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1. 本業績目録は各教官より提出されたものを収録した○

2. 収録期間は2001年1月から2001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 (短期大学部)教官に



岡山大学医学部保健学科教育研究業績日韓編集要綱

1.業績H録は,以下の分類により収鼻する｡

1)著 書 : 共著,分糾執筆,訳書,共訳を含む｡

2)論 文 等 : 論壇,総説,原著,短報,報告,資料等｡

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｡

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.業績日録記載方法

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｡



Ⅰ.著 書

著 者 名

1. ShojiKawasaki,

Jun-ichiAsaumi,

KoichiShibuya,

MasahiroKuroda,

YoshioHiraki

2. 山本尚武,中村隆夫,

梼原俊昌, 森 恵子,

岡 久雄,角野 歩

3. 加藤博和

上者郁夫,杉本 央,

小林宏光,奥野恵子,

津野田雅敏,平木祥夫,

水谷清司,工藤尚文,

能登原憲司

上者郁夫,能登原憲司

上着郁夫,能登原憲司

上者郁夫,能登原憲司

上者郁夫,能登原憲司

書 名 発 行 者 発行年

ThermotherapuforNeoplasia,Inflammation,and Springer-Verlag 2001

Pain (Ed.ByM.Kosaka,T.Sugahara,K.L.(Tokyo)

SchmidもandE.Simon)

Recentaspectsofelicida血gtheceuilarbasisof

血ermochemotherapy

P424432

高齢者 ･障害者の社会参加のための福祉機器研 岡山県新技術振興財 2001

究,平成12年度科学技術庁補助事業成果報告書 団

障害者の損傷機能評価装置に関する研究一瞭下 (岡山)

機能評価装置

P14-25

MR撮像技術学 (笠井俊文,土井司編) オーム社 2001

P1-27

腹部画像診断アトラス【Ⅵ】

(腹部放射線研究会編)

卵巣類表皮腫の 1例

-ACaseofOvarianEpidermoidCyst-

P賂49

ポリープ状子宮腺筋腫

P226-227

子宮腺肉腫

P22&229

卵巣粘液性嚢胞腺腫

P230-231

胃間質腰痛

P232-233

- 1---

腹部放射線研究会 2001

(橿原)



5. 丹谷沿義,中桐義忠

6. 中桐義忠

7. 山岡聖典,北河 潤

KiyonoriYamaoka,

TakashiMifune,

ShujiKojima,

ShujiMori,

KoicbiShibuya,

YoshiroTanizaki,

KatsuhikoSugita

ShujiKojima,

SiraneMatsumod,

HidekiIshida,

MareyukiTakahashi,

KiyonoriYamaoka

TakaharuNomura,

KazuoSakai,

KiyonoriYamaoka

9. 山岡聖典,久保田一雄

上部消化管Ⅹ線撮影法～バリウム流動観察法～ メディカル トリビ 2001

知っておきたい症例をCD-ROMで学ぶ ユーン

p8-13 (東京)

放射線治療科学概論 医療科学社 2001

深部線量について (東京)

P129-138

原子力最前線 :放射線ホルミシス 中国電力広報部 2001

Energla (広島)

P304I

ScientificBasisofRiskAssessmentandthe EIsevierScience inpress

Mechanism ofRadiationCarcinogenesis(Eds.(Amsterdam)

TsutomuSugawara)

BasicStudyontheRadonEffectsandtheTher-

moEffectsinRadonTherapy

PossibleRoleofElevationofGlutathionein

AcquisitionofEnhancedlmmuneFunctionof

MouseSplenocytesExposed toLow-dose γ-

rayS

ElevationofAntioxidantsin也eKidneysofMice

byLow-doseIrradiationanditsEffectsonFe3十-

NTA~inducedKidney Damage

温泉入浴法

自然と健康

- 2-

日本ジャーナル出版 印刷中

(東京)



10.

竹田芳弘,奥村能啓,

佐藤修平,赤木史郎,

平木祥夫

奥村能啓,田水敦子,

満木久美,佐藤修平,

赤木史郎,平木祥夫,

竹田芳弘

赤木史郎,竹田芳弘,

平木祥夫

奥村能啓,満木久美,

田水敦子,佐藤修平,

赤木史郎,平木祥夫,

竹田芳弘

奥村能啓,田水敦子,

満木久美,佐藤修平,

赤木史郎,平木祥夫,

竹田芳弘

竹田芳弘,奥村能啓,

佐藤修平,赤木史郎,

平木祥夫

ll. 奥田博之,児玉順一,

水谷靖司

症例に学ぶ核医学画像アトラス

慢性甲状腺炎に併発した無痛性甲状腺炎

P30-31

99mTcO4-シンチグラフィで高集積を呈した悪性甲

状腺腫蕩

P34-35

劇症肝炎による広範肝壊死の99mTcO4-GSA肝シ

ンチグラフィ

P68169

99mTc-HMDPが集積した神経芽細胞腫

PIO0-101

McCune-Albrightsyndrome

P120-121

悪性黒色腫の13Ⅰ-IMPおよび67Gaシンチグラフィ

P124-125

新女性医学体系43

自然科学社

(東京)

中山書店

一頚痛手術の術中,術後の合併症とその処置- (東京)

P16&177

12. 伊勢田恵一,伊達 勲, 脳血管撃縮 16(安井信之,太田富雄 編集) 中外医学社

佐藤元美,真鍋博明, Caspaseinhibitorの脳血管撃鮪に対する抑制効果 (東京)

大本尭史,浅利正二 P267-269

13. 林 優子

14. 林 優子

看護のコツと落とし穴 内科系看護 ･精神看護 中山書店

(小島操子,羽山由美子編) (東京)

透析患者に対する患者教育のコツと落とし穴

P120-121

看護のコツと落とし穴 外科系看護 中山書店

(小島操子,田中京子編)

臓器移植におけるインフォームドコンセント

P14

- 3-

(東京)

2001

2001

2001

2000

2000



15.

深井喜代子

深井喜代子

16. 安酸史子

17. 岡野初枝

18. 道寮睦子,橋本和子,

大口にわ,牛尾藤子,

大井美紀,尾原書美子,

加藤真智子,川井八重,

祇園寿恵子,四宮美佐恵,

田中美保,谷田恵美,

丁野八重子,細川つや子,

山北勝弘

19. 太田にわ,足利久美子,

荒木暁子,木原キヨ子,

竹岡政子,谷 洋江,

寺島美紀子,奈良間美保,

野村佳代,松浦和代,

於田幸恵,宮本ひろ子

20. MotoiOkamoto,

SekikoKurazono,

JunkoSakiyama,

ShujiMori

21. 片岡幹男

人体の構造と機能

(黒川清,菱沼典子,北村聖編)

11章 見る ･聴く･感じる

P151-163

12章 考える

P164-177

放送大学教育振興会 2001

(東京)

糖尿病エンパワーメント 愛すること,おそれ 医歯薬出版株式会社 2001

ること,成長すること(石井均監訳) (東京)

メアリーのス トーリー

P4044

福祉制度改革の基本体系 (井村圭荘,相揮譲治編) けい草書房 2001

第8章 保健医療改革 (東京)

P101-114

実践事例から考える家族看護-myheartyinterest- メヂカルフレンド社 2001

(道廉睦子,橋本和子,太田にわ編) (東京)

家族における家族理論の理解

P3042

病いの子と親が癒されるケア(大田にわ編) 西日本法規出版 2001

痛いの子どもの親への理解と関わり (岡山)

P20-36

RecentresearchDevelopmentsinNeur∝hemistry ResearchSignpost inpress

Theroleofchondroitinsuぬteproteoglycansin Trivandrum

neuronalsurviValanddegeneration,andlearning (India)

andmemory.

老年病診療Q&A

(小津利男永野充中村治雄,西山茂夫,藤田拓男編) 六法出版

間質性肺炎 (東京)

P98-101

-4-

2001



22. 片岡幹男,多田慎也

23. 荒尾雄二郎

24. 森 秀治,山本 格

25. 森 秀治

Ⅰ.論 文 等

著 者 名

1. KeimeiHigashi,

TetsuhiroSumimoto,

YessyArvelyna,

KuniyukiMatsushita

Z. TetsuhiroSumimoto,

KazuokiKuramob,

SaburoOkada,

HidekazuMiyauchi,

Masaakihnade,

HidekiYamamoto,

YessyArvelyna

3. TetsuhiroSumimoto,

KazuokiKuramoto,

SaburoOkada,

HidekazuMiyauchi,

MasaakiLnade,

HidekiYamamoto,

YessyArvelyna

呼吸器疾患最新の治療 劫)1｢2003

(工藤期二,中田絃一郎,貫和敏博編)

血液疾患 (白血病,悪性リンパ腫)の肺病変

P361-364

南江堂 2001

(東京)

第8回ヘルペス感染症フォーラム 株式会社 トーレラザ 印刷中

ヒトヘルペスウイルス6(HHV6)U94遺伝子の -ル･マッキャン

HHV6増殖に対する機能の解析 (東京)

タンパク質と核酸の分離精製 (寺田 弘編) 鹿川書店 2001

抗体作製のための試料調製法

P277-294

タンパク質化学 第5巻,血祭タンパク質(Ⅱ)

(長揮滋治編)

C-反応性タンパク質

論 題

DecreasingBlackSmokeEmittedIntoAir血･om

DieselEnginesByUsingaNewTypeAdditive

DetectionofaParcularobjectfrom Motion

lmagesUnderBadCondition

(東京)

廉川書店 inpress

(東京)

