
教 育 研 究 業 績 日 録

2003.1-2003.12

1.本業績目録は各教官より提出されたものを収録したo

2.収録期間は2003年 1月から2003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,本学科教官に下線をつけて表



岡山大学医学部保健学科教育研究業績日韓編集要綱

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,

1)著 書

2)論 文 等

3)学会発表等

4)講 演

5)そ の 他

以下の分類により収録する｡

: 共著,分担執筆,訳書,共訳を含む｡

: 論壇,総説,原著,短報,報告,資料等｡

: 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｡

: 学会における特別講演,団体からの依頼講演｡

: 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.収銀期間,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0

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.KusachiS,

NinomiyaY

2.武田和久,池田 敏

3. 岡 久雄,入江 隆

4. 伊藤公一,加藤博和,

斉藤一幸,畑中順子,

石川容平,上林真司,

田連信二,野島俊雄,

橋本 修,宮川道夫,

渡辺聴-,上村佳嗣,

西薄板一郎,藤原 修,

宇野 享,

橋本 修,

小川晃一,

佐藤和夫,

藤本克彦,

牛本卓二,

小塚洋司

相 達也,

大西輝夫,

越智久晃,

仲野高志,

谷 健林,

王 建青,

書 名

MyocardiallnfarctionandCardiacFibrosis.

Fibrogenesis:CellularandMolecularBasis,

In:RazzaqueM,eds.

発 行 者 発行年

http:/www.eureka 2003

h.com/chapter.ph

p?chapidz991&book

id83&catid28

(Web上での pub-

1ication,今後製本

化の予定)

作業関連疾患の予防管理と臨床 [改訂版](産 産業医学振興財団 2003

業医学振興財団編) (東京)

8.肝疾患

P114-132

人間計測ハンドブック(産業技術総合研究所人 朝倉書店 2003

問福祉医工学研究部門編) (東京)

生体硬さ計測

P56-60

筋硬度計による筋疲労計測

P513-516

人体電磁フアントムに関する調査研究の体系化 電子情報通信学会 2003

(伊藤公一 編) (東京)
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5. YamaokaK,

KojimaS

6･ 秋葉澄伯,山岡聖典,

生島隆治,法相俊之,

米揮司郎,大西武雄,

酒井一夫

7. Jt旧I智恵子

8. 川田智恵子(釈)

9･ 川田智恵子,江口篤寿

(釈)

10. 川田智恵子

Activation of chemicalbiologicaldefense EnvironmentalS°i- 2003

mechanismsandalleviationofinvivooxida-ences

tioninjurybylowdoseradiation.,IshidaH, (Aomori)

Nakayama K, Yamaoka K, Kojima S:

Low-dose ㍗-raysactivate immune func-

tions. leading to suppression of tumor

growth.,In:BiologiCal EffectsofLow Dose

Radiation; Molecular Mechanisms for

Radiation-inducedCellularResponseandCan-

cerDevelopment

P210-216 P220-226

低線量放射線の健康影響

-がんリスクはあるのか 7-

電気新聞 2003

(東京)

健康保険組合保健師活動指針,改定第4版 (青 健康保険組合連合会 2003

山英康,飯島美世子,岡田邦夫,金本伸二郎, (東京)

小林宣英,猿山淳子,中村明子,山本加奈編)

ヘルスプロモーション

P38-42

ヘルスプロモーションの有効性に関するエビデ 自費出版 2003

ンス (江口篤寿,川田智恵子,守山正樹,大津

一義,張瑞傑編)

第 1章 ヘルスプロモーションの有効性

一質問-の回答

P1-13

ヘルスプロモーションの有効性に関するエビデ 自費出版 2003

ンス (江口篤寿,川田智恵子,守山正樹,大津

一義,張瑞傑編)

第11章 展開の場 3

-保健医療機関におけるヘルスプロモーション

P153-166

健康教育ヘルスプロモーションの展開 初版 保健同人社 2003

(日本健康教育学会編) (東京)

行動の変容,健康権,コミュニケーション, ド

ラッグ

P66-71 P114-115 P120-122 P206-209
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ll. 奥田博之

12.奥田博之,中塚幹也

13. 岡野初枝,住吉和子他

14.坂本忠次,

山本 隆,

張 忠任,

山本恵子,

鷲尾 裕,

綱 辰幸,

原田由美,

15. 小田 慈

16.小田 慈

於久保博幸,

斎藤香里,

塩津ゆりか,

谷口泰司,

青江信男,

高谷よね子,

太田にわ

17. 小田 意,氏家良人

(編)

18.林 優子,佐藤美恵,

内田陽子,他107名

19.秋元典子,林 優子,

深井喜代子,他212名

20.秋元典子

医学大辞典 初版 (伊藤正男 ･井村裕夫 ･高久 医学書院

史麿編) (東京)

子宮内膜 ･子宮頚管 ･子宮頚管内膜 ･子宮頚管

粘液 ･椋状袋

小児救急ファース トエイドブック 南江堂

診療科をこえて協働のために (東京)

一産婦人科医の立場から-

P169-172

2003

2003

｢在宅看護論｣ メヂカルフレンド社 2003

2004年度版 看護師国家試験問題 解答 ･解説 (東京)

P190-226

現代社会福祉の諸問題一介護保険の現状と財政 晃洋書房

を中心に一 初版 (坂本忠次編) (京都)

第Ⅲ節 3章 健康障害の子どもをもつ家族の

介護費用)

P283-296

今日の小児治療指針 第13版 (大関武彦,古川 医学書院

漸,横田俊一郎編) (東京)

真菌感染症

P260-262

NEW小児科学 改定第2版 (清野任紀,小林 南江堂

邦彦,原田研介,桃井寅理子編) (東京)

第19章 腫癌性疾患

P469-478;P483-488

小児救急ファース トエイドブックー診療科をこ 南江堂

えて,協働のために (東京)

実践臨床看護手技ガイド 第2版(和田 孜編) 文光堂

P429-443 (東京)

2003

2003

2003

2003

2003

看護学事典 初版 (見藤隆子 ･小玉香津子 ･菱 日本看護協会出版会 2003

沼典子編) (東京)

ターミナルを生きる-患者と家族のこころを支 学研

える看護一 初版 (秋元典子監) (東京)

第 Ⅰ章 ターミナル期の理解とその特徴

P1-75

- 3-
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21. 深井喜代子

22. 西田真寿美

23. 大井伸子,江幡芳枝,

小原ルリ子

24･ 樋口まち子,

川田智恵子(釈)

25. 樋口まち子

26. 田中共子,田中宏二,

兵藤好美

27. 三木明子

28. 森 恵子

29. 坪井桂子

ケーススタディ看護形態機能学 初版 (菱沼典 南江堂

子編)

3章 Lesson8尿失禁,Lesson9大腸癌によ

る人工虻門造設

7章 Lessonllパーキンソン病による歩行困

難

P50-56 P57-63 P146-152

(東京)

新介護福祉概論 初版 (成清美治,加納光子, 学文社

久保田 トミ子編) (東京)

第11章 継続医療 ･医療処置を必要とする人び

とに対する介護

P202-231

実習に役立つ母性看護技術改訂版 西日本法規出版

P17-31 P4ト50 P73-79 P83-104 (岡山)

P107-128

ヘルスプロモーションの有効性に関するエビデ 自費出版

ンス (江口篤寿,川田智恵子,守山正樹,大津

一義,張瑞傑編)

第 9章 展開の場 1-職場におけるヘルスプロ

モーション

P119-135

健康教育-ヘルスプロモーションの展開 保健同人社

健康の社会的責任,異文化理解 (東京)

Pl15-118 P118-120

健康教育概論 初版(滝揮武久,木村登紀子編) 実務教育出版

第 7章 2地域における健康教育 (東京)

P118-123

ターミナルを生きる一息者と家族のこころを支 学研

える看護 初版 (秋元典子監) (東京)

第 2章 ターミナル期にみられる精神症状 とケ

ア

P78-149

ターミナルを生きる 初版 (秋元典子監) 学研

第Ⅲ章 ターミナル期にある患者 とその周囲の (東京)

人々への看護

P152-163

ターミナルを生きる 初版 (秋元典子監) 学研

ターミナル期にある患者の看護 (東京)

P164-172
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30. 渡追久美

Ⅱ.論 文 等

著 書 名

1. 中田安成

2. OkamotoM,

Sakiyama∫,MoriS,

KurazonoS,UsuiS,

HasegawaM,

OohiraA

3. MoriS,ShinohataR,

RenbutsuM,

TakahashiG,

KohkaH,YnagF,

YamaokaK,

OkamotoM,

YamamotoI,

NishiboriM

4. MashimaK,

NakatsuT,

MurakamiT,

KusachiS,

TominagaY,

YamaneS,UesugiT,

MayumiE,MitsudaT

andTsujiT

5. KomatsubaraI,

MurakamiT,

KusachiS,

NakamuraK,

HirohataS,Hayashi∫.

TakemotoS,

SuezawaC,

NinomiyaY

andShiratoriY

高齢者のための トータル口腔ケア 初版 (鈴木 医歯薬出版株式会社 2003

俊夫,青柳公夫,坂口英夫,山中克己,月塚み (東京)

どり,能候多恵子編)

看護大学における口腔ケアの教育

P217-218

論 題

サルコイドーシスについて

雑 誌 名 発行年

MedicalCorner 2003

113:12-14

Kainicacid-inducedconvulsionscausepro-ExpNeuro1 2003

longedchangesofchondroitinsulfateproteog-184:179-195

1ycans,neurocanandphosphacan,inthelim-

bicstructures

Histidine-richglycoproteinpluszincreverses CellTsissueRes 2003

growthinhibitionofvascularsmoothmuscle 312:353-359

cellsbyheparin

Exponential-exponentialcosinefittingofblood ClinExpHypertens 2003

pressuredecayinducedbyalong-actingca1-25:145-54

c呈um blocker,amlodipine,using home

bloodpressuremeasurement

Spatiallyandtemporallydifferentexpression CardiovascPatho1 2003

0fosteonectinandosteopontinintheinfarct 12:186-94

zoneofexperimentallyinducedmyocardialin-

farctioninrats
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6. 高尾和志,谷本 安,

北村智樹,片岡幹男,

谷本光音

7. FujimoriY,

KataokaM,TadaS,

TakeharaH,

MatsuoK,MiyakeT,

OkaharaM,

YamadoriI,

TanimotoM

8. FujiiM,TanimotoY,

KiguchiT.

TakeharaH,

FujimoriY,

TeshimaT,

KanehiroA,

ShinagawaK,

TadaS,KataokaM,

TanimotoM

9. 片岡幹男,中田安成

10. 市川裕久,平松順一,

谷本 安,金贋有彦,

谷本光音,伊達洋至,

清水信義,片岡幹男,

中田安成

ll.森 由弘,三好久昭,

古賀 光,尾形佳子,

有友雄一,大西実子,

粟井一哉,香川俊彦,

荒川裕佳子,渡辺佳樹,

吉田光雄,寛 隆子,

木村一生,厚井文一,

片岡幹男,中田安成

12. HiramatsuJ,

KataokaM.NakataY,

OkazakiK,TadaS,

TanimotoM,EishiY

May-Gieamsa染色にて好中球胞体内に梓菌を 気管支学 2003

検出し早期診断し得たレジオネラ肺炎の1例 25:22-26

TheRoleofIL8inlnterstitialPneumonia Reairo王ogy 2003

8:33-40

Pulmonaryinfiltrationwitheosinophiliasyn-Allergology Inter1 2003

dromecomplicatedwithnon-Hodgkin'slym-national

phomaofBcelllineage 52:16ト164

サルコイドーシス患者肺胞リンパ球の 日本サルコイド-シ 2003

Propionibacteriumacnesとの反応 ス/肉芽腫性疾患学

会 誌

23:23-31

肺移植登録をしているサルコイドーシスの一例 日本サルコイド-シ 2003

ス/肉芽腫性疾患学

会 誌

23:71-75

多彩な伝導障害と不整脈のみられた心サルコイ 日本サルコイド-シ 2003

ド-シスの2症例 ス/肉芽腫性疾患学

会 誌

23:77-82

Propionibacterium acnesDNA detectedin Sarcoidosis Vasc 2003

bronchoalveolarlavageceusfrom patients DiffuseLungDis

withsarcoidosis 20(3):197-203
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13. MatsukaY,

Da-LongWANG,

SuganumaN,

ImaiK,IkedaS,

TaketaI(,KiraS

14. TaketaK,IkedaS,

SuganumaN,

KannikaPhorunphutkul.

Supatra Peerakome,

KriegsakSitvacharanum,

JaroonJittiwutikarn

15. 梅川康弘,西下千春,

岡本栄祐,奥山俊彦,

頼 敏裕,池田 敏

16. 入江 隆,岡 久雄

17.IshitoyaS,

YamamotoS,

KanamaruS,

KurazonoH,

HabuchiT,

Ogawa0,TeraiA

18. Ohmura-HoshinoM,

Soon-TaeH,

KurazonoH,

IgarashiK,

YamasakiS.

TakedaY

19.KurazonoH,

NakanoM,

YamamotoS,

Ogawa0,

YuriK,NakataK.

KimuraM,

MakinoS-Ⅰ,Nai一GB

Differentialresponses of serum gamma-ActaMedica

glutamyltransferasetoalcoholin takein OKAYAMA

Japanesemales 57(4):17ト178

2003

Diifferential seroprevalencesofhepatitisC HepatologyResearch 2003

virus,hepatitisB virusand human im-27(1):6-12

munOdeflCiency virus among intravenous

drugusers,commercialsexworkersand

patientswithsexuallytransmitteddiseasesin

ChiangMai,Thailand

パルボウイルスB19感染によりPureRedCell 日本消化器病学会雑 2003

Aplasiaをきたした肝細胞癌合併C型肝硬変症 誌

の1例 100(1):57-61

等尺性収縮時の筋疲労と粘弾性係数 日本機械学会論文集 2003

(A編)

69:70-76

DistributionofafaeadhesinsinEscherichia ∫Uro1 2003

coliisolatedfromJapaneseUrinaryTractln-169:1758-1761

fectionpatients

GeneticandimmunologicalanalysisofanobelMicrobiollmmuno1 2003

variantofShigatoxin1frombovineEscher-47:717-725

ichiacolistrainsanddevelopmentofbead-

ELISAtodetectthevarianttoxin

Distributionoftheuspgeneinuropathogenic Microbiollmmuno1 2003

Escherichiacoliisolatedfromcompanionani-47:797-802

malsandcorrelationwithserotypesandsize-

variationsofthepathogenecityisland
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20.KanamaruS,

IshitoyaS,TeraiA,

HabuchiT,NakanoM,

KurazonoH,Ogawa0,

YamamotoS

21. 石川哲也

22.FujinoT,AsabaH,

KangMJ,IkedaY,

SoneH,TakadaS,

Kim DH,IokaRX,

OnoM,TomoyoriH,

OkuboM,MuraseT,

KamatakiA.

