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1.本業績目鐘は各教貞より提出されたものを収録した○

2.収録期間は2004年1月から2004年12月までに刊行(発表)

されたものとした○

3.著者(発表者)については,本学科教員に下線をつけて衰



岡山大学医学部保健学科教育研究業績目録編集要綱

制定 平成11年 3月15日

改正 平成11年10月4日

平成11年11月24日

平成15年 7月14日

1.業績目録は,以下の分類により収録する｡

1)著 書 : 共著,分担執筆,訳書,共訳を含む｡

2)論 文 等 : 論壇,総説,原著,短報,報告,資料等｡(抄録等は含まない)

3)学会発表等 : 抄録が公的な雑誌に掲載されているか,公的な抄録集が発行されているものとする｡

4)講 演 : 学会における特別講演,団体からの依頼講演｡(講評は除く)

5)そ の 他 : 学術的意義を認める新聞及び雑誌の記事等｡

注)プロシーデイングの取扱いについては紀要委員会で検討する｡

2.収録期間,収録範囲

1)収録期間は本誌発行の前年 (1月1日～12月31日)とする｡

2)収録範囲は本学科に在籍中に公表したものを原則とする｡

3.業績目録記載方法

1)著書及び論文等

著者名は全員記載する｡その他は紀要執筆要領に準じる｡

2)学会発表等

発表者 (全員),題名,発表学会,学会年月,発表都市名を記載する｡

3)講演

講演者,題名,講演集会名,講演年月,講演都市名を記載する｡

4)その他

著書名,題名,掲載誌 (舵)名,発表年月日 (新聞のみ),巻 ･号 ･頁 (雑誌のみ)を記載する｡



Ⅰ.著 書

著 書 名

1. 住本管宏

2. 加藤博和

3. 加藤博和

漂哲

沫

睦

宗

忠

振

金

韓

金

4

5･ 極 道,迦垂堕型

6.後藤佐知子

書 名 発 行 者 発行年

標準 MRI,第3章画像コントラス トへの紹介 オーム社

第 1版 (東京)

P27-44

4章 診断Ⅹ線のスペクトルと関係するデータ.オーム社

診断Ⅹ線の基礎 物理法則と臨床応用 初版 (東京)

(笠井俊文,加藤博和監訳)

P117-199

付録 数学の復習 標準 MRI 初版(杉村和朗 オーム社

ら監訳) (東京)

P331-335

2004

2004

2004

遠赤外線とマイナスイオンの科学と展望 日本遠赤外線応用研 20 0 4

究会･韓国遠赤外線

協会

(東京)

第 9章 MR装置 標準 MRI 第 1版(杉村和 オーム社

朗監訳) (東京)

P153-176

3章 臨床応用 3.1患者への線量評価.診断Ⅹ オーム社

線の基礎 物理法則と臨床応用 初版(笠井俊 (東京)

文,加藤博和監訳)

P82-96

2004

2004

7.奥田博之,中塚幹也 第2章 産後の病態生理.産後の母と子の健康 西日本法規出版 2004

教育 初版(小野清美,奥田博之監) (岡山)

P28-38

8.奥田博之,中塚幹也 第 1編 癌登録の歴史と実際.子宮頚痛 ･子宮 日本臨床

体痛 ･卵巣癌の診断と治療一最新の研究動向- (大阪)

(野田起一郎監 ･塚越 茂編)

P36-43
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9. 小熊恵二,東 匡伸

(宿),小熊恵二,

中根明夫,平井義一,

東 匡伸,伊藤 亮,

千田好子,池 康嘉,

山田雅夫,堀田 博,

中村信一,中込 治

10. 浅利正二

ll. 小野清美,奥田博之

(監)

12. 小田 慈

13. 小田 慈

14. 小田 慈

15. 小田 慈

16. 小田 慈

第7章 ｢感染症の予防と対策｣,第8章 ｢臓器 南江堂

感染症｣(皮膚 ･粘膜系,呼吸器系,消化器系,(東京)

泌尿生殖器系,神経系,血液 ･リンパ系,その

他)患者の看護,コンパクト微生物学 改訂第

2版,小熊恵二,東 匡伸(編)

Pl49-157,168-169,181-182,192-193,

199-201,207-208,219-220,226-227

2004

PART6/片頭痛患者への生活指導と服薬指導 先端医療社 2004

1.片頭痛の誘因を避けるための日常生活指導 (東京)

のポイント 片頭痛へのアプローチーよりよい

日常生活を配慮した診療を目指して-(坂井文

彦編)

P280-288

産後の母と子の健康教育 初版 西日本法規出版 2004

(岡山)

免疫不全症(彰原発性免疫不全症候群.実践的看 メディカルレビュー 2004

護のための病棟 ･外来マニュアル 『ェクセル 社

ナース 〔リウマチ ･アレルギー編〕』(中田安成,(東京)

林 優子編)

P307-311

免疫不全症②補体,好中球の異常.実践的看護 メディカルレビュー 2004

のための病棟 ･外来マニュアル 『ェクセルナ一 社

ス 〔リウマチ ･アレルギー鯨〕』(中田安成,埜 (東京)

墜王霜)

P315-319

感染症 :おコメの味を思い出そう-初心に帰る 中山書店

ことの大切さ.町外来診断』(《小児科外来診療 (東京)

のコツと落とし穴)シリーズ)(柳津正義,田原

卓浩編)

P128-129

外来診療はアウェイとホームでは大違い / 『外 中山書店

来診断』(《小児科外来診療のコツと落とし穴》 (東京)

シリーズ)(柳津正義,田原卓浩編)

P22-23

2004

2004

インフォームドコンセント.BestNursing小 メデイカ出版 2004

児外科看護の知識と実際(青山輿司編) (大阪)

P37-41

- 2-



17. 小田 慈 家族,息児への援助.BestNursing小児外科 メデイカ出版 2004

看護の知識と実際(青山興司編) (大阪)

P42-47

18. 神辺智春,小田 慈 SIDSについて.産後の母と子の健康教育(坐 西日本法規出版 2004

壁堕墨,奥田博之監修) (岡山)

P59-63

19. 神辺智春,小田 慈 乳幼児のマイナートラブル.産後の母と子の健 西日本法規出版 2004

康教育(小野清美,奥田博之監修) (岡山)

P69-76

20. 御牧信義,小田 慈 新生児聴覚スクリーニング.産後の母と子の健 西日本法規出版 2004

康教育(小野清美,奥田博之監修) (岡山)

P63-69

21.林 優子

22. 林 優子

23. 深井喜代子

24. 深井喜代子

25. 西田真寿美

26. 西田真寿美

原発性免疫不全症候群看護ケアのポイント エ メディカルレビュー 2004

クセルナース 〔免疫 ･アレルギー編〕12 初版 社

(中田安成,林 優子監修) (東京)

P312-314

補体 ･好中球の異常 看護ケアのポイント.エ メディカルレビュー 2004

クセルナース 〔免疫 ･アレルギー編〕12 初版 社

(中田安成,林 優子監修) (東京)

P320-321

Q&Aでよくわかる看護技術の根拠本-エビデ メヂカルフレンド 2004

ンスブック 初版 (東京)

看護着発一痛みへの挑戦 初版 へるす出版 2004

(東京)

第 2章 成人および高齢者の発達的特徴.成 メヂカルフレンド社 2004

人 ･高齢者看護のためのヘルスアセスメント

初版(稲葉佳江編)

P9-14

第3章 看護における医療介護.医療介護とは 金原出版 2004

何か一医療と介護の共同保険時代- 初版(住

居広士編)

P44-50

- 3-



27.犬飼昌子

28.大塚元美

29.大塚元美

30. 大塚元美

31. 草野恵美子(翻訳)

32.草野恵美子

33. 中瀬克己,柴辻里香,

長宗(金子)典代,

犬飼昌子,安酸史子

34.早川和生(監訳),

長宗(金子)典代(翻訳)

35. 中田安成,林 優子

(監修)

第Ⅲ章 混合結合組織病看護ケアのポイント, メディカルレビュー 2004

グッドパスチャー症候群看護ケアのポイント, 社

慢性甲状腺炎看護ケアのポイント,後天性免疫 (東京)

不全症 (AIDS)看護ケアのポイント,エクセ

ルナース 〔免疫 ･アレルギー編〕12 初版(生

田安成,林 優子監修)

P126-128,175-176,193-194,327-329

日常生活行動-おしゃれ-〔母親のサイド〕(髪).西日本法規 2004

産後の母と子の健康教育 第 1版(小野清美, (岡山)

奥田博之監修)

P82-84

勤労婦人の社会復帰(母乳継続のためのバッグ 西日本法規 2004

活用).産後の母と子の健康教育 第 1版(生壁 (岡山)

堕菱,奥田博之監修)

P134-137

新生児 ･乳幼児の清潔(休浴用品のいろいろ). 西日本法規 2004

産後の母と子の健康教育 第 1版(小野清美, (岡山)

奥田博之監修)

P151-153

第 Ⅰ部-6 ポジショニング,第Ⅲ部-28 音楽 医学書院 2004

療法.看護介入 第2版,NICから精選した43 (東京)

の看護介入 第2版(早川和生監訳)

P95-108,P375-389

第 5章 健康観の多様性と看護.ナ-シング ･ メデイカ出版 2004

グラフイカ22 成人看護学概論 初版(安酸史 (大阪)

千,鈴木純恵,吉田澄恵編)

P92-104

若年層における性行為感染症を疑った際の受診 新興 ･再興感染症研 2004

行動とその関連要因-グループインタビュー法 究事業

を用いて-.効果的な感染症発生動向調査のた

めの国及び県の発生動向調査の方法論の開発に

関する研究,厚生労働科学研究費補助金

異文化交流調整.看護介入 第2版

P532-542

エクセルナース ｢免疫 ･アレルギー編｣

- 4-

医学書院 2004

(東京)

メディカルレビュー 2004

社

(東京)



36. 中田安成

37. 中田安成

38. 片岡幹男

39. 片岡幹男

40. 片岡幹男

41. 片岡幹男

42. 片岡幹男

43. 片岡幹男

44.池田 敏

第 1章 サイ トカイン,免疫応答と組織傷害, メディカルレビュー 2004

自己免疫疾患.エクセルナース ｢免疫 ･アレル 社

ギー編｣(中田安成,林 優子監修) (東京)

P41-52

第 2章 末梢血,炎症反応.エクセルナース ｢免 メディカルレビュー 2004

疫 ･アレルギー編｣(中田安成,林 優子監修) 社

P54-57 (東京)

免疫 とは.エクセルナース [免疫アレルギー メディカルビュー社 2004

編] 初版(中田安成,林 優子監修) (東京)

P18-22

免疫組織 と免疫担当細胞.エクセルナース [免 メディカルビュー社 2004

疫アレルギー編] 初版(中田安成,林 優子監 (東京)

修)

P23-32

グッドパスチャー症候群.エクセルナース [免 メディカルビュー社 2004

疫アレルギー編] 初版(中田安成,林 優子監 (東京)

修)

P171-176

過敏性肺臓炎.エクセルナース[免疫アレルギー メディカルビュー社 2004

編] 初版(中田安成,林 優子監修) (東京)

P228-231

好酸球性肺炎.エクセルナース[免疫アレルギー メディカルビュー社 2004

編] 初版(中田安成,林 優子監修) (東京)

P235-238

サルコイ ドーシス.エクセルナース [免疫アレ メディカルビュー社 2004

ルギー編] 初版(中田安成,林 優子監修) (東京)

P300-304

第 3章 治療 と看護. 2.その他の自己免疫性 メディカルレビュー 2004

疾患 (む潰癌性大腸炎,実践的看護のための病 社

棟 ･外来マニュアル ｢エクセルナース [リウマ (東京)

チ ･アレルギー編]｣(中田安成,林 優子監修)

P195-199
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45. 池田 敏

46･ 岡 久雄,一色弘三,

p.AkeOberg

47. 唐下博子

48. 唐下博子

49. 唐下博子

50. 唐下博子

51. KuroseK,

SakaguchiM,

NasuY,EbaraS,

KakuH,KariyamaR,

AraoY,MiyazakiM,

TsushimaT,

NambaM,

KumonH,HuhN

第 3章 治療と看護.2.その他の自己免疫性 メディカルレビュー 2004

疾患 ⑥自己免疫性肝炎,実践的看護のための 社

病棟 ･外来マニュアル ｢エクセルナース [リウ (東京)