雑 誌 名 発行年

TheProceedingsof 2001

EnvironmentalSig-

nalProcessingand

NoiseControlling

Theclmology

98-104

Proceedingsof18th 2001

IEEEInstrumenta-

tionandMeasure一

me血tTechnology

Conference

1:318-322

ImageProcessingTechniqueforDetectionofa 2001IEEE Inter1 2001

ParticularObject丘･omModonImages

-5-

nadonalSymposium

onlndustrialElec-

tronicsPr∝eedings

3.･1662-1666



4. YoshitakeYamam oto,

TakaoNakamura,

KiyokoShirai,

HiroyukiOkuda,

MotojiTakabasbi,

YujiMasuda

5. Hiromilsshiki,

YoshitakeYamamoto

6. Toshi血ImiKasai,

HirokazuKato,

NobueUchida,

MasakiSugihara,

KazuroSugimura

7. 山本泰司,高橋司伸,

小松明夫,内田伸恵,

加藤博和

8. 加藤博和

9. 上着郁夫,浅川 徹,

三森天人,赤松信雄

10. IzumiTogami,

SeiichiroOhno,

NobuyaSasai,

AyukoYuzurio,

TetsuroSei,

MasabshiTsunoda,

ShiroAkaki,

IkuoJoja,

YoshioHiraki

ll. IkuoJoja,

KeikoOkuno,

MasatoshiTsunoda,

YoshihiroTakeda,

KatsubikoSugita,

YasushiMizutani,

YasunariMiyagl,

Takafumi kudo,

KenjiNotohara,

YoshioHiraki

DevelopmentofBipolarElectrodeforMeasure-Pr∝.XIhter.Conf 2001

mentofHeadSkinWaterContent on ElectricalBi0-

mlpedance

121-124

AComputer-contronedsystemformeasuringan FrontiersMed. 2001

impedancelocusofpalmarskin Biol.Eng

ll:73-83

ImprovedreliabilityofrepetitiveRFinterstitial Int.J.Hyperther1 200l

headngincombinationwi也brachytherapy:The mia

e触ctiveuseofwater 17:160-171

GAFchronicdosimetryの特性とpDD,OCR曲 日本放射線技術学会 2001

線への利用 雑誌

57:1357-1364

医学分野における電磁波用フアントム 電子情報通信学会B inpress

論文誌

卵巣甲状腺腫 臨床画像 2001

17:947-949

Opposed-phasebonemarrrowimagingwithlow-JapaneseJournalof 2001

fieldMRI-basicstudiesandinitialclinicalexperi-Tomography

ence 28:9716

SclerosingStromalTumoroftheOvary:US,JournalofComput- 2001

MR,andDynamicMRFindings erAssistedTomog-

raphy

25:201-206

- 6-



12 中桐義息,丸山敏則,

後藤佐知子,東 義晴,

渋谷光一,田村恵里,

谷本江利子,鳥居史子,

竹田芳弘,杉田勝彦

13. 中桐義息,丸山敏則,

後藤佐知子,渋谷光一,

谷本江利子,田村恵里,

鳥居史子,東 義晴

14. YoshitadaNakagiri,

KatsuhikoSugita,

YoshihiroTalleda,

SusumuKanazawa,

YoshioHiraki

15. TakuroMurakami,

AijiOhtsuka,

HiroakiMatsuoka,

TakehitoTaguchi,

TetsuroMurakami,

KojiAbe,

Yoshifumi Nhomiya

16. MasaruMabuchi,

ShinichiroMurakami,

TakehbTaguchi,

AijiOhtsuka,

TalturoMuraliami

17. TakuroMurakami,

MotohiroKosaka,

HiroyukiSato,

AijiOhtsuka,

TakehitoTaguchi

18. TakuroMurakami,

HiroyukiSato,

SatoruNakatani,

TakehitoTaguchi,

AijiOhtsuka

股関節Ⅹ線撮影時の女性生殖腺防護についての 岡大医学部保健学科 2001

検討 紀要

11(2):59-64

股関節Ⅹ線撮影における女性生殖腺の防護につ 岡山県放射線技師会 2001

いて 会誌

20(2):88-90

PatientDoseCalculated丘･omExposureParame- RadiationMedicine 2001

tersonAbdominalX-rayExamination:Phan- 18(6):335-341

tomExperimentsandClinicalApplication

Intenselynegativelychargedperineuronalnets ArchHistoICyto1 2001

intheadultratbrainas detectedbystaining 64:45-50

withanionicironcolloid

Purkinjeceusin也eadultcatcerebeuarcortex ArchHistoICyto1 2001

possessaperineuronalnetofproteoglycans 64:203-209

Theintenselypositivelychargedperineuronal ArchHistoICyto1 2001

netintheadultratbrain,withspecialreference 64:313-318

toits reactionstooxine,chondrotinaseABC,

hyaluronidaseandcollagenase

Biliarytractoftheratasobservedbyscanning ArchHistoICyto1 2001

electronmicroscopyofcastsamples 64:439-447

-7-



19. AijiOhtsuka,

SatoruNakatani,

KanjiHoriuchi,

TakehitoTaguchi,

TakuroMurakami

20 TakuroMurakami,

ShinichiroMurakami,

YasuhiroFuyama,

TakehitoTaguchi,

AijiOhtsuka

21. 角南祐子,赤木博文,

西崎和則,田口勇仁,

大塚愛二,村上宅郎

22. 村上慎一郎,於岡宏明,

普山康弘,田口勇仁,

大塚愛二,村上宅郎

a KiyonoriYamaoka,

ShujiKqjima,

ShujiMori,

KoichiShibuya,

YoshikiTakehara

24. KiyonoriYamaoka,

TakashiMifune,

FumihiroMitsunobu,

ShujiKojima,

ShujiMori,

KoichiShibuya,

YoshiroTanizaki,

KatsubikoSugita

25. ShujiKojima,

Hirokazulsbida,

MareyukiTakahasbi,

KiyonoriYamaoka

Repulsivechargemechanism servetomaintain ItalJAnatEmbryo1 2001

1umensandcavities,anhistochemicalstudyof 106:379-384

ratserosaandkidney

Theextracellularmatrixinthematurebrain:its ItalJAnatEmbryo1 2001

reactions to endo-alpha-N-acetylgalac- 106:475-480

tosaminidase

ヒト口蓋扇桃高内皮静脈基底膜の研究 :鉄コロ ロ咽科 2001

イド染色による組織化学的解析 13:383-387

最上胸動脈､典型的と思われる1例 岡山医学会雑誌 2001

113:27-31

EffectsofLow-doseIrradiationontheGrowth Radioisotopes 200l

ChangesinCdtureCellsbylron 50:37-42

BasicStudyonRadonEffectsandThermal Physiol.Chem.Phys. 2001

EffectsonHumansinRadonTherapy 33:133-138

ElevationofGlutathioneInducedbyLow-dose Radiat_Res. 2001

γ-raysanditsinvolvementinIncreasedNatural 157:275-280

KillerActivity

-8-



26. KiyonoriYamaoka,

ShujiMori,

TakaharuNomura,

Takehitolto,

ShujiKojima

27. KiyonoriYamaoka,

TakaharuNomura,

ShujiMori,

Da-HongWang,

Tetsuyalshikawa,

ShoheiKira

28. 山岡聖典

29. 山岡聖典,御船尚志

30. ShiroAkaki,

YoshihiroOkum ura,

KotaroYasui,

SusumuKanazawa,

Izmi Togaml,

YoshihiroTakeda,

YoshioHiraki

31. ShuheiSato,

YoshihiroOkumura,

AtsukoTarnizu,

KumiMaki,

ShiroAkaki,

YoshihiroTakeda,

SusumuKanazawa,

YoshioHiraki

32. YositomoAndo,

MasahiroKuroda,

OsamuHonda,

Jun-ichiAsaumi,

YoshihiroOkumura,

YoshihiroTakeda,

YoshioHiraki

ElevationofAntioxidantPotencyinMiceBrain Physiol.Chem.Phys. inpress

byLow-doseX-rayIrradiationanditsEffecton

Fe3十一NTA-inducedBrainDamage

Physiol.Chem.Phys. inpress

BalanceofAntioxidantSubstancesinAcata-

1asemicMiceBrainanditsEnhancementby

Low-doseX-rayIrradiation

ラドン温泉が効 く訳を探る 放射線と健康を考え 2001
る会誌2:2-13

総説 欧州におけるラドン療法の医学的研究に 同大医学部保健学科 2001

関する最近の動向 紀要12(1):7-13

ThreeDifferentAreasofDecreasedHepatic Clinical Nuclear 2001

RadioactivitySecondarytoaHilarMass Medicine

26(3):243-244

Detectionofhepaticmetastasis血･om meduuary AnnalsofNuclear 2001

thyroidcancerwi也 Tc-99m-MIBIscintigraphy Medicine

inapatientwithSipplelssyndrome 15(5):443-446

NontumorousdecreaseinTc-99mGSAaccumu-AnnalsofNuclear 2001

1ation Medicine

14(6):477-483

-9-



33. YositomoAndo,

MasahiroKuroda,

OsamuHonda,

Jun-ichiAsaumi,

YoshihiroOkumura,

YoshihiroTakeda,

SiroAkaki,

Susum uKanazawa,

ShojiKawasaki,

YoshioHiraki

34. 平木祥夫,

赤木史郎,

佐藤修平,

35. 奥村能啓,

田水敦子,

平木隆夫,

赤木史郎,

竹田芳弘,

平木祥夫

竹田芳弘,

小林 溝,

奥村能啓

満木久美,

佐藤修平,

吉村孝一,

黒田昌宏,

金洋 右,

36. 中村隆夫,山本尚武

37. TakaoNakamura,

YoshitakeYamamoto

38. TakaoNakamura,

ToshimasaKusuhara,

YoshitakeYamam oto

39. KoichiShibuya,

ShojiKawasaki,

MasahiroKuroda,

Jun-ichiAsaumi,

SusumuKanazawa,

YoshioHiraki

(2001)Theeffectofcalcium onFas-mediated IntJMoIMed.

apoptosisandsecondarynecrosisofJurkatcells 7:2431247

臨床医学の展望 -診断および治療上の進歩 一 日本嘗事新報

臨床放射線医学 ･核医学特集 40(ll):37-43

結節性甲状腺腫の良悪性鑑別における201TPシンチ 臨床放射線

グラフイの有用性について 血清サイログロブリ 46(6):689-695

ンと穿刺吸引細胞診の併用との比較検討

2001

2001

2001

流動血液の電気インピーダンスと透過光強度との 同大医学部保健学科 2001

関係 紀要

11(2):65-70

EvaluationSystem ofPhysicalExerciseAbility 2001IEEE Inter. 2001

UsingBio-ElectriCalImpedance Symp.OnIndustrial

ElectronicsProc.