Yamamoto∫,

MagooriK,

TakahashiS.

MiyamotoY,

OishiH,NoseM,

OkazakiM,UsuiS,

ImaizumiK,

YanagisawaM,

Sakai∫,

YamamotoTT

23.MagooriK,RangMJ,

ItoMR,KakuuchiH,

IokaRX,KamatakiA,

Kim DH,AsabaH,

IwasakiS,TakeiYA,

SasakiM,UsuiS,

OkazakiM,

TakahashiS,

OnoM,NoseM,

Sakai∫,FujinoT,

YamamotoTT

24. KazamaH,UsuiS,

OkazakiM,HosoiT,

ItoH,OrimoH

Distributionandgeneticassociationofputa-∫Uro1 2003

tiveuropathogenicvirulencefactors,iroN,47:717-725

iha,kpsMT,ompT,anduspinEscherichia

coliisolatedfrom urinarytractinfectionsin

Japan

神経機能を制御するペルオキシソームタンパク 平成14年度科学研究 2003

質の同定と機能解析 費補助金(萌芽研究)

研究実績報告書

Low-densitylipoproteinreceptor-relatedpro-ProcNatlAcadSci 2003

tein 5 (LRP5) isessentialfornormalUSA

cholesterolmetabolism andglucose-induced 100:229-234

insulinsecretion

SevereHypercholesterolemia,ⅠmpairedFat∫BioIChem 2003

Tolerance,andAdvancedAtherosclerosisin 278:11331-11336

MiceLackingBothLowDensityLipoprotein

Receptor-relatedProtein5andApolipoprotein

E

Effectsofbeza五brateand pravastatin on DiabetesResClin 2003

remnant-likelipoproteinparticlesandlipopro-Pract

teinsubclassesintype2diabetes 59:18ト189
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25. AsaumiN,NiiyaK,

ShibakuraM,

YoshidaC,NiiyaM,

TanimotoM

26.NiiyaM,NiiyaK,

KiguchiT,

ShibakuraM,

AsaumiN,

ShinagawaK,

IshimaruF,KiuraK,

IkedaK,UeokaH,

TanimotoM

27.ShibakuraM,NiiyaK,

KiguchiT,KitajimaI,

NiiyaM,AsaumiN,

HuhNH,NakataY,

HaradaM.

TanimotoM

28.MoriS,ShinohataR,

RenbutsuM,

TakahashiHK,

FangYI,YamaokaK,

OkamotoM,

YamamotoI,

NishiboriM

29. MoriS,ItohY,

ShinohataR.SendoT.

OishiR,NishiboriM

30. 武本光広,勝井邦彰,

青田敦史,姫井健吾,

黒田昌宏,金洋 右,

杉田勝彦,小林 満,

中川 実,藤本俊一郎,

平木祥夫

31.SumimotoT, -

MaruyamaT,

AzumaY,GotoS,

MondouM.

FurukawaN,OkadaS

SecondaryeradicationofHelicobacterpylori BloodCoagulFibri- 2003

waseffectiveagainstrefractory idiopathic nolysis

thrombocytopenicpurpura 14:785-786

Induction ofTNF-alpha,UPA,IL-8 and CancerChemother 2003

MCP-1bydoxorubicininhumanlungcarcino-Pharmacol

maceus 52:391-398

InductionofIL-8andmonocytechemoattrac-Int∫Cancer

tantprotein-1bydoxorubicininhumansmall103:380-386

cemlungcarcinomaceus

Histidine-richglycoproteinpluszincreverses CellTissueRes

growthinhibitionofvascularsmoothmuscle 312:353-359

ceusbyheparin

Na血mostatmesilateisanextremelypotent∫PharmacoIS°i

inhibitorofhumantryptase 92:420-423

転移性脳腫癌に対するリニアックを用いた分割 日医放会誌

定位放射線治療成績の検討一定位手術的照射と 63:237-243

の比較-

2003

2003

2003

2003

DevelopmentofImageAnalysisforDetection Proceedingsofthe 2003

0fDefectsofBGAbyUsingX-RayImages 20thIEEE Instru-

mentationand

MeasurementTech-

nologyConference

2:1131-1136
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32. SumimotoT.

MaruyamaT,

AzumaY,GotoS,

MondouM,

FurukawaN,OkadaS

33. SumimotoT,

MaruyamaT,

AzumaY,GotoS,

MondouM,

FurukawaN.OkadaS

34. HiguchiY,Asaumi∫,

MurakamiJ,

MatsuzakiH,

WakasaT,InoueT,

ShigeharaH,

KonouchiH,

HisatomiM,

KawasakiS,HirakiY,

KishiK

35. TakemotoM,

KurodaM,UranoM,

NishimuraY,

KawasakiS,KatoH.

OkumuraY,AkakiS,

KanazawaS,

AsaumH ,JojaI,
HirakiY

36. Asaumり,HiguchiY,

Murakami∫,

MatsuzakiH,

WakasaT,InoueT,

ShigeharaH,

KonouchiH,

HisatomiM.

KawasakiS,

KurodaM,HirakiY,

KishiK

ImageAnalysisTechniquesfortheDetection Proceedingsofthe 2003

0fDefectsatBGAbyXRay 8th In ternational

WorkshoponAD C

Modeling andTe st-

ing

85-88

ShapemeasurementofBGA foranalysisof The lnternationa1 2003

defectsby X-ray imaging.Proceedingsof SocietyforOptical

Fifth InternationalSymposium on lnstru-Engineering

mentationandControlTechnology 5253:36ト365

REffectsofp53genetherapyinradiotherapy OncoIRep.

Orthermotherapyofhumanheadandneck May-Jun

squamouscellcarcinomacelllines 10(3):67ト7

2003

The effect of various chemotherapeutic IntJHyperthermia. 2003

agentsgivenwithmildhyperthermiaondif-Mar-Apr

ferenttypesoftumours 19(2):193-203

Thermoradiotherapycombinedwithp53gene OncoIRep.

therapyofhumansalivaryglandadenocarci-Jam-Feb

nomacellline 10(1):7ト4

- 10-
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37. YamamotoY,

NakamuraT,

ShiraiK,KusuharaT.

CodaN

38. YamamotoY,

ShiraiK,CodaN.

NakamuraT,

KusuharaT,OkudaN

39. KusuharaT,

NakamuraT,MoriK,

YamamotoY

40. 中村隆夫,合田典子,

白井喜代子,楠原俊昌,

山本尚武

41. 加藤博和,花元克巳,

黒田昌宏,溢谷光一,

川崎祥二

42･ 加藤博和,伊藤公一,

小塚洋司,築山 巌,

中島俊文,永田 靖,

二川佳央,松井正殿,

松田甚一,水晶静夫,

桜井英幸,光森通英,

永田憲司,野本由人,

花元克巳,稲葉 誠

43. YoshimuraK,KatoH,

KurodaM,YoshidaA.

HanamotoK,

TanakaA,

TsunodaM,

KanazawaS,

ShibuyaK,

KawasakiS,HirakiY

Discussiononevaluatingobjectofconcentric

electrodemeasuringbio-electricalimpedance

Evaluatingobjectandregionofconcentric

electrode in bio-electrical impedance

measurement

Theadaptingmethodofimpedancephary-

ngography(IPG)tonoddingswallowing

浮腫評価のための体肢容積計の開発

MRIにおける画像の再構成

Proceedingsof6th 2003

Polish-∫apanese

Symposium onBio-

Medical Engineer-

ing

22-23

ProceedingsofIEEE 2003

EMBS Asian-Pacific

ConferenceonBiome-

dicalEngineering2003

6.4.2:1-2

ProceedingsofIEEE 2003

EMBS Asian-Pacific

ConferenceonBiome-

dicalEngineering2003

6.4.4:1-2

岡山大学医学部保健 2003

学科紀要

14:31-35

岡山大学医学部保健 2003

学科紀要

13:77-82

ハイパーサーミア装置の操作ガイドⅠⅡ腔内加 日本ハイパーサーミ 2003

温法 ア誌

19:106-119

Developmentofatissue-equivalentMRIphan-MagnResonMe且

tomusingcarrageenange1 50,1011-1017

‥ ll-

2003



44･ 上者郁夫,竹田芳弘, 悪性Brenner腫濠の1例

田口勇仁,杉田勝彦,

奥野恵子,岩田寿美代,

平木祥夫,浅川 徹,

三森天人

腹部画像診断アトラ 2003

ス

8:114-115

45.三森天人,山崎俊一郎, 留腹腔穿孔をきたした子宮痛肉腫の1例 腹部画像診断アトラ 2003

桧原伸一郎,道家哲哉,

山本道教,河原伸明,

赤松信雄,上者郁夫,

平木祥夫

46.上者郁夫

47.MoriS,

TakahashiHK,

YamaokaK,

OkamotoM,

NishiboriM

48.MitsunobuF,

YamaokaK,

HanamotoK,

KojimaS,HosakiY,

AshidaK,SugitaK,

TanizakiY

49. 山岡聖典

50.野村崇治,山岡聖典,

森 秀治,江 連拡,

吉良尚平,酒井一夫

51. 山岡聖典,花元克巳,

稲 恭宏,片岡隆浩,

川辺 睦,佐野正展,

氏福亜矢子

52.YamaokaK,

MitsunobuF,

HanamotoK,MoriS,

TanizakiY,SugitaK

ス

8:134-136

これだけは知っておきたい臨床医の画像診断 臨床医

29(増刊号):

1138-1139

2003

High affinitybindingofserum histidine-rich LifeSciences 2003

glycoprotein tonickel-mitrilotriaceticacid:73:93-102

Theapplicationtomicroquantification

Elevationofantioxidantenzymesintheclinic-JournalofRadiation 2003

aleffectsofradonandthermaltherapyfor Research

bronchialasthma 44:95-99

展望 ラドン療法の適応症とその機構解明の現 IsotopeNews 2003

状 588:2-8

低線量放射線が低カタラーゼマウスにおけるカ 電力中央研究所研究 2003

タラ-ゼを含む抗酸化物質に及ぼす効果の検証 報告

GO3001

総説 化学発がんの非遺伝毒性的メカニズムの 岡山大学医学部保健 2003

解明に関する最近の動向 学科紀要

14:1-14

Studyonbiologicale∬ectsofradonandther-JournalofPain 2003

mattherapyonosteoarthritis 5:20-25
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53. 黒瀬太一,奥村能啓,

佐藤修平,赤木史郎,

金津 右,平木祥夫,

竹田芳弘,伊達洋至,

清水信義

54.MakiK,OkumuraY,

SatoS,YonedaA,

KuroseT,IguchiT.

AkakiS,TakedaY,

KanazawaS,HirakiY

55. 三井明美,島田明美,

谷口直子,中村純子,

西川絵里,田中大策,

森田雄一,凪 幸世,

長谷川益美,中桐義忠

56. 青山英樹,稲村圭司,

田原誠司,宇野弘文,

東 義晴,門久繁文,

中桐義忠,平木祥夫

57. Do主A,OkanoM,

AkagiH,NishizakiK,

TaguchiT,

MurakamiT

58. ShibuyaK,

KobatakeA,UezuM.

KobayashiT,

MatsushitaT,

KawasakiS,

HanamotoK,KatoH,

KurodaM,AsaumiJ.
HirakiY

59. 丸山敏則,山本秀樹

肺気腫患者におけるLVRS前後のⅩe-133肺換 山陽核医学カンフア 2003

気シンチグラフィによる肺機能評価 レンス記録集

36:15-16

QuantitativeevaluationbyTL201scintigra-AnnalsofNuclear 2003

phy in thediagnosisofthyroid follicular Medicine

nodules 17:91-98

医療現場における ｢チーム医療｣の認識-アン 岡山大学医学部保健 2002

ケ- ト調査結果から- 学科紀要

13(1):25-36

直線加速器における故障の統計分析 日本放射線腫蕩学会 2003

-MEVATRON77DX67に関する10年間の統 誌

計分析- 15:219-226

Bloodvasculararchitectureofthepalatine AnatS°ilnt 2003

tonsilinthemuskshrew (Suncucmurinus):78:62-67

scanningelectronmicroscopicstudyofcorro-

sioncasts

H89,aProteinKinaselnhibitor.Promotes Jpn.∫.Hyperther- 2003

the Development of Thermotolerance in micOncoI

BHK21andtsAF8Ceus 19(4):187-194

医療用 Ⅹ線フイルムにおける粒状度の画像計 信学技法 2003

測 Vol.102No.577,

59-63

- 13-



60. GotoS,AzumaY,

SumimotoT,

TakedaY,EihoS

61. GotoS,AzumaY,

SumimotoT,EihoS

62. GotoS,AzumaY,

SumimotoT,EihoS

63. 森賛祐基,毛利 聡,

森本太郎,清岡崇彦,

鹿田真規,岩崎達雄,

包 金花,井内洋介,

栗栖美絵,清水寺一郎,

小笠原康夫,大月 洋,

梶谷文彦

64. HirotaM,InaiY,

KiyookaT.Minami班,

MorimotoT,

MorizaneY,

IwasakiT,Bao∫,

MohriS,Shimizu∫,

OgasawaraY,San°S,

KajiyaF

65･ 岡野初枝,太田武夫,

川田智恵子,住吉和子

EstimationofthedigitizedMammographic Proceedingsofthe 2003

BreastDensitybytheHistogram Approach 8th International

UsingtheNeuralNetwork WorkshoponADC

ModelingandTest-

ing

129-132

Classificationofmammographicbreastdensi-The lnternationa1 2003

tybythehistogram approachusingneuralSocietyforOptical

networks,ProceedingsofFi允hlnternationalEngineering

Symposium onInstrumentationandControl5253:508-511

Technology

Estimating Average Glandular Dose by Medical Imaging 2003

MeasuringGlandularRateinMammograms Technology

21:369-375

CCD生体顕微鏡を用いたラット瞳孔膜微小循 信学技報 2003

環の可視化 2003-27:1-4

VisualizationofCoronaryMicrocirculationin TechnicalReportof 2003

RatsandAnalysisofSize-dependentFlow leicembe

Contro1 2003-27:9-12

住民組織による介護予防活動の展開と効果 平成13-14年度科学 2003

研究費補助金研究成

果報告書

66･ 川田智恵子,安酸史子, 病者の自己管理行動の持続における病者と保健 平成12-14年度科学 2003

岡野初枝,樋口まち子, 医療従事者との共同ケアの有効性の研究 研究費補助金研究成

住吉和子,草野恵美子, 果報告書

長宗典代,柴辻里香
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67･川田智恵子,安酸史子,

岡野初枝,樋口まち子,

住吉和子,草野恵美子,

長宗典代,柴辻里香

68･川田智恵子,安酸史子,

岡野初枝,樋口まち子,

住吉和子,草野恵美子,

長宗典代,柴辻里香

69.赤畠鮎美,岡野初枝

70.加藤久美子

71. 加藤久美子

72･小野清美,住吉和子,

岡崎愉加,太田武夫

73.小野清美,奥田博之,

光岡美智子

74･小野清美,住吉和子,

太田武夫,白井端子

75･小野清美,奥田博之,

大崎加代子,

金重恵美子

76･小野清美,奥田博之,

松井たみこ

77.小野清美

地域住民の健康と生活に関する基礎調査 御津 平成14年度文部科学 2003

町住民の健康と生活-アンケート調査報告書一 省研究助成報告書

(第2報)