マチ ･アレルギー編]｣(中田安成,林 優子監

修)

P203-207

局所虚血下における筋機能計測のための筋内挿 慶応義塾大学出版会 2004

人型プローブの開発.バイオメカニズ17-生体 (東京)

機能の解析と医療福祉 -(バイオメカニズム学

会編)

Pll-18

検査 ;補体,実践的看護のための病棟 ･外来マ メディカルレビュー 2004

ニュアルエクセルナース,免疫アレルギー編 社

(中田安成,林 優子監修)

P71-75

検査 ;リウマ トイド因子,実践的看護のための メディカルレビュー 2004

病棟 ･外来マニュアルエクセルナース,免疫ア 社

レルギー編(中田安成,林 優子監修)

P65-70

検査 ;抗核抗体,実践的看護のための病棟 ･外 メディカルレビュー 2004

来マニュアルエクセルナース,免疫アレルギー 社

編(中田安成,林 優子監修)

P58-64

抗体 ･補体,実践的看護のための病棟 ･外来マ メディカルレビュー 2004

ニュアルエクセルナース,免疫アレルギー編 社

(中田安成,林 優子監修)

P33-40

DecreasedexpressionofREIC/Dkk-3inhu一

manrenalclearcellcarcinoma. TheJour-

nalofUrology171

P1314-1318

- 6-
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52. 荒尾雄二郎,

黒木なつ美

Ⅰ.論 文 等

著 書 名

1. 東 義晴,中桐義忠,

後藤佐知子

2. 青山英樹,東 義時,

後藤佐知子,田原誠司,

宇野弘文,稲村圭司,

門久繁文,中桐義忠,

金洋 右,住本管宏,

東 異美

3. SumimotoT,

MaruyamaT,

AzumaY,GotoS,

MondouM,

FurukawaN,

OkadaS

4. AzumaY,GotoS,

SumimotoT

5. SumimotoT,

MaruyamaT,

AzumaY,GotoS,

MondouM,

FurukawaN,

OkadaS

単純ヘルペスウイルスやエンテロウイルス71な

どの神経向性ウイルスの粒子に認められるイン

シュリン棟作用について.長崎大学熱帯医学研

究所共同研究報告集(平成15年度)

P47

論 題

2004

雑 誌 名 発行年

GAFクロミックフイルムを用いた放射線治療 INNERVISION 2004

における線量測定精度に関する研究 7:51

高エネルギーⅩ線に対するRadiochromicFilm 日本放射線技術学会 2004

の濃度測定精度の検討

DetectionofDefectsofBGA byTomogra-

phylmaging.

Automaticpatternclassi丘cationofthedigi-

tizedmammographicbreastdensity.

ⅩィayimageanalysisofdefectsatBGA for

manufacturingsystem reliability.

- 7-

雑誌

60(川:1533-1542

Proceedingsofln- 2004

ternationalConfer-

ence on Cyberne-

tics and lnforma-

tion TechnologleS,

Systems and Ap-

plications

1:146-150

Proceedingsofln- 2004

ternationalConfer-

ence on Cyberne-

tics and Informa-

tion Technologies,

Systems and Ap-

plications

2-1461XL:1-4

Advanced ReliabiL 2004

ity Modeling-Pro-

ceedings of the

2004 Asian lnter一

mationalWorkshop-

507-514



6. SumimotoT,GotoS,

AzumaY

7.加藤博和,花元克巳,

川崎祥二,溢谷光一,

黒田昌宏,小山 矩

8.Kato班,YoshimuraK,

KurodaM,

YoshidaA,

HanamotoK,

KawasakiS,

Sbibuya冗,

YamamotoY,

TsunodaM,

TakemotoM,

HirakiY

9. YoshidaA,KatoH,

KurodaM,

Hanamoto冗,

YoshimuraK,

Shibuya冗,

KawasakiS,

TsunodaM,

KanazawaS,HirakiY

Automaticpatternclassificationreliabilityof

thedigitizedmammographicbreastdensity.

MRIにおけるサンプリング時間の測定と画像

の再構成

Developmentofaphantom compatiblefor

MRIandhyperthermiausingcarrageenan

ge卜re】ationship between dielectric prop-

ertiesandNaCIconcentration.

Advanced Reliabi1- 2004

ityModeling-Pro-

ceedings of the

2004 Asian lnter-

nationalWorkshop-

499-506

岡山大学医学部保健 2004

学科紀要

14(2):121-128

IntJHyperthermia 2004

20:529-538

Developmentofaphantom compatiblefor IntJHyperthermia 2004

MRIandhyperthermiausingcarrageenan 20:803-814
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effectsofnegativeairionsonthehuman tionalSocietyof

body. Lifelnformation

Science

22(1):97-102

89. 白井喜代子,山本尚武 皮膚インピーダンスを用いた紫外線曝露による 母性衛生 2004

皮膚障害診断のための基礎的検討 45(2):335-341

90･ 白井喜代子,中村隆夫,

楠原俊昌,山本尚武

91. 岸本茂子,川崎泰子,

佐々木邦代,吉田美李,

白井喜代子,内田千菊,

山本和子,多賀佐和子,

岡元久江,与田奈津美

92. 森本美智子,高井研一

93. 森 恵子,秋元典子,

猶本良夫

94. 森 恵子

95. 弓場茂子,高橋郁名代,

海内千春,坪井桂子

96. 坪井桂子,西田真寿美

97. 佐藤美恵,池田敏子,

渡遵久美,梶野香苗,

金尾直美

生体情報計測のための皮膚インピーダンスの標 信学技報 2004

準化モデルの構築に関する研究 20:1-4

キャリア開発 と学習ニー ドに関する調査一問山 岡山県看護協会

県における病院看護職を対象 として- 1-27

慢性閉塞性肺疾患患者の機能障害と活動能力の 日本看護科学会誌

関係 24(1):13-20

食道切除術を受けた患者が体験 している生活上 平成15年度木村看護

の困難さに関する研究 教育振興財団研究助

成金報告書

2004

2004

がん看護 部位別にみたがんの特徴 とケア 第 ナース専科 2004

16回 食道がん 24(7):46-49

同種末梢血細胞移植を経験 した白血病患者の自 第26回日本造血細胞 2004

己効力に関する研究一息者の心理的葛藤を中心 移植学会看護研究集

とした分析一 録集

138-141

高齢者介護施設における高齢者ケアの質の向上 財団法人岡山医学振 2004

のために看護職 ･介護職が共有できる教育シス 興会年報平成15年皮

テムの構築 医学研究助成金報普

旨ヨ妻毒j

14

患者による受け持ち学生のコミュニケーション TheJournalofNur- 2004

技術および観察技術に対する評価 と期待 一成人 singInvestigation

看護学実習における慢性期患者を対象 として- 3(1):40-48

- 17-



98. 三宅 馨,森もとえ,

坂本陽子,小川晶子,

栗栖美絵,大塚元美

99･渡追久美,住吉和子,

金子典代,横田憲治,

川田智恵子

100.渡追久美,竹内加恵,

岡野初枝

101. 渡遁久美,住吉和子,

森本美智子,岡野初枝

102.長宗典代

103.市川裕久,片岡幹男,

尾形佳子,大森雅一,

平松順一,谷本 安,

金贋有彦,中田安成,

谷本光音

104. 岡本 基,臼井真一,

岡崎三代

105.ToyonagaS,

NakatsuT,

SuezawaC,

MatsubaraH,

SogouT,KusachiS

106.TakaishiA,

IwasakiK,

MurakamiT,

KusachiS,HinaK,

MurakamiM,

KamikawaS,

HirotaM,ObikaM,

ShiratoriY

【周産期のパラダイムシフトを考える】三次元 周産期医学 2004

超音波画像と母性意識確立へのサポート 34(1):39-44

自癖菌に対する木酢液の発育抑制 ･殺菌作用 岡山大学医学部保健 2004

学科紀要

14(2):129-133

0大学附属病院ICUにおける家族看護の現状 岡山大学医学部保健 2004

と課題 学科紀要

15(1):23-28

精神疾患としての痴呆患者を抱える家族への社 日本在宅ケア学会 2004

会資源の導入に関する訪問看護師の認識 8(1/2):58-64

変化ステージ理論を用いたエイズ予防行動学研 日本エイズ学会誌 2004

究一コンドーム使用行動に焦点を当てて- 6:37-41

筋肉病変の自然消失後,肝病変を認めたサルコ 日本サルコイド-シ 2004

イドーシスの1例 ス/肉芽腫性疾患学

会誌

24:71-76

はとむぎ,はとむぎテンペのラットコレステ 岡山大学医学部保健 2004

ロール代謝改善作用に関する研究 学科紀要

15(1):9-14

Relationshipbetweenbodymassindexand ∫IntMedRes 2004

anti-hypertensive efBcacy of doxazosin 32(2):176-84

accordingtoasurveyofJapanesepatients.

Coronary flow reserveaftercoronary in-JIntMedRes 2004

terventioninsimilarinpatientswithpre-32(3):245-57

servedviabilityinpreviousmyocardialin-

farctionandinthosewithanginapectoris.

- 18-



107. WakabayashiH,

ShiodeT,KuroseM,

MoritaniH,FujikiS,

MorimotoN,

KusachiS

108. OgawaH,OohashiT,

SataM,BekkuY,

HirohataS,

NakamuraK,

YonezawaT,

KusachiS,

ShiratoriY,

NinomiyaY

109. UesugiT,IwasakiK,

MurakamiM.

YamamotoK,

KusachiS,

MurakamiT,

ObikaM,

KamikawaS,

MiyoshiT,

ShiratoriY

110. 尾形佳子,森 由弘,

古賀 光,粟井一哉,

荒川裕佳子,中西徳彦,

片岡幹男,厚井文一

111. 市川裕久,片岡幹男,

尾形佳子,大森雅一,

平松順一,谷本 安,

金贋有彦,中田安成,

谷本光音

Emergenttreatmentofacuteembolicsuper-Cardiovasc ‥nter- 2004

iormesentericischemiawithcombinationofventRadiol

thrombolysisandangioplasty:reportoftwo 27(4):389-93

Cases.

Lp3/Hapln3,anovellink protein thatco-MatrixBiol

localizeswithversicanandiscoordinately 23(5):287-98

up-regulatedbyplatelet-derivedgrowthfac-

torinarterialsmoothmusclecells.

Circulatingwhitebloodcellcountcorrelates ActaCardioI

withleftventricularindicesindependently 59(5):533-9

0ftheextentofriskareaformyocardialin-

farctionaftersuccessfulreperfusion.

2004

2004

気胸と肺非定形抗酸菌症を合併した特発性閉塞 日本呼吸器学会雑誌 2004

性細気管支炎の1例 42(9):837-841

筋肉病変の自然消失後､肝病変を認めたサルコ 日本サルコイド-シ 2004

イド-シスの一例 ス/肉芽腫性疾患学

会誌

24:71-76

112. 石戸則孝,小林正雄, 前立腺痛の診断における3時点移動平均モデル 泌尿器外科

石井亜矢乃,囲富公人, を利用したPSA倍加時間測定の有用性 17(5):407-410

高本 均,池田 敏

2004

113.ImaiK,NiitsuyaM, Glucoseintoleranceandcoronaryarterydis一 日本職業 ･災害医学 2004

IzumiT,MasatomiC, ease in individualswith long-term spinal 会雑誌

IkedaS,NakajimaA, cordinjury. 52(4):219-223

AizawaY,KiraS

- 19-



114. 宇野邦子,池田 敏,

柳本奈津子,谷理恵子,

森 直美,横谷利子,

戸羽祥二,後藤彰夫

115. WijayaSK,

SumikawaT,

SarataniK,

KawazoeT,OkaH

l16･ 澄川拓也,岡 久雄,

川添尭彬

117. WijayaSK,OkaH,

SarataniK,

SumikawaT,

KawazoeT

118. PanutdapornN,

Chongsa-nguanM,

NairGB,

RamamurthyT,

YamasakiS,

ChaisriU,

TongtaweP,

EampokalarpB,

TapchaiSriP,

SakolvareeY,

KurazonoH,

TheinW B,

HayashiH,TakedaY,

ChaicumpaW

119. IshitoyaS,

KurazonoH,

NishiyamaH,

NakamuraE,

KamotoT,

HabuchiT,TeraiA,

YamamotoS

NakayamaM,

健診 ･人間ドックで発見される肥満のない脂肪 健康医学 2004

肝例に関する検討 19(4):574-579

Developmentofdentalimplantmovement Technologyand 2004

(IM)checkerfor dentalimplantmobility HealthCare

assessment. 12:1-13

インプラントの塩入深さが動揺度に及ぼす影響 日本顎口腔機能学会 2004

に関する基礎的研究 雑誌

10:1-10

Developmentofimplantmovementchecker Medical Engineer- 2004

fordeterminingdentalimplantstability. ing&Physics

26:513-522

GenotypesandphenotypesofShigatoxin J.Infect, 2004

producing-Escherichia coli isolated from 48:149-160

healthycattleinThailand.