2053-2058

ImpedanceCharacteristicsandDataProcessing Proc.XIInter.Conf. 2001

forAnalysisofHumanMovement onElectricalBiO-

Impedance

641-644

EffectsofPKCinhibitorsonsuppressionofther-Int.J.Hyperthermia 2001

motolerancedevelopmentintsAF8cells 17(2):106I113

- 10-



40. 淀谷光一,三宅浩一,

大枝嗣人,藤 照正,

中桐義忠,東 義晴,

丸山敏則,後藤佐知子,

杉田勝彦,平木祥夫

41. MasahiroKuroda,

YadiWang,

MegumiKomatsu,

Jun-ichiAsaumi,

KoichiShibuya,

ShojiKawasaki,

YoshihiroOknmura,

ShjroAkaki,

SusumuKanazawa,

OsamuHonda,

YoshioHiraki

42. KoichiShibuya,

ShojiKawasaki,

MasahiroKuroda,

MitsuhiroTakemoto,

Jun-ichiAsaumi,

YoshioHiraki

発泡剤とバリウムの投与順序の相違による飲み 日放技会誌 2001

やすさと流出程度 57(4):440-443

Applicationofanew mlOreSCentmicroscopic 日放腫会誌 J.Jpn. 2001

systemforresearchinradiationbiology Soc.Ther.Radiol.

Oncol.

