nicotinicand p -adrenergic

receptorsintheonsetandfurtherdevelopmentof

tai1-tremorinducedbyrepearednicotineadministra-

tiontorats.

Suemaru K,KawasakiH,OishiR,GomitaY,

TanizakiY:Naunyn-Schmiedeberg'sArchPhar-

maco1355:571-575,1997.

2Jnvolvementofnitricoxideindevelopmentof

tai1-tremorinducedbyrepeatednicotineadministra-

tionimrats.

SuemamK,KawasakiH,GomitaY,TanizakiY:

EurJPhm aco1335:139-143,1997.

3.Studiesonwholeguttransitinchronicpancreatitis

patients

MizushimaT,OchiK,MatsumuraN,SenoT,

HaradaH,MifuneT,MitsunobuF,TamizakiY.

AnnRepMisasaMedBrOkayamaUnivMed

Sch68:59-63,1997.

4.大腸の仝周性狭窄を呈 した好酸球性胃腸炎の

1例

水島孝明,越智浩二,松村直樹,加東匡宏,
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瀬尾敏伸,原田英雄,御船尚志,光延文裕, 越智浩二,松村直樹,加東匡宏,水島孝明,

谷崎勝朗 -柑光子,原田英雄,谷崎勝朗,光延文裕,

岡大三朝分院研究報告 68:64-70,1997. 蓮岡英明,鶴見哲也

5.慢性輝炎診療における内視鏡的純粋障液採取 同大三朝分院研究報告 68:94-98,1997.

法の意義
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◎講 演

1.気管支鴨息に治療とその問題点

谷崎勝朗

鳥取県社保国保合同学術講演会

(平成9年3月)

2.気管支瑞息における努力肺活量 (%FVC)の

低下と気道炎症ならびに臨床病型との関連

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

横田 聡,柘野浩史,谷崎勝朗

第9回日本アレルギー学会春期臨床大会

(平成9年4月)

3.気管支嘱息における食事療法 (∩-3系脂肪酸;

エゴマ油 )の臨床的評価

芦田耕三,御船尚志,光延文裕,保崎泰弘,

横田 聡,柘野浩史,谷崎勝朗

第 94回日本内科学会講演会

(平成 9年4月)

4.老年者鴨息の臨床病態の特徴.発症年齢 と

IgE系反応

谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕,保崎泰弘,

芦田耕三,横田 聡,柘野浩史

第 37回日本胸部疾患学会総会

(平成9年4月)

5.鼻腔病変の気管支曝息病態におよはす影響に

関する検討

御船尚志,柘野浩史,横田 聡,芦田耕三,

光延文裕,保崎泰弘,谷崎勝朗

第 37回日本胸部疾患学会総会

(平成9年4月)

6.温泉療法の現況,当院入院患者の疾患別分類

とその特徴について

保崎泰弘,山本良一,岩垣尚史,柘野浩史,

芦田耕三,横田 聡,光延文裕,御船尚志,

谷崎勝朗,越智浩二,原田英雄,池田 敏

武田和久

第 62回日本温泉気候物理医学総会

(平成9年5月)

7.サーモグラフィーを用いた体表面温度の測定

保崎泰弘,山本良一,岩垣尚史,布野浩史,

芦田耕三,横田 聡,光延文裕,御船尚志,

谷崎勝朗,越智浩二,原田英雄,池田 聡,

武田和久

第 62回日本温泉気候物理医学界総会

(平成 9年5月)

8.気管支嘱息患者における温泉療法のピークフ

ローに対する効果

御船尚志,横田 聡,芦田耕三,光延文裕,

保崎泰弘,谷崎勝朗

第 62回日本温泉気候物理医学会総会

(平成9年5月)

9.気管支嘱息における白血球のロイコトリエン

B4,C4産生と温泉療法の効果

谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕,保崎泰弘,

芦田耕三,横田 聡,柘野浩史

第 62回日本温泉気候物理医学会総会

(平成9年5月)

10.ⅠⅠ型 (細気管支閉塞型)瑞息に対する温泉療

法の効果

保崎泰弘,光延文裕,御船尚志,芦田耕三,

横田 聡,柘野浩史,谷崎勝朗

第 62回日本温泉気候物理医学会総会

(平成 9年5月)

ll.低肺機能嘱息患者に対する温泉療法の効果

保崎泰弘,光延文裕,御船尚志,芦田耕三,

横田 聡,柘野浩史,谷崎勝朗

第 62回日本温泉気候物理医学会総会

(平成9年5月)

12.呼吸器疾患のリハビリテーション (シンポジ

ウム)

谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕

第 62回日本温泉気候物理医学会総会

(平成9年5月)

13.呼吸器疾患の温泉療法 (教育講演)

谷崎勝朗

第 18回温泉療法医研修会

(平成9年5月)

