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◎原 著

(内 科)

主要疾患の新 しい話題.気管支喋息

谷崎勝朗

MedicamentNews1426:16-18,1994.

アレルギー性喋息

谷崎勝朗

薬局 45:599-601,1994.

Ten-yearstudyonspatherapy in 329 pa-

tientswithbronchialasthma.

Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,

F.Mitsunobu,K.Ochi,H.Harada,

Ⅰ.Kimura

JJpnAssocPhysMedBalmClim 57:

142-150,1994.

慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法

谷崎勝朗

温泉科学 43:136-142,1994.

慢性呼吸器病

谷崎勝朗

メディカ ルア クセス 2 :30-33, 1994.

慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法.研究の概要 と

今後の展望(3)

谷崎勝朗

公害健康被害補償予防協会委託業務報告書

pp2-10,1994.

慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法.1.治療後の

免疫アレルギー系検査の変動の施設間比較.

谷崎勝朗,貴谷 光,白倉卓夫,倉林 均,

斎藤勝剛,名部 誠,多田慎也,金広有彦

公害健康被害補償予防協会委託業務報告書

pp13-230,1994.

慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法.2.治療後の

内分泌自律神経系検査の変動の施設間比較.

谷崎勝朗,貴谷 光,白倉卓夫,倉林 均 ,

斎藤勝剛,名部 誠,多田 慎也,金広有彦

公害健康被害補償予防協会委託業務報告書

pp22-28,1994.

慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法.温泉療法の免

疫アレルギー系,内分泌自律神経系および心理的

要素への影響(3).

谷崎勝朗,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,

梶本和宏,斎藤勝剛,名部 誠

公害健康被害補償予防協会委託業務報告書

pp46-61,1994.

Action mechanismsofspa therapy in pa-

tients with chronic obstructive pulmonary

disease(COPD).

Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,

F.Mitsunobu

JJpnAssocPhysMedBalmClim 57:

183-190,1994.

Distanteffectofspatherapy onbronchial

asthmainrelation to cellularcomposition

oftheairwaysandventilatoryfunction.

Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,

F.Mitsunobu,紘.Kajimoto,K.Ochi,

H.Harada,LKimura

JJpnAssocPhysMedBalmClim 57:

199-208,1994.

慢性関節 リウマチと漢方療法

谷崎勝朗

MedicamentNews1452:8-9,1994.

Complexspatherapyandairwayinflamma-

tioninbronchialasthma.

Y.Tanizaki,H.Kitanl,T.Mifune,
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F.Mitsunobu,K.Kajimoto,S.Yokota,

Ⅰ.Takata,K.Ochi,H.Harada,S.Tada,

M.Harada

Annual Reports of Misasa Medical

Branch, Okayama Universlty Medical

Sch00165:1-8,1994.

ReleaseofhistamineandleukotrienesC4

and B4 from peripheral leucocytes and

bronchoalveolarcellsandbronchialhyperre-

sponsivenessinpatientswithasthma.

Annual Reports of Misasa Medical

Branch, Okayama Universlty Medical

Sch00165:9-16,1994.

重症プユアレルギーの 1症例

貴谷 光,高田一郎,横田 聡,梶本和宏,

光延文裕,御船尚志,谷崎勝朗

岡山大学三朝分院研究報告 65:17-21,

1994.

Characteristics of airway response in pa-

tients with steroid-dependent intractable

asthma(SDIA).

T.Mifune,H.Kitani,F.Mitsunobu,

K.Kajimoto,S.Yokota,I.Takata,

Y.Tanizaki,K.Ochi,H.Harada,

S.Tada,M.Harada

Annual Reports of Misasa Medical

Branch, Okayama University Medical

Sch00165:40-47,1994.

年齢から見た気管支鴨息症例の臨床的特徴

御船尚志,高田一郎,横田 聡,梶本和宏,

光延文裕,貴谷 光,谷崎勝朗

岡山大学三朝分院研究報告 65:48-54,

】994.

Serum immunoglobulinlevelsandperipheral

lymphocytecountrelatedtochangesincellu-

larcomposition of broncho-alveolarlavage

fluidinpatientswithbronchialasthma.
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F.Mitsunobu,H.Kitani,T.Mifune,

K.Kajimoto,S.Yokota,Ⅰ.Takata,

Y.Tanizaki,K.Ochi,H.Harada,S.