13:119-124

Effectofwortmanninonthesuppressionofther1 0ncol.Rep. inpress

motoleranceintsAF8cells

4ま 淀谷光一,山岡聖典, 気体状放射性ヨウ素(Ⅰ-125)濃度の簡易測定法 Radioisotopes 印刷中

永松知洋,花元克巳,

川崎祥二,平木祥夫

44 丸山敏別,後藤佐知子, 片面増感紙/片面乳剤フイルムシステムの特性 信学技報 2001

東 義晴,中桐義忠, 一空気減弱によるⅩ線エネルギーの影響- 101(434):1-8

住本管宏,山本秀樹

45. Katsumi Hanamoto, Electricalandopticalpropertiesofcarbon NucLInstr.Meth.B 2000

MuneoSasaki, implantedIn203thin址n 168:389-394

TomoakiYoneda,

KatsuakiMiyatani,

ChihiroKaito,

HidejiroMiki,

YasuyukiNakayama

46. Katsumi Hanamoto,

MuneoSasaki,

KatsuakiMiyatani,

ChihiroKaito,

HidejiroMiki,

YasuyukiNakaym

Electricalandopticalpropertiesofboronand Nucl.Instr.Meth.B 2001

mitrogenimplantedln20｡thin五lms 178:287-291

- ll-I



47. Katsumi Hanamoto,

Atsut止koHirai,

MuneoSasaki,

YukiKimura,

KatsuakiMiyatani,

ChihiroKaito,

YasuyukiNakayama

4a ChihiroKaito,

YukiKimura,

Katsumi Hanamoto,

MuneoSasaki,

SeijiKimura,

ToshitakaNakada,

YoshioSaito,

ChiyoeKoike,

YasuyukiNakayama

49. YukiKimura,

TaliahitoKobayashi,

KatsumiHanamoto,

MuneoSasaki,

SeijiKimura,

ToshitakaNaliada,

YasuyukiNakayama,

ChihiroKaito

50. Katsmi Hanam oto,

MuneoSasaki,

HidejiroMiki,

YasuyukiNakayama

51. SacI止koGoto,

YoshiharuAzum a,

TetsuhiroSumimoto,

ToshinoriMaruyama,

ShigemEiho,

52. SachikoGoto,

YoshiharuAzuma,

TetsuhiroSumimoto,

ToshinoriMaruyama,

ShigeruEiho,

EffectofSRirradiationonIn203film Nucl.Instr.Meth.A 2001

467-468:1213-

1216

Carbynesformationbysynchrotronradiation NucLInstr.Meth.A 2001

467-469:1217-

1220

EffectofSRirradiationoncrystallizationof Nucl,Instr.Meth.A 2001

amorphoustinoxide丘lm 467I470:1221-

1224

Effectsofcarbonimplantationontheelectrical Nucl.Instr.Meth.B 2001

propertiesofam Orphousln203thin丘lm

DevelopmentofMeasurementSystem for

PatientExposure Doseon XRayScreening

Mammography

MeasurementofPatientExposureDoseonX-

RayScreeningMammography

- 12-

184:371-377

TheProceedingof 2001

EnvironmentalSig-

nalProcessingand

NoiseControlling

Thechnology

112-120

Proceedingsof18th 2001

IEEEInstrumenta-

tionandMeasure一

mentTechnology

Conference

1:191-197



53. 川田智恵子

54. 川田智恵子

55. 川田智恵子

56. 川田智恵子

ヘルスプロモーションと食の健康教育 教育と医学

49(3):10-17

生活習慣病予防-の看護職の役割 看護展望

26(6):1

ヘルスプロモーションの方策を活かした糖尿病 プラクティス

教育 ･看護をめざす 18(6):694-695

医療経済について考える必要性 看護展望

26(ll):1

2001

2001

2001

2001

57. 本干尾八州子,田中操子,高齢者 ･障害者のための住宅改造と支援チーム 同大医学部保健学 2001

杉井真澄,福島敏子,

田口道子,高見京子,

中島康子,津島裕子,

安本勝博,谷口 望,

太田武夫,岡野初枝

の効果 科紀要

12(2):45-52

58. 宮木康成,奥田博之, 続発婦人科痛の臨床的検討

工藤尚文

Oncology&Chemoth 2001

erapy

17-1:48-53

59. 安達美和,水谷靖司, 腹腔鏡下精巣摘出術を施行した精巣性女性化症 岡山県産婦人科医 2001

倉本博行,長谷川幸浦, の-症例

長尾昌二,熊洋一真,

増山 寿,本郷淳司,

児玉順一,吉野内光夫,

平松祐司,工藤尚文,

奥田博之

60. 梅咲直彦,野口 浩,

伏木 宏,西田正人,

奥田博之,滝揮 憲,

宇田川康博,山本嘉一郎,

長谷川和男,泉 睦-

61. 奥田博之

62. 小野清美,林 優子,

大井伸子,奥田博之,

山岡聖典

63. 加藤久美子

進行 ･再発子宮頚痛に対するBOMP療法の効 第18回婦人科がん 2001

莱 (子宮頚がん第5次特定研究Ds-1) 化学療法共同研究

会記録集

23-27

助産婦に知ってほしい ｢非配偶者間生殖補助医 助産婦 2001

癖の法則化について｣ 33:1-2

看護の視点からのアメニティ創出への試み 同大医学部保健学 2001

1ラッピング技法を用いてのアプローチから- 科紀要

12(1):27-36

こうして上達する看護カウンセリング技術 と面 外来看護新時代 2001

接技術 5(1):69-78

- 13-



64. 加藤久美子

65. 出射史子,加藤久美子

66. IsaoDate,

MasaakiNakajima,

KenjiTakahashi,

ShigekiOno,

MotomiSatoh,

Keiichilseda,

HiroakiManabe,

Yoshi血miNinomiya,

ShojiAsari,

TakashiOhmoto

67. MasaakiNakajima,

IsaoDate,

KenjiTakahashi,

YoshifumiNinomiya,

ShojiAsari,

TakashiOhmoto

68. MotomiSatoh,

IsaoDate,Masaaki

Nakajima,

KenjiTakahashi,

KeiichiIseda,

TakashiTamiya,

TakashiOhmoto,

YoshifumiNinomiya,

ShojiAsari

69. NobukoYamashita,

RitsuoNishiuchi,

MegumiOda,

YoshieTomiyama,

NaohiroEguchi,

ChieEndo,

AkiraManki,

YoshikiSeino

70. Masarulnagaki,

TakahitoYagi,

NaotoUmshihara,

YasuoShima,

HiroshiSadamori,

NorihisaTakakura,

NoriakiTanaka,

MegumiOda

人間関係を円滑にするために知っておきたいコ 患者満足 2001

ミュニケ-ション技術 5(4):62-68

慢性腎不全患者の主観的体験世界 同大医学部保健学 2001

科紀要

12(1):19-26

Comparisonofcerebralvasospasm between ActaNeurochir 2001

youngandoldanimalS:preliminaryreport (Suppl)
77:111-114

EffectofagingoncerebralVasospasmaftersub-Stroke 2001

arachnoidspaceforcerebralangiography 32:620I628

InhibitionofPoly(ADP-Ribose)Polymerase Stroke 2001

AttenuatesCerebralVasospasmAfterSubarach-32:225-231

noidHemorrhageinRabbits

MolecularDetectionofMetastaticRetinoblas-Cancer 2001

tomaCellsbyReverseTranscriptionPolymerase 91:1568-1573

Reaction丘)rlnterphotoreceptorRetinoid-binding

ProteinmRNA

Successfullyresectedhepatoblastomainayoung EuropeanJournal 2001

adultwi也chronichepatitisB:Reportofacase ofGastroenterology

&Hepatology

13:981-984

- 14-



71. HajimeKawasaki,

Keiichilsoyama,

MarikoEguchi,

ShigeyoshiHibi,

NaokoKinukawa,

YoshiyukiKosaka,

TakanoriOda,

MegumiOda,

ShinichiroNishimura,

MasueImaizumi,

TakayukiOkamura,

TeruakiHongo,

HirojiOkawa,

ShukiMizutani,

YasuhideHayashi,

IchiroTsukimoto,

NanaoKamada,

Eiichilshi

72. 小田 慈

73. 井上拓也,小田 慈,

西内律雄,高木 章,

大橋博美,山下信子,

山本明子,清野佳紀

74. 山下信子,西内律雄,

小田 慈,大橋博美,

山本明子,清野佳紀

75. 小田 慈

76. 小田 慈

77. 小田 慈

78. 内田陽子,林 優子

Superioroutcomeofinfantacutemyeloid Blood 2001

leukemiawi仙 intensivechemo也erapy:results 98:3589-3594

0ftheJapanInfantLeukemiaStudyGroup

鉄欠乏性貧血 小児科臨床

54(4):704-708

腸管出血性大腸菌0-157感染による溶血性尿毒 小児感染免疫

症症候群に胆汁うっ滞,反復性胆道感染を合併 13(1):21-25

し重篤な肝障害をきたした一例

2001

2001

同種骨髄移植後慢性移植片対宿主病の症状とし 日本小児血液学会維 2001

て両側広頚筋筋膜炎を呈した一例 誌

15(3):215-219

子どものがん-治療と問題点一 小児保健研究

60(2):131-136

2001

小児科医から見た少子化問題一子どもの視点で 岡山県母性衛生 2001

考えて欲しい- 17:6-10

子どものがん一治療と息児 ･家族の支援のため チャイル ドヘルス 2001

に- 4(8):33-38

体重増加の著しい透析患者に行動変容をもたら 同大医学部保健学科 2000
した援助 紀要

10(1):57-61

- 15-



79. 林 優子

80. YukoHayashi,

Naomi Kanao,

YoshikoNakanishi,

EikoHoshina,

KumiWatanabe

81. 宇田有希,林 優子,

野地金子,大坪みはる,

久保田加代子,杉田信博

82. 林 優子

83. 林 優子,金尾直美,

内田陽子

84. 林 優子,中西代志子,

保科英子,金尾直美,

波速久美

85. 深井喜代子

86. 深井喜代子

87. 深井喜代子

88. 深井喜代子

89. 深井喜代子

90. 深井喜代子

91. 深井喜代子

92. 深井喜代子

臓器移植医療の時代を生きる一臓器移植におけ NurseEducation 2000

る看護の視点と展望- 1(5):24-27

Ananalysisofstructuralrelationshipamongthe BullFacHealthSci, 2001

componentsofqualityoflifekidneytransplant OkayamaUnivMed

recipientsbyusingcasualmodel Sch

lO(2):77-84

透析ナースの教育システム 日本透析医学会雑誌 2001

34(3):211-213

看護系大学におけるエキスパー トナース育成の 臨床透析 2001

ためのカリキュラム 16(4):35-41

透析導入糖尿病患者のケア 臨床看護 2001

27(3):393-397

腎移植を受けたレシピェントの背景とQOLと 岡大医学部保健学科 2001

の関係 紀要

12(1):37-44

知っ待 !納得 !基礎看護技術 ｢経官栄養法｣ 看護学生 2001

48(ll):27-29

知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢葛法｣ 看護学生 2001

48(12):27-29

知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢包帯法｣ 看護学生 2001

48(13):27-29

知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢療養環境①｣ 看護学生 2001

49(1):27-29

知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢療養環境②｣ 看護学生 2001

49(2):27-29

知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢バイタルサイン 看護学生 2001

①｣ 49(3):27-29

知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢バイタルサイン 看護学生 2001

@J 49(4):27-29

知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢裾癖の予防｣ 看護学生 2001

49(5):27-29

- 16-



93. 深井喜代子

94. 深井喜代子

95. 深井喜代子

96. 深井喜代子

97. 深井喜代子,井上桂子,

高橋利幸,国安勝司,

兼光洋子,新見明子,

田中美穂,北池 正,

津田孝雄

知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢洗髪｣

知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢入浴 ･足浴｣

知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢食欲｣

知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢勝耽留置カテー

テル｣

慢性痛患者の生体反応と痛みの増強国子に関す

る研究

看護学生 2001

49(6):27-29

看護学生 2001

49(7)二27-29

看護学生 2001

49(9):27-29

看護学生 2001

49(10):27-29

平成11-12年度科学 2001

研究費補助金 (基盤

研究(B)(2))(課題番

号11470525)研究成

果報告書

1-110

98. 深井喜代子,関戸啓子 清潔ケアのエビデンス ;清拭による保温および 看護技術 2001

鎮痛効果の検証

99. 深井喜代子,阪本みどり,大腸洗浄が排便習慣に及ぼす影響

清水恵子,茅原路代,

堀尾秀子,土井二三子,

赤津美枝,大倉美穂,

平野 寛

100. 岡崎久美,米田由美子, 腹部マッサージが腸音と排便習慣に及ぼす影響

深井喜代子,清水恵子,

土井二三子,飯田百合子

101. 黒田裕子,深井喜代子, 看護行為で発生する音認識の調査条件と対象の

大倉美穂,山下裕美, 違いによる相違

井上桂子

102.床井喜代子,黒田裕子, 看護行為で発生する音に対する生体の反応

山下裕美,池田理恵

103.深井喜代子

104.深井喜代子

痛みの看護

EBN一実践を科学につなぐキーワード

- 17-

47(1):17-21

臨床看護研究の進歩 2001

12:109-112

臨床看護研究の進歩 2001

12:113-117

川崎医療福祉学会誌 2001

ll:75-82

川崎医療福祉学会誌 2001

ll:193-197

教育と医学 2001

49:855-863

看護実践の科学 2001

26(ll):102



105.深井喜代子

106.松田悦子,安酸史子,

山崎 許,古瀬敬子,

土方ふじ子,渥美義仁,

松岡健平

107.安酸史子

108.河口てる子,安酸史子,

丸橋佐和子

大腸と肛門

2型糖尿病患者の食事自己管理に対する自己効

力と結果予期

自己効力感を育む

患者教育における行動変容-のとっかか り言動

と看護ケアの検討

109.安酸史子, 大池美也子,ProfessionalLearningClimateの理論的背景と定

鳥居美帆, 小長谷百絵, 義

土屋陽子

110.大池美也子,小長谷百絵,ProfessionalLearningClimate(事例への適用)

鳥居美帆,安酸史子,

土屋陽子

111. 松田悦子,安酸史子,

河口てる子

112.柴辻里香,安酸史子,

安梅勅江,高山忠雄

113. 藤内美保,佐藤和子,

岡野初枝

患者教育のための看護実践モデル Version2と

その概念定義

臨林看護 2001

27:1983-1995

日本糖尿病教育 ･看 2001

護学会誌

5(2):99-111

健康教育 2001

52(15):108-127

慢性疾患患者の主体 2001

性､自己決定とセル

フケア推進のための

患者教育方法の開発

(科研報告書)

6-9

慢性疾患患者の主体 2001

性､自己決定とセル

フケア推進のための

患者教育方法の開発

(科研報告書)

34-39

慢性疾患患者の主体 2001

性､自己決定とセル

フケア推進のための

患者教育方法の開発

(科研報告書)

82-87

慢性疾患患者の主体 2001

性､自己決定とセル

フケア推進のための

患者教育方法の開発

(科研報告書)

104-109

中高年女性の生活習慣改善に対する自己効力へ 日本保健福祉学会誌 2001

の影響要因に関する研究 8(1):43-52

高齢者の QOLを高めるための数値目標設定の 大分看護科学研究 2001

実際-スウェーデンのダンデリー ド老人病院を 212:57-60

見学して-
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114. 岡野初枝,川田智恵子,

二宮一枝

115.太田にわ

116. 中新美保子,谷原政江,

長江宏美,留田通子,

太田にわ,砂田正子,

大場広美,堀尾秀子,

大嶋留美

117.安原裕子,太田にわ,

地区診断のために PRECEDE-PROCEEDモデル 保健婦雑誌

を用いた既存資料の分析

日本版 MAI尺度による母性愛着の評価と関連

要因に関する研究-第1報一

看護専門学校 ･看護大学 ･一般大学新入生の

｢自立性｣の実態一任方らの調査 (1983)との比

戟-

印 刷中

58

日本小児科学会雑誌 2001

105(8):41-49

岡山県看護教育研究 2001

会誌一小児看護分科
ノ△ヽ_
エ(

13-15

看護学生の ｢家族のきずな｣意識と学生の成育 岡山県看護教育研究 2001

道贋睦子,祇園寿恵子, 環境との関連

江口 瞳,小川光子,

太田栄子,橋本泰子,

三浦 都,樋口妙子

118.松本啓子,清田玲子,

池田敏子,赤木節子,

羽井佐米子,高田三千代,

松井優子

119.樋口まち子

120.樋口まち子

121.樋口まち子

122.MachikoHiguchi

123.兵藤好美,田中宏二,

田中共子

会誌一家族看護分科
ノ∠ゝ_ヱ_(

21-24

看護職の考える高齢者の自立に関する意識調査 老年看護学

6(1):107-113

スリランカの看護教育に対する効果的な国際協 医学界新聞

力 2426:2-3

2001

2001

国際保健ネットワーク作 りに日本の看護が果す QualityNursing 2001

役割 7(5):39-43

国際会議 ｢ヘルスプロモーションを通 した発 岡大医学部保健学科 2001

展 :看護者が重要な成果を生み出す｣報告 紀要

12(1):71-76

Integrationoftraditionalhealthactivitiesfor Improvinglifethr0-2001

maternalandchildcareinSriLanka ughhealthpromo-

tion

320-322

高齢者の在宅介護者の心理に関する研究ノー ト 岡山大学教育学部研 2001

(1) 究集録

117:ll-20
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124. 田中宏二,田中共子,

兵藤好美

125. 田中共子,兵藤好美,

田中宏二

126.兵藤好美,田中宏二,

田中共子

127. 田中共子,兵藤好美,

田中宏二

128.鎌田佳代子,武岡千晴,

寺嶋朋恵,藤井可奈子,

松下英代,矢野美雪,

兵藤好美

129.三木明子,二瓶律子,

小林洋子,酒井郁子,

藤田比左子

130. 山田 修,立森久照,

三木明子,伊藤弘人

131. 中田光紀,原谷隆史,

川上憲人,高橋正也,

清水弘之,三木明子,

小林章雄,荒記俊一

132.河野由理,三木明子,

川上憲人,栗田 広

133.三木明子,河野由理,

栗田 広

高齢者の在宅介護者に対するソーシャルサポー 平成10-12年度 科 2001

ト介入に関する基礎研究 学研究費補助金 (塞

礎研究(C)(2))研究

成果報告書 (研究代

表者 田中宏二)