彦根市における地域住民の ｢健康と生活｣に関 平成14年度文部科学 2003

する基礎調査 省研究助成報告書

病状の急変により病院死となった在宅痛患者を 岡山大学医学部保健 2003

看取った家族の悲嘆反応とその支援 学科紀要

14(1):47-55

外来で効果を発揮するカウンセリング技術 外来看護新時代

看護カウンセリングの基本的な考え方 8(1):85-90

外来で効果を発揮するカウンセリング技術 外来看護新時代

カウンセリングテクニックの実際 8(4):110-118

チャイルドシートに関する看護職の意識調査 岡山大学医学部保健 2003

学科紀要

13:17-24

助産所における色彩環境に関する検討一診察室 岡山大学医学部保健 2003

および玄関兼待合室の視感測定を実施して一 学科紀要

13:37-44

チャイルドシートに関する保護者の意識とケア 助産雑誌

側に求められることの調査 57(10):65-70

正常な産得における悪露の色彩変化に関する研 母性衛生

究一得婦による視感測定を実施して1 44(4):394-400

2003

2003

産科病棟における保健サービスと情報提供に関 岡山大学医学部保健 2003

する一考察一廊下にある掲示琴の工夫をして一 学科紀要

14(1):57-64

｢助産学総論｣と看護系の実習との関連におけ 岡山大学医学部保健 2003

る理解度に関する一考察-0大学保健学科看護 学科紀要

学専攻 ･助産師コース第一期生の場合- 14(1):65-73
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78.YamashitaN,

TanakaH,

MoriwakeT,

NishiuchiR,OdaM

andSeinoY

79.EndoC,OdaM,

NishiucbiR

andSeinoY

80.小田 慈

81. 清野佳紀,小田 慈,

氏家良人

82.小田 慈

83.小田 慈

84. 山下信子,小田 慈

85.小田 慈

86.林 優子

87･林 優子,景山甚郷,

中西代志子,石崎博之,

森本美智子,森 恵子,

坪井桂子

88･ 林 優子,犬飼昌子,

中西代志子,内田陽子

89. 内田陽子,林 優子,

犬飼昌子,中西代志子

AnalysisoflineargrowthinsurvivorsofJournal of Bone 2003

childhoodacutelymphoblasticleukemia andMineralMeta-

bolism

21:172-178

PersistenceofTELAMLltranscriptinacute Pediatrics lnterna- 2003

1ymphoblasticleukemiainlong-term remis-tional

sion 45:275-280

血液疾患における発熱 小児内科

35(1):60-64

2003

今後の小児科 ･産科医療体制に関する研究 平成14年度厚生労働 2003

科学研究 (子ども家

庭総合研究事業)戟

告書

114-117

少子社会だからこそ充実した医療を一小児科医 月刊保団連

の活動がますます必要な社会に- 785(5):10-14

鉄芽球性貧血 小児内科

35(6):102ト1024

2003

2003

血液型検査 ･交差試験 小児科臨床 増刊号 2003

56:1215-1221

血液疾患-フォローアップ外来の重要性,自血 治療 2003

病を中心に- 85(9):2521-2525

成人看護実習 (慢性期)における学生の経験に 岡山大学医学部保健 2003

よる学び 学科紀要

13(2):9ト98

成人看護実習 (慢性期)における実習目標の到 岡山大学医学部保健 2003

違反 学科紀要

13(2):83-90

看護過程レクチャー 腎横能障害のある患者の クリニカルスタディ 2003

看護 慢性腎不全で透析導入期にある患者の看 24(8):65ト656

護 ;アセスメントの視点と看護計画

看護過程レクチャー 腎機能障害のある患者の クリニカルスタディ 2003

看護 ;事例展開 24(8):657-664
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90. 下村裕子,河口てる子, 看護教育のための ｢看護実践モデル｣開発の試 看護研究 2003

林 優子,土方ふじ子, み ;看護が捉える ｢生活者｣の視点 対象者理 36(3):199-211

大池美也子

91. 林 優子

92. 秋元典子

93. 秋元典子,佐藤確子

94. SakamotoM,

FukaiK

95. 深井喜代子

96. 探井喜代子

97. 岡田淳子,深井喜代子

98. 柴田明日香,

西田真寿美,

浅井さおり,沼本教子,

原 祥子,中根 薫

解と行動変容の ｢かぎ｣

肺移植医療と看護 呼吸器ケア

2(1):16-22

2003

看護ケアの意味を知る 日本看護科学学会誌 2003

23(2):6ト64

子宮がん患者が広汎子宮全摘出術後を安寧に生 千葉看護学会会誌 2003

きるための強敬さの獲得を促進する看護援助 9(1):26-33

Effectofcolonicirrigationonthebowelhabits Kawasaki ∫ Med 2003

0fconstipatedyoungwomen Welfare

9:9-14

看護学発展の錘となるもの 看護展望

28:1

2003

評価技術のエビデンス-痛みの評価指標として 臨林看護 2003

の精神性発汗 29:2123-2133

手浴が皮膚温,温度感覚および快適感に及ぼす 川崎医療福祉学会誌 2003

影響 13:317-323

高齢者の介護施設における看護職 ･介護職の連 老年看護学

携 ･協働に関する認識 7(2):116-126

2003

99. 須田木綿子,園田恭一, 要支援 ･要介護者の在宅生活の限界点と家族の 厚生労働科学研究費 2003

高橋龍太郎,西村昌記, 役割 補助金政策科学推進

西田真寿美,中谷陽明,

村岡宏子,浅野裕子,

SusanLong,

RuthCampbell,

JohnC.Campbell,

MichaelFetters

100. 池田敏子

101. 池田敏子

研究事業

平成14年度研究報告

香

やさしく学ぶ看護研究 テーマの選択と基本的 外来看護新時代

な手順 2002

8(2):107-113

やさしく学ぶ看護研究 質問紙法によるデータ 外来看護新時代

収集と分析の方法 8(3):109-118
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102. 池田敏子

103. 大井伸子,長安った子,

竹内孝子,池田美恵,

佐藤紀美江,中田仁美,

持田千里,神土純子

104. 大井伸子,花田幸恵,

光岡美智子,

虫明さとみ,江幡芳枝

105･ 長安った子,大井伸子,

竹内孝子,持田千里,

佐藤紀美江,池田美恵,

中田仁美,湯田陽子

106. 樋口まち子

107. HiguchiM

108. 樋口まち子

109. 兵藤好美

110. 兵藤好美

111. 兵藤好美

112. 三木明子

113･ 日高経子,三木明子,

金崎 悠

やさしく学ぶ看護研究 わか りやすい論文の書 外来看護新時

き方 8(4):88-94

岡山県下の介護支援専門員の活動状況に関する 日本看護学会誌

検討 12(1):60-67

2003

2003

父親の育児への参画に関する調査 第59回日本助産師学 2003

会集録

28-37

介護支援専門員における看護職の業務及び労働 平成14年度日本訪問 2003

に関する研究 看護振興財団研究事

業報告書

1-16

ヘルスプロモーション理論 :看護教育の試み Qualitynursing 2003

(3) 9(1)75-81

AStudyofYoungWomeninaSriLankan Journal of Asian 2003

CertiBedSchool,APrimaryHealthPerspec-Women'sStudies

tiveontheirRehabilitation ll:42156

異文化を踏まえてスリランカのプライマリ ･へ QualityNursing 2003

ルスケアから学ぶもの 9(4):57-60

危険予知 ･事故防止能力を身につけよう クリニカルスタディ 2003

24(1):62-64

高齢者 ･在宅介護者の精神的健康とソーシャル 兵庫教育大学大学院 2003

サポー トに関する研究一高齢社会における臨床 連合学校教育学研究

的教育-の示唆一 科 ･博士論文

1-198

退院後の生活に不安を抱えている患者さんとの クリニカルスタディ 2003

関わり 24(7):31-36

海外文献の活用から職業性ス トレス最新理論の 看護実践の科学 2003

試用へ 28(10):102-103

諸外国における司法精神看護の役割 岡山大学医学部保健 2003

学科紀要

14(1):103-111
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114.ShiraiK,

YamamotoY,

OkudaH

Considerationofformativemechanismofelec-JJntl.Soc.Life 2003

trodermalactivity- Skinpotentialactivity lnfo.S°i

andskinimpedancechange- 21:23ト239

115. 白井喜代子,山本尚武, 成人女性の前腕表皮角質層の水分量測定 母性衛生

奥田博之

116.坂本和子,市川美和,

森本美智子

117.MorimotoM,TakaiK,

NakajimaK,

KagawaK

118･片岡徹也,住吉和子,

川田智恵子

119.森 恵子

120･森 恵子,金尾直美,

難波佳代,石川孝子,

斉藤信也,猶本良夫

121. 板倉祐子,大土井希,

梅地智恵,野村佳代,

樋口まち子

122,野村佳代,村田憲子

123.後藤溶子,時本圭子,

小原美和,小野直美,

高村洋子,坪井桂子,

安酸史子

124.高橋郁名代,坪井桂子,

海内千春,黒明安子,

綱嶋史江,弓場茂子,

林 優子

2003

44:504-511

母乳育児に対する看護者の説明や対応が母親に 第34回日本看護学会 2003

及ぼす影響 論文集

37-39

DevelopmentoftheChronicObstructivePul-NursingandHealth 2003

monaryDiseaseActivityRatingScale:Re-Sciences

liability,validityandfactorialstructure 5:23130

自己申告による入院患者の病院食の摂取量とそ 岡山大学医学部保健 2003

の関連要因に関する研究 学科紀要

14(1):37-45

食道痛のために喉頭切除術を受けた患者が体験 岡山大学医学部保健 2003

している困難とそれへの対処方法 学科紀要

第14(1):75-83

食道がん患者に対する術前インフォームド･コ 岡山大学医学部保健 2003

ンセントの検討 学科紀要

13(2):67-75

0市における育児不安に関する検討 岡山大学医学部保健 2003

学科紀要

第13(2):99-107

ハイリスク治療計画への意思決定における子ど 日本看護科学学会誌 2003

もの参加への親の関わりの過程一造血幹細胞移 23(1):57-66,

植事例を通して一

看護師の実習指導に対する教師効力とその関連 第33回日本看護学会 2002

要因の分析 論文集一看護教育-

153-155

同種末梢血幹細胞移植を経験した造血器腫蕩息 第25回日本造血細胞 2002

者の闘病意欲に関する研究(第1報)-看護師 ･ 移植学会看護研究集

医師の関わりを中心とした分析一 録集

112-114

- 19-



125. 海内千春,坪井桂子,

高橋郁名代,黒明安子,

綱鴫史江,弓場茂子,

林 優子

126.綱嶋史江,坪井桂子,

高橋郁名代,黒明安子,

海内千春,弓場茂子,

林 優子

127.梶野香苗

128. 物部さおり,米村幸子,

河瀬哲子,窪田奈央子,

仁科有里,磯山久子,

中尾奈緒,弓場茂子,

梶野香苗

129.吉本恵子,馬場園千尋,

黒田美和,福島昭子,

中森共美,梶野香苗

130.竹内奈緒子,古田正代,

上棟優子,木村美枝子,

松本和史,渡追久美,

上別府圭子

131･ 渡過久美,池田敏子,

佐藤美恵,金尾直美

132.加藤湖月,尺田 峰,

渡遵久美

133. 中瀬克己,柴辻里香,

長宗典代,犬餌昌子,

安酸史子

同種末梢血幹細胞移植を経験した造血器腺癌息 第25回日本造血細胞 2002

着の闘病意欲に関する研究(第2報)一他の患者 移植学会看護研究集

から受けた影響の分析一 録集

115-117

同種末梢血幹細胞移植を経験した造血器腫疾患 第25回E]本造血細胞 2002

着の闘病意欲に関する研究(第3報)-ドナー ･ 移植学会看護研究集

家族 ･友人から受けた影響の分析一 録集

118-119

堰吐ケアのエビデンス 臨床看護

29:1984-1992

2003

内服与薬事故を予防するためのシステムアブ 第34回日本看護学会 2003

ローチ -与薬エラーの背景要因を明らかにす 論文集

る一 一看護総合-

93-95

肺がん患者ゐ化学療法に伴う倦怠感に対するア 第33回日本看護学会 2002

セスメント 論文集

一成人看護Ⅱ-

39-41

看護におけるコミュニケーション `̀フォーカス 看護実践の科学 2003

グループインタビュー"ゼミからの報告 28(9):66-71

0医療技術短期大学部卒業生の口腔ケアの学習 日本看護研究学会雑 2003

状況と臨床における口腔ケア実施状況との関連 誌

26(4):89-97

酸素吸入時の加湿に関する現状と課題-0大学 岡山大学医学部保健 2003

病院特殊撮影室における基準の検討- 学科紀要

14(1):85-94

厚生科学研究費補助金､分担研究報告書 ｢効果 1-12

的な感染症発生動向調査のための国および県の

発生動向の方法論の開発に関する研究｣ :若年

層における性行為感染症を疑った際の受診行動

とその関連要因一グループインタビュー法を用

いて-

- 20-
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Ⅱ.学会発表等

演 者

1. MoriS,ShinohataR,

TakahashiH,

RenbutsuM,

OkamotoM,

Yamaoka冗 ,

YamamotoI,

NishiboriM

2･森 秀治,岡本 基,

山岡聖典,高橋英夫,

西堀正洋

3. SangawaM,

NakatsuT,

MashimaK,

TominagaY,

YamaneS,

TokutakeH,

MisakiM,

MurakamiT,

KusachiS,

ShiratoriY

4. MurakamiM,

IwasakiK,Hina冗,

NakajimaY,

ObikaM,HirotaM,

KitaT,KusachiS,

MurakamiT

5. NakamuraK,

HirohataS,

MurakamiT,

SezakiS,Do主M,

KusachiS,

ShiratoriY

演 題 学 会 名 開催年月 開催場所

Restorativeactionofhistidinerich 第76回日本薬理学会 2003.3 博多

glycoproteinonheparin-induced 年会

growthinhibitionofculturedvascu-

larsmoothmusclecells

Affinitypurificationandquantifica- 第76回日本薬理学会 2003.3 博多

tionofhistidinerichglycoproteinuti一 年会

Iizing high affinity binding to

metaトchelatecompound

Spectrum AnalysisofBeat-by-Beat The 66th annual2003.3 福岡

BloodFlow ofAorta(Ao),Pulmon-scientific meeting

ary Artery (PA)in Sinus Node oftheJapaneseCir-

Rhythm (SNR), Chronic Non-culationSociety

ValvularAtrialFibrillation(NVAF)