14.気管支嘱息における食事療法 (m-3系脂肪酸;

エゴマ油 )の免疫学的評価

芦田耕三,御船尚志,光延文裕,保崎泰弘,
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谷崎勝朗,山本純子,沖田美佐子

第 20回日本栄養アセスメント研究会

(平成9年5月)

15.発症年齢による老年者嘱息の臨床病態の特徴

谷崎勝朗,御舷尚志,光延文裕,保崎泰弘,

芦田耕三,横田 聡,柘野浩史

第 39回日本老年医学会学術集会

(平成9年6月)

16.気管支嶋息における食事療法 (n-3系脂肪酸)

の臨床評価

御舷尚志,岡本 誠,柘野浩史,芦田耕三,

光延文裕,保崎泰弘,谷崎勝朗

第 32回日本呼吸器学会中国四国地方会

(平成9年6月)

17.肺気腫患者における定量的CTによる検討

光延文裕,御舷尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,谷崎勝明,長谷川晴巳

第 32回日本呼吸器学会中国四国痴話迂回

(平成9年6月)

18.当院における気管支嶋息症例の腰椎海綿骨の

骨塩量の検討

柘野浩史,芦田耕三,岩垣尚志,高尾和志,

岡本 誠,光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,

谷崎勝朗,中井睦郎,穐山恒雄

第 76回日本内科学会中国地方会

(平成9年6月)

19.n-3 系脂肪酸を強化した食事療法が有効と考

えられた肺気腫の1例

柘野浩史,芦田耕三,光延文裕,御船尚志,

岡本 誠,岩塩尚史,高尾和志,保崎泰弘,

谷崎勝朗,辻 孝夫

第76回日本内科学会中国地方会

(平成9年6月)

20.α-リノレン酸強化食の気管支職息に対する

影響

岡本 誠,御船尚志,柘野浩史,芦田排三,

光延文裕,保崎泰弘,谷崎勝朗,多田慎也,

原田実根

第9回中国四国臨床アレルギー研究会

(平成9年8月)

21.Age-relatedchangesofIgE-mediated allerglC

reactioninpatientswithasthma･

FumihiroMitsunobu,TakashiMifune,Yasuhiro

Hosaki,KouzouAshida,SatoshiYokota,Hi-

rofumi Tsugeno,YoshiroTanizaki

The16thcougressoftheInfemationalAssochia-

tionofGerontology

(平成9年8月)

22.気管支職息における定量的肺 CTによる評価

と肺機能との関連

光延文裕,御舷尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,谷崎勝朗

第47回日本アレルギー学会総会

(平成9年 10月)

23.n-3 系脂肪酸 (α-リノレン酸)による白血

球ロイコトリエン産生抑制作用 (invitro およ

び invivo)の検討

岡本 誠,芦田耕三,光延文裕,御舷尚志,

保崎泰弘,柘野浩史,谷崎勝朗

第47回日本アレルギー学会総会

(平成9年 10月)

24.気管支嘱息におけるn-3系脂肪酸を中心とし

た食事療法の臨床的評価

柘野浩史,芦田耕三,御船尚志,光延文裕,

保崎泰弘,岡本 誠,谷崎勝朗,辻 孝夫

第47回日本アレルギー学会総会

(平成9年 10月)

25.中高年職息の臨床病態の特徴-IgE系反応と

気道炎症細胞

谷崎勝朗,光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,

芦田耕三,柘野浩史,岡本 誠,多田慎也,

原田実根

第47回日本アレルギー学会総会

(平成9年 10月)

26.気管支職息におけるエゴマ油による食事療法

の効果について

山本純子,芦田耕三,御船尚志,光延文裕,

保崎泰弘,谷崎勝朗,林本加奈枝,沖田美佐

子

第 19回日本臨床栄養学会学術集会

(平成9年 11月)

27.高齢者におけるサーモグラフィーとレーザー
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ドップラー血流計を用いた末梢循環障害の測

定

保崎泰弘,光延文裕,御舷尚志,芦田耕三,

布野浩史,岡本 誠,岩垣尚史,山本和彦,

谷崎勝朗

第9回日本老年医学会中国地方会

(平成 9年 11月)

28.老年者嘱息におけるアレルギー性鼻炎の合併

と吸入抗原に対するIgE抗性の関連

光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,

柘野浩史,岡本 誠,岩垣尚史,山本和彦,

谷崎勝朗

第9回日本老年医学会中国地方会

122

(平成9年 11月)

29.気管支噛息患者における定量的肺CTによる

評価と臨床病態との関連について

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 77回日本内科学会中国地方会

(平成9年11月)

30.気管支噂息痛態に及ぼす鼻疾患の影響

御船尚志,岡本 誠,柘野浩史,芦田耕三,

光延文裕,保崎泰弘,谷崎勝朗

第 77回日本内科学会中国地方会

(平成9年 11月)