1-132

介護者のソーシャルネットワークにおける家族 岡山大学文学部紀要 2001

35:75-85

介護者の自助グループにおける心理的機能に関 岡山大学教育学部研 2001

する研究ノー ト 究集録

118:173-180

高齢者の在宅介護者の認知的成長段階に関する 質的心理学研究 印 刷中

一考察

介護保険における費用 と満足度に対する認識調 同大医学部保健学科 2001

査 紀要

12(1):77-82

病院看護婦の自己教育力と職務満足度 宮城大学看護学部紀 2001

要

4(1):148-156

精神科病院職員の職業性ス トレスと職務満足度 病院管理

38(2):15-23

日勤女性労働者の職業性ス トレスと睡眠習慣の 行動医学研究

関連 一電機製造業従業員を対象 とした疫学研 7(1):39-46

究-

看護婦における喫煙習慣 とタバコ依存度に関す 精神科治療学

る研究 16(8):835-839

2001

2001

2001

看護婦の職業性ス トレスが職務満足感に及ぼす 第32回日本看護学会 2001

影響 論文集-看護総合-

156-158

134.住吉和子,川田智恵子, 老人保健施設における痴呆老人の満足度調査 岡大医学部保健学科 2001

岡野初枝,岡本 基,

高橋聖之,森 秀治,

辻本久江,須江英子

135.森 恵子

紀要

12(1):63-70

就職後 1ケ月の新人看護婦の抱えるス トレスの 同大医学部保健学科

実態調査 紀要

11(2):71-76

- 20-
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136. 森 恵子,山本尚武,

中村隆夫,楠原俊昌

137. 坪井桂子,安酸史子

138. 坪井桂子,安酸史子

139. 水原 緑,渡追久美,

持田さち子,尾崎康子,

岡村恭子,西村美佐恵,

吉沢希桜,高島 雅,

山田一朗

140. 平松順一,中田安成,

片岡幹男,鎌尾高行,

岡崎和徳,谷本 安,

平野 淳,谷本光音

141. YotaroNinomlya,

YoshihiroKitamura,

ShinYamamoto,

MotoiOkamoto,

HisaoOka,

NorihitoYamada,

SI也etoshiKuroda

142. MotoiOkamoto,

JunkoSakiyama,

SekikoKurazono,

ShujiMori,

YasunariNakata,

NaokiNakaya,

AtsuhikoOohira

食道癌術後の樵下感覚の変化に対する考察一頚

部電気インピーダンスおよび瞭下音を用いた嘆

下活動評価

看護系大学教師の実習教育に対する教師効力尺

度の検討

看護教師の実習教育に対する教師効力とその関

連要因

同大医学部保健学科 2001
紀要

12(1):53-62

日本看護科学会誌 2001

21(2):37-45

日本看護学教育学会 2001

誌

ll(1):1-10

全身麻酔下で手術を受ける患者の術前のス トレ 岡大医学部保健学科 2001

ス対処パターンと,患者背景要因との関係 紀要

11(2):49-57

皮膚サルコイドーシスにおける肺病変の検討 日本サルコイド-シ 2001

ス/肉芽腫性疾患学

会 誌

21:21-24

Analysisofpalm-relatedsomatosensoryevoked NeuroReport 2001

magnetiC五eldsusingtheMUSIC(multiplesignal 12:1657-1661

classi五cation)algorithmformegnetoencephalaog-

raphy

Developmentallyregulatedexpressionofbrain- Cell&TissueRe1 2001

speci五cchondroidnsulfateproteoglycans,neuro- search

canandphosphacan,inthepostnatalrathip- 306:217-229

pOCampuS
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143. IsseiSan°,

ShozoKusachi,

TakashiMurakami,

Yoshi血miNinomiya,

TakefumiOka,

HiroshiNunoyama,

HirofumiKumashiro,

Akihirolwabu,

JiroUeta,

TakaoTsuji

144. HirosukeYam a31,

KohichiroIwasaki,

ShozoKusachi,

TakashiMurakami,

RyouchiHirami,

HiromiHamamoto,

KazuyoshiHina,

ToshimasaKita,

NoburuSakakibara,

TakaoTsuji

145. YoukoAyada,

ShozoKusachi,

TakashiMurakami,

SatoshiHirohata,

SyunjiTakemoto,

IsseiKomatsubara,

JyunichiHayashi,

Akihirolwabu,

YoshifumiNinomiya,

TakaoTsuji

146. HisashiUeda,

TakaakiNakatsu,

TakashiMurakami,

ShozoKusachi,

YoukouTominaga,

ShinichiYamane,

TadallisaUesugi,

IsseiKomatsubara,

Akihirolwabu,

TakaoTsuji

OPCr8212,aquino止nederivative,counteractsthe JpnHeart∫

reductionintypeIIIcollagenmRNA dueto 42:125-134

1ipopolysaccharidesinculturedratcardiac

丘broblasts

Predictionofacuteleftmaincoronaryartery JAmCollCardiol

obstructionby12-leadelectrocardiography.ST 38:1348154

segmentelevationinleadaVRwithlessSTseg一

mentelevationinleadV(1)

IncreasedExpressionofBiglycanExpression ClinExpHyper

mRNAinPressre-OverloadedHeart 23:633-643

EffectsofCilostazolonHeartRateandItsVari-ClinDrugInvest

abilityinPadentswithSickSinusSyndrome 21:605-612

- 22-
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147. 国定浩一,吉元玲子, 多骨性嚢胞性陰影を呈した肺腺痛の1例 日本内科学会雑誌 2001

谷本 安,木浦勝行,

上岡 博,片岡幹男,

原田実根,青江 基,

清水信義

148. WuFeng,

ChiharuOkada,

Masal1ideHoriba,

AkihikoTamaoki,

GoroKimura,

YasushiTanimoto,

RyouSoda,

MikioKataoka,

KiyoshiTaka血ashi,

MineHarada

149. MasashOhke,

ShinyaTada,

MakotoNabe,

KiyoshiMatsuo,

MikioKataoka,

MineHarada

150. MasashiOhke,

ShinyaTada,

MikioKataoka,

KiyoshiMatsuo,

MakotoNabe,

MineHarada

151. HidekiTakehara,

ShinyaTada,

MikioKataoka,

KiyoshiMatsuo,

YoshikiUeno,

ShinjiOzaki,

ToshitsuguMiyake,

YoshiakiFujimori,

IchiroYamadori,

MineHarada

90:130-132

Su岨dopeptideleulkotrienes,butnotthrombox- Auergologylnterna- 2001

aneB20rhistamine,areelevatedinsputumdur-tional

ingexacerbationofasthma 50:21128

Theroleof丘bronectininbronchoalveolarlavage ActaMedOkayama 2001

fluidofathmaticpatients 55:83188

Plasma丘bronecdninasthmaticpadentsandits ActaMedOkayama 2001

relationtoasthmaattack 55:91-96

Intracellularadhesionmolecule-1inpatientswith ActaMedOkayama 2001

idiopathicinterstitialpneumonia 55:205-212
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152. MasahdeHoriba,

GoroKimura,

YasushiTanimoto,

ArihikoKanehiro,

AkikoTakeda,

Chiharu Okada,

MikioKataoka,

KiyoshiTakahashi,

MineHarada

153, 武田和久,池田 敏

154. ToshioOgura,

KazuharuMatsuura,

HisaoSuzuki,

MasayukiKishida,

Satorulkeda,

ChiakiTsukamoto,

Ayumilmai,

KazuoTobe

155. 梅川康弘,西下千春,

岡本栄祐,奥山俊彦,

頼 敏裕,池田 敏

156. 岡 久雄,宮島 智,

安原清隆,岡本 基

157. ShingoYamamoto,

MasayukiNakano,

AkitoTerai,

KazuyoYuri,

KatsuhisaNakata,

GBalakrishNair,

HisaoKurazono,

OsamuOgawa

Low-doseexogenousinterleukin仁L)-12enhances AllergyInternation- 2001

antigen-inducedinterferon-gproductionwithout al

affectingILl10productioninasthmatics 50:143-151

肝細胞癌の診断におけるレンズマメ ･レクチン 井原市民病院医学紀 2001

反応性 AFP-L3および赤血球凝集性インゲンマ 要

メ ･レクチン反応性 AFP-P4のカットオフ値に 2:5-12

関するメタアナリシス

Serum TotalCholesterolofNew Students ActaMedicaOkay- 2001

EnrolledatOkayamaUniversity:Trendduring ama

1989-1998 55(5):269-276

パルボウイルス B19感染によりPureRedCeu 日本消化器病学会雑 印 刷中

Aplasiaをきたした肝細胞癌合併C型肝硬変症の 誌

1例

コンピュータ制御によるクロナキシー自動測定 バイオメカニズム 2001

システムの開発 15:

Thepresenceofthevirulenceislandcontaining J.Urol. 2001

theUspgeneinuropathogenicEscheriChiacoliis 165:134711351

associatedwithurinarytractinfectioninan

experimentalmousemodel

- 24-



158. YouichiHamanaka,

MasahiroNakashima,

AkihiroWada,

Marilto,

HisaoKurazono,

HironobuHqjo,

YoshiakiNakal1ara,

ShigeruKohno,

ToshiyaHirayama,

IchiroSekine

159. UraiChaisri,

MichioNagata,

HisaoKurazono,

HiroshiHoriC,

PongsriTongtawe,

HideoHayashi,

TeruoWatanabe,

PramuanTapchaisri,

ManasChongsa-nguan,

WanpenChaicumpa

160. Ken-ichiOgushi,

AkihiroWada,

TakuroNiidome,

NaoakiMori,

KazunoriOishi,

TsuyoshiNagatake,

AkiraTal(al1aShi,

HiroshiAsakura,

Sou-ichiMakino,

HironobuHojo,

YoshiakiNakahara,

MioOhsaki,

TomomitsuHatakeyama,

HaruhikoAoyagi,

HisaoKurazono,

JoelMoss,

ToshiyaHirayama

Expressionofhumanβ-defensin2(hBD-2)in Gut

Helicobacterpyloriinducedgastritis:antibacteri-49(4):481-487

aleffectofhBD-2againstHelicobacterpylori

LocalizationofShigatoxinsofenterohaemor-Microb.Pathog.

rhagicEscheriChiacoliinkidneysofpaediatriC 31(2):59167

andgeriatricpatientswithfatalhaemolydcure-

micsyndrome

SalmonellaenteritidisFliC(FlagellaFilament ∫.Biol.Chem

Protein)induceshumanβ-defensin-2mRNA 276:30521~30526

productionbyCaco-2ceus
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161. HiroshiAsakura,

OsamuTajima,

MasabisaWatarai,

ToshikazuShiral1ata,

HisaoKurazono,

Sou-ichiMakino

162. MasayukiNakano,

ShingoYamamob,

AkitoTerai,

OsamuOgawa,

Sou-ichiMakino,

HideoHayashi,

G.BalakrishNair,

HisaoKurazono

163. KanjanaSonjai,

Effectsofrearingconditionsonthecolonization J.Vet.Med.Sci. 2001

0fSalmonellaenteritidisin也ececumofchicks 63(ll):1221-1224

Analysisofthegeneorganizationofthenew FEMS Microbiol. 2001

pathogenicityislanddetectedinuropathogenic Lett

Escherichiacoli 27:71-76

Validationofsalmonellosisandshigellosisdiag-AsianPac.J.Auerg. 2001

RoongrasameeSoisangwan,nostictestkitsataprovincialhospitalinThai-lmmunol.

YuwapornSakolvaree,

HisaoKurazono,

ManasChongsa-nguan,

PramuanTapchaisri,

YuvadeeMal1akunkijcharoen,

G.BalakrishNair,

HideoHayashi,

WanpenChaicumpa

164. AkiraTakahashi,

Ken-ichiOgushi,

AkihiroWada,

KyoukoMaeda,

TsukasaKawahara,

KazuakiMawatari,

HisaoKurazono,

JoelMoss,

ToshiyaHirayama,

YutakaNakata

land 19:115-127

Productionofβ-defensin-2byhumancolonic FEBSLetL 2001

epithelialcellsinducedbySalmonellaenteritidis 508(3):4841488

flagellaBlamentstructuralprotein
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165. P.Saengjaruk,

WanpenChaicumpa,

GeorgeWatt,

PramuanTapchaisri,

C.Sittinont,

K.Tomnakan,

M.Wambongco,

ManasChongsa-nguan,

YuvadeeMahakunkijcharoen,

T.Kalambaheti,

YuwapornSakolvaree,

P.Nagigowit,

HisaoKurazono,

HideoHayashi

Diagnosisofhumanleptospirosisbymonoclonal J.Clin.Microbiol. inpress

antibodybased-andgendetectioninurine

166. SimantiDatta, Estimationofvacuolatingcytotoxinsecretedby India.J.Med.Micr o - inpress

HisaoKurazono, differentstrainsofHelicobacterpyloriusing bioL

SantanuChattopadhyay,bead-enzymelinkedimmunosorbentassayand

AbhijitChowdIlury, itscorrelationwithbacterialgenotype

SujitChaudhuri,

SujitKumarBhattacharya,

AsishKumarMukhopadhyay,

DouglasE.Berg,

ToshiyaHirayama,

G.BalakrishNair

167. HirokoTohge,

KimikoTsutsui,

KuniakiSan°,

Sevimlsik,

KenTsutsui

168. KiyokoOgawa-Goto,

SinkichiIriC,

AkiraOmoli,

YokoMiura,

HarutakaKatano,

HidekiHasegawa,

TakeshiKurata,

TetsutaroSata,

YujiroArao

HighincidenceofAntinuclearAntibodiesThat Biochem.Biophys. 2001

RecognizetheMatrixAttachmentRegion Res.Commun.

285:64-69

Anendoplasmicreticulumprotein,p180,ishigh-JournalofVirology inpress

lyexpressedinhumancyotmegaloviruspermis-

sivecemsandinteractswiththetegumentpro-

tein,UL48
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169. TetsuyaIshikawa,

ChikageKawai,

MamoruSan°,

YohsukeMinatogawa

170.＼Mitsunorilkeda,

MarikoHirokawa,

Nal10koSatani,

Tomomi Kinoshita,

YoshimiWatanabe,

HirokoInoue,

ShigenobuTone,

Tetsuyalshikawa,

YohsukeMinatogawa

171. 近藤芳朗,石川哲也,

湊川洋介

172. 西堀正洋,小岡英夫,

森 秀治

173. Nitta,Y.,

Nishibori,Mり

Iwagaki,H.,

Yoshino,T.,

Mori,S.,

Sawada,K.,

Nakaya,N.,

Saeki,K,,

Tanaka,N.

174. SekikoKurazono,

MotoiOkamoto,

JunkoSakiyama,

ShujiMori,

YasunariNakata,

JunyaFukuoka,

ShigeruAmano,

AtsuhikoOohira,

HidekiMatsui

Peroxisomesexistingrowthconesandmove ExpCellRes 2001

anterogradelyandretrogradelyinneuritesof 266:260-269

PC12Dcells

Molecularcloningandcharacterizationofa Gene 2001

steroidreceptor-bindingregulatorofG-protein 273:207~214

signa止ngproteinCDNA

医学における数理科学的諸問題 4･電子顕微鏡 川崎医会誌一般教養 2001

写真による幾何確率を用いる2種類の球体半径 編

の推定 27:55-62

ヒト末梢血単核球におけるサイトカイン産生と 日本薬理学雑誌 2001

ヒスタミンによる調節 118:29-35

Changesinserotonindynamicsinthegastroin-Naunyn-Schmiede- 200l

testinaltractofColonl26tumour-bearingmice:berglsArch.Phar-

effectsofcisplatintreatment macol.

364:329-334

Expressionofbrainspeci五cchondroitinsurfate BrainResearch 2(氾1

proteoglycanS,neurocanandphosphacan,inthe 898:36-48

developingandadulthippocampusofihara's

epilepticrats
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175. SekikoKurazono,

MotoiOkamoto,

ShujiMori,

HidekiMatsui

176. 蒲田 隆,久下幸子,

若林将人,川村貞夫

177. ToruKiguchi,

KenjiNiiya,

MisakoShibakura,

TakayoshiMiyazono,

KatsujiShinagawa,

FumihikoIshimaru,

KatsuyukiKiura,

KazumaIkeda,

YasunariNakata,

MineHarada

178. 篠畑綾子,山崎知行,

鈴木美和子,河野典夫

Ⅱ.学会発表会

演 者

1. 住本哲宏,

後藤佐知子,

東 義晴,丸山敏則

2. 黒田昌宏,武本充宏,

姫井健吾,勝井邦章,

小林 満,平木祥夫,

川崎祥二

Recombinantcoreproteinfragmentofphospha-Neurosci.Lett. 2001

can,abrainspeci五cchondroi血 sulfateprote0-304:169-172

glycan,promoteexcitotoxiccelldeathofcul-

turedrathippocampalneurons

粒子内蔵型機械拘束要素の開発と身体装着型力 計測自動制御学会論 2001

党呈示装置への応用 文集

37(12):1134-1139

Inductionofurokinase-typeplasminogenactiva-IntJCancer. 2001

torbytheanthracyclineantibioticinhumanRC-93:7921797

K81ymphomaandH69lung-Carcinomacells

甲状腺機能低下性 ミオバナーにおける運動筋の 痛風と核酸代謝 2001

プリン体分解克進 25:129-135

演 台 学 会 名 開催年月 開催場所

乳がんX線検診における医療被曝 第31回安全工学シン 2001.7 東京

ポジウム

paclitaxelによる腫癌細胞の微少管形 日本放射線腺癌学会 2001.11 豊中

悉変化とapoptosisの検討 第14回学術大会

3. 山本尚武,中村隆夫, 障害者の損傷機能評価装置に関する研 平成12年度福祉機器 2001.3 岡山

梼原俊昌,森 恵子, 究一味下機能評価装置 関連共同研究会

同 久雄,角野 歩
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4. 山本尚武,中村隆夫, 局所インピーダンス計測のための多重 第40回日本ME学会 2001.5 名古屋