NicorandilReducestheIncidenceof The 66th annual2003.3 福岡

MinorEnzymeElevationa洗erPercu-scientific meeting

taneousCoronaryIntervention(PCI) oftheJapaneseCir-

culationSociety

Metalloprotease ADAMTS-1 Was The 66th annual 2003.3 福岡

Rapidly Expressed by Endothalialscienti五c meeting

CellsinAcuteMyocardiallnfarction oftheJapaneseCir-

and Its Quantitative Analysis by culationSociety

Real-TimePCR

- 21-



6. MiyoshiT,

MurakamiT,

SuezawaC,

KotenK,DoiM,

SezakiS,

NakamuraK,

HirohataS,

KusachiS,

ShiratoriY

7. SangawaM,

NakatsuT,

MashimaK,

TominagaY,

YamaneS,

TokutakeH,

MisakiM,

MayumiE,

MurakamiT,

KusachiS,

ShiratoriY

8. KotenK,HirohataS,

DoiM,MurakamiT,

KomatsubaraI,

NakamuraK,

SezakiS,

MaruyamaM,

KusachiS,

ShiratoriY

9.ObikaM.IwasakiK,

ShimizuA,

MurakamiM,

YamajiH,

NakashimaY,

KitaT,KusachiS,

MurakamiT

LateReperfusionEnhancedGelati- The 66th annual2003.3 福岡

nolysisInInfarctPeriphreral Zone:scientific meeting

Analysis by in Situ Zymogram oftheJapaneseCir-

AnalysisinRats culationSociety

Relationship between R-R Interval The 66th annual 2003,3 福岡

(RR-Ⅰ)andMaximal-Flow-Velocityofscientific meeting

AortaasaMarkerofCardiacPer-oftheJapaneseCir-

formanceinPatientswithChronic culationSociety

Non-Valvular Atrial Fibrillation

(NVAF)

EndothelialCellsofNewlyFormed The 66th annual2003.3 福岡

Vessels in the Border Zone ofscientific meeting

MyocardiallnfarctionExpressPro-0ftheJapaneseCir-

teoglycanDecorinandBiglycan culationSociety

EffectofNicorandilonSlow Flow The 66th annual2003.3 福岡

and No Reflow during Rotational scienti五c meeting

AtherectomyComparedwithThose oftheJapaneseCir-

ofVerapamil culationSociety

- 22-



10. MashimaK,

NakatsuT,

SangawaM,

TominagaY,

YamaneS,

TokutakeH,

MurakamiT,

KusachiS,

ShiratoriY

ll.HinaK,IwasakiK.

NambaH,

ShimizuA,

YamajiH,

NakashimaY,

KitaT,

MurakamiT,

KusachiS

12.IwasakiK,

MurakamiM,

NakashimaY,

ObikaM,HirotaM.

KawamuraH,

KitaT,

MurakamiT,

KusachiS

13.HirohataS,

MurakamiT,

NakamuraK,Do主M,

KusachiS,

NinomiyaY,

ShiratoriY

14. 井上由佳理,

谷本 安,

小野勝一郎,

金贋有彦,片岡幹男,

谷本光音

Exponential-ExponentialCosineFit-The 66th annual2003.3 福岡

tingofBloodPressureDecaybya scientific meeting

Long-ActingCalciumChannelBlock-oftheJapaneseCir-

er,Amlodipine,UsingHome-Blood culationSociety

PressureMeasurement

AssociationofAtrialFibrillationwith Tbe 66th annual2003.3 福岡

IncreaseinCarotidArterylntimal-scienti五c meeting

MedialComplexThickness oftheJapaneseCir-

culationSociety

CoronaryPressure(CP)Measurement The 66th annual2003.3 福岡

Identi五es Patients with Diffuse scientific meeting

CoronaryArteryDiseaseWhoBe-oftheJapaneseCir-

ne丘tfromCoronaryintervention culationSociety

ADAMTS-1, A Disintegrin and American Heart 2003.10 0rland

MetalloproteasewithThrombospon-association 76th (USA)

dinMotifs-1,isaNovelHypoxiclm-Scienti五CSession

mediate Gene Expressed by En-

dotheliumandMyocardium

組織学的に過敏性肺臓炎が疑われた原 第11回日本気管支学 2003.2 岡山

因抗原不明のびまん性肺疾患の 1例 会中国四国地方会

15. 大森雅一,片岡幹男, 肺線維症におけるTGF-βの活性化 と 第100回 日本内科学 2003.4 福岡

谷本 安,田端雅弘, Thrombospondinの関与 会総会

金廉有彦,木浦勝行,

上岡 博,谷本光昔

- 23-



16. 須崎規之,谷本 安,

佐久川亮,高尾和志,

金庫有彦,池田和真,

片岡幹男,今城健二,

高橋 清,谷本光音

17. 井上由佳理,

谷本 安,武田 昌,

小野勝一郎,

市川裕久,伊藤 亘,

佐久川亮,須_規之,

大森雅一,金贋有彦,

片岡幹男,谷本光音

18. 吉田昭雄,谷本 安,

高橋真紀,北村智樹,

小野勝一郎,

井上由佳理,

市川裕久,金虞有彦,

山鳥一郎,片岡幹男,

谷本光音

19. 井上由佳理,

谷本 安,佐久川亮,

吉田昭雄,金贋有彦,

上岡 博,片岡幹男,

谷本光音

20. OhmoriM,

KataokaM,

IchikawaH,ItoW,

TanimotoY,

KanehiroA,

TanimotoM

21. KanehiroA,LahnM.

MakelaM,ItoW,

KataokaM,

TanimotoM,WilliB.

GelfandEW

ヒト末梢血幹細胞好塩基球のアポトー 第100回日本内科学 2003.4 福岡

シスに関する検討 会 総 会

ハチミツによるアナフィラキシーの1 第15回日本アレル 2003.5 横浜

例 ギー学会春季臨床大

会

NSIP(groupⅢ)を合併した多発筋炎 第38回日本呼吸器学 2003.7 下関

の一例 会中国四国地方会

血痕をくり返す若年女性の一例 第16回岡山びまん性 2003.7 岡山

肺疾患研究会

EElevated transforming growth 13rd ERS Annual2003.9 Vienna

factor(TGF)-sland Congress (Austria)

thrombospondin(TSP)-1 levels in

bronchoalveolarlavage(BAL)fluidof

patientswithpulmonaryfibrosis

Requirementforthep75TNF-are- 13rd ERS Annual2003.9 Vienna

ceptor2intheregulationofairway Congress (Austria)

hyperresponsivenessby?/dT-cells
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22. ItoW,KanehiroA,
MatsumotoK,

OhmoriM,

KataokaM,

NakamuraT,

TanimotoM

23. 伊藤 亘,金庫有彦,

松本邦夫,平野 淳,

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

24. 金贋有彦,平野 淳,

伊藤 亘,

小野勝一郎,

谷本 安,片岡幹男,

谷本光音,岡田千春,

LahnM,

GelfandEW

25. 佐久川亮,谷本 安,

楠本衣代,

井上由佳理,

演田 昇,金贋有彦,

片岡幹男,山鳥一郎,

谷本光音

26. 伊藤 亘,金贋有彦,

小山幹子,

小野勝一郎,

豊嶋崇徳,谷本 安,

品川克至,片岡幹男,

谷本光音

Hepatocytegrowthfactorprevents 13rd ERS Annual 2003.9 Vienna

airwayremodellinginasthma Congress (Austria)

気管支噂息におけるHGFの関与につ 第53回 日本 ア レル 2003.10 岐阜

いて ギー学会総会

?dT細胞による気道過敏性の制御に 第53回 日本ア レル 2003.10 岐阜

おけるp75TNFreceptorの役割につ ギ-学会総会

いて

い草染土塵肺に伴ったDesquamative 第89回日本内科学会 2003.11 広島

ⅠnterstitialPneumonia(DIP)様間質性 中国地方会

肺炎の1例

著名な貧血と急速な呼吸困難の憎悪を 第89回日本内科学会 2003.11 広島

認めたCOPDの1例 中国地方会

27. 岡本栄祐,奥山俊彦, 多発性内分泌腺腫蕩症 (MEN l型) 第79回日本消化器病 2003.6 出雲

西下千春,梅川康弘, におけるgastrinomaの診断に選択的 学会中国支部例会

池田 敏 動脈内セクレチン注入試験が有用であ

った一例
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28. 宇野邦子,池田 敏, 健診時に腹部超音波検査で発見された 第44回日本人間 ドッ 2003.8 京都

柳本奈津子,

森 直美,横谷利子,

戸羽祥二,谷理恵子,

後藤彰夫

肥満のない脂肪肝に関する検討 ク学会

29. 谷口義典,奥山俊彦, 末端肥大症に多発早期大腸癌と大腸腺 第80回日本消化器病 2003.12 米子

西下千春,梅川康弘, 臆を合併した一例

池田 敏

30. 岡 久雄,一色弘三,

ObergA

31. 荘川拓也,更谷啓治,

金 賢黙,施 生根,

岡 久雄,川添尭彬

32. 澄川拓也,更谷啓治,

岡 久雄,

サストラクスマウイジヤヤ,

川添尭彬

33. 岡 久雄,一色弘三,

ObergA

34. 岡 久雄,

WijayaSK,

澄川拓也,更谷啓治,

川添轟彬

35. SumikawaT,

SarataniK,

KawazoeT,OkaH

andWijayaSK

筋内プローブを用いた虚血下の筋活動

電位計測

インプラントの塩入深さが動揺度に及

ぼす影響

ImplantMovementCheckerを用 い

たインプラント動揺の評価

学会中国支部例会

電子情報通信学会技 2003.3 東京

術研究報告 (MEと

バイオサイバネティ

ックス研究会)

17-20

平成14年度日本補綴 2003.3 金沢

歯科学会関西支部学

術大会プログラム ･

講演内容抄録 14

日本顎口腔機能学会 2003.4 岡山

雑誌第30回学術大会

筋血流量と活動電位伝播速度計測のた 第42回 日本 ME学 2003.6 札幌

めの筋内挿入型プローブの開発 会大会プログラム･

論文集 192

IMチェッカを用いた歯科インプラン 第42回 日本 ME学 2003.6 札幌

トの塩入状態に関する考察

Influenceofcorticalanchorageon

implantmobility

- 26-

会大会プログラム･

論文集 465

JournalofDental2003.6 Gothenberg

Research Vo1 82

SpeciallssueB(In-

ternationalAssocia-

tionofDentalRe-

search) #1611

(Sweden)



36. OkaH,WijayaSK,

SumikawaT,

SarataniK

andKawazoeT

37. SarataniK,

SumikawaT,

KawazoeT,OkaH,

ShiSG

andWijayaSK

38･ 岡 久雄,

サストラクスマウイジヤヤ,

岡田 誠,澄川拓也,

更谷啓治,川添尭彬

39. 入江 隆,岡 久雄

40. 岡 久雄,一色弘三,

ObergA

41. 岡 久雄,

SastraXusumaWijaya,

岡田 誠,澄川拓也,

更谷啓治,川添尭彬

42. 岡 久雄,一色弘三,

ObergA

Developmentofa dentalimplant

movementcheckerfor technology

assessmentofimplantation

Theeffectofembeddedlengthon

implantmobility

IMチェッカによるインプラント植立

状態の評価 -インプラント形状と周囲

骨の硬さの影響 -

生体機械インピーダンスによる筋疲労

計測/断続負荷を加えた場合

局所虚血下における筋機能計測のため

の筋内挿入型プローブの開発

IM チェッカを用いた歯科インプラン

トの塩入評価

Journalof Dental 2003.6 Gothenberg

Research Vo1 82 (Sweden)

SpeciallssueB(In-

ternationalAssocia-

tionofDentalRe-

search) #2026

Journalof Dental 2003.6 Gothenberg

Research Vo1 82 (Sweden)

SpeciallssueB(In-

ternationalAssocia-

tionofDentalRe-

search) #2417

電子情報通信学会技 2003.7 徳島

術研究報告 (MEと

バイオサイバネティ

ックス研究会)

21-24

電子情報通信学会技 2003.7 徳島

術研究報告 (MEと

バイオサイバネティ

ックス研究会)