Tada,M.Harada

Annual Reports of Misasa Medical

Branch, Okayama University Medical

Sch00165:55-61,1994.

ClinicalevaluationofMAST system inthe

measurementofspecificlgE anytibodiesin

patientswithbronchialasthma.

Fz.Mitsunobu,H.Kitani,T.Mifune,

K.Kajimoto,S.Yokota,Ⅰ.Takada,

Y.Tanizaki

Annual Reports of Misasa Medical

Branch, Okayama University Medical

Sch00165:62-68,1994.

QCTによる経時的 3回の骨塩量測定と骨粗怒症

治療についての検討

梶本和宏,高田一郎,横田 聡,光延文裕,

御船尚志,貴谷 光,谷崎勝朗,小林靖明,

中桐善康,中井睦郎,穐山恒夫

岡山大学三朝分院研究報告 65:69-76,

1994.

気管支喋息及び慢性関節 リウマチに置ける気道抵

抗 (sRaw)および気道コンダクタンス (sGaw)

に対するサンプタモールまたはクロモリン吸入の

影響

横田 聡,貴谷 光,御船尚志,梶本和宏,

光延文裕,高田一郎,谷崎勝朗,多田慎也,

原田実根

岡山大学三朝分院研究報告 65:87-95,

1994.

混合性結合組織病 (MCTD)の1症例

高田一郎,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,

梶本和宏,松村 正,横田 聡,谷崎勝朗,

岡山大学三朝分院研究報告 65:96-100,

1994.
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当院における大腸ポリープの臨床的検討

高田一郎,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,

梶本和宏,松村 正,横田 聡,谷崎勝朗,

越智浩二,原田英雄,穐山恒夫,中井睦郎

岡山大学三朝分院研究報告 65:101-106,

1994.

重症難治性噛息に対する温泉療法の臨床的意義

谷崎勝郎,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,

梶本和宏,横田 聡,高田一郎

岡山大学三朝分院研究報告 65:119-128,

1994.

三朝温泉地の気候について (第16報)

松原扶美恵,井上妙子,貴谷 光,谷崎勝朗

岡山大学三朝分院研究報告 65:129-149,

1994.

呼吸器疾患と温泉療法

谷崎勝朗

Imagoll:186-192,1994.

噂息.4.温泉と噂息

谷崎勝朗,光延文裕

噴息 94,(監修 :牧野荘平)メディカルレ

ビュー社

pp135-143,1994.

噂息の温泉療法 (単行本)

谷崎勝朗,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,

梶本和宏,横田 聡

近代文芸社 1994

温浴と臓器反応.3.慢性閉塞性呼吸器疾患に対

する温泉浴の効果

貴谷 光,谷崎勝朗

日温気物医誌 58:22-24,1994.

温浴と臓器反応.4.温泉と胃粘膜血流量一意粘

膜血流に及ぼす温泉水の効果一

御船尚志,田中淳太郎,原田英雄

日温気物医誌 58:25-25,1994.

老年者の気管支噂息

谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕

ModernMediclne1:62-65,1994.

慢性関節 リウマチに対する漢方治療

貴谷 光,谷崎勝朗

老化と疾患 7:427-430,1994.

(共同研究)

慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法.3.治療後の

心身医学的要因の変動の施設間比較

斎藤勝剛,名部 誠,白倉卓夫,倉林 均,

多田慎也,金広有彦,谷崎勝朗,貴谷 光

公害健康被害補償予防協会委託業務報告書

pp31-44,1994.

Sodium picosulfatePEC腸管洗浄液併用によ

る Totalcolono-scopyの前処置法に関する検討

越智浩二,原田英雄.ChowdhuryRiaz,田

中淳太郎,松本秀次,妹尾敏伸,水島孝明,

光延文裕,谷崎勝朗,穐山恒夫,中井睦郎,

蓮岡英明,加藤匡宏

岡山大学三朝分院研究報告 65:22-26,

1994.