磯崎晃一, 同心電極の開発 大会

白井喜代子,

奥田博之

5. 近藤勲夫,河崎雅人, 電気生理的反応の測定による視覚サブ 電子情報通信学会教 2001.10 岡山

山本尚武,

西野麻由子,

河原美智子,

前川朋子

6. 加藤博和,黒田昌宏,

吉村孝一,川崎祥二,

田中朗雄,平木祥夫

7. 加藤博和

8. 加藤博和

9. 加藤博和

リミナル検証の-検討 育工学研究会

一皮膚電位並びに発汗量の測定をもと

に-

カラギーナンを用いたMRI用フアントム 第81回日本医学物理 2001.4 神戸

学会大会

7-リェ係数のリボンモデルによる説 第81回日本医学物理 2001.4 神戸

明 学 会大 会

リボンモデルを用いた MRIにおける 第81回日本医学物理 2001.4 神戸

周波数エンコー ドの説明 学会大会

MRI位相画像用7-リェ変換 第81回日本医学物理 2001.4 神戸

学会大会

10. 加藤博和,黒田昌宏, MRIとの併用を目的とした RF組織内 マイクロ波効果 ･応 2001.8 東京

吉村孝一,

滝谷光一,

内田伸恵,

ll. 内田伸恵,

川口篤哉,

北垣 一,

島田淳一

川崎祥二, 加温における基礎的検討 用シンポジウム

花元克巳,

笠井俊文

加藤博和, RF組織内加温法の開発と臨床経験 マイクロ波効果･応 2001.8 東京

森山正浩, 用シンポジウム

笠井俊文,

12.加藤博和,黒田昌宏, 磁化を指標とした温度測定についての 日本ハイパーサーミ 2001.8 東京

吉村孝一,吉田敦史, 検討 ア学会第18回大会

川崎祥二,漉谷光一,

上者郁夫,平木祥夫

13.内田伸恵,森山正浩, 高線量率 Ir-192RALSと併用可能な多 日本ハイパーサーミ 2001.8 東京

川口篤哉,北垣 一, チャンネル RF組織内加温法の開発と ア学会第18回大会

浦上慎司,井川幹夫, 前立腺癌に対する臨床経験

加藤博和
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14･ 吉村孝一,加藤博和,

黒田昌宏,吉田敦史,

川崎祥二,溢谷光一,

平木祥夫

15.上着郁夫,奥野恵子,

竹田芳弘,杉田勝彦,

平木祥夫,宮木康成,

工藤尚文,赤松信雄

16.長谷川幸活,

水谷靖司,児玉順一,

倉本博行,長尾昌二,

増山 寿,本郷淳司,

吉野内光夫,

平松祐司,工藤尚文,

上者郁夫

17.上者郁夫,竹田芳弘,

杉田勝彦,奥野恵子,

岩田須美代,

平木祥夫,赤松信雄

18.上者郁夫

19.藤江俊司,

水戸川芳巳,

武田正章,

岡野真一郎,

平田英司,笠岡永光,

勝部泰裕,

佐々木なおみ,

谷山清巳,上者郁夫,

平木祥夫

20.上者郁夫

21. 上者郁夫

22.青山英樹,稲村圭司,

田原誠司,宇野弘文,

森岡春樹,中桐義忠,

井上光広

非侵襲的温度測定システム開発のため 日本ハイパーサーミ 2001.8 東京

の MRI用フアントムの作製 ア学会第18回大会

Fullstromalinvasionの子宮頚痛傍組 第20回日本画像医学 2001.1 四日市

織浸潤と腺癌径に関する検討 会

卵巣硬化性間質性腺癌の病理組織 と 第20回日本画像医学 2001.1 四日市

MRI像の関連 会

Fullstromalinvasionの子宮頚痛の腫 第60回日本医学放射 2001.4 神戸

痕径と傍組織浸潤の有無に関する検討 線学会総会

pseudo-Meigs症候群を合併した広間膜 第15回腹部放射線研 2001.6 神戸

線維腫の1例 究会

卵巣原発 trabecularcarcinoidの 1例 第96回日本医学放射 2001.6 宇部

線学会中国 ･四国地

方会

子宮頚痛

-MR診断の piぬ11

JSAWI2001 2001.8 東浦

(兵庫)

婦人骨盤部腺癌の1例 (クイズ症例) 第13回関西GUR勉強 2001.10 大阪
Aコ言

GafchromicMDl55fi1m に対する Leser 全国放射線技師総合 2001.1 倉敷

Densibmeterの線量と線量分布の精度 学術大会

評価
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23.青山英樹,稲村圭司,

田原誠司,宇野弘文,

森岡春樹,中桐義息,

井上光広

24.HidekiAoyama,

Kenjilnamura,

SeijiTal1ara,

Hirofumi Uno,

YoshitadaNaliagiri,

YoshioHiraki

25.HidekiAoyama,

Kenjihamura,

SeijiTal1ara,

Hirofumi Uno,

YoshitadaNakagiri,

YoshioHiraki

26.村上宅郎,大塚愛二,

田口勇仁

27.村上宅郎,大塚愛二,

田口勇仁

28.大塚愛二,田口勇仁,

村上宅郎

29.KiyonoriYamaoka,

TakashiMifune,

ShujiKqjima,

ShujiMori,

KoichiShibuya,

YoshiroTanizaki,

KatsuhikoSugita

30.ShujiKojima,

SiraneMatsumori,

Hidekilshida,

MareyukiTakahashi,

KiyonoriYamaoka

31.Takal1aruNomura,

KazuoSakai,

KiyonoriYamaoka

LeserDensitometer(Model1710)の

GafchromicMD-55五1m に対する有用

性

Mappingdoesdistributionofiaryngeal

mucosaforradiotherapyoflaryngeal

cancerwithGaLchromicMD-55fi1m

Evalutionofdoesdistributionusing

GafchromicMD-55丘lminradiotherapy

oflaryngealcancer

岡山大学医学部におけるコメディカル

解剖学実習について

コメディカル教育

ヒト左 胃 ･固有肝 ･胃十二指腸 ･揮

前 ･後藤 ･胎動脱輪の一例

日本放射線技術学会 2001.9 高知

中国 ･四国部会第42

回学術大会

87th ScientificAs-2001.9 Chicago

semblyandAnnual (USA)

Meetingof也eRadi0-

10gicalSociety of

NorthAmerica

43rdAnnualMeeting2001.ll Sam

oftheAmericanS°i- Francisco

etyforTherapeutic (USA)

RadiorogyandOnco1-

Ogy

第7回コメディカル 2001.4 高知

懇話会

第106回日本解剖学 2001.4 高知

会 総 会

第106回日本解剖学 2001.4 高知

会 総 会

BasicStudyontheRadonEffectsand InternationalSym-2001.7 Kyoto

theThermoEffectsinRadonTherapy posiumonRadiation

andHomeostasis

PossibleRoleofElevationofGlu-

tathioneinAcquisitionofEnhanced

lmmuneFunctionofMouseSpleno-

cytesExposedtoLow-dose y-rays

ElevadonofAntioxidantsintheKid-

neysofMicebyLow-doseIrradiation

anditsEffectsonFe3'-NTAInduced

KidneyDamage

- 32-
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32.山岡聖典,御船尚志, 三朝ラドン温泉適応症の機構に関する