Verotoxininducesrapideliminationofhu-J.Urol. 2004

manrenaltumorxenograftsinSCIDmice. 171:1309-1313

- 20-



120. KimuraM,WadaA,

YahiroK OgushiK-I,

NiidomeT,

FujisawaA,

ShirasakaD,

AoyamaN,

KurazonoH.NodaM,

MossJ,HirayamaT

121. OgushiK,WadaA,

NiidomeT,OkudaT,

LlanesR,

NakayamaM,

NishiY,KurazonoH,

SmithKD,

AderemA,MossJ,

HirayamaT

122.唐下博子,筒井 研

123.SenoT,Ochi氏,

MizusbimaT,

ShinjiT,KoideN

124. 妹尾敏伸

125. OkazakiM,UsuiS,

TokunagaK,

NakajimaY,

TakeichiS,NakanoT.

NakajimaK

126. KinoshitaM,

FujitaM,UsuiS,

MaedaY,KudoM,

HirotaD,SudaT,

TakiM,OkazakiM,

TeramotoT

Helicobacter pylori VacA activates the ∫.Biol.Chem.

p38/ATF-2-mediatedsignalpathwayinAZ-279:7024-7028

521cells.

Gangliosides act as co-receptor for SaL ∫.BioIChem.

monellaenteritidisFliC andpromoteFliC-279:12213-12219

inductionofhuman〟-defensin-2expression

inCaco-2cells.

核 matrixAttachmentRegionDNA(MAR) 日本免疫学会

を認識する抗核抗体を用いた核の免疫染色 :自 34:265

己免疫病態解析のための新たな手法

2004

2004

2004

Ageand gender-related alterationsofsix Ann Rep Misasa 2004

serum pancreaticenzymesinhealthysub-MedCenterOkaya-

jects. maUnivMedSch

74:57-61

[特集]慢性肺炎の合併症 とその取 り扱い-血 消化器の臨床

液生化学検査 (ClinicsinGastro-

enterology)

7(5):479-483

Hypertriglyceridemiainpregnancydoesnot ClinChin Acta.

contribute to the enhanced formation of 339:169-81

remnantlipoproteinparticles.

ScavengerreceptortypeBIpotentiatesre-Atherosclerosis.

versecholesteroltransportsystem by re-173:197-202

movlngCholesterolesterfrom HDL.

- 21-
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127.TakeichiS,

NakajimaY,

YukawaN,

FujitaMQ,SaitoT,

SatohF,SetoY,

KusakabeT,JimZB,

HasegawaI,

NakanoT,

SaniabadiA,

AdachiM,OharaN,

UsuiS,OkazakiM,

NakajimaK

Validityofplasmaremnantlipoproteinsas ClinChin Acta. 2004

surrogatemarkersofantemortem levelin 343:93-103

casesofsuddencoronarydeath.

128.NakayamaM, Hericobacter pylori VacA activates the J.Biol.Chem. 2004

KimuraM,WadaA, p38/ATF-2一mediated signal pathway in 279(8):7024-7027

Yahiro冗,OgushiK, AZ521cells

NiidomeT,

FugikawaA,

ShirasakaD,

AoyamaN,

KurazonoH,NodaM,

Moss∫,HirayamaT

129.NiiyaM,NiiyaK,

ShibakuraM,

Involvement of ERKl/2 and p38 MAP Oncology 2004

kinaseindoxorubicin-inducedUPA express-67:310-319

AsaumiN,YoshidaC, ioninhumanRC-K81ymphomaandNCI-

ShinagawaK,

TeshimaT,

IshimaruF,IkedaK,

TanimotoM

130. AsaumiN,NiiyaK,

YoshidaC,

ShibakuraM,

NiiyaM,TanimotoM

131.SuzukiM,

YamasakiT,

ShinohataR,

HataM,NakajimaH,

KonoN

H69smallcelllungcarcinomacells.

Complete remission ofcyclic thrombocy-Blood CoagulFib- 2004

topeniaafterHelicobacterpylorieradication. rinolysis

15:439-440

Cloning and reporter analysisofhuman Gene

mitochondrialphosphoenolpyruvatecarboxy-338(2):157-162

kinasegenepromoter.

- 22-
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Ⅱ.学会発表等

演 者 演 題

1. 住本哲宏,倉本和興 悪環境下での特定物体検出技術の開発

2.KatoH,KurodaM,

Hanamoto冗,

YoshimuraK,

YoshidaA,

KawasakiS,

ShibuyaK,

TsunodaM,

KanazawaS,

HirakiY

3.HanamotoK,

KatoH,KurodaM,

ShibuyaK,

KawasakiS,

HirakiY

4. KurodaM,

TsunodaM,

YoshimuraK,

HirakiY,KatoH,

HanamotoK,

KawasakiS,

ShibuyaK

Developmentofphantom usedfor

HyperthermiaandMRI.

A studyonanMRIthermometry

basedonthemagnetizationofpro-

ton.

Developmentofanew hybridgel

phantom using carrageenan and

gellangum whichvisualizesthe3-

Dtemperaturedistribution.

5. 花元克巳,加藤博和, 小型 MRI装置用 シーケンシャルパル

西 健二,帆足正勝, スジェネレータの開発

青山良宏,溝捌真一,

大胡文彦,坂井千尋,

田中雅大,馬場園喬,

黒田昌宏,金津 右

6. 加藤博和,花元克巳, 小型 MRI装置用 RFコ イ ルの作製

溝測真一,青山良宏,

帆足正勝,西 健二,

大胡文彦,坂井千尋,

田中雅大,馬場園喬,

黒田昌宏,金津 右

- 23-

学 会 名 開催年月 開催場所

電子情報通信学会, 2004.9 徳島

2004年ソサイエティ

大会21

International Ass0-2004.4 St.Louis

ciation forHyper- (U.S.A.)

thermic Oncology

9th lnternational

CongressonHyper-

thermicOncology

InternationalAss0-2004.4 St.Louis

ciation forHyper- (U.S.A.)

thermic Oncology

9th lnternational

CongressonHyper-

thermicOncology

InternationalAssol2004.4 St.Louis

ciation forHyper- (U.S.A.)

thermic Oncology

9th lnternational

CongressonHyper-

thermicOncology

第102回日本医学放 2004.6 高桧

射線学会中国 ･四国

地方会

第102回日本医学放 2004.6 高松

射線学会中国 ･四国

地方会



7.加藤博和 MRI用フアントムの開発

8. KatoH,KurodaM, Developmentofa phantom com-

HanamotoK, patibleforhyperthermiaandMRI.

YoshimuraK,

YoshidaA,

KawasakiS,

Shibuya冗,
UchidaN,

KanazawaS

電子情報通信学会 2004.7 東京

通信ソサエティー

第三種研究会 ｢人体

電磁フアントム研究

会｣第21回

InternationalSym-2004.7 Takamatsu

posium on Micro-

waveScienceand

lts Application to

RelatedFields

9. 黒田昌宏, MnSOD遺伝 子 導入 に伴 う plating 第102回日本医学放 2004.6 高松

小桧めぐみ, efficiencyの変化 射線学会中国 ･四国

王 雅棟,加藤博和, 地方会

花元克巳,武本充広,

姫井健吾,山本泰宏,

平木祥夫,金棒 右

10.花元克巳,加藤博和, 教育用小型 MRI装置の作製について 第88回日本医学物理 2004.6 広島

帆足正勝,青山良宏, -シーケンシャルパルスジェネレータ 学会学術大会

西 健二,溝測真一, の開発

大胡文彦,坂井千尋,

田中雅大,馬場園喬,

黒田昌宏,金津 右

11･ 加藤博和,

青山良宏,

大胡文彦,

金棒 右,

西 健二,

田中雅大,

花元克巳, 教育用小型 MRI装置の作掛 こついて

帆足正勝, -エコー信号の観測一

黒田昌宏,

溝渦真一,

坂井千尋,

馬場園喬

第88回日本医学物理 2004.10 広島

学会学術大会

12. 岡本青史,高橋則雄, 開磁路型 MRI装置の磁気回路に関す 電気学会マグネティ 2004.10 北九州

加藤博和,岸 幹二 る最適設計法の基礎的検討 ックス研究会

13･花元克巳,加藤博和, 磁化を指標 としたMRIによる温度測 日本ハイパーサーミ 2004.9 京都

黒田昌宏,砥谷光一, 定 ア学会第21回大会

川崎祥二,金洋 右

- 24-



14. 大胡文彦,門久繁文, 教育 ･研究用小型 MRIの開発 -RF 日本放射線技術学会 2004.10 大阪

坂井千尋,青山良宏, コイルの設計と作製一 第32回秋季学術大会

帆足正勝,加藤博和,

花元克巳

15. 青山良宏,帆足正勝, 教育 ･研究用小型 MRIの開発 一傾斜 日本放射線技術学会 2004.10 大阪

加藤博和,溝iXIJ真一, 磁場コイルの設計と作製一 第32回秋季学術大会

田中雅大,馬場園喬,

花元克巳

16. 帆足正勝,青山良宏, 教育 ･研究用小型MRIの開発 -シー 日本放射線技術学会 2004.10 大阪

加藤博和,西 健二, ケンシャルパルスの生成一 第32回秋季学術大会

大胡文彦,花元克巳

17. 大野誠一郎, MRIにおいて位相方向に出現す る 日本放射線技術学会 2004.10 大阪

小水 満,花元克巳, アーチファクト 第32回秋季学術大会

加藤博和,黒田昌宏,

金津 右

18. 上者郁夫 Full-thicknessstromalinvasionの子 JSAWI2004 2004.9 淡路島

宮諌癌 :MRIによる傍組織浸潤の評

価

19. 岩崎大祐,上者郁夫, 腹部超音波検査における炭水化物の胆 平成16年度中四国放 2004.10 岡山

斎藤 貢,石田佳奈, 嚢拡張作用に関する検討 射線技師学術大会

丸山敏則,溢谷光一,

中桐義忠

20. 石田佳奈,上者郁夫, MRIによる閉経後婦人の卵巣の描出 平成16年度中四国放 2004.10 岡山

山口卓也,松下 利, に関する検討 射線技師学術大会

赤木憲明,井内洋介,

中桐義息

21. 石田佳奈,上者郁夫, MRIによる閉経後の卵巣描出に関す 日本放射線技師学会 2004.11 米子

山口卓也,松下 利, る検討 中国 ･四国部会第45

赤木憲明,井内洋介, 回学術大会

中桐義忠,宮木康成

22. 岩崎大祐,上者郁夫, 腹部超音波検査における炭水化物の胆 日本放射線技師学会 2003.11 米子

斎藤 貢,石田佳奈, 嚢に及ぼす影響について 中国 ･四国部会第45

丸山敏則,碇谷光一, 回学術大会

中桐義息

- 25-



23.枚下 利,上着郁夫,

山口卓也,井内洋介,

中桐義忠,赤木憲明,

宮木康成

MRIによる閉経後のjunctionalzone

と子宮内膜の形態に関する検討

24. MatsushitaT, Investigationaboutconfigurationof

と由｣,AkagiN, junctionalzoneandendometrium in

MiyagiY, postmenopausalpatients by using

KanazawaS MRimages

日本放射線技師学会 2004.11 米子

中国 ･四国部会第45

回学術大会

90th Radiologica12004.ll Chicago

Society of North (U.S.A.)