TroplCalcalcificpancreatitis- Anoverview

C.Riaz,K.Ochi,J.Tanaka,

S.Matsumoto,T.Senou,H.Harada,

T.Mizushima,Y.Tanizaki

Annual Reports of Misasa Medical

Branch, Okayama University Medical

Sch00165:27-39,1994.

ステロイド依存性重症難治性喋息患者における吸

入ステロイド薬の有用性に関する検討一経口ステ

ロイド薬との換算用量を中心に-

高橋 清,古藤直紀,宗田 良,多田慎也,

谷崎勝朗,木村郁郎

アレルギー 43:1163-1171,1994.
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◎講 演

(内 科)

重症ブユアレルギーの 1症例

貴谷 光,横田 聡,梶本和宏,光延文裕,

御船尚志,谷崎勝朗,多田慎也,木村郁郎,

石井 明

第6回日本アレルギー学会春期臨床大会 (辛

成6年4月)

気管支瑞息の臨床病型とロイコトリエン産生能の

検討

御船尚志,横田 聡,光延文裕,梶本和宏,

貴谷 光,谷崎勝朗,多田慎也,木村郁郎

第6回日本アレルギ-学会春期臨床大会 (平

成 6年4月)

気管支噛息に対する最近10年間の温泉療法の年次

推移-329例を対象に一

御船尚志,光延文裕,貴谷 光,谷崎勝朗,

越智浩二,原田英雄

第59回日本温泉気候物理医学会総会 (平成6

年4月)

温泉と臓器反応 (シンポジウム).3.慢性閉塞

性呼吸器疾患に対する温泉浴の効果

貴谷 光,谷崎勝朗

第59回日本温泉気候物理医学会総会 (平成 6

年4月)

温泉と臓器反応 (シンポジウム).4.温泉と胃

粘膜血流圭一胃粘膜血流に及ぼす温泉水の効果一

御船尚志,田中淳太郎,原田英雄

第59回日本温泉気候物理医学会総会 (平成6

年4月)

呼吸器疾患の温泉療法

谷崎勝朗

第15回温泉療法医研修会 (平成 6年 4月)

気道分泌から見た気管支喋息の臨床的特徴

貴谷 光,横田 聡,梶本和宏,光延文裕,

御船尚志,谷崎勝朗,多田慎也,木村郁郎

第34回日本胸部疾患学会総会(平成 6年 4月)

気管支喋息に対する最近10年間の温泉療法の年次

推移-329例を対象に一

御船尚志,光延文裕,貴谷 光,谷崎勝朗,

越智浩二,原田英雄

第29回日本胸部疾患学会中国四国地方会 (辛

成 6年 6月)

気管支噂息の臨床病態の変化と温泉療法の効果に

関する検討一過去11年間の入院症例を中心に-

御船尚志,横田 聡,梶本和宏,光延文裕,

貴谷 光,谷崎勝朗,多田慎也,原田実根

第44回日本アレルギー学会総会 (平成 6年10

月)

ステロイ ド依存性重症難治性喋息患者における免

疫反応と気道炎症に対するステロイドの影響

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44回日本アレルギー学会総会 (平成 6年10

月)

ステロイ ド依存性難治性喋息におけるBAL液中

細胞の比較およびヒスタミン,ロイコトリエン遊

離の検討

梶本和宏,横田 聡,光延文裕,御船尚志,

貴谷 光,谷崎勝朗,多田慎也,原田実根

第44回日本アレルギー学会総会 (平成 6年10

月)

気管支喋息の治療の進歩

谷崎勝朗

第8回日本臨床内科医学会 (平成 6年11月)
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QCTによる経時的 3回骨塩量 と骨粗餐症治療に

ついての検討

梶本和宏,横田 聡,光延文裕,御船尚志,

貴谷 光,谷崎勝朗,小林靖明,中桐善康

第71回日本内科学会中国地方会 (平成6年11

月)

老年者喋息に対する温泉療法の臨床効果

横田 聡,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,

谷崎勝朗

第 6回日本老年医学会中国地方会 (平成6年

11月)

気管支噂息の病態とその治療

谷崎勝朗

鳥取アレルギー疾患研究会 (平成6年11月)