39-42

第18回バイオメカニ 2003.7 久住

ズム ･シンポジウム

前刷 173-182

第24回バイオメカニ 2003.10 長野

ズム学術講演会講演

予稿集 119-122

筋内挿入型プローブを用いた筋血流量 計測自動制御学会第 2003.10 新潟

と活動電位伝播速度計測 18回生体 ･生理工学

シンポジウム論文集

59-62

43. 荘川拓也,岡 久雄, インプラントの塩入深さが動揺度に及 第490回大阪歯科学 2003･10 枚方

川添尭彬 ぼす影響に関する基礎的研究 会例会歯科医学

- 27-



44. OkaH,IsshikiH,

ObergA

45.WijayaSK.OkaH,

SumikawaT,

SarataniK

andKawazoeT

46･ 岡 久雄,一色弘三,

北脇知己,

ObergA

47.倉園久生

Measurementofmotorunitaction

potentialinischemicmuscleusingin-

tramuscularprobe

Theeffectofdentalimplantlength

anddiametertoimplantmobilityme-

asuredusingIMchecker

筋内プローブを用いた局所虚血下の筋

機能計測-MUAP,血流,筋内庄一

Proceedingsof 2003.10 相楽郡精華町

IEEEEMBSAsian- (京都)

Pasific Conference

onBiomedicalEn-

gineering2003

6.2.3

Proceedingsof 2003.10 相楽郡精華町

IEEEEMBSAsian- (京都)

Pasific Conference

onBiomedicalEn-

glneering2003

5.2.1

第26回 日本 ME学 2003.11 高松

会中国四国支部大会

プログラム講演抄録

42

保健学科検査技術科学専攻の病原細菌 第76回日本細菌学会 2003.4 熊本

学実習環境の現状 と教育用病原体のレ 総会

ベルダウン

48. 木村美幸,山本新吾, Uspのinvitroでの発現とその精製 第76回日本細菌学会 2003.4 熊本

中野政之,寺井華人, 総 会

倉園久生

49. 大串賢一,和田昭裕, SalmonellaenteritidisFilCの human 第76回日本細菌学会 2003.4 熊本

新留琢郎,青柳東彦, β-defensin-2発現誘導機序 総会

倉園久生,平山寿哉

50. 山本新吾,金丸聴淳, 尿路病原性大腸菌におけるUSPviru一 第76回日本細菌学会 2003.4 熊本

倉園久生 lenceislandのモザイク構造の解析 総 会

51. 金丸聴淳,山本新書, 尿路病原性大腸菌における尿路病原性 第91回日本泌尿器科 2003.4 徳島

倉園久生,小川修 特異的蛋白USPと他の病原因子 との 学会総会

関連についての検討

52. 八尋錦之助, Helicobacterpyloriの産生するVacA 第50回毒素シンポジ 2003.7 和歌山

和田昭裕,中山真彰, 毒素受容体 RPTPβの結合領域の解析 ウム

倉園久生,野田公俊,

平山毒哉
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53. KurazonoH,Ta主R,

KimuraM,

MakinoManas

Chongsa-nguanM,

ChaicumpaW,

NairGB

54. 松尾賢典,

黒木なつ美,

京嶋都和,湯浅智子,

荒尾雄二郎

55. 黒木なつ美,

PartialpurificationofSalmonellaen-

terotoxin

平成15年度日米医学 2003.7 東京

協力会

コレラ ･細 菌性腸

管感染症専門部会給
∠ゝコ言

アデノウイルスによる宿主細胞グル 第19回中国四国ウイ 2003.5 観音寺

コース取込み活性の克進 ルス研究会プログラ

ム抄録集

エンテロウイルス71による宿主細胞グ 第19回中国四国ウイ 2003.5 観音寺

松尾賢典,湯浅智子, ルコース取込み活性の克進

荒尾雄二郎

56. 湯浅智子,京嶋都和,

黒木なつ美,

松尾賢典,

荒尾雄二郎

57. 黒木なつ美,

松尾賢典,湯浅智子,

荒尾雄二郎,

岩崎琢也

58. 荒尾雄二郎,

黒木なつ美,

松尾賢典,湯浅智子,

長谷川秀樹,

佐多徹太郎

59. 松尾賢典,

黒木なつ美,

湯浅智子,

荒尾雄二郎

60. 荒尾雄二郎,

黒木なつ美

ワクチニアウイルスによる宿主細胞グ

ルコース取込み活性の克進

単純ヘルペスウイルス 2型 (HSV-2)

接種細胞の早期グルコース取 り込み活

性の上昇

単純ヘルペスウイルス 1型 (HSV-1)

による宿主細胞早期グルコース取 り込

み活性克進 :その普遍性 と株間の差異

ルス研究会プログラ

ム抄録集

第19回中国四国ウイ 2003.5 観音寺

ルス研究会プログラ

ム抄録集

第18回ヘルペスウイ 2003.6 小豆郡池田町

ルス研究会抄録集 (香川)

2

第18回ヘルペスウイ 2003.6 小豆郡池田町

ルス研究会抄録集 (香川)

2

ヒト上皮細胞での増殖能が低下 した単 第18回ヘルペスウイ 2003.6 小豆郡池田町

純ヘルペスウイルス 1型 (HSV-1)株 ルス研究会抄録集 (香川)

の解析

ワクチニアウイルスに対する宿主細胞

の応答 :ウイルス増殖を必要としない

宿主細胞のグルコース取込み活性克進

- 29-

日本ウイルス学会第 2003.10 京都

51回学術集会 ･総会

プログラム ･抄録集

292



61. 黒木なつ美,

荒尾雄二郎,

岩崎琢也

62. 妹尾敏伸,白井真一,

小出典男

63. UsuiS,KakuuchiH,

KusachiS,

OkamotoM,

SenoT,YamadaM,

NaraM,OkazakiM

64. OkazakiM,UsuiS,

MizukamiY,

NaraM,

KatsumataT,

NakajimaY,

TakeicbiS,

NakanoT,

NakajimaK

エンテロウイルス71感染に対する未知

の宿主細胞応答 :ウイルス増殖に依存

しないグルコース取込み活性克進

カテキンの肝線維化改善作用に関する

研究

一活性化肝星細胞の制御について-

Evaluationofanew homogeneous

日本ウイルス学会第 2003.10 京都

51回学術集会 ･総会

プログラム ･抄録集

292

日本薬学会第123年 2003.3 長崎
∠ゝ
7ミ

The 55th AACC 2003.7 Philadelphia

HDL-Cholesterolreagentcontaining AnnualMeeting 作'ennsylvania)

noMg2+ onultracentrifugallyiso-

latedlipoproteinfractions

Comparisonofcholesterolandtrig-The 55th AACC 2003.7 Philadelphia

lyceridelevelsinthemajorlipopro-AnnualMeeting Pennsylvania)

teinandRLPfractionsseparatedby

HPLC andimmunoaffinitymethods

between normalpregnantwomen

andhealthyfemales

65. 木村美幸,山本新書, USPの invitroでの発現 とその精製 第76回日本細菌学会 2003.3-4 熊本市

中野政之,寺井華人,

小川 修,倉園久生

66･ 和田昭裕,木村美幸,

木村貴弘,

八尋錦之助,

大串賢一,

平山寿哉題 目

67. 柴倉美砂子,

新谷憲治,新谷勝美,

浅海 昇,吉田親正,

中田安成,谷本光昔

68. 新谷勝美,新谷憲治,

木口 亨,

柴倉美砂子,

浅海 昇,吉田親正,

豊嶋宗徳,品川克至,

石丸文彦,池田和真,

谷本光音

総会

58(1),229

ヘリコバクタ一 .ピロリの空胞化毒素 第76回日本細菌学会 2003.3-4′熊本市

(VacA)の空胞化作用 とMAPキナ- 総会

ゼの活性化について 58(1),112

ドキソルビシン刺激小細胞肺癌細胞に 第65回日本血液学会 2003.8 大阪

おけるMAPK活性化 と培養上清の自 給会

血球 migration活性

ヒト肺癌細胞における doxorubicin誘 第65回日本血液学会 2003,8 大阪

導 TNF-α,UPA,Ⅰし8及びMCP-1発 給会

規
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69. 新谷勝美,新谷憲治,

柴倉美砂子,

浅海 昇,吉田親正,

品川克至,豊嶋宗徳,

石丸文彦,池田和実,

谷本光昔

70. ShibakuraM,

NiiyaK,NiiyaM,

AsaumiN,

YoshidaC,

NakataY

andTanimotoM

71.NiiyaM,NiiyaK,

KiguchiT,

ShibakuraM,

AsaumiN,

YoshidaC,

TanimotoM

72. MoriS,ShinohataR,

WakeH,

TakahashiHK,

NishiboriM

73. ShinohataR,MoriS,

Wake班,

TakahashiHK,

NishiboriM

74･ 住本署宏,小山里美,

迫田晃弘,

多田潤一郎,

松田 智,丸山敏則

Doxorubicin誘導 uPA及び Ⅰし8発現 第26回日本血栓止血 2003.11 東京

と caspase活性化へ の MAPkinase 学会学術集会

関与の相違

PossiblelnvolvementofReactiveOx-2nd International2003.9 Bergamo

ygenSpeciesandPEA3Transcrip-Conference on (Italy)

tionFactorinDoxorubicinJnduced Thrombosis and

Urokinase and lnterleukin-8 Gene Hemostasis Issues

Expression inCancer

InductionofTNF-α,UPA,IL-8and 2nd International2003.9 Bergamo

MCP-1by Doxorubicin in Human Conference on (Italy)

LungCarcinomaCells Thrombosis and

Hemostasis Issues

inCancer

Puri五cationofhumanhistidinerich 第76回日本生化学会 2003.10 横浜

glycoproteinwithneutrophilchemo一 大会

tacticactlVlty

Histidinerichglycoproteinexhibits 第76回日本生化学会 2003.10 横浜

chemotacticactivityforhumanneut一 大会

rophils

Ⅹ線によるBGAの検出手法 平成15年度電気 ･情 2003.10 広島市

報関連学会中国支部

第54回連合大会

75. 住本管宏,小山里美, BGAのⅩ線画像計測

迫田晃弘,

多田潤一郎,

松田 智,丸山敏則

76. 山本尚武,

白井喜代子,

合田典子,中村隆夫,

楠原俊昌,奥田博之

第12回計測自動制御 2003.11 岡山市

学会中国支部学術講

演会

生体インピーダンス測定用同心円電極 第42回 日本 エ ム ･ 2003.6 札幌

の評価領域 イー学会大会
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77. 中村隆夫,梼原俊昌,

森 恵子,山本尚武

78. 中村隆夫,楠原俊昌,

森 恵子,山本尚武

79.楠原俊昌,中村隆夫,

山本尚武

領き礁下におけるインピーダンス咽頭

図の解析法

鎖き動作を伴う礁下時のインピーダン

ス咽頭図の解析法

臨床用嘆下機能診断装置のためのイン

ピーダンス咽頭図 (IPG)のパラメー

タ解析に関する検討

第42回 日本エ ム ･ 2003.6 札幌

イー学会大会

MEとバイオサイバ 2003.7 徳島

ネティツクス研究会

第17回 日本エ ム ･ 2003.10 相楽郡精華町

イー学会秋季大会 (京都)

80.梼原俊昌,中村隆夫, インピーダンス咽頭図 (IPG)による 第26回 日本 ME学 2003･11 高松

森 恵子,山本尚武 高齢者の喋下機能評価 会中国四国支部大会

81. 大橋充明,玉井義隆, 身体運動解析のための生体インピーダ 第26回 日本 ME学 2003.11 高松

楠原像昌,中村隆夫, ンスの高時間分解能測定システムの開 会中国四国支部大会

山本尚武 発

82･加藤博和,小山 薙, MRIにおけるアナログエコー信号か

花元克巳,川崎祥二, らの画像再構成

溢谷光一,黒田昌宏

83･加藤博和,花元克巳, MRIエコー信号のサンプリング時間

溢谷光一,川崎祥二, 測定と画像再構成

黒田昌宏,吉村孝一,

吉田敦史,

津野田雅敏,

平木祥夫,小山 殖

84･ 内田伸恵,加藤博和, 高線量率192Ir組織内RALSと併用可

川口篤哉,森山正浩, 能な多チャンネルRF組織内加温装置

北垣 一,笠井俊文, の開発と前立腺痛に対する臨床経験

浦上慎司,井川幹夫

第85回日本医学物理 2003.4 横浜

学会大会

第100回日本医学放 2003.6 岡山

射線学会中国･四国

地方会

日本ハイパーサーミ 2003.9 福岡

ア学会第20回大会

85.二川佳央,加藤博和, 指摘研究 RF･マイクロ波照射時の恩 日本ハイパーサーミ 2003.9 福岡

上村佳嗣,小塚洋司, 部 SARシミュレーションに関する研 ア学会第20回大会

松井岳巳,松井正蘇, 究

松木英敏,光森通英

86.吉田敦史,加藤博和, カラギーナンゲルを用いた人体組織等 日本ハイパーサーミ 2003.9 福岡

花元克巳,黒田昌宏, 価 MRIフアントムの開発 -NaClの ア学会第20回大会

吉村孝一,平木祥夫 緩和時間に及ぼす効果の検討-
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87. 加藤博和,黒田昌宏,

吉村孝一,吉田敦史,

花元克巳,川崎祥二,

泣谷光一,

津野田雅敏,

武本充広,平木祥夫

MRI特性および電気的特性が人体と 日本ハイパーサーミ 2003.9 福岡

等価なフアントムの開発一成分濃度と ア学会第20回大会

MRIおよび電気的特性の関係-

88. 加嘩博和,花元克巳, MRIフアントムの開発 第101回日本医学放 2003.12 米子

川崎祥二,溢谷光一,

黒田昌宏,吉村孝一,

吉田敦史,

津野田雅敏,

武本充広,金津 右,

平木祥夫

射線学会中国･四国

地方会

89･ 上者郁夫,篠原里任, 食事が腹部超音波検査に及ぶ影響に関 第22回日本画像医学 2003.2-3 東京

真鍋智也,赤川大輔, する検討一胆嚢収縮動態における食品 会

杉田勝彦

90･ 上者郁夫,赤川大輔,

杉田勝彦,三森天人,

赤松信雄,平木祥夫

91･ 上者郁夫,杉田勝彦,

奥野恵子,平木祥夫,

浅川 徹,三森天人,

赤絵信雄

92. 三森天人,

桧原伸一郎,

道家哲哉,山本道教,

繁田浩三,赤松信雄,

霧雨孝弘,上者郁夫,

平木祥夫

93. 三森天人,

桧原伸一郎,

道家哲哉,山本道教,

太田雅博,赤松信雄,

上者郁夫,平木祥夫

94･ 山口卓也,上者郁夫,

梅本佳寿子,

上野英樹,丸山敏則,

浪谷光一,中桐義忠

別の影響-

T2強調像におけるjunctionalzoneの 第22回日本画像医学 2003.2-3 東京

描出率と閉経に関する検討 会

子宮体癌の筋層浸潤の診断における 第62回日本医学放射 2003.4 横浜

dynamicMRIの適応に関する検討 線学会総会

子宮頚部腺痛をともなった卵巣カルチ 第17回腹部放射線研 2003.5 東京

ノイドの1例 究会

骨盤内膜症より発生したserouspapi1-第100回日本医学放 2003.6 岡山

laryadenocarcinomaの 1例 射線学会中国 ･四国

地方会

腹部超音波検査におけるバナナの胆嚢 日本放射線技師学会 2003.9 山口

に及ぼす影響について 中国 ･四国部会第44

回学術大会
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95. 上者郁夫 子宮筋腫 グレーゾー ンーMR画像か JSAWI2003 2003.9 淡路