America

25･ 原 武史,上者郁夫, MRIによる閉経後婦人の正常卵巣抽 第103回日本医学放 2004.12 高知

石田佳奈,宮木康成, 出に関する検討 射線学会中国 ･四国

金洋 右

26. YamaokaK,

MitsunobuF,

Hanamoto冗,

KataokaT,

TanizakiY,

SugitaX

27･ 山岡聖典,片岡隆浩,

野村崇治,田口勇仁,

江 連鉱,花元克巳,

吉良尚平

28･ 山岡聖典,光延文裕,

小島周二,

柴倉美砂子,

片岡隆浩,花元克巳,

谷崎勝朗

29. 片岡隆浩,野村崇治,

田口勇仁,江 連鉱,

花元克巳,吉良尚平,

山岡聖典

30. 日岩美咲,山代 寛,

小松めぐみ,

石原節子,金洋 右,

竹田芳弘

地方会

Effects of Radon and Thermal 6th International 2004.9 0saka

TherapyonOsteoarthritis.

CC14誘導肝障害アカタラセミアマウ

スに対する低線量Ⅹ線の事後照射によ

る症状横和作用に関する検討

三朝ラドン温泉地区住民の血液中の

♪53量とSOD活性の特性に関する検

討

ConferenceonHigh

Levels ofNatural

Radiation and Ra-

donAreas

日本過酸化脂質 7 2004.10 名古屋

リーラジカル学会第

28回大会

日本放射線影響学会 2004.11 長崎

第47回大会

無カタラーゼ症マウスにおけるCC14 日本放射線影響学会 2004.11 長崎

誘導肝障害とこれに対する低線量Ⅹ線 第47回大会

事後照射による作用に関する基礎的検

討

非触知両側乳癌の2例

- 26-
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31. 石原節子,

小於めぐみ,

白岩美咲,竹田芳弘,

小笠原豊,松岡順治,

土井原博義,

金津 右

MDCTの乳癌組織型診断能の検討 第 1回日本乳癌学会 2004.9 岡山

中国四国地方会

32. 白岩美咲,山代 寛, 当医療法人職員乳癌検診におけるマン 第14回日本乳癌検診 2004.11 大阪

遠藤財範,広岡保明, モグラフイ併用検診導入の効果 学会総会

小松めぐみ,

石原節子,竹田芳弘,

金津 右

33･ 中村隆夫,梼原俊昌, 身体運動時におけるFFTによる生体 第43回 日本エ ム ･ 2004.5 金沢

大橋充明,玉井義隆, インピーダンス解析のための計測シス イー学会大会抄録 ･

山本尚武 テム 論文集,448

34･ 中村隆夫,梼原俊昌, 身体運動時の生体インピーダンス解析 電子情報通信学会技 2004.7 岡山

山本尚武 のための高時間分解能測定システム 術研究報告,

Vol.104,9-120

35. 丸山敏則,山本秀樹 延長現像による医療用Ⅹ線フイルムの 第23回日本医用画像 2004.8 東京

画質評価 工学会大会

36. 丸山敏則,山本秀樹 延長現像における医療用Ⅹ線片面乳剤 電気 ･情報関連学会 2004.10 山口

フイルムの画質評価 中国支部第55回連合

大会

37. 丸山敏則,山本秀樹 延長現像におけるX線乳房撮影用フイ 日本放射線技術学会 2004.11 鳥取

ルムの画質評価 中国 ･四国部会第45

-現像温度,処理時間一 回学術大会

38. 花元克巳,迫田晃弘,

永松知洋,片岡隆浩,

漉谷光一,光延文裕,

山岡聖典

39.HanamotoK,

YamaokaK

吸入ラドンの体内動態に関する基礎的 日本放射線影響学会 2004.11 長崎

検討-マウス体内からのラドン娘核種 第47回大会

の検出-

Simplification ofanalysisforcom-6th International2004.9 0saka

parison ofradioactive characteris-ConferenceonHigh

tics and its application to some Levels ofNatural

mineralsforradontherapy. Radiation and Ra-

donAreas
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40.InaiY,HirotaM, Comparison of Age-matched The 68th Annual2004.3 Tokyo

KiyookaT,

KajiyaM,

Hiramatsu0,

MorimotoT,

IwasakiT,

MorizaneY,

MiyasakaT,

MohriS,ShimizuJ,

JohkohT.KajiyaF

41.YadaT,

ShimokawaH,

Hiramatsu0,

KiyookaT,

HirotaM,

KajiyaM,InaiY,

KajitaT,ShigetoF,

TachibanaH,

GotoM,

OgasawaraY,

KajiyaF

42. YadaT,

ShimokawaH,

Hiramatsu0,

KiyookaT,

HirotaM,

KajiyaM,InaiY,

ShigetoF,

TachibanaH,

GotoM,

OgasawaraY,

KajiyaF

43.InaiY,HirotaM,

KajiyaM,

JohkohT,KajiyaF

Endothelium-derived Relaxation Scientific Meeting

Factorsin Coronary Microcircula-of the Japanese

tion between Normotensive and CirculationSociety

Spontaneously Hypertensive Rats

-DirectlnVivoVisualization.

BeneflCialRoleofHydroxyfasudil,a The 68th Annual2004.3 Tokyo

Speci丘c Rho-kinase lnhibitor, on Scientific Meeting

lschemia-Reperfusion Injury in of the Japanese

CanineCoronaryMicrovessels. CirculationSociety

MyocardialProtectiveRoleofHyd-The 68th Annual2004.3 Tokyo

rogen Peroxide, an Endogenous Scientific Meeting

EDHF,inCoronaryAutoregulation of the Japanese

in Canine SubepicardialMicrocir-CirculationSociety

cu王ationinVivo.

ComparisonofAge一matchedNitric

Oxide and Endothelium-dependent

Hyperpolarizing Factorsin Coron-

ary Microcirculation between Nor-

motensive and Spontaneously

HypertensiveRats-DirectlnVivo

Visualization.

- 28-

The 81st Annual2004.6 Sapporo

Meeting of the

PhysiologicalSocie-

tyofJapan



44. IwasakiT,

MorimotoT,

KiyookaT,

MorizaneT,

HirotaM,InaiY,

KajiyaM,

MohriS,

Shimizu∫,

MoritaK,KajiyaF

45. 矢田豊隆,下川宏明,

平松 修,清岡嵩彦,

井内洋介,梶谷昌史,

鹿田真規,立花博之,

後藤真己,

小笠原康夫,

梶谷文彦

46･ 梶谷昌史,井内洋介,

鹿田真規,清岡嵩彦,

森本太郎,岩崎達雄,

森賓祐基,毛利 聡,

清水寺一郎,

大江 透,梶谷文彦

47. 清岡崇彦,島田建永,

平松 修,麻原仁子,

望月精一,

小笠原康夫,

辻岡克彦,

井内洋介,森本太郎,

梶谷昌史,森賓裕基,

簾田真規,岩崎達雄,

宮坂武寛,毛利 聡,

清水寺一郎,

梶谷文彦

In Vivo, Visualization study of The 81st Annual2004.6 Sapporo

Vasoreactivity and Morphology of Meeting of the

Perialveolar Microcirculation in PhysiologicalSocie-

RatswithPulmonaryHypertension. tyofJapan

心筋冠微小循環における血流調節機構 第43回 日本エム ･ 2004.5 金沢

の解析 -Rho-kinase阻害薬の心筋虚 イー学会大会

血再潅流障害時冠微小循環における効

果-

肺高血圧モデルラットの石室冠微小循 第43回 日本エ ム ･ 2004.5 金沢

環の血管反応及び形態の生体内観察 イー学会大会

超音波照射による超音波コントラス ト 第27回日本バイオレ 2004.6 東京

剤破壊の微小循環への影響 オロジー学会年会

-Land一mineexplosionincapillary

48･ 楠原像昌,中村隆夫, インピーダンス咽頭図(IPG)による加 第43回 日本エ ム ･ 2004･5 金沢

森 恵子,白川靖博, 齢に伴う喋下機能変化の分析 イー学会大会抄録 ･

猶本良夫,山本尚武 論文集,449

49. 楠原俊昌,中村隆夫, 瞭下機能変化の定量評価のためのイン 電気学会計測研究会 2004.10 佐賀

白川靖博,森 恵子, ピーダンス咽頭図(IPG)およびパラ 資料,IM-04-41,

猶本良夫,山本尚武 メータ解析法の適用 35-38
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50. 梼原俊昌,中村隆夫, 食道痛手術前後の礁下機能変化の評価 第18回 日本エ ム ･ 2004･11 桧山

白川靖博,森 恵子, におけるインピーダンス咽頭図(IPG) イー学会秋季大会論

猶本良夫,山本尚武 の有効性の検討 文集,292

51. KawataC

52. 川田智恵子

53. 福島 碧,

川田智恵子

54. 野本まりの,

川田智恵子

55. 月吹奈穂,内田博子,

Japanese health promotion and Session in Possibi-2004.4 Melbourne

education in relation to diabetes litiesofhealthpro- (Australia)

prevention. motion in North-

ern Part of the

WesternPacificre-

glOn. The 18th

World Conference,

IUHPE

健康教育 ･ヘルスプロモーションの理 第13回日本健康教育 2004.6 壬生町

論 学 会 (栃木県)

看護学生への喫煙防止教育プログラム 第13回日本健康教育 2004.6 壬生町

の効果 学会 (栃木県)

学校教職月の労働 ･通勤時間と生活習 第63回日本公衆衛生 2004.10 枚江

慣 ･健康行動 ･健康状態との関連 学会

経口避妊薬における男女の意識の相違 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山

石川聖子,小野清美, に関する実態調査 生学会

奥田博之

56. 後藤由佳,大橋智美, ヘルスプロモーションを目指した月経 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山

久野聡子,多田昌世, データの検討

藤原早夕里,

小野清美,佐藤妃映,

奥田博之

生学会

571 今井希美,奥田博之, 自己診断を目指した帯下の検討 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山

小野清美,佐藤妃映, 生学会

上村茂仁

58･ 渡辺 妙,小野清美, 月経体操に関する聞き取 り聴取からの 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山

奥田博之 分析 生学会

59･ 岡野初枝,住吉和子, 訪問着師と共に事例検討を行う在宅看 第8回日本在宅ケア 2004.1 東京

渡過久美, 護研究会の評価 学会

森本美智子

- 30-



60. 片山尚子,村上純子,

岡野初枝,

川田智恵子,

二宮一枝

61. 高取朋美,

石塚真希子,

清中 香,中野陽子,

中村由美,千田好子

62. 山本満寿美,

千田好子,渡遁久美

住民参加による ｢健康みつ21｣を推進 第63回日本公衆衛生 2004.10 松江

するため役場職員健康調査を実施 して 学会

看護学生の手指衛生と手洗いミスに関 第35回日本看護学会 2004.8 和歌山

する調査 一看護教育-

医療施設への就職を控えた看護学生の 第24回日本看護科学 2004.12 東京

擦式手指消毒法の習得状況 学会学術集会

63. 渡遁久美,犬飼昌子, がん化学療法により易感染状態にある 第24回日本看護科学 2004.12 東京

千田好子

64. 渡辺 妙,小野清美,

奥田博之

65. 小野清美

66. 小野清美

67. 小野清美

68. 石川聖子,貝吹菜穂,

内田博子,小野清美

69. 小野清美

70. 小野清美

患者への清潔援助に関する看護判断基 学会学術集会

準の実態

月経体操に関する健康教育の試み 第13回日本健康教育 2004.6 栃木

-｢マ ンスリービクス｣を10分に短縮 学会

版にしての感想 一

産後 1か月の子育てに関する一考察 第14回淑徳大学福祉 2004.6 千葉

学 会

休浴時の児の全身戟寮と色彩配慮に関 第45回日本母性衛生 2004.9 東京

する検討 学会総会学術集会

産科病棟の照度測定と照度変化による 第45回日本母性衛生 2004.9 東京

色彩弁別に関する検討一22色の弁別実 学会総会学術集会

験一

経口避妊薬についての知識と意識の実 第45回日本母性衛生 2004.9 東京

態調査 学会総会学術集会

一般大学生における色彩に関する調査 第16回日本インテリ 2004.10 東京

ア学会

助産師教育における母乳育児に関する 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山

講義および臨地実習での学習内容の検 生学会学術集会

討-0大学保健学科助産師コース第二

回生の場合 -

71. 月吹菜穂,内田博子, 経口避妊薬についての知識と意識の実 第45回日本母性衛生 2004.9 東京

石川聖子,小野清美 態調査 学会総会
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72. 小野清美 産科病棟における色彩環境に関する検 第33回日本医療福祉 2004.11 東京

