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老化に伴う疾患の病態と治療.曝息

谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕,梶本和宏
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Effects of spa therapy on endocrine-

autonomic nerve system in patients with
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JJpnAssocPhysMedBalneoIClimato1
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Improvementofbronchialsensitivltybyspa

therapylnpatientswithasthma.

F.Mitsunobu,T.Mifune,K.Kajimoto,

S.Yokota,Y.Tanizaki,K.Ochi,

H.Harada,S.IkedaandK.Taketa
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温泉療法とQOL.4.気管支喋息

谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕

日温気物医誌 59:27-28,1995.

Decrease in histamine release from bron-

choalveolarcellswithaginglnpatientswith

atoplCasthmasensitivetohousedustmite･

Y.Tanizaki,T.Mifune,F.Mitsunobu,

K.KaJimoto,Y.Hosaki,S.Yokota,

K.Ochi,H.Harada,S.Ikedaand

K.Taketa

AnnRepMisasaMedBrOkayamaUniv

MedSch66:1-7,1995.

Spa therapy and serum cortisollevels in

patients with steroid-dependent intractable

asthma(SDIA).

T.Mifune,F.Mitsunobu,K.Kajimoto,

Y.Hosaki,S.YokotaandY.Tanizaki

AnnRepMisasaMedBrOkayamaUniv

MedSch66:8-13,1995.

ReleaseofhistamineandleukotrienesC4

from bronchoalveolarcellsinpatientswith

bronchialast,hma.A role ofllistaminein

atoplCasthma.

F.Mitsunobu,T.Mifune,K.Kajimoto,

Y.Hosaki,S.Yokota,Y.Tanizaki,

K.OchiandH.Harada

AnnRepMisasaBrOkayamaUnivMed

Sch66:14-20,1995.

Characteristics of ventilatory function in

clinicaltypes ofbronchialasthma in the

elderly.

Y.Hosaki,T.Mifune,F. Mitsunobu,
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Serum cortisollevelsinpatientswithbron-

chialasthma.Relationshiptoglucocorticoid

therapyandpatientage.
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K.Ochi,H.Harada,S.Ikedaand

K.Taketa

AnnRepMisasaMedBrOkayamaUniv

MedSch66:30-36,1995.

QCTにより測定した骨塩量と骨代謝マーカーに

ついての検討

梶本和宏,光延文裕,御船尚志,横田 聡,

保崎泰弘,谷崎勝朗,中井睦郎,穐山恒雄

岡大三朝分院研究報告 66:37-43,1995.

気管支喋息臨床病型に対するTリンパ球の関与の

検討

御船尚志,光延文裕,保崎泰弘,梶本和宏,

谷崎勝朗

岡大三朝分院研究報告 66:44-48,1995.

気管支喋息における抗喋息薬吸入効果の体プレチ

スモグラフによる評価

横田 聡,御船尚志,梶本和宏,光延文裕,

谷崎勝朗

岡大三朝分院研究報告 66:49-56,1995.

慢性呼吸器疾患の温泉療法 - 遠隔地医療の最近

の動向 一

保崎泰弘,御船尚志,光延文裕,梶本和宏,

横田 聡,谷崎勝朗

岡大三朝分院研究報告 66:57-61,1995.
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温泉療法と気管支喋息患者のQOL

谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕,梶本和宏,

保崎泰弘,横田 聡,越智浩二,原田英雄,

池田 敏,武田和久

岡大三朝分院研究報告 66:72-77,1995.

三朝温泉地の気候について (第17報)

松原扶美恵,井上妙子,御船尚志,谷崎勝朗

岡大三朝分院研究報告 66:93-138,1995.

慢性関節 リウマチ

谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕,保崎泰弘

日医雑誌 114:RK477-480,1995.

内科領域における捧病性疾患に対するノイロトロ

ピン錠の有用性の検討

光延文裕,梶本和宏,横田 聡,保崎泰弘,

谷崎勝朗

新薬と臨床 44:2035-2045,1995.
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review-Doesitreallyexist?
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M.Ichimura,T.AkiyamaandS.Yokota

AnnRepMisasaMedBrOkayamaUniv

MedSch66:85-91,1995.
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アレルギー疾患と漢方療法

慢性関節 リウマチの漢方療法

谷崎勝朗

(平成7年5月)

20分間の温泉浴による副賢皮質機能の回復能の評

岡山県地域医療 ･アレルギー研究会 価

(平成 7年 2月)

気管支噂息の発症年齢とIgE系反応

光延文裕,貴谷 光,御船尚志,梶本和宏,

横田 聡,谷崎勝朗,多田慎也,原田実根

第35回日本胸部疾患学会

(平成7年 5月)

温泉療法とQOL(シンポジウム)

気管支曝息

谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕

第60回日本温泉気候物理医学会

(平成 7年 5月)

呼吸器疾患の温泉療法

谷崎勝朗

第16匝l温泉療法医研修会

(平成7年 5月)

暁息患者の内分泌自律神経系への温泉療法の影響

御船尚志,光延文裕,梶本和宏,貴谷 光,

横田 聡,谷崎勝朗

第60回日本温泉気候物理医学会

(平成7年 5月)

光延文裕,御船尚志,梶本和宏,貴谷 光,

横田 聡,谷崎勝朗

第60回日本温泉気候物理医学会

(平成 7年 5月)

暮らしの中の学問

アレルギーと生活環境

谷崎勝朗

岡山大学公開講座

(平成 7年8月)

老年者気管支喋息の臨床病態一発症年齢別検討

梶本和宏,御船尚志,光延文裕,横田 聡,

谷崎勝朗

第45回日本アレルギー学会

(平成7年10月)

気管支喋息に対する温泉療法の心理的要素に及ぼ

す影響

横田 聡,御船尚志,光延文裕,梶本和宏,

谷崎勝朗

第45回日本アレルギー学会

(平成7年10月)

ステロイド依存性重症難治性鴨息に対する複合温

鴨息患者の免疫アレルギー系への温泉療法の影響 泉療法の効果

御船尚志,光延文裕,梶本和宏,貴谷 光,

横臼 聡,谷崎勝朗

第60匝旧本温泉気候物理医学会

(平成7年 5月)

温泉療法の心理的要素に及ぼす影響

光延文裕,御船尚志,梶本和宏,貴谷 光,

横田 聡,谷崎勝朗

第60回日本温泉気候物理医学会

横田 聡,御船尚志,梶本和宏,光延文裕,

谷崎勝朗

第72回内科学会中国地方会

(平成 7年5月)

気管支喋息の臨床病型におけるTリンパ球の関与

の検討

御船尚志,土田 真,横田 聡,保崎泰弘,

光延文裕,谷崎勝朗
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第73回内科学会中国地方会

(平成 7年11月)

QCTにより測定 した骨塩量と骨代謝マーカーに

ついての検討

横田 聡,梶本和宏,光延文裕,御船尚志,

保崎泰弘,谷崎勝朗

第73回内科学会中国地方会

(平成 7年11月)
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老年気管支職息症例の病態に関する検討

御船尚志,横田 聡,光延文裕,保崎泰弘,

谷崎勝朗

第 7回日本老年医学会中国地方会

(平成 7年11月)