らみたグレーゾーン-

96. 儀賀智美,上着郁夫, MRIによる閉経後の junctionalzone 平成15年度中四国放 2003･11 出雲

久保英絵,松下 利, の形態に関する検討 射線技師学術大会

井内洋介,浪谷光一,

中桐義息,赤木憲明

平木祥夫

97. 上野英樹,上者郁夫, バナナの胆嚢拡張作用および収縮抑制 平成15年度中四国放 2003･11 出雲

梅本佳寿子, 作用に関する検討 射線技師学術大会

山口卓也,丸山敏則,

中桐義忠

98. 山岡聖典,光延文裕, 三朝ラドン温泉適応症の機構に関する 第40回理工学におけ 2003･7 東京

花元克巳,小島周二, 検討 -ラ ドン効果 と温熱効果の比較 る同位元素 ･放射線

溢谷光一,谷崎勝朗, (続報卜 研究発表会

杉田勝彦

99. YamaokaK.

MitsunobuF,

HanamotoK,

Comparativestudyonradone∬ects 12th International2003.8 Brisbane

andthermaleffectsonhumansin CongressofRadia- (Australia)

radonhotsprlngtherapy tionResearch

KojimaS,

TanizakiY,

SugitaK

100. 山岡聖典,光延文裕, 三朝ラドン温泉適応症の機構に関する 日本放射線影響学会 2003･10 京都

花元克巳,小島周二, 検討-ラドン効果とその他の効果との 第46回大会

漉谷光一,谷崎勝朗, 比較(2)一

杉田勝彦

101. 山岡聖典,片岡隆浩, 無カタラーゼ症マウスにおけるccC4 日本放射線影響学会 2003･10 京都

野村崇治,田口勇仁, 誘導肝障害とこれに対する低線量Ⅹ線 第46回大会

花元克巳,江 連紘, 事前照射による緩和作用に関する検討

吉良尚平

102. 山岡聖典,光延文裕,

花元克巳

103. 黒瀬太一,奥村能啓,

佐藤修平,山本泰宏,

赤木史郎,金棒 右,

平木祥夫,竹田芳弘,

安藤陽夫,清水信義

ラドン温泉効果とマイナスイオン効果 日本過酸化脂質 ･7 2003.10 東京

との関係に関する検討-それぞれの適 リーラジカル学会第

応症 とその機構の相関性 - 27回大会

LungVolumeReductionSurgery(LVRS) 第62回日本医学放射 2003.4 横浜

前後の Ⅹe-133肺換気 シンチ グラフ･線学会総会

イーの有用性の検討
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104. 山本泰宏,奥村能啓,

佐藤修平,生口俊浩,

満木久美,黒瀬太一,

赤木史郎,竹田芳弘,

金津 右,平木祥夫

105. 日岩美咲,

小松めぐみ,

竹田芳弘,平 成人,

土井原博義,

松岡順治,清水信義,

平木祥夫

106. 白岩美咲,

小松めぐみ,

石原節子,清 哲朗,

津野田雅敏,

金津 右,平木祥夫,

竹田芳弘,於同順治,

土井原博義

107. AoyamaH,

AzumaY,GotoS,

NakagiriY,

InamuraK,

KadohisaS.HirakiY

108. 青山英樹,田原誠司,

稲村圭司,宇野弘文,

門久繁文,東 義晴,

中桐義忠

109. 漉谷光一,川崎祥二,

加藤博和,花元克巳,

黒田昌宏,浅海淳一,

平木祥夫

110. 丸山敏則,山本秀樹

111. 丸山敏則,山本秀樹

112. 丸山敏則,山本秀樹

T1-201シンチグラフィの定量的評価と 第62回日本医学放射 2003.4 横浜

FNAとの併用による結節性甲状腺腫 線学会総会

における診断能の検討

乳癌の拡が り診断におけるmultislice 第11回日本乳癌学会 2003.6 新潟

CTの有用性の検討 稔会

乳癌の拡が り診断におけるMDCTの 第100回日本医学放 2003.6 岡山

有用性の検討 射線学会中国 ･四国

地方会

influenceofradiochromicfilm nonu-Program & Ab-2003.6 京都

niformitybeforeirradiationonthe stracts6thlnterna-

dosemeasurlngaccuracy tionalStereotactic

RadiosurgerySoci-

etyCongress 16

直線加速装置における故障の統計分析 日本放射線技術学会 2003.9 宇部市

～装置導入期からの故障状況～ 中国 ･四国部会第44

回学術大会 90

プロテインキナーゼ阻害剤,H89は 日本ハイパーサーミ 2003.9 福岡

温熱耐性発現を促進する ア学会第20回大会

医療用 Ⅹ線フイルムにおける粒状度 医用画像合同研究会 2003.1 屋久島

の画像計測

医療用 Ⅹ線フイルムの乳剤粒子の形 電気 ･情報関連学会 2003.10 広島

状計測 中国支部第54回連合

大会

医療用 X線フィルムにおける銀粒子 自動制御連合講演会 2003.11 岡山

分布の画像計測
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113. 花元克巳,永松知洋, ラドン療法用鉱石の放射能特性に閑す 第40回理工学におけ 2003･7 東京

並谷光一,光延文裕, る分析方法の検討 る同位元素 ･放射線

山岡聖典 研究発表会

114. 花元克巳,加藤博和, 誘電型加温電極を組み合わせた租蔵内 日本ハイパーサーミ 2003･9 福岡

淡谷光一,川崎祥二, 加温のSAR分布シミュレーション ア学会第20回大会

黒田昌宏,平木祥夫

115. HanamotoK,

NagamatsuT,

Shibuya冗,

KataokaT,

MitsunobuF,

Yamaoka冗

StudyontheRelationshipBetween 日本放射線影響学会 2003.10 京都

Effects of Radon Therapy and 第46回大会

EffectsofNegativeIon-Interrela-

tionship Between Radiation for

RadonTherapyandNegativeIon-

116･ 井内洋介,贋田真規, 冠微小循環の可視化による高血圧およ 日本 ME学会 中国 2003･11 高於

清岡崇彦,梶谷昌史, び正常血圧ラットの年齢に応 じた血管 四国支部大会

森本太郎,森賓祐基, 内皮由来弛緩因子の関与

岩崎達雄,包 金花,

宮坂武寛,毛利 聡,

清水寺一郎,

平松 修,

小笠原康夫,

上甲 剛,梶谷文彦

117. HirotaM,InaiY,

KiyookaT,

MorizaneY,

MorimotoT,

IwasakiT,MohriS,

Shimizu∫,San°S,

KajiyaM

118. 川田智恵子,

住吉和子,長宗典代,

草野恵美子,

岡野初枝

119･ 岡野初枝,住吉和子,

太田武夫,

川田智恵子

In VivoVisualizationofCoronary SupplementtoCir-2003.11 0rland

ArterialandVenousTMicrocirculation culation (USA)

inRatsandAnalysisofHierarchical(AHA2003)

Endothelial-dependentFlowControl IV-99

生活全般についての満足度と健康感, 第12回日本健康教育 2003.6 那覇市

健康関連行動,地域環境への評価 との 学会

関連

住民組織の関わりの有無によるミニデ 第45回日本老年社会 2003.6 名古屋市

イサービス利用者の比較 科学学会

120･ 岡野初枝,長宗典代, 地域住民のソーシャルサポー ト測定に 第62回日本公衆衛生 2003.10 京都市

小河孝則,大西和子, よる自殺予防介入のための前調査 学会

入野 栄
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121. 横川めぐみ,

加藤久美子,

片岡志穂,鈴木福栄

突然痛告知をされた患者への関わりか 歯学会 2003.5

ら手術前,手術後の看護を振 り返る

122.小野清美,奥田博之, 生理用ナプキンにおける現状と今後の 第44回日本母性衛生 2003.10 茨城

大塚元美,江見弥生, 課題-ヘルスプロモーションにおける 学会

今井希美 セルフケアの視点から-

123.小野清美,奥田博之, 一般大学生における出産および不妊症 第44回日本母性衛生 2003.10 茨城

大塚元美,江見弥生, に関するテレビ鑑賞の意識調査 学会

今井希美

124.小野清美,奥田博之

125.小野清美,奥田博之

126.小野清美,奥田博之

127.江見弥生,今井希美,

小野清美,大塚仁美,

奥田博之

128.谷原政江,長江 宏美,

中新美保子,

太田にわ,大場広美,

堀尾秀子,砂田正子,

留田道子

129.竹内そのえ,

太田にわ,

祇園寿恵子,

太田栄子,三浦都子,

安原裕子,小川光子,

橋本最紀,橋本泰子,

江口 瞳

130.竹内そのえ,

太田にわ,小田 慈,

兼川美千代,

大月審-

生理用ナプキンの種類別に置ける付着 第23回日本性科学学 2003.10 東京

の経血の色の視感測定の検討-PCCS会

表色糸を使用した比色実験-

産科病棟における患者サービスと情報 第15回日本インテリ 2003.11 山形

提供に関する一考察 ア学会

生理用ナプキンの種類別における付着 第23回日本性科学学 2003.10 東京

の経血の色の視感測定の検討 会

生理用ナプキンの製品開発における開 第20回岡山県母性衛 2003.11 岡山

発姿勢-インタビュー調査から一 生学会

看護専門学校 ･看護大学 ･一般大学新 岡山県看護教育研究 2003.8 岡山

人生の ｢信頼性｣の実態 会

基礎看護学実習で学生が把握した家族 岡山県看護教育研究 2003.8 岡山

に関する情報 会

健康障害がある子どもをもつ家庭の介 第12回中国四国小児 2003.6 岡山

護費用 保健学会
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131. 田島桂子,藤村龍子, 看護基礎教育における看護技術教育の 平成14年度厚生労働 2003.7 東京

高橋照子,井上智子, 基準作成に関する研究 省医療技術評価総合

田村正枝,村田恵子,

安酸史子,

太田喜久子,

加藤千代世,

小田正枝,

筒井真由美,

研究協力者 :

東サ ト工,浦田秀子,

太田にわ,沼本教子,

水渓雅子,

中村裕美子,

青木康子他

研究事業報告会

132. 三浦都子,太田にわ, 看護学生が家族とのコミュニケーショ 第10回日本家族看護 2003･11 高知

祇園寿恵子, ンにおいて戸惑った理由 学会

小川光子,太田栄子,

安原裕子,江口 瞳,

竹内そのえ,

橋本泰子

133.森山明子,安尾美穂, 学童期の子どもの死の概念発達 第50回日本小児保健 2003.11 鹿児島

太田にわ,小田 慈 学 会

134.小山真穂,高木 章, 生後7ケ月時に膿胸を発症し肺葉切除 第8回香川 ･岡山感 2003.2 岡山

茶山公祐子, を必要とした､高IgE症候群と考え 染免疫懇話会

江口直宏,山口和誠, られた一例

小田 慈,清野佳紀

135. 山口和誠,西内律夫,

茶山公祐,江口直宏,

高木 章,富山佳江,

小山真穂,小田 慈,

清野佳紀

136.高木 章,茶山公祐,

江口直宏,山口和誠,

小山美穂,浦上知子,

井上拓也,清水順也,

小田 慈,清野佳紀

横紋筋肉腫に対して化学療法を行い二 .第106回日本小児科 2003.4 福岡

次性のMDSを発症し､その後T-PLL 学会学術集会

へ移行した一例

I

シクロスポリン腎症を呈した若年性特 第106回日本小児科 2003.4 福岡

発性関節炎の一例 学会学術集会
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137.土居あゆみ, 総合相談事業2年間のまとめ一福山保 第12回中国四国小児 2003.6 岡山

細木瑞穂,田中弘之, 健所の取 り組み一 保健学会

小田 慈,田中知徳,

吉井健哲,塩出順子,

永井智樹,

青山みすず

138. 山口和誠,西内律雄, 横紋筋肉腫の治療後 2次性のMDSを 第3回Okayama 2003.7 岡山

茶山公祐,江口直宏, 発症 し,その後 T-PLLへ移行 した 1 Hematology Con一

高木 章,富山佳江, 例 ference

小山真穂,小田 慈,

清野佳紀

139.在家祐司,真部 淳, 小児のRAEB-AMLM6症候群につい 第65回日本血液学会 2003.8 大阪

菅原幸子,土田昌宏, ての検討 総会 ･第45回日本臨

増永敦子,小島勢二, 床血液学会

小田 慈,

生田孝一郎,

加藤剛二,菊池 陽,

鶴沢正仁,秋山裕一,

原 純一,生嶋 聡,

中畑龍俊

140.小田 慈,堀部敬三, 小児 で細胞型急性 リンパ性 白血病 第65回日本血液学会 2003･8 大阪

谷沢昭彦, (T-ALL)に対する治療戦略 総会 ･第45回日本臨

西村真一郎, -JACLST-97研究の治療成績- 床血液学会

宇佐美郁哉,

八木啓子,原 純一,

多和昭雄,駒田美弘,

吉田 真,工藤 亨,

上田一博

141. 山口和誠,西内律夫, 同種骨髄移植後早期に再発したが､免 第65回日本血液学会 2003.8 大阪

茶山公祐,江口直宏, 疫抑制剤の中断により寛解を得た急性 総会 ･第45回日本臨

小山真穂,高木 章, 転化後のJMMLの一例 床血液学会

小田 慈,浜本和子,

清野佳紀

142. 中畑龍俊,小島勢二, 骨髄異形成症候群 (MDS)委員会報 第45回日本小児血液 2003.10 金沢

土田昌宏, 告 学 会

生田孝一郎,

鶴沢正仁,小田 慈,

菊池 陽,秋山裕一,

真部 淳,生嶋 聡,

加藤剛二,原 純一
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143.八木啓子, JACLSALL･,97治療研究における標準 第45回日本小児血液 2003.10 金沢