討 設備学会

73. 高木 章,茶山公祐, 若年性関節リウマチ8症例に対するし 第7回中国地区小児 2004･2 広島

宮村能子,鷲尾佳奈,

和田智顕,森島恒雄,

小田 慈

74. 高木 章,和田智顕,

小田 慈,森島恒雄

75. 小田 慈,清野佳紀

76. 真部 淳,土田昌宏,

生田孝一郎,

小島勢二,原 純一,

生鴫 聡,秋山裕一,

小田 慈,加藤剛二,

菊池 陽,鶴沢正仁,

増永敦子,中畑龍俊

77. 宮村能子,茶山公祐,

須賀久美子,

クロスポリンの治療効果 免疫薬物療法研究会

慢性肝炎の急性憎悪 を繰 り返 した 第9回香ノート 岡山小 2004.3 高松

HCV母子感染の 1乳児例 児感染免疫懇話会

小児医療 ･産科医療の体制を見直す. 第107回日本小児科 2004.4 岡山

総合シンポジウム ｢小児科産科若手医 学会学術集会

師の確保 ･育成のために｣

小児骨髄異形成症候群(MDS)の中央 第107回日本小児科 2004.4 岡山

診断 学会学術集会

reversibleposteriorleukoencephalo一 第107回日本小児科 2004.4 岡山

pathysyndrome(RPLS)を発症 した 学会学術集会

高木 章,小田 慈, T-ALLの一例

森島恒雄

78.NishimuraS,

HaraJ,OdaM,

KudoT,

KomadaY,

TawaA,

Yumura-YagiK

YoshidaM,

HoribeK

forJapanAssociationofChildhood 4th BiennialHam-2004.5

LeukemiaStudy(JACLS):Outcome mover Symposium

ofJACLS ALL ER-97 study for onChildhoodLeuke-

childrenwithhighィiskacutelym-miaCongressCen-

phoblasticleukemia. trumCelle,Celle

79. 高木 章,石田敏幸, Evans症候群を呈 した SLEまたは重 第16回岡山勝原病研 2004.6 岡山

長尾隆志,和田智顕, 複症候群と考えられる-乳児例 究会

森島恒雄,小田 慈

80. 鷲尾佳奈,茶山公祐, 自家末梢血幹細胞移植後に自己免疫性 第4回 2004.6 岡山

宮村能子,高木 章, 血小板減少症を発症した神経芽細胞腫 OkayamaHematoL

森島恒雄,小田 慈 の一例 ogyConference
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81. 北洋淳一,

遠野千佳子,

高橋良博,照井君典,

小友勇人,衣川直子,

小田 慈,磯山恵一,

石井栄一,伊藤悦朗

t(9:ll)乳児急性リンパ性白血病の 第66回 日本血液学 2004.9 京都

臨床像と予後 会 ･第46回日本臨床

血液学会総会

82. 贋瀬衣子,犬飼岳史, 高カルシウム血症を合併した小児急性 第66回 日本血液学 2004.9 京都

稲葉俊哉,黒津秀光, リンパ性白血病の検討 会 ･第46回日本臨床

演 麻人,陳 基明,

永利義久､大塚欣敏､

稲田浩子､今泉益泉､

斉藤正弘､川村尚久､

多和昭雄,小田 慈,

柳井文男,宮島雄二,

大竹正俊,宮地良介,

森本 哲,杉田完爾,

中揮異平

血液学会総会

83. 土居あゆみ, 小児総合相談事業3年間のまとめ一福 第51回日本小児保健 2004.10 盛岡

経木瑞穂,森島恒雄, 山市保健所の取 り組み一 学会

小田 慈,田中知徳,

塩出順子,永井智樹,

青山みすず

84. 宮村能子,茶山公祐, 化学療法施行中にアスペルギルス脳室 第46回日本小児血液 2004.11 京都

鷲尾佳奈,山下信子, 炎を合併した再発 T-ALLの一例 学会

高木 章,小田 慈,

森島恒雄

85. 原 明子,林 優子 血液透析患者のス トレス,対処と健康 第48回日本透析医学 2004.6 神戸

保持能力との関係 会学術集会

86. 林 優子,

中西代志子,

犬飼昌子

87. 林 優子,青谷啓次,

森本美智子,

森 恵子,坪井桂子

88. 加藤久美子,

林 優子

経験型学習に基づく慢性期看護実習教 日本看護学教育学会 2004.7 山形

青の検討一反省的経験を導く教材化の 第14回学術集会

試み一

腎機能獲得と喪失を体験した腎移植者 第40回日本移植学会 2004.9 岡山

のスピリチュアリティ 総会

腎移植者の自己決定のプロセスと自己 第40回日本移植学会 2004.9 岡山

決定を支える看護援助 総会
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89. 岡崎 恵,中谷 文, レシピェントとドナーが求める生体肺 第40回日本移植学会 2004.9 岡山

林 優子

90. 中谷 文,岡崎 恵,

林 優子

91. AkimotoN,Mori冗

92･ 梶野香苗,

深井喜代子

93. 関戸啓子,

深井喜代子

94. 掛田崇寛,

深井喜代子

95. 前田ひとみ,

深井喜代子

96. 橋本みずほ,

佐伯由香,

深井喜代子

97. OhkuraMT,

FukaiK

98. 新見明子,

深井喜代子

99. 関戸啓子,

深井喜代子

100. 掛田崇寛,

深井喜代子

移植におけるインフォームドコンセン 総会

ト

インフォームドコンセントがもたらす 第40回日本移植学会 2004.9 岡山

生体肺移植患者と家族の自己決定の強 総会

さと変化

Decision一makingbyUterineCancer 13th INTERNATI0-2004.8 Sydney

Patients Regarding Post-Operative NAL CONFEREN- (Australia)

ChemotherapyinJapan. CE ON CANCER

NURSING2004

電気刺激によって誘発されるpricking 日本看護研究学会第 2004.3 米子

painの特徴一痛み評価と痛み反応 17回中国 ･四国地方
匹≡
巨iEI

食物摂取が疲労の自覚症状に及ぼす影 第日本看護研究学会 2004.3 米子

響 17回中国 ･四国地方
!≧ヨ
iifl

実験的痔痛が味覚に及ぼす影響 第30回日本看護研究 2004.7 大宮

学会

速乾性手指消毒剤の携帯による手洗い 第30回日本看護研究 2004.7 大宮

の教育の効果一実習生を対象として 学会

皮膚の水分量 ･抽分量 ･pHおよび清 第30回日本看護研究 2004.7 大宮

浄度からみた清拭の効果 学会

E∬ect of conversation as noise 5th International2004.8 Kohriyama

annoyanceandcardiovascularreac-Nursing research

tivitytoitinyoungfemales. Conference

痛み評価 における Visualanalogue 第3回日本看護技術 2004.10 東京

Scale(VAS)の測走力の検討 学会

空腹が心理状態に与える影響の検討 第24回日本看護科学 2004.12 東京

学会

味覚刺激が痛覚感受性に及ぼす影響 第24回日本看護科学 2004.12 東京

学会
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101. 須田木綿子,

西村昌記,出雲祐二,

西田真寿美,

中谷陽明,

高橋龍太郎

102. 西村昌記,

須田木綿子,

CampbellRuth,

出雲祐二,

西田真寿美,

高橋龍太郎

103･ 横山美江,中原好子,

松原砂登美,

杉本昌子,小山初美,

光辻烈馬

104. 横山美江

被介護者のIADLニーズをめ ぐる被 第46回大会日本老年 2004.7 仙台

介護者一介護者の認識と地域資源一階 社会科学会

層線型モデルの適用-

家族介護者における介護体験への肯定 第46回大会日本老年 2004.7 仙台

的認識の測定 社会科学会

一介護充実感尺度の開発-

多胎児をもつ母親のニーズに関する調 日本双生児研究学会 2004.1 東京

査研究 第17回学術講演会

双子 ･三つ子以上の多胎児の母親にお 第7回日本地域看護 2004.6 大阪

ける抑うつ徴候の分析 学会

105. 横山美江,住吉和子, 単胎児の母親との比較からみた多胎児 第63回日本公衆衛生 2004.10 枚江

草野恵美子, の母親における抑うつ徴候の分析 学会 総 会

金子典代,玉井麻美

106. 合田典子,片岡則之, エス トロゲンの血管内皮細胞に対する 第42回 日本エ ム ･ 2004.5 金沢

清水寺一郎, メカノ ･ケミカル作用のナノオーダー イー学会

毛利 聡,宮坂武寛, での測定 ･評価

橋本 謙,中村通宏,

奥田博之,山本尚武,

梶谷文彦

107. 佐藤恵梨任,

楠本ユキ,

高岩さゆり,

合田典子,奥田博之,

山本尚武

108. 合田典子,毛利 聡,

中村通宏,

清水寺一郎,

宮坂武寛,梶谷文彦

109. 滝揮加代子,

清水絵梨子,

池田敏子

体位と下肢循環の関連について一皮膚 第45回日本母性衛生 2004.9 東京

血流量 ･皮膚温の検討一 学 会

イオン感応性電界効果 トランジスタを 第18回 日本 エ ム ･ 2004.11 桧山

用いたセンシングシステムによるウサ イ-学会秋季大会

ギ切 り出し大動脈の細胞外pHおよび

pCO2リアルタイム計測

看護学生の生 と死に対する態度 とイ 日本看護研究学会中 2004.3 米子

メ-ジ 国 ･四国地方会
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110. 活水絵梨子,

滝滞加代子,

池田敏子

111. 桝本朋子,

滝滞加代子,

池田敏子

｢看護婦｣から ｢看護師｣に名称変更 日本看護研究学会中 2004.3 米子

したことによるイメージの変化 国 ･四国地方会

ボランティア活動と自己教育力との関 第30回日本看護学研 2004.7 大宮

連について 究学会学術集会

112. 大井伸子,東 範子, 小学校での性教育の実態について 第23回日本思春期学 2004･8 筑波

小田原笑, 一岡山市内10校の調査から一 会

塩見まこと,

多田地里,江幡芳枝

113. 大井伸子,増山 寿, 低出生体重児を出産した母親への分娩 第45回日本母性衛生 2004.9 東京

新田明子,

松井たみこ

114. 枚永美由紀,

大井伸子,

米洋書美子,

秦久美子,景山敬子,

小橋尚子,

松井たみこ,

中塚幹也,野口聡-,

平松祐司,

三宅久美子,

合田典子

115. 米洋書美子,

直後の援助 学 会

妊娠初期の骨量に及ぼす過去の生活状 第45回日本母性衛生 2004.9 東京

沢の検討 学会

妊娠経過に伴う骨量の変化と入院安静 第45回日本母性衛生 2004.9 東京

大井伸子,合田典子, の影響

秦久美子,景山敬子,

小橋尚子,

松井たみこ,

中塚幹也,野口聡-,

平松祐司,

松永美由紀,

三宅久美子

116. 河本洋美,大井伸子,

津村陽子,

江囲一二美,

松井たみこ,

品川任満

学会

母親の児への愛着とそれに影響する要 第45回日本母性衛生 2004.9 東京

因に関する検討 学 会

117. 江幡芳枝,大井伸子, 看護 ･保育職者の我が子に対する ｢お 第45回日本母性衛生 2004.9 東京

中新美保子 しゃぶ り｣の使用実態 学会
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118. 江幡芳枝,村松由紀,

大井伸子,

西尾順太郎,

西田 勝,岡本伸彦,

中新美保子

119.小田原笑,東 範子,

塩見まこと,

多田地里,花田幸江,

大井伸子

120.松永美由紀,

大井伸子,合田典子,

米洋書美子,

秦久美子,景山敬子,

小橋尚子,

松井たみこ,

中塚幹也,野口聡-,

平松祐司

121. 米洋書美子,

大井伸子,秦久美子,

景山敬子,小橋尚子,

松井たみこ,

松永美由紀,

合田典子,中塚幹也,

野口聡一,平松祐司

122･ 河本洋美,大井伸子,

津村陽子,

江囲一二美,

松井たみこ,

品川佳満

123.兵藤好美,田中共子

124. 兵藤好美,池田敏子

125･ 竹崎由恵,三木明子,

服部陽児

母親 ･小児科医 ･口腔外科/矯正歯科 第51回日本小児保健 2004.10 盛岡

医の ｢母乳育児成功のための10か条｣ 学会

第 9条に対する考え

岡山市内小学校における性教育の実態 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山

生学会

過去の生活習慣が妊娠初期の骨量に与 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山

える影響 生学会

妊婦の骨量に及ぼす入院安静の影響 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山

生学会

母親の児への愛着とそれに影響する要 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山

因に関する検討 生学会

新人Nsヒューマンエラー関連要因に 第68回日本心理学会 2004.9 大阪

関する分析(1)

基礎看護実習に向けての危険予知訓練 第24回日本看護科学 2004.12 東京

結果に関する分析 学会

情報関連企業における､新入社員の適 第11回日本産業精神 2004.6 東京

応に作用する職場要因の検討 保健学会

一産業保健スタッフに求められる理解

と関わり一
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126. 三木明子,前島宏之 看護学生における実習中の気分の変化 第35回日本看護学会 2004･7 郡山

-POMS(ProfileofMoodStates)痩 (看護総合)

縮版による検討-

127. 横山千恵,三木明子, 女性専門外来利用者の傾向と満足度 第35回日本看護学会 2004･7 郡山

太田尚子,大木祥子, (看護総合)

裏山晴美

128. 豊田由起子, 精神疾患患者の個室選択状況と今後の 第35回日本看護学会 2004.7 大阪

三木明子 病室希望 (精神看護)

129. 三木明子,梅地智恵, 看護師の職業性ス トレスとメンタルへ 第35回日本看護学会 2004･7 大阪

金崎 悠 ルスー職業性ス トレス簡易調査票を用 (精神看護)

いた検討-

130. 金崎 悠,三木明子 精神科看護師の触法精神障害者のイ 第35回日本看護学会 2004･7 大阪

メ-ジと看護の実態 (精神看護)

131･ 梅地智恵,三木明子, 臨床現場での看護師の精神健康度の把 第35回日本看護学会 2004･7 大阪

金崎 悠 撞 一気分プロフィール(POMS短縮 (精神看護)

版)の活用-

132. 森本紘代,三木明子 入院中の精神疾患患者に対するレクリ 第35回日本看護学会 2004･7 大阪

エーションの効果 (精神看護)

133. 三木明子, 看護学生の自殺に関する意識 第35回日本看護学会 2004.8 和歌山

藤原万里子 (看護教育)

134. 中谷 文,三木明子, 退院後の生体肺移植 レシピェ ントの 第35回日本看護学会 2004.8 佐賀

革信洋子 QOLに関する調査 (成人看護Ⅱ)

135. 宮本恵子,松井啓一, 精神看護学実習で学生がショックを受 第20回看護研究発表 2004.10 岡山

三木明子,渡追久美 けた看護師と患者の関わり 会 (日本精神科看護

技術協会岡山県支

部)

136. 尾崎敏也,村上謙一, 事例検討会での精神科看護師の紙上息

浅原佳紀,三木明子 者への印象の変化一暴九 操作性,攻

撃性のある紙上患者を用いて-

第20回看護研究発表 2004.10 岡山

会 (日本精神科看護

技術協会 岡山県支

部)

137･ 三木明子,梅地智恵 自然災害後に有効な心のケアと測定用 教育 ･管理 ･総合看 2004.10 岡山

具一文献学的一考察 護学会
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138. 石川ひろの,

山崎書比古,

高山智子

139.IshikawaH,

RoterDL

YamazakiY,

TakayamaT

140. TakayamaT,

IkezakiS,

MatsumuraS

診療場面における医師一高齢患者一家族 第30回保健医療社会 2004.5 東京

間コミュニケーション:付添家族の役 学会

割

Physician-elderly patient-Companion 2nd International2004,9 Bruges

communication and rolesofcom-Conference on (Belgium)

panionsin Japanese geriatric en-Communication in

counters. Healthcare

CommunicationStylesinOncology 2nd International2004.9 Bruges

Consultations. Conference on (Belgium)

Communication in

Healthcare

141. 尾略麻衣,高山智子, 女子大学生の食生活状況および体型, 第63回日本公衆衛生 2004･10 島根

吉良尚平 体重調節志向と疲労自覚症状との関連 学会総会

142. 高山智子,小林美穂, 高校生の性感染症予防行動を規定する 第63回日本公衆衛生 2004.10 島根

金子典代

143. 中西代志子

144. 中西代志子,

佐藤美恵,住吉和子,

池田敏子,

加藤久美子,

粟屋 剛

要因-HealthBeliefModelによる検 学会総会

討

インフォーム ドコンセントの実践にお 第24回日本看護科学 2004.12 東京

ける看護師の役割(第 2報)一医師と看 学会学術集会

護師の意識調査を基にして-

｢患者中心の医療｣の理論と現実のギ 第8回岡山生命倫理 2004.9 岡山

ヤップに関する研究 研究会

一息者の ｢声かけ｣に対する看護師の

対応に焦点をあてて-

145. 白井喜代子, 生理活動指標を用いたマイナスイオン 第17回生命情報科学 2004.3 東京

山岡聖典,花元克巳, の身体への作用の確認 シンポジウム,国際

山本尚武 生命情報科学会

146. 白井喜代子, 生体情報計測のための皮膚インピーダ 第43回 日本エ ム ･ 2004･5 金沢

山本尚武,中村隆夫 ンスの標準化モデルの構築 イー学会大会抄録 ･

論文集,499

147. 白井喜代子, 臨床における生体計測のための皮膚イ 第21回岡山県母性衛 2004･11 岡山

山本尚武,中村隆夫, ンピーダンス標準化モデル 生学会

梼原俊昌

148. 森本美智子,

高井研一

慢性閉塞性肺疾患患者における精神的 第30回日本看護研究 2004.7 大宮

健康と障害に関する検討 学会稔会
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149. 住吉和子,

川田智恵子

150. 森 恵子

151. 森 恵子

早期腎症期にある糖尿病患者の現在の 第9回糖尿病教育 ･ 2004.9 愛媛

腎症病期の認識についての検討 看護学会学術集会

チーム医療における看護師の役割 がん化学療法チーム 2004.12 米子

一看護師はがん治療にいかに関わるべ 医療セミナー

きか-

MDACCにおける看護師の集学的治 第2回がん集学的治 2004.11 岡山

療におけるかかわり 療セミナー

152. 松崎陽子,藤原洋子, 小児の転倒 ･転落リスクアセスメント 第14回日本小児看護 2004.7 宮崎

矢野香苗,野村佳代 スコアシートの検討 学 会

153. 橋本圭子,

岡田裕美子,

矢野香苗,野村佳代

154. 岡田裕美子,

橋本圭子,矢野香苗,

野村佳代

155. 枚口香織,

岡田裕美子,

矢野香苗,野村佳代

小児息児への告知に関する看護師の理 第14回日本小児看護 2004.7 宮崎

解(その1) 学会

小児息児への告知に関する看護師の理 第14回日本小児看護 2004.7 宮崎

解(その2) 学会

てんかん息児を持つ母親と信頼関係に 第11回日本家族看護 2004.9 神戸

関わる援助の一考察 学会

156. 森山明子,松崎陽子, 危機的状況におかれた母親の気持ちと 第11回日本家族看護 2004.9 神戸

矢野香百,野村佳代 そのかかわり 学会

157. 坪井桂子,

西田真寿美,

成清美治,

高橋けい子,

石井三喜枝,

青田理恵子,

日下其理子,

河本美恵

158. 佐藤美恵,渡連久美,

池田敏子

ユニットケアを目指す特別養護老人 第12回日本介護福祉 2004.9 岩手

ホームにおける学習 ･研修プログラム 学会大会

の開発(その1)一介護職と看護職のた

めの共有プログラムの実践と評価-

看護基礎教育において医師が重視する 日本看護研究学会中 2004.3 米子

指導内容の分析一外科,内科,精神科 国 ･四国地方会第17

医師による回答の比較一 回学術集会

159. 佐藤美恵,池田敏子 訪問看護における家族への介護技術指 日本看護学教育学会 2004.7 山形

導に関する看護師の認識 第14回学術集会
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160. 佐藤美恵,住吉和子, 看護師の対応時の表情からみた ｢患者 第24回日本看護科学 2004.12 東京

中西代志子,

池田敏子,

加藤久美子

中心の医療｣の実際 学会学術集会

161. 大塚元美,小野清美, 乳幼児期に活用できる休浴 ･入浴用品 第9回岡山小児医療 2004.6 岡山

奥田博之

162. 渡連久美,岡野初枝,

住吉和子,

森本美智子,

菅崎仁美,野崎和子

163. 渡造久美,

上別府圭子

の検討 研究会

訪問看護ステーションを利用する精神 第10回岡山県保健福 2004.1 岡山

疾患患者家族の社会資源活用の実態詞 祉学会

査一第1報-

6ケ月間母乳育児を継続した母親の体 第9回岡山小児医療 2004.6 岡山

験-BFHでのインタビュー調査から 研究会

164. 渡連久美,住吉和子, 訪問看護ステーションを利用する精神 第10回訪問看護 ･在 2004･11 東京

岡野初枝,野崎和子 疾患患者家族の社会資源活用の実態と 宅ケア研究交流集会

意向一岡山県における全数調査-

165. 加藤湖月,尺田 峰, 酸素投与時の加湿の有無による愁訴の 第24回日本看護科学 2004.12 東京

渡遣久美

166. 山本秀樹,

草野恵美子,

長宗典代,

樋口まち子,

坂本真理子,

神原咲子,

川田智恵子

167･ 草野恵美子,

鹿野あかね,

高山智子

168. 坂本真理子,

草野恵美子,

金子典代,山本秀樹,

神原咲子,

川田智恵子

169. 草野恵美子,

金子典代,山本秀樹,

坂本真理子,

川田智恵子

比較 学会学術集会

スリランカ国における生活習慣と糖尿 日本国際保健医療学 2004.3 兵庫

病治療状況に関する報告 会西日本地方会第22

回大会

｢協同的子育て機能｣が母親の精神健 第30回日本保健医療 2004.5 東京

康に与える影響 社会学会大会

スリランカ国における女性の健康づく 第63回日本公衆衛生 2004.10 松江

り対策～生活習慣と糖尿病の関連調査 学会総会

結果をもとに

スリランカ国における食習慣の都市 第63回日本公衆衛生 2004.10 松江

部 ･農村部の比較 学 会 総 会
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170. KusanoE,

KanekoN,

YamamotoH,

SakamotoM,

HiguchiM,

KawataC

171･ 長宗(金子)典代,

西田好江

172. Nagamune(Kaneko)N.

NakaseK

173･Nagamune(Kaneko)N,

NakaseK

Life-stylerelatedtoriskfactorsof The 12th Annual 2004.10 0slo

diabetesmellitusin SriLanka:a European Public (Norway)

Comparison ofeating pattern be-Health Association

tweenurbanandruralarea. Meeting

ITを利用 した個別 HIV感染リスクア 第9回HIV/AIDS 2004.2 東京

セスメント･予防教育プログラムの開 看護学会研究発表会

発

Readinessforcondom useamong XV International2004.7 Bangkok

teenage female internetusers in AIDSConference (Thai)

Japan:implicationsforintervention.

Sexuamy Transmitted Infection-XV International2004.7 Bangkok

related care seeking behaviors AIDSConference (Thai)

among sexually active female

adolescentsinJapan.

174. 金子典代,松田美穂, 10代若者の性感染症に対する認識,情 第63回日本公衆衛生 2004.10 島根

高山智子 報の伝達とニーズ,相談行動の実態調 学会総会

査

175･ 金子典代,犬飼昌子, 若年男性における性感染症に対する認 第18回日本エイズ学 2004.12 静岡

岡本里香,安酸史子, 識､感染を疑った際の受診行動､予防 会学術集会

中瀬克己

176. KanekoN,

KusanoE,

YamamotoH,

SakamotoM,

HiguchiM,

KawataC

行動に関する質的研究

Lifestyle-related risk factors and The 12th Annual2004.10 0slo

prevalenceofdiabetesmellitusin European Public (Norway)

SriLanka. Health Association

Meeting

177. 市川裕久,尾形佳子, 経過中に肺癌を発症したサルコイド一 第24回日本サルコイ 2004.10 京都

大森雅一,平松順一, シスの7例

谷本 安,金贋有彦,

谷本光音,片岡幹男,

中田安成
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178.IchikawaH,

KataokaM,

OhmoriM,

Hiramatu∫,

TanimotoY,

KanehiroA,

TanimotooM,

NakataY

Quantitative analysis ofPropioni-

bacterialDNA in bronchoalveolar

lavagecellsfrom patientswithsar-

coidosis.