宇佐美都哉, リスク群プロトコールSR-97の成績 学会

小田 慈,工藤 亨,

駒田美弘,谷沢昭彦,

多和昭雄,

西村真一郎,

堀 浩樹,原 純一,

吉田 真,堀部敬三

144.堀 浩樹,工藤 亨,JACLSALL97治療研究における中間 第45回EI本小児血液 2003.10 金沢

宇佐美郁哉, 危険群(IR)および高危険(ER)の治療 学会

小田 慈,駒田美弘, 成績

多和昭雄,

西村真一郎,

原 純一,八木啓子,

谷沢昭彦,青田 真,

堀部敬三

145.茶山公祐,江口直宏, 眼筋型重症筋無力症に合併した血栓性 第45回日本小児血液 2003.10 金沢

高木 章,小山真穂, 微少血管障害の一例 学会

山口和誠,小田 慈

146. 高木 章,茶山公柘, ChronicITPに対する摘牌術後に自己 第35回日本小児感染 2003.11 富山

山口和誠,小山真穂, 免疫性肝炎を発症した1女児例 症学会

書多相菅朗,

田中弘之,小田 慈

147.高木 章,茶山公祐, ChronicITPに自己免疫 (ルポイド肝 第15回岡山豚原病研 2003.11 岡山

宮村能子,鷲尾加奈, 衣)を合併した女児例 究会

和田智顕微,

森島恒雄,小田 慈

148.茶山公祐,金沢亜錦, 術後化学療法中,急激な播種性再発を 第19回日本小児がん 2003.11 東京

山口和誠,小山真穂, 認めた髄芽腫の一例 学会

高木 章,田中弘之,

西尾晋作,小野恭裕,

小田 慈
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149. TsurusawaM,

ManabeA,

AkiyamaY,

KojimaS,

TsuchidaM,

IkutaK,Hara∫,

OdaM,IkushimaA,

KatoK,

MasunagaA,

KikuchiA,

NakahataT

150. ManabeA,ZaikeY,

SugaharaS,

TsuchidaM,

MasunagaA,

KikuchiA,

KojimaS,OdaM.

IkutaK,KatoK,

TsurusawaM,

AkiyamaY,Hara∫,

IkushimaS,

NakahataT

151. 山本公美恵,

林 優子

Therapy-Related Myelodysplastic Annualmeetingof 2003.12 SanDiego

Syndrome in Childhood :A Re-American Society (USA)

trospectiveStudyof36Patientsin ofHematology45th

Japan AnnualMeeting

PediatricRAEB-AMLM6aSyndrome Annualmeetingof 2003.12 SanDiego

:AProposalofaUniqueEntity American Society (USA)

ofHematology45th

AnnualMeeting

生体部分肝移植患者および家族が求め 第34回日本看護学会 2003.10 神戸

ている移植経過に関連した情報と看護 一成人看護 Ⅰ一

支援

152. 加納栄子,内田陽子, 腎臓摘出後透析導入となった患者の看 第76回岡山透析懇話 2003.12 岡山

宮川直子,林 優子 護 会

153. 秋元典子,佐藤埴子 広汎子宮全摘出術を経験する子宮がん 第17回日本がん看護 2003･2 大阪

患者の安寧に生きるための強敵さに関 学会

する研究

154. 深井喜代子,

大倉美穂,梶野香乱

掛田崇寛

155. 池田理恵,

深井喜代子

156. 関戸啓子,

深井喜代子

Prickingpainに対する看護ケア組み 第29回日本看護研究 2003.7 大阪

合わせの効果 学会学術集会

下敷き素材の違いによる寝床内気侯 第2回日本看護時術 2003.9 盛岡

学会

欠食による空腹が及ぼす精神的身体的 第23回日本看護科学 2003.12 津

影響一看護学生へのアンケー ト調査よ 学会

り-
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157. 岡田浮子,

深井喜代子

158. 合田典子,片岡則之,

山本尚武,奥田博之,

梶谷文彦

159. 合田典子,

白井喜代子,

山本尚武,奥田博之

160. 合田典子,中村通宏,

毛利 聡,

清水寺一郎,

宮坂武寛,片岡則之,

奥田博之,山本尚武,

梶谷文彦

161. 楠本ユキ,

高岩さゆり,

佐藤恵梨任,

合田典子,山本尚武

162. CodaN,KataokaN,

Shimizu∫,MohriS,

MiyasakaT,

HashimotoK,

NakamuraM,

OkudaH,

YamamotoY,

KajiyaF

163. 池田敏子

164. EbataY,

NishidaM.Nishio∫,

OhiN,ShinoharaS,

FujiwaraS,

HidakaR,OgawaK,

MinoguchiK

背部熟布清拭の保温効果 第23回日本看護科学 2003.12 津

学会

数学モデルを用いた細胞動態インピー 第42回 日本エ ム ･ 2003.6 札幌

ダンス検出 イー学会

体肢容積計の開発と浮腫評価への応用 第44回日本母性衛生 2003.10 宇都宮

学会 44

イ オ ン感 応 性 電 界 トラ ンジス タ 第26回 日本 ME学 2003.11 高於

(ISFET)を用いた細胞活性測定シ 会中国四国支部大会

ステムの構築

月経周期に伴う浮腫の変化について 第20回岡山県母性衛 2003 .11 倉敷

生学会

Measurement of the Effect of ThelstMeetingof 2003.12 岡山

EstrogenonNano/Micro-Mechanics Cardiovascular

ofVascularEndothelialCells Physiome,

Postersession 1

基礎看護技術教育にISM教材分析法 第23回日本看護科学 2003.12 三重

を適用して構造化した授業の成果 学会

Japaneseopinionregardingtheuse The6thWorldCon-2003.9 大阪

ofpaci丘ers:Resultofsurveyscon一gressofPerinatal

ducted among mothers, nurses, Medicine 286

midwives,anddoctors

165. 大井仲子,品川佳満, 夫の育児 ･家事への参画に関する研究 第44回日本母性衛生 2003.10 宇都宮

江幡芳枝 (第1報) 学会
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166. 大井伸子,品川任満, 夫の育児 ･家事への参画に関する研究 第44回日本母性衛生 2003.10 宇都宮

江幡芳枝 (第2報) 学会

167. 江幡芳枝,日高陵好, アメリカの母親の ｢おしゃぶり｣の認 第44回日本母性衛生 2003.10 宇都宮

大井伸子 識と使用実態第 学 会

168. 江幡芳枝,日高陵好, ｢おしゃぶり｣の認識と使用に関する 第44回日本母性衛生 2003.10 宇都宮

大井伸子

169. 秦久美子,

足利久美子,

米洋書美子,

景山敬子,小橋尚子,

大井伸子,野口聡一,

中塚幹也,平桧祐司

170. 大井伸子,

長安った子,

竹内孝子,持田千里,

佐藤紀美江,

池田美恵,中田仁美,

湯田陽子

171. 長安った子,

大井伸子,竹内孝子,

持田千里,

佐藤紀美江,

池田美恵,中田仁美,

湯田陽子

172. 大井伸子,

長安った子,

竹内孝子,持田千里,

佐藤紀美江,

池田美恵,中田仁美,

湯田陽子

173. 松永美由紀,

柴田晴菜,

祖父江章子,

渡遁智美,大井伸子

174. 太田敦子,瀧川敦子,

内田陽子,新田明子,

小林典子,大井伸子

国際比較 学 会

不育症妊婦に対するヘパリン療法の骨 第44回日本母性衛生 2003.10 宇都宮

代謝への影響 学会

看護資格を有する介護支援専門員の業 第34回日本地域看護 2003.10 盛岡

務及び労働に関する調査(第1報) 学会

看護資格を有する介護支援専門員の業 第34回日本地域看護 2003.10 盛岡

務及び労働に関する調査(第2報) 学会

介護支援専門員における看護職の業務 第 8回訪問看護 ･在 2003.11 東京

及び労働に関する研究 宅ケア研究交流集会

父親の子育てへの参画とその役割に関 第19回岡山県母性衛 2003.11 岡山

する調査 生学会

母乳育児に向けての検討一産後 3か月 第19回岡山県母性衛 2003.11 岡山

までの授乳に関する調査を行って 生学 会
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175. 樋口まち子,

山本秀樹,

草野恵美子,

長宗典代,

坂本真理子,

安酸史子,

川田智恵子

176.HiguchiM,

ChintanaLeelakraiwan.

TheerasoponPranee

177. 村山智子,

河村多恵子,

菅波 茂,

樋口まち子

178. 村山智子,

河村多恵子,

菅披 茂,

樋口まち子

179. HiguchiM

180. 兵藤好美

スリランカの社会経済の変化が人々の 国際保健医療学会西 2003.3 大阪

健康に及ぼす環境

Integrationofcomplimentarymedi-

cineintonewhealthpolicyinThai-

land

スリランカにおける学校保健の現状と

課題

日本地方会第21回大
∠ゝ
gil

Joint conference, 2003.10 北九州市

The 44th Annual

meetingoりapanese

SocietyofTropical

Medicine

The 18th Annual

Meeting ofJapan

Associationforln-

ternationalHealth

159

(福岡)

日本熱帯医学会 ･日 2003.10 北九州市

本国際保健医療学会 (福岡)

合同大会

スリランカ学校保健改善の試み,178 日本熱帯医学会 ･日 2003.10 北九州市

本国際保健医療学会 (福岡)

合同大会

RelativeUseofModernandTradi-The 4th lnterna_2003.11 Seoul

tionalMedicineforHealthPromotion tionalNursingCon- (Korea)

bySriLankans ference 121

在宅介護者の精神的健康と社会的支援 第67回日本心理学会 2003.9 東京

ワークショップ :臨

床社会心理学の実践

的展開をめぐって

(3)

181･ 兵藤好美,池田敏子 臨床実習におけるヒヤリハットに関す

る要因分析
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182. 鈴木雅子,服部陽児,

三木明子,藤重智子,

多田昭子,

山本真由美,

武岡裕子,小川智江,

杉田 稔

183. 三木明子,原谷隆史

不健康に陥りやすい新入社員の傾向と 第76回日本産業衛生 2003.4 山口

不適応国子 学会

医療現場で看護師が経験する暴力の実 第76回日本産業衛生 2003.4 山口

態一年齢別 ･病棟別比較一 学会

184･ 三木明子,原谷隆史 看護師の交替勤務による睡眠薬服用等 第10回日本産業精神 2003.6 大阪

の生活上の変化と職務満足との関連 保健学会

185･ 三木明子 健康科学と看護学の未来を語る 感性を育てる人間教 2003.6 東京

育.東京大学50周年

記念式典シンポジウ

ム

186. 森田真由美, 生体肺移植におけるドナーの不安と疲 第34回日本看護学会 2003.8 和歌山

草信洋子,三木明子 労感 一成人看護Ⅱ-

187･ 金崎 悠,三木明子, 精神科デイケア適所者が考えるデイケ 第34回日本看護学会 2003.8 和歌山

丸山菓子 アの意味 一成人看護Ⅱ-

188･ 高山智子,松村真司, 乳がん外来診療における患者･医師間 第11回日本乳癌学会 2003.6 新潟

池崎澄江,福内 敦, のコミュニケーションに関する研究

戸井雅和 一患者の会話のCueに注目して-

189. 池崎澄江,高山智子,

松村真司

190. TakayamaT,

IkezakiS,KatoM,

InoueY,

FukuuchiA,

KimijimaI,
TakahashiM

191. 木口登美,

中西代志子,

胡重やす子,

三宅智子,末包幸恵,

紀 有子,鈴田真子,

東 陽子

乳癌外来診療における患者医師間コミ 第16回日本サイコオ 2003.6 神奈川

ユニケ-ションに関する研究一会話の ンコロジー学会

切 り出し(キュー)の数と内容に注目し

て-

Qualityoflifeinwomenwithbreast loth AnnualCon-2003.11 Prague

cancerandtheirfamilyenvironment ferenceoftheln- (ChezRepubhc)

ternationalSociety

forQualityofLife

Research

Vol12(7),812

下肢伸展位挙上を達成させるための看 第30回日本股関節学 2003.10 東京

護援助としてのイメージトレーニング 会学術集会

導入の試み
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192. 白井喜代子, 生体電位計測のための基準電極に及ぼ 第42回 日本エ ム ･ 2003･6 札幌