2004.9 Vienna

(Austria)

179. 岡本 基,臼井真一, はとむぎ,はとむぎテンペのラットコ 第22回日本東方医学 2004.11 東京

岡崎三代

180. XatayamaY,

UeedaM,

OhharaF,

TakaishiA,

OhnishiN,ImaiM,

KusachiS

181.NakamuraK,

HirohataS,

MurakamiT,

MiyoshiT,DoiM,

KusachiS,

ShiratoriY,OneT

182. 内田亜希子,

上月稔幸,

小野勝一郎,

谷本 安,田端雅弘,

金贋有彦,木浦勝行,

上岡 博,片岡幹男,

谷本光音,山鳥一郎

レステロール代謝改善作用に関する研 会

究

TheRatioofArachidonjcAcidto The 68th Annual 2004.3 Tokyo

EicosapentaenoicAcidisImportant Scienti丘C Meeting

forFormationofMultipleComplex of the Japanese

Plaques in Acute Myocardialln-CirculationSociety

farction.

ADAMTS-1, A Disintegrin And The 68th Annual2004.3 Tokyo

MetalloproteasewithThromboSpon-Scienti五c Meeting

血1motifs-1,IsaNovelHypoxic of 也e Japanese

immediateGeneExpressedbyEn-CirculationSociety

dothelialCells.

サルコイドーシスと肺癌の経過中に認 第63回岡山胸部疾患 2004.2 岡山

めた浸潤影の一例 懇話会

183. 伊藤 亘,金唐有彦, 気管支職息におけるHGFの関与につ 第23回岡山免疫懇話 2004.3 岡山

松本邦夫,平野 淳, いて

小野勝一郎,

丸山宏美,谷本 安,

片岡幹男,中村敏一,

GelfandEW,

谷本光音
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184. 伊藤 亘,金贋有彦, マウス職息モデルにおけるHGFの役 第44回日本呼吸器学 2004.3 東京

(松本邦夫), 割-HGF/抗 HGF抗体投与による検 会学術講演会

平野 淳, 討

小野勝一郎,

谷本 安,片岡幹男,

中村敏一,

GelfandEW,

谷本光音

185. 須崎親之,谷本 安, ヒト好塩基球におけるCysLTl受容 第16回日本ア レル 2004.5 前橋

佐久川亮, 体発現と機能に関する検討 ギー学会春季臨床大

井上由加里, 会

高尾和志,金贋有彦,

今城健二,

池田和磨真,

片岡幹男,高橋 清,

谷本光音

186. 谷本 安,梅村茂樹, 肺病変を伴った慢性活動性 EBウイル 第27回日本呼吸器内 2004.6 大阪

市川裕久,田端雅弘, ス感染症の1例 視鏡学会総会

金贋有彦,木浦勝行,

上岡 博,片岡幹男,

谷本光音

187. IchikawaH, Quantative analysis of propioni-European Respira-2004.9 Glasgow

KataokaM, bacterialDNA in bronchoalveolar torySocietyAnnual

OhmoriM, lavagecellsfrom patientswithsar-Congress2004

Hiramatsu∫, coidosis.

TanimotoY,

KanehiroA,

TanimotoM,

NakataY

188･ 市川裕久,菊地 宏, 経過中に肺癌を発症したサルコイド一 第24回日本サルコイ 2004･11 京都

尾形佳子,大森雅一, シスの7例 ド-シス/肉芽展性

平松順一,谷本 安, 疾患学会総会

金贋有彦,谷本光音,

片岡幹男,中田安成

189. 西下千春,梅川康弘, 繰り返す出血性吻合部潰蕩の患者に合 第82回日本消化器病 2004.12 宇部

谷口義典,奥山俊彦, 併した原発性副甲状腺機能克進症の- 学会中国支部例会

池田 敏 例

190. 谷口義典,奥山俊彦, 血小板機能異常が原因と考えられた門 第82回日本消化器病 2004.12 宇部

西下千春,梅川康弘, 脈 ･上腸間膜静脈血栓症の一例 学会中国支部例会

池田 敏
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191. 岡 久雄,枝松幹也,

ObergA

192･ 岡 久雄,

WijayaSK,

北脇知己,澄川拓也,

更谷啓治,川添尭彬

筋内プローブを用いた筋収縮メカニズ 電子情報通信学会 2004.3 東京

ムの解析 MEとバイオサイバ

ネティックス研究会

インプラントの動揺に着日したインプ 第43回 日本エム ･ 2004.5 金沢

ラント形状の決定 イー学会大会

193. 岡田 誠,岡 久雄, 機械インピーダンスによる生体硬さの 第43回 日本エム ･ 2004.5 金沢

北脇知己 定量化 イー学会大会

194. 枚松幹也,渡辺彰吾, 筋弛緩剤投与における筋活動電位およ 第43回 日本エム ･ 2004.5 金沢

田端真紀子,

北脇知己,一色弘三,

C)bergA,

岡 久雄

195. 渡辺彰吾,

田端真紀子,

枝松幹也,北脇知己,

一色弘三,

C)bergA,

岡 久雄

196. KitawakiT,

ShimizuM,OkaH,

HimenoR

197. 岡 久雄,

サストラクスマウイジヤヤ,

岡田 誠,北脇知己,

荘川拓也,更谷啓治,

川添轟彬

198. OkaH.WijayaSK,

SumikawaT,

SarataniK,

KawazoeT

び筋内圧変化 イー学会大会

筋内挿入型プローブを用いた血流量, 第43回 日本エ ム ･ 2004.5 金沢

活動電位および筋内圧の計測 イー学会大会

The effect of the blood vesselXIVEuropean 2004.6 Paris

visco-elasticityonthecharacteristic MeetingonHyper- (France)

oftheArterialStiffness -Consid-tension

erationbasedonnumericalsimula-

tion-.

IMチェッカによるインプラン形状の 電子情報通信学会 2004.7 岡山

動揺評価 MEとバイオサイバ

ネティックス研究会

Assessment of Dental lmplant 生体医工学シンポジ 2004.9 札幌

GeometrybasedonImplantMove- ウム2004

men.

199. 岡 久雄,枝松幹也, MUAP,血流および圧力同時測定の 第25回バイオメカニ 2004･10 厚木

渡辺彰吾,北脇知己 ための筋内挿入型センサの開発 ズム学術講演会 (神奈川)
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200. 校松幹也,渡辺彰吾, 局所筋機能測定のための筋内挿入型プ 計測自動制御学会第 2004.11 四条畷

北脇知己,岡 久雄 ロープの開発 -MUAP,局所血流お 18回生体 ･生理工学

よび筋内圧同時測定- シンポジウム

201. 岡 久雄,岡田 誠, 機械インピーダンスによるマッサージ 第18回 日本エ ム ･ 2004･11 松山

北脇知己

202. 渡辺彰吾,山下晶子,

北脇知己,岡 久雄

203･ 岡田 誠,北脇知己,

岡 久雄

204. 北脇知己,

HarevaDH,

姫野龍太郎,

岡 久雄

205. 大串賢一,和田昭裕,

新留琢郎,中山真彰,

西 義人,山崎栄樹,

倉園久生,平山書哉

効果の客観的判定

筋音図の発生メカニズムに関する考察

-EMGセンサの製作とMMG及び筋

内圧の測定一

生体機械インピーダンスを用いた人の

手および機械式マッサージ効果の客観

的評価

イー学会秋季大会

第 7回日本電気生理 2004.11 長野

運動学会

第47回自動制御連合 2004.11 千葉

講演会

1次元数倍計算モデルを用いた生体循 第18回数値流体力学 2004.12 東京

環器系における上腕動脈圧脈波波形解 シンポジウム

析

SalmonellaenteritidisFilCの human 第77回日本細菌学会 2004.4 大阪

β-defensin-2発現誘導機序

206. 木村美幸,山本新書, USP精製の試み

中野政之,倉園久生

207. 山本新吾,金丸聴淳,

寺井華人,倉園久生

208. KurazonoH,Ta主R,

MakinoS,

ManasChongsa-nguan,

WanpenChaicumpa,

G.Balakrish.Nair

209. 田井里任,倉園久生

210. -村光子,唐下博子,

上野友愛,池田 敏,

片岡幹男,中田安成

前立腺炎由来尿路病原性大腸菌におけ

るBio丘1m産生能の意義

Partial puri五cation of Salmonella

enterotoxinanditsbiologicalactiv-

ity.

稔会

第77回日本細菌学会 2004.4 大阪

総会

第77回日本細菌学会 2004.4 大阪

総会

平成16年度 日米医 2004.7 東京

学協力会 コレラ ･

細菌性腸管感染症

専門部会総会 (国立

感染症研究所)

サルモネラ属菌の産生するエンテロト 第57回日本細菌学会 2004.10 広島

キシン精製の試み 中国 ･四国支部総会

64.アガロースゲル等電点電気泳動法 第42回臨床化学会中 2004.3 倉敷

と免疫固定法による免疫複合体のプロ 国支部会

テオミクス解析
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211. 唐下博子,筒井 研

212. 黒木なつ美,

荒尾雄二郎,

加藤順子,木村美幸,

岩崎琢也,西山幸庚,

倉田 毅

213. 木村美幸,

荒尾雄二郎,

黒木なつ美,

加藤順子,岩崎琢也,

倉田 毅

214.KitawakiT,

ShimizuM

215.OkazakiM,UsuiS,

NaraM,

IshigamiM,

SakaiN,

NakamuraT,

MatsuzawaY,

YamashitaS

216. 柴倉美砂子,

新谷憲治,

島田由香理,

中田安成,谷本光昔

217. 新谷勝美,新谷憲治,

柴倉美砂子,

吉田親正,浅海 昇,

谷本光音

核 matrixAttachmentRegionDNA 第34回日本免疫学会 2004.12 札幌

(MAR)を認識する抗核抗体を用いた 総会 ･学術集会

核の免疫染色 :自己免疫病態解析のた

めの新たな手法

単純ヘルペスウイルス(HSV)粒子の 第52回日本ウイルス 2004.11 横浜

インシュリン(INS)様作用を制御する 学会学術集会

ウイルス側因子の研究

単純ヘルペスウイルス(HSV)粒子の 第52回日本ウイルス 2004.11 横浜

インシュリン(INS)棟作用 :1型と2 学会学術集会

型間の類似性,並びに神経毒性との関

連性

Effectofthe Blood VesselVis-TheFourthInter-2004.11 Sendai

coelasticityontheBloodPressure national Sympo-

WavePropagation. sium onAdvanced

Fluidinformation

AnalysisofSerum LipoproteinSub-56th AACC An-2004.6 LosAngels

classes by an HPLC Method in nualMeeting

MenwithViscpralFatSyndrome

and/orObesity.

コンフアク トFを基質 として用いた 第51回日本臨床検査 2004.9 東京

VWF-CP活性測定法によりVWF-CP 医学会総会

活性の経過を追えたTTP症例

AmrubicinoLinduced urokinase-type 第26回日本血栓止血 2004.11 奈良

plasminogen activator (UPA) ex一 学会学術集会

pressionin humanNCI-H69small

ceulungcarcinomacells.(ヒトNCI-

H69ノト細胞肺癌細胞におけるamrubi-

cinol誘導 uPA発現)
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218. ShibakuraM,

NiiyaK,NiiyaM,

YoshidaC,

AsaumiN,

NakataY,

TanimotoM

219. NiiyaM,NiiyaK,

ShibakuraM,

AsaumiN,

YoshidaC,

TanimotoM

Ⅳ.講 演

演 者

1. 中桐義息

2. 中桐義忠

3. 上者郁夫

4. 上者郁夫

5. 上者郁夫

6. 上者郁夫

7. 山岡聖典

8. 山岡聖典

Induction of Matrix Metall0- 17th International 2004.3 Melbourne

proteinase-9 and lnterleukin-8 by CongressonFibri- (Australia)

ArsenicTrioxideinPL-21andNB4 nolysis and Pro-

MyeloidLeukemiaCells. teolysIS

ImplicationofdifferentMAPkinase 17th International2004.3 Melbourne

signaling in doxorubicin-induced CongressonFibri- (Australia)

urokinase-type plasminogen activa-nolysis and Pro-

tor(UPA)expression and caspase teolysis

activationinhumanRC-K81ymph0-

maandNCI-H69smalllungcarci-

nomacells.

演 題 講 演 会 名 講演年月 場所

医用Ⅹ線被曝のガイ ドラインの意義 日本放射線技師会生 2004.10 津山

涯教育

医用X線被曝のガイドラインの意義 日本放射線技師会生 2004.10 倉敷

渡教育

これだけは知っておきたい生活習慣病 岡山県中小企業労務 2004.7 岡山

のミニ知識 協会講演会

子宮平滑筋腫癌 の MRI一良性 ?悪 24回関西 GUR勉強 2004.7 大阪

性 ?それとも- ?一 会

生活習慣病 ･成人病に打ち勝つ秘訣 岡山市教育センター 2004.8 岡山

実施研修講座

肥満とダイエット 国際ソロプチミス ト 2004.11 岡山

OPTIMA SALON

講演会

ラドン温泉効果とマイナスイオン効果 電力中央研究所研究 2004.2 東京

発表会

低線量放射線による健康への影響と医 第10回日韓遠赤外線 2004.5 大阪

療への応用 シンポジウム記念大
A
こて
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9. 山岡聖典

10. 山岡聖典

ll. 山岡聖典

12. 竹田芳弘

13. 竹田芳弘

14. 井内洋介,鹿田真規,

梶谷昌史,清岡崇彦,

森本太郎,岩崎達雄,

森茸祐基,宮坂武寛,

毛利 聡,

清水寺一郎,

辻岡克彦,上甲 剛,

梶谷文彦

15. 川田智恵子

16. 川田智恵子

17. 川田智恵子

18. 川田智恵子

19. 奥田博之

20. 岡野初枝

もう一つのごみ問題一放射性廃棄物と

私たち-

三朝温泉におけるラドン療法とその機

構解明の現状

低線量放射線と生体防御機構

日本消費生活アドバ 2004.7 岡山

ザ一 ･コンサルタン

ト協会放射性廃棄物

に関する講演会

日本保健物理学会水 20004.7 東京

中ラドンに関するシ

ンポジウム

東京理科大学生命科 2004.12 東京

学セミナー

臨床医のための核医学 こんな時にシ 日本核医学会第10回 2004.3 岡山

ンチグラフイ 総論 ｢日常診療に役立 核医学実践セミナー

つ核医学｣ 岡山大会

腫蕩核医学における代表的診断薬剤と 日本核医学会第4回 2004.4 大阪

最近の話題 春期合同セミナー

高血圧ラットにおけるスーパーオキシ 第40回SHR学会学 2004.9 大阪

ド産生と冠微小循環の血管サイズ別 術集会シンポジウム

NO反応障害お よびそれに対す る 『血管機能の神経性

EDHFによる代償 調節異常と高血圧～

最近の進歩～』

やる気について考える～糖尿病患者の 赤穂市医師会学術講 2004.7 赤穂

｢やる気｣医療者の ｢やる気｣ 演会第9回赤穂糖尿

病勉強会

地域看護実習の目標と評価 岡山県地域実習指導 2004.9 岡山

者研修会

健康教育原論 実践健康教育士研修 2004.10 東京
匹ヨ巨喜1

ジェネラリスト教育 健康教育 ･ヘル ゼネラリス ト教育 2004.10 岡山

スプロモーションの考え方 (一般研修)研修会

中高年の健康外来～のぼせ,冷えの克 三朝町健康教育 2004.3 三朝町

服法～

対象の理解 ･在宅看護
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岡山県放射線技師会 2004.2 岡山



21. 岡野初枝

22. 千田好子

23. 千田好子

24. 千田好子

25. 小野清美

26. 小野清美

27. 小野清美

28. 小田 慈

29. 小田 慈

30. 小田 慈

31. 小田 慈

32. 小田 慈

関係法規 ･関連機関,社会資源とネッ 岡山県看護協会訪問 2004.8 岡山

トワーク 看護師養成講習会

看護研究 国立病院呉医療セン 2004.3 呉

タ-附属呉看護学校

看護研究 日本手術看護学会セ 2004.8 岡山

ミナ-

看護研究 中国地区手術看護教 2004.9 岡山

育セミナー

助産師教育における現状と取り組み 第12回助産師のため 2004.2 岡山

の母乳育児セミナー

わが国における月経用品の変遷と変化 第25回月経研究会連 2004.4 東京

絡協議会

リプロダクティプ ･ヘルス/ライツ 男女共同参画岡山地 2004.8 岡山

区ゼミナール

がんの子どもたちが教えてくれたもの 公益信託 ｢山内逸郎 2004.6 岡山

記念賞 ･子どもにや

さしい医療のための

基金｣第10回受賞記

念講演

しつけと教育の誤解 Ⅰ

しつけと教育の誤解Ⅱ

平成16年度ノー トル 2004.11 岡山

ダム清心会子育て講

座 ･家庭教育力を高

めよう !

平成16年度ノー トル 2004.11 岡山

ダム清心子育て講

座 ･家庭教育力を高

めよう !

我が国における乳児白血病治療研究の 第23回小児がん中国 2004.11 米子

進歩と問題点一全国規模の多施設共同 四国研究会教育講演

研究のフロントランナーとして-

予防ワクチン接種向上のために
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第25回これからの母 2004.11 東京

子保健を考えるシン

ポジウム.｢母子保

健の立場から感染症

を考える｣



33. 林 優子

34. 秋元典子

35. 秋元典子

36. 秋元典子

37. 深井喜代子

38. 西田真寿美

39. 西田真寿美

40. 西田真寿美

41. 西田真寿美

42. 西田真寿美

43. 西田真寿美

44. 西田真寿美

45. 西田真寿美

46. 西田真寿美

47. 西田真寿美

48. 西田真寿美

シンポジウム ｢移植に向けて～その腎

臓の重さ～｣ ;QOLとケアの接点

一看護の視点で考える一

臨床実習指導の原理と実際

ターミナルを生きる～患者と家族のこ

ころを支える看護～

第15回日本サイコネ 2004.6 岡山

フロロジー研究会

埼玉県看護協会研修 2004.6 さいたま
匹≡巨喜1

春日部中央病院看護 2004.10 春日部

部研修会

質的研究におけるリッチデータの収集 福井県立看護大学大 2004.11 福井

学院特別講演

キーセッション3.痛みをいかに測る 第3回日本看護技術 2004.10 東京

か 学会

老年看護学の実習教育でめざすもの 山口大学医学部教育 2004.2 宇部

実習運営協議会

高齢者ケアをめぐる職種間連携と協働 大館市高齢者ケア公 2004.2 大館

開研究会

高齢者ケアに関する研究課題と方法論 秋田桂城短期大学地 2004.2 大館

域総合研究所研究交

流会

看護実践に活かす看護研究

対象の理解(老人看護)

高齢者の自立と依存

在宅介護を支える多職種の協働

老年 ･地域看護研究の評価

在宅ケアと多職種の協働

高齢者のターミナルケア

看護研究の方法
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神鋼病院看護研究研 2004.2 神戸

修会

放射線技師講習会 2004.2 岡山

弓削町保健センター 2004.5 越智郡

介護福祉研究会 2004.5 岡山

岡山県看護協会 2004.8 岡山

広島市域居宅介護支 2004.8 広島

援事業者協議会

介護老人保健施設看 2004.9 岡山

護 ･介護研修会

吉備高原 リハ ビリ 2004.9 岡山

チ-ションセンター



49. 横山美江

50. 横山美江

51. 横山美江

52. 横山美江

53. 横山美江

54. 横山美江

55. 横山美江

56. 横山美江

57. 合田典子

58. 合田典子

59. 池田敏子

60. 池田敏子

61. 池田敏子

62. 池田敏子

看護研究

看護研究

看護研究

看護研究

大阪市立北市民病院 2004.1 大阪

講演会

桶谷式乳房管理法研 2004.7 東京

修センター東京校特

別講義

岡山県実習指導者講 2004.7 岡山

習会

岡山県実習指導者講 2004.8 岡山

習会

地域母性保健～多胎児の母性保健と育 京都府立医療技術短 2004.9 京都

児指導

双子,三つ子の親になる人へ

看護研究

母子保健の展望と地域の取込み

看護教育課程 ｢助産師教育課程｣

女性健康相談と助産師

看護研究講評

看護研究

事例検討 Ⅰ

看護研究講評
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期大学特別講義

双子,三つ子の親に 2004.3, 西宮

なる人の "つどい" 6,9,12

大阪市立十三市民病 2004.11 大阪

院講演会

豊中市政研究所シン 2004.12 豊中

ポジウム

平成16年度岡山県実 2004.9 岡山

習指導者講習会

第 4回女性健康相談 2004.10 岡山

勉強会

国立病院岡山医療セ 2004.3 岡山

ンタ-看護研究発表
,Aコ耳

国立病院岡山医療セ 2004.5 岡山

ンタ-看護部研修会

岡山大学医学部 ･歯 2004.9 岡山

学部附属病院看護部

研修会

岡山県看護協会 教 2004.10 岡山

育 ･管理 ･稔合看護

学会



63. 池田敏子

64. 大井伸子

65. 三木明子

66. 三木明子

67. 三木明子

68. 三木明子

69. 三木明子

70. 三木明子

71. 三木明子

72. 三木明子

73. 三木明子

74. 三木明子

75. 三木明子

76. 坪井桂子

論文の書き方

STD(性感染症)ってなあに?

職場のストレスマネージメント

対象の理解 精神障害者看護

看護職のメンタルヘルス

看護研究

ぬくもりある看護 ･介護

医療職のメンタルヘルスケア

実習指導原理 ･評価

実習指導方法

看護研究における倫理

現場での看護 ･介護職のス トレス対策

岡山大学職員のためのメンタルヘルス

講座

国立病院岡山医療セ 2004.11 岡山

ンタ-看護部研修会

総社西中学校 2004.7 総社

第23回研修会 (福岡 2004.1 福岡

県看護協会)

岡山県放射線技師会 2004.2 岡山

ADセミナー看護学

第2回大阪民医連現 2004.4 大阪

場看護師長研修会

認定研修会 (日本精 2004.5-12 岡山

神科看護技術協会岡

山県支部)

第35回大阪民医連看 2004.7 大阪

護介護研究集会

玄々堂君津病院 2004.7 君津

平成16年度岡山県実 2004,9 岡山

習指導者講習会

平成16年度岡山県実 2004.9 岡山

習指導者講習会

第20回看護研究発表 2004.10 岡山

会(日本精神科看護

技術協会岡山県支

那)

第15回看護介護実践 2004.10 広島

発表会(広島県民主

医療機関連合会)

メンタルヘルス講演 2004.12 岡山

会 (保健環境 セ ン

ター)

ユニットケアを導入した特別養護老人 社会福祉法人幸輝会 2004.3 岡山

ホームの看護職と介護職の協働を促進 職員研修会

するための教育の検討
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77. 坪井桂子,

西田真寿美

78. 坪井桂子

79. 金子典代

看護職と介護職の共同教育プログラム 社会福祉法人幸輝園 2004.5-7, 岡山

による研修 職員研修会 11-12

看護師が看護研究に取 り組むことを支 シンポジウム3 移 2004.12 岡山

える一移植看護に携わる看護師の思い 植看護の専門性を高

を繋ぎ支える経験から- める看護師の教育,

第26回日本造血細胞

移植学会総会

ITを用いた抗体検査受験カウンセリ 岡山HIV診療 ネッ 2004.9 岡山

ング提供プログラム,HIV感染予防 トワーク第63回研究

教育プログラムの開発について 会

80. 金子典代,中瀬克己, エイズ ･性から見る子供と人権

永井律子

81. 中田安成

82･ 草地省蔵

83. 池田 敏

84. 北脇知己

Ⅴ.そ の 他

著 者 名

1. 川田智恵子

2. 川田智恵子

3､林 優子

サルコイドーシスの臨床

心不全治療 最近の話題

地球市民 フェス タ 2004.10 岡山

inおかやま2004

平成14年度岡山呼吸 2004.7 岡山

器疾患研究会総会教

育講演

美作医会学術講演会 2004.7 津山

｢健康診断で発見される肝疾患への対 平成16年度岡山県医 2004.7 岡山

応｣

動脈硬化の生理学的検査法

(AugmentationIndex,PWV)

論 題

ヘルスプロモーションへの道

師会産業医研修会

ARB-K研究会 2004.3 香川

発 行 者 発行年

岡山大学医学部保健 2004年

学科紀要

14(2):112

大学における教育について考える 岡山大学医学部保健 2004年

学科紀要

15(1):0

看護学に哲学的手法有意義
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10月10日