山本尚武,中村隆夫, す皮膚電気活動の影響 イー学会大会

楠原俊昌

193. 白井喜代子, 皮膚インピーダンスを用いた紫外線曝 岡山県母性衛生学会 2003.11 岡山

大塚元美,奥田博之, 露による皮膚障害の診断のための基礎

土肥 菅,山本尚武 的研究

194.坂本和子,市川美和, 母乳育児に対する看護者の説明や対応 第34回日本看護学会 2003.7 水戸

森本美智子 が母親に及ぼす影響 一母性看護-

195.住吉和子,岡野初枝 在宅看護実習における評価表の項目に 第8回在宅ケア学会 2003･1 大坂

関する検討

196.住吉和子, 糖尿病外来での共同ケアを意識したア 第8回日本糖尿病教 2003.9 新潟

川田智恵子, ブローチの評価 育 ･看護学会

安酸史子

197･斉藤信也,森 恵子, インフォームド･コンセントの問題点 日本外科系連合学会 2003･6 東京

猶本良夫,田中紀章 食道痛手術症例における検討 508

198.野村佳代

199･坪井桂子,

西田真寿美

200. 弓場茂子,

高橋郁名代,

坪井桂子,海内千春

201. 渡退久美

202.館上明美,

加藤美保子,

竹内加恵,

大久保七重,

小出尚美,渡追久美

造血幹細胞移植の意思決定における子 第13回日本小児看護 2003.7 千乗

どもの参加を巡る親の葛藤 学会

ユニットケアを導入 した特別養護老人 日本老年看護学会 2003.11 兵庫

ホームの看護職と介護職の協働を促進

するための教育の検討

同種末梢血幹細胞移植を経験した白血 第26回日本造血細胞 2003.12 横浜

病患者の自己効力に関する研究一息者 移植学会

の心理的葛藤を中心とした分析一

岡山県の病院施設における看護師によ 第10回臨床看護研究 2003.3 岡山

る静脈注射の現状と看護部の対策につ 学会

いて- ｢看護師等による静脈注射注射

の実施｣に関するアンケー ト結果の報
』二ロ

ICUにおける終末期患者家族の看護 第10回臨床看護研究 2003.3 岡山

介入についての一考察 多臓器不全に 学会

より終末期を迎えた患者の母親-の関

わりを振 り返る
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203.三浦晴菜,

渡追久美,秋山哲男,

瓜生ふみ子

204.渡連久美,

上別府圭子

子育てと移動に関する基礎的研究 日本福祉のまちづく 2003.7 高山

-M市ファミリーサポー トセンター会 り学会第6回全国大

月アンケートとBaby-Friendly-Hospital 会

でのインタビュー調査から-

6か月間の母乳晴膏を継続した母親の 第18回日本母乳晴育 2003.9 東京

母乳晴青への意思と継続要因 学会学術集会

-Baby-friendly-Hospitalにおけるイ

ンタビュー調査から-

205.竹内加恵,渡造久美, ICUにおける家族看護に関する現状 第10回日本家族看護 2003.9 高知

岡野初枝 と課題 学 会

206.野崎和子,木村麻紀, 訪問看護利用者に介護者の虐待がみら 第10回日本家族看護 2003.9 高知

井上京子,渡追久美, れた事例の検討一在宅看護研究会をと 学会

岡野初枝 おして-

207. 涯追久美,山本尚武 足白癖症の皮膚インピーダンス測定の 第26回 日本 ME学 2003.11 高松

試み 会中国四国支部大会

208.渡遁久美,池田敏子, 基礎看護教育において医師が重視得す 日本教育実践学会第 2003.11 岡山

近藤 勲,佐藤美恵 る指導内容の分析-アンケー ト調査結 6回研究大会

果をもとに-

209.草野恵美子,

長宗典代,

川田智恵子,

樋口まち子,

山本秀樹,

坂本真理子,

安酸史子

210. 山本秀樹,

草野恵美子,

長宗典代,

樋口まち子,

坂本真理子,

安酸史子,

川田智恵子

211. 山本秀樹,

草野恵美子,

長宗典代,

樋口まち子,

坂本真理子,

川田智恵子

消費状況からみたスリランカの食生活 国際医療保健学会西 2003.3 大阪

の変化についての考察 日本地方会第21回大
∠ゝiifI

スリランカ国における糖尿病に対する 国際医療保健学会西 2003.3 大阪

診療ガイ ドラインとEvidence-Based 日本地方会第21回大

HealthCare(EBHC)に関する考察 会

スリランカ国における5Sと品質改善 第44回日本熱帯医学 2003.10 福岡

活動に関する報告 会第18回日本国際保

健医療学会合同大会
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212. 長宗典代,西田好江 ITを用いた,性感染症予防を目的と 第17回日本エイズ学 2003･11 神戸

する個別教育プログラムの開発 会

213. 長宗典代,芝辻里香, 若年女性層における性行為感染症を疑 第17回日本エイズ学 2003･11 神戸

犬飼昌子,安酸史子, つた際の受診行動とその関連要因 会学術集会

中瀬克己

214･西田好江,長宗典代 ITを利用したHIV感染リスクアセス 第17回日本エイズ学 2003･11 神戸

メントプログラムの開発 会

215.長宗典代,

川田智恵子,

岡野初枝,住吉和子,

草野恵美子,

二宮一枝,片山尚子,

村上純子

Ⅳ.講 演

演 者

1､ 中田安成

2. 中田安成

3. 中田安成

4.草地省蔵

5･草地省蔵

6.池田 敏

7. 岡 久雄

8. 岡 久雄

｢健康みつ21｣関連の地域活動と初期 第62回日本公衆衛生 2003.10 京都市

評価 学会

演 題 講 演 会 名 講演年月 場所

サルコイドーシス

サルコイドーシス

サルコイドーシス

循環器疾患の最近の話題について

高血圧治療の最近の話題について

肝がん検診 ･肝炎検診の現状

日本短波放送 ｢メデ 2003.4 東京

イカル ･コーナー｣

BBCテレビ｢メデイ 2003.5 東京

カル ･コーナー｣

RSKラジオ ｢アレ 2003.11 岡山

ルギー談話室｣

和気医師会学術講演 2003.2 岡山
A
巨喜1

学術講演会 2003.7 岡山

平成15年度島根県胃 2003.11 松江

がん ･大腸がん検診

従事者講習会

生体機能の計測 ･診断 -Evidence ㈱オムロンライフサ 2003.1 京都市

basedMedicineとQualityofLifeの イエンス研究所

評価を目指して一

医療産業と電子 ･情報技術一振動を利 放送大学岡山学習セ 2003.8 岡山市

用した生体計測技術- ンタ-面接授業
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9.柴倉美砂子,

新谷憲治,斎藤 崇,

新谷勝美,吉田親正,

浅海 昇,中田安成,

谷本光音

10. 丸山敏則,住本管宏

ll.YamamotoY,

NakamuraT,

ShiraiK,

KusuharaT,

GodaN

12. 上者郁夫

13. 山岡聖典

14. 山岡聖典

15. YamaokaK

16. 山岡聖典

17. 山岡聖典

18. 竹田芳弘

VWF-CP活性の経過を追えたTTP症 第6回 岡 山血 液凝 2003.10 岡山

例 固 ･線溶研究会

Ⅹ線画像によるBGA(半田ボール)欠 若手研究者 ･企業経 2003.2 岡山

損検出手法の開発 営者のための知的財

産活用セミナー (節

4回岡山大学地域共

同研究センターセミ

ナーと共同開催)

Discussiononevaluatingobjectof 6thPolish-Japanese

concentricelectrodemeasuringbio-Symposium onBio-

electricalimpedance Medical Engineer-

ing

2003.10 相楽部精華町

(京都)

生活習慣病 ･成人病に打ち勝つ秘訣 平成15年度岡山教育 2003.8 岡山

センター実施研修講

座

低線量放射線の生体適応応答 早稲田大学生物物理 2003.2 東京

学セミナー

低 レベル放射線を利用 した健康関連商 低レベル放射線健康 2003.5 大阪

品の健康効果 効果研究会

Indicadonsforradonhotspringand internationalWork-2003.10 東京

theirmechanisms

低線量放射線被ばくは,有害か ?

一健康への影響と医療への応用-

ラドン効果とマイナスイオン効果

乳癌検診におけるマンモグラフイ
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shopontheEffects

ofLowDoseRadia-

tion

鳥取県診療放射線技 2003.11 鳥取

師会設立50周年記念

講演会

放射線と健康を考え 2003.12 東京

る会

岡山市内医師会連合 2003.11 岡山

会乳がん検診研修会



19. 中桐義忠

20. 中桐義息

21. 中桐義息

22.渋谷光一

23. 川田智恵子

24. 川田智恵子,

草野恵美子

25. 川田智恵子

26. 川田智恵子

27. 川田智恵子

28. 川田智恵子

29. 太田武夫

30.奥田博之

31. 奥田博之

医療被曝とその低減 日本放射線技師会放 2003.8 福山

射線管理士認定講習

会

医療安全学 :医療被曝ガイドラインの 日本放射線技師会新 2003.9 岡山

意義 生涯教育講習会

医療被曝とその低減 日本放射線技師会放 2003.10 米子

射線管理士認定講習
匹ヨ
コ言

医療安全学 ･電離放射線施設での安全 岡山県放射線技 師 2003.8 岡山

悼(2) 会 ･コ ･メディカル

研修会

患者と医療従事者との共同ケアという 山形県糖尿病教育ス 2003.1 山形

考え方に基づ くアプローチ タッフ会

自分で作ろう !健康推進計画 がん検診対策モデル 2003.3 広島

事業健康教育

みんなでつ くろう !イキイキ長寿みつ 御津町健康づ くり推 2003.3 御津町

進協議会

ヘルスプロモーションの理論一健やか 助産学中国四国地区 2003.8 岡山

親子21との関連について- ブロック研修会

ジェネラリス ト教育 健康教育 ･ヘル 岡山県看護協会 2003.11 岡山

スプロモーションの考え方

糖尿病患者の自己管理行動 とセルフエ 第4回岡山県糖尿病 2003.11 岡山

フイカシイ 療養指導フォーラム

化学物質の安全管理,健康影響 と管理 化学工学会 関西支 2003.10 和歌山

の実際 部 ･和歌山地共催セ

ミナー

中高年の健康外来-のぼせ,冷えの克 三朝町健康教育 2003.3 東伯郡三朝町

服法 (鳥取)

更年期障害最新情報一知って得する克 岡山大学公開講座 2003.8 岡山

服法-
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32.奥田博之

33.奥田博之

34. 岡野初枝

35.小野清美,奥田博之

36.小野清美

37.太田にわ

38.林 優子

39.秋元典子

40.秋元典子

41. 秋元典子

42.秋元典子

43.秋元典子

44.深井喜代子

健診を受けて安心子宮がん一今,若い

人にも増えています-

中高年を健やかに美しく

家族の機能と家族援助

生理用ナプキンに付着した経血の色彩

視感測定

生と生殖に関する健康と権利

家族看護

平成15年度がん征圧 2003.9 岡山

キャンペーン放送プ

ログラム (山陽放送

テレビ)

日本産婦人科学会主 2003.11 岡山

催市民公開講座

岡山保健所 2003.11 岡山

㈱ 日本家族計画協会 2003.6 東京

創立50周年記念事業

思春期保健指導員学

術研究大会

岡山県男女共同参画 2003.9

推進センター

津 山男女参画セ ン

ターさん ･さん

岡山大学医学部附属 2003.10 岡山

病院看護部研修

講義 ｢実習指導原理 ･評価｣および演 平成15年度岡山県実 2003.9-10 岡山

習指導 ｢実習指導方法演習｣

実習指導の構造と実際

事例研究の講評

看護の本質

看護技術教育の現状と課題

質的研究の基礎

痔痛看護
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習指導者講習会

埼玉県看護協会講習 2003.6 さいたま
Egコ耳

岡山県看護協会 ｢成 2003.7 岡山市

人看護学会｣

埼玉県看護協会第8 2003.8 岩槻市

支部研修会

岡山県看護系大学協 2003.9 川崎市

議会 (岡山)

愛知県立看護大学大 2003.11 名古屋

学院特別講演

国立療養所西奈良病 2003.1 奈良

院附属看護学校特別

講演



45.深井喜代子

46.深井喜代子

47.深井喜代子

48.深井喜代子

49.西田真寿美

50.合田典子

51. 池田敏子

52.池田敏子

53.池田敏子

54.池田敏子

55.樋口まち子

56.樋口まち子

看護技術を科学する.

｢看護実践 とEBN｣一痔痛ケアを科学

する

科学する姿勢を創 り出す基礎看護技術

の教育

世界をつ くる自分の一歩.｢総合的な

学習の時間｣

香川県看護協会平成 2003.3 国分寺町

14年度看護研修会 (香川)

国立療養所兵庫中央 2003.3 三田

病院附属看護学校特 (兵庫)

別講演

メヂカルフレンド社 2003.9 盛岡

主催2003看護教育セ 2003.10 広島

ミナ一

県立川上農業高等学 2003.11 川上町

校学習活動支援事業 (岡山)

講演会

看護実践に活かす看護研究(その1-3) 神鋼病院看護研究研 2003.7, 神戸

修会 8,10

｢看護教育課程｣(助産師課程)

看護研究講評

看護研究

事例検討 Ⅰ

論文の書き方

保健活動の計画策走と評価方法

平成15年度実習指導 2003.8 岡山

者講習会

国立病院岡山医療セ 2003.3 岡山

ンクー看護研究発表
,Aフ言

国立病院岡山医療セ 2003.5 岡山

ンタ-看護部研修会

岡山大学医学部附属 2003.9 岡山

病院看護部研修会

国立痛院岡山医療セ 2003.11 岡山

ンタ-看護部研修会

真庭保健所管内保健 2003.1 勝山

師 ･栄養士研修会 (岡山)

スリランカの保健事情と今後の課題 スリランカ和平医療 2003,3 Hambantota,

プロジェクト Vavunlya

(SriLanka)
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57.HiguchiM

58.樋口まち子

59.樋口まち子

60.樋口まち子

61. 樋口まち子

62.樋口まち子

63.HiguchiM

64.樋口まち子

65.三木明子

66.三木明子

67.三木明子

Evaluationofbasic五eldsurveyon

SchoolHealthinSriLanka

保健医療分野における国際協力

Jointmeeting be-2003.4 Colombo

tween AMDA (SriLanka)

Peace health pro-

jectand Embassy

of Japan for Sri

Lanka

国 際 協 力 事 業 団 2003.4 岡山

JOCV説明会特別講

演

スリランカ和平医療プロジェクト調査 岡山プレスカンフア 2003.4 岡山

研究 レンス

国際協力における異文化理解 神戸看護研修セ ン

タージェネラリス ト

の教育 ｢世界の保健

と看護活動｣

看護研究 ｢質的調査法｣

海外の看護教育事情

Effectiveimplementationofnursing

insuranceinJapan

神戸

平成15年度岡山県実 2003.8 岡山

習指導者講習会

福島県立看護大学特 2003.10 福島

別講演

Speciallecturefor 2003.11 KhonXaen

graduatestudentin (Thailand)

Khon Kaen Uni-

versity

老人保健事業の評価 ･見直しについて 老人保健事業担当者 2003.12 倉敷

会 議

看護研究 日本精神科看護技術 2003.5-8 岡山

協会岡山県支部研修
∠ゝ巨喜l

精神科看護の展開 日本精神科看護技術 2003.8 岡山

協会岡山県支部初任

者研修会

記念講演 現場での看護 ･介護職のス 第 1回北海道民医連 2003.11 北海道

トレス対策一いきいきとした心で働く 看護介護研究交流集

ために 会
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Ⅴ.そ の 他

著 者 名

1. 山岡聖典

論 題 発 行 者

論 低線量放射線 ;抗酸化 ･免疫機能高める 毎日新聞(朝刊)

一長寿に役立つ研究さらに-
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