小島周二,森 秀治, 検討-ラドン効果と温熱効果一

浪谷光一,谷崎勝朗,

杉田勝彦

33.KiyonoriYamaoka,

ShujiKojima,

ShujiMori,

TakahamNomura

BasicStudyontheEffectsofLow-dose

X-irradaiationontheFe3'-NTA-induced

MouseBrainDamage

第38回理工学におけ 2001.7 東京

る同位元素 ･放射線

研究発表会

InternationalCon-2001.10 Nara

ferenceonEnviron-

mentalMutagens

NaraSatelliteMeet-

ing

34.山岡聖典,野村崇治, アカタラセミアマウス脳中の内因性抗 日本過酸化脂質プリ 2001.10 青森

森 秀治,江 連舷, 酸化物質量のⅩ線照射による変化 -ラジカル学会第25

吉良尚平

35. 山岡聖典,御船尚志,

小島周二,森 秀治,

溢谷光一,谷崎勝朗,

杉田勝彦

36.石田裕一,高橋希之,

山岡聖典,小島周二

37. 田水敦子,奥村能啓,

佐藤修平,小林 満,

赤木史郎,平木祥夫,

竹田芳弘

三朝ラドン温泉適応症の機構に関する

基礎的検討-ラドン吸入 1週間におけ

る温熱効果とラドン効果,およびその

治療効果一

低線量放射線照射によるNK細胞の活

性化とグルタチオン

結節性甲状腺腫の良悪性鑑別における

血清サイグロブリンと201Teシンチグラ

フィの有用性の検討

38.奥村能啓,田水敦子, 膿胞性甲状腺腫での血清サイログロブ

佐藤修平,小林 満, リンと20】Teシンチグラムの有用性

赤木史郎,平木祥夫,

竹田芳弘

39.奥村能啓,

佐藤修平,

武本充広,

平木祥夫,

40.奥村能啓,

姫井健吾,

小林 滴,

平木祥夫,

田水敦子,

姫井健吾,

小林 満,

竹田芳弘

佐藤修平,

武本充広,

赤木史郎,

竹田芳弘

分化型甲状腺癌の経過観察における

Tc-99m-MIBIシンチグラフィの有用性

-Ⅰ-131､T1-201シンチグラフィとの比

較一

分化型甲状腺癌の転移巣検索における

Tc-99m-MIBIシンチグラフィの有用性
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回大会

日本放射線影響学会 2001.10 大阪

第44回大会

日本放射線影響学会 2001.10 大阪

第44回大会

第60回日本医学放射 2001.4 神戸

線学会総会

第60回日本医学放射 2001,4 神戸

線学会総会

第31回腫癌免疫核医 2001.5 岡山

学研究会

第36回日本核医学会 2001.6 宇部

中国 ･四国地方会



41. 栄 勝美, 局所進展型非小細胞肺癌放射線化学療

橋本かおり, 法効果判定におけるggmTc-MIBIの有用

囲谷直希,前田忠士, 性の検討

青江啓介,近森研一,

竹田芳弘,平木祥夫

42.栄 勝美, 局所進展型非小細胞肺癌放射線化学癖

､ 橋本かおり, 法効果判定におけるggmTc-MIBIの有用

国谷直希,前田息士, 性の検討

青江啓介,近森研一,

武本充広,竹田芳弘,

平木祥夫

43.満木久美,奥村能啓, 甲状腺液胞性病変におけるT1-201シン

佐藤修平,田水敦子, チグラフイの定量的評価について

赤木史郎,平木祥夫,

竹田芳弘,

永谷伊佐雄

第36回日本核医学会 2001.6 宇部

中国 ･四国地方会

第40回日本肺癌学会 2001.7 岡山

中国 ･四国地方会

第97回日本医学放射 2001.12 広島

線学会中国 ･四国地

方会

44 中村隆夫,津川英範, 頚部電気インピーダンスを用いた噛乳 第40回日本ME学会 2001.5 名古屋

山本尚武,合田典子, 動作計測の基礎的検討 大会

奥田博之

45. 中村隆夫,楠原俊昌, 頚部電気インピーダンスを用いた高齢 第16回生体 ･生理工 2001.8 相模原

森 恵子,山本尚武 者 ･障害者の嘆下機能の計測とその評 学シンポジウム

価

46.漉谷光一,山岡聖典, 気体状放射性ヨウ素 (Ⅰ-125)濃度の簡易

永松知洋,川崎祥二 測定法

47.淀谷光一,川崎祥二, 温熱耐性抑制における proteinkinase

黒田昌宏,浅海淳一, 阻害剤の効果

王 雅棟,吉村孝一,

加藤博和,平木祥夫

4& 黒田昌宏,王 雅棟, マウスFSa一･腫癌に対するinvivo,in

吉田敦史,吉村孝一, vitroにおけるセフアランテンの温熱増

漉谷光一,川崎祥二, 感作用の検討

加藤博和,平木祥夫

第38回理工学におけ 2001.7 東京

る同位元素 ･放射線

研究発表会

日本ハイパーサーミ 2001.9 東京

ア学会第18回大会

日本ハイパーサーミ 2001.9 東京

ア学会第18回大会

49.丸山敏則, Ⅹ線乳房撮影用増感紙/フイルムの特 電気 ･情報関連学会 2001.10 広島

後藤佐知子, 性 中国支部連合大会

東 義晴,中桐義忠,

住本哲宏,山本秀樹,

東 最美
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50･丸山敏則,

後藤佐知子,

東 義晴,中桐義忠,

住本哲宏,山本秀樹

51. 丸山敏則,

後藤佐知子,

東 義晴,中桐義忠,

住本管宏,山本秀樹

52.佐々木宗生,

花元克巳,木村勇気,

三木秀二郎,

塔内千尋,中山康之

5ま 佐々木宗生,

花元克巳,木村勇気,

三木秀二郎,

塔内千尋,中山康之

544 花元克巳,

佐々木宗生,

宮谷克明,

三木秀二郎,

中山康之

防.宮谷克明,花元克巳,

佐々木宗生,

岩井大輔,

三木秀二郎,

中山康之

56.Katsmi Hanam oto,

AtsuhikoH止血,

MuneoSasaki,

YukiKimura,

KatsuakiMiyatani,

ChihiroKaito,

YasuyukiNal(ayama

片面増感紙/片面乳剤フイルムシステ 電子情報通信学会医 2001.11 岡山

ムの特性 用画像研究会MI2001

-空気減弱によるⅩ線エネルギーの影

響-

Ⅹ線撮影用増感紙の蛍光スペク トル測 第10回計測自動制御 2001.12 山口

走とフイルムシステムの特性 学会中国支部学術講

演会

放射光照射をした透明導電膜の結晶学 第14回放射光学会年 2001.1 広島

的考察 会 ･放射光科学合同

シンポジウム

ITO透明導電膜への放射光照射効果 第48回応用物理学関 2001.3 東京

係連合講演会

軽イオンを注入した In203薄膜の電気 第47回応用物理学関 2Ⅸ氾.4 東京

および光学特性 係連合講演会

ITO薄膜に対する軽イオン注入効果 第47回応用物理学関 2000.4 東京

係連合講演会

SRirradiationeffectonln203丘lm Proc.7thInt.Conf.2000.8 Berlin

Synch.Radiation. (Gemany)

Instr.
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57.ChihiroKaito,

YukiKimura,

KatsumiHanamoto,

MuneoSasaki,

SeijiKimura,

ToshitakaNakada,

YoshioSaito,

ChiyoeKoike,

YasuyukiNakayama

58.YukiKimura,

Takal1itoKobayashi,

KatsumiHanamoto,

MuneoSasaki,

SeijiKimura,

ToshitakaNakada,

YasuyukiNakayama,

ChihiroKaito

59.MuneoSasaki,

KatsumiHanamoto,

YukiKimura,

ChihiroKaito,

HidejiroMiki,

YasuyukiNakayama

60. 日岩美咲,石原節子,

小松めぐみ,

後藤佐知子,

松岡順治,

土井原博義,

竹田芳弘,平木祥夫

61. 楠原像昌,中村隆夫,

森 恵子,山本尚武

Carbynesformationbysynchrotron Proc.7thInt.Conf.2000.8 Berlin

radiadon Synch,Radiation. (Germany)

Instr.

Berlin

SRirradiationeffectoncrystallization Proc.7thInt.Conf.2000.8 (Germany)

processofamorphoustinoxide五lm Synch.Radiation.

hstr.

TheeffectsofSRirradiationontin- 12thU.S.National 2001.8 Madison

dopedindiumoxidethin丘lmprepared Synch.Radiation (USA)

byRFmagnetronsputtering

診療用マンモグラフイへのカテゴリー

分類の導入

瞭下障害者のインピーダンス咽頭図

(ⅣG)に対する一考察

Instr.Conf.

第11回日本乳癌検診 2001.11 岡山

学 会 総 会

電子情報通信学会M 2001.7 徳島

Eとバイオサイバネ

ティックス研究会

62.楠原像昌,中村隆夫, 嘆下障害者に対するインピーダンス咽 平成13年度電気 ･情 2001.10 広島

森 恵子,山本尚武 頭囲(IPG)の測定に関する検討

63. 川田智恵子

64.川田智恵子

健康観の転換と健康支援について

報関連学会中国支部

第52回連合大会

第2回日本健康支援 2001.2 福岡

学会

根拠に基づいた糖尿病教育の取 り組み 第 6回日本糖尿病教 2001.9 岡山

育 ･看護学会
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65.出射史子,

加藤久美子

66.赤松 悟,坪井俊之,

桐山英樹,衣笠和孜,

浅利正二,大本尭史

67.伊勢田恵一,

伊達 勲,真鍋博明,

西口充久,小野成紀,

大本尭史,浅利正二

慢性腎不全患者の主観的体験世界

パーキンソン病モデルラットに対する

MRSの検討

Caspaseinhibitorの脳血管撃編に対す

る抑制効果

6& 桐山英樹,坪井俊之, MRDSAにおける血管描出能の検討

赤松 悟,大本尭史,

衣笠和孜,西本 詮,

浅利正二

69.伊勢田恵一, Caspaseinhibitorの脳血管撃鮪に対す

伊達 勲,真鍋博明, る撃縮抑制効果(口演シンポジウム)

小野成紀,大本尭史,

浅利正二

70.小野清美

71.小野清美,林 優子,

加藤久美子,

山岡聖典,奥田博之

72.雀部 誠,西内律雄,

冨山佳江,角 勇二,

小田 惑,清野佳紀

73.高木 章,西内律雄,

浦上知子,雀部 誠,

角 勇二,山内 泉,

大月審一,清野佳紀,

小田 意,春摘 誠

母子保健の視点から親子のファッショ

ン･コーディネー トの実態を分析一色

彩からのアプローチー

慢性期および急性期病棟におけるアメ

ニティに関する比較研究一岡山旭東病

院の七夕行事における色彩の工夫と患

者への癒しの試み一

Double-PBSCT後,MDSを発症した

stageⅣRhabdomyosarcomaの一例

著明な胸水と胆嚢腫大を伴った MCLS

の一例
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第32回看護学会 2001.8 岡山

第60回日本脳神経外 2001.1 東京

科学会総会

第60回日本脳神経外 2001.1 ,東京

科学会総会

第24回日本脳神経CI 2001.3 福井

学会総会

第17回スパズム ･シ 2(氾1.3 大阪

ンポジウム

日本色彩学会第32回 2001.5 東京

大会

日本インテリア学会 2001.10 新潟

第13回大会

｢横紋筋肉腫,肱細 2001.1 東京

胞腫壕などの集学的

治療に関する研究｣

第1回研究会

第6回香川 ･岡山小 2001.2 岡山

児感染免疫懇話会



74,江口直宏,西内律雄, 3歳未満発症の MB/Pineoblastomaの 第7回西日本小児が 2001.2 京都

冨山佳江,雀部 誠, 3症例 んセミナー

清野佳紀,小田 慈,

小野恭裕,田宮隆,

浜崎周次

75.浦上知子,西内律雄, 当科におけるアレルギー児に対するり 第3回山陽小児アレ 2001.2 岡山

高木 章,角 勇二 クチンテス トの検討 ルギー研究会

小田 慈,清野佳紀

76.冨山佳江,西内律雄, 岡山大学小児科における勝帯血移植 4 第 7回中国 ･四国骨 2001.2 広島

雀部 誠,高木 章, 例の経験 髄移植研究会

小田 慈,清野佳紀

77.高木 章,西内律雄, リウマチ様関節症状を里した若年性サ 第32回岡山リュ-マ 2001.3 岡山

浦上知子,清野佳紀, ルコイド-シスの一例 チ研究会

小田 慈

78.浦上知子,高木 章, AmyopathicDermatomyositisに合併 第104回日本小児科 2001.5 仙台

角 勇二,西内律雄, した間質性肺炎の一例 学会学術集会

雀部 誠,木口久子,

小田 惑,藤田仁志,

清野佳紀

79.西内律雄,冨山佳江, 造血幹細胞移植を施行した2次性急性 第104回日本小児科 2001.5 仙台

雀部 誠,江口直宏, 骨髄性白血病/骨髄異形成症候群の 3 学会学術集会

浦上知子,角 勇二, 例
小田 慈,清野佳紀,

小谷信行

80.高木 章,西内律雄, シクロスポリンが奏効したステロイド 第10回岡山勝原病研 2001.6 岡山

浦上知子,小田 慈, 依存性全身型 JRAの3例 究会

清野佳紀

81.小山美穂,西内律雄, 造血幹細胞移植 の前処置 に用 いた 第43回日本小児血液 2001.9 北九州

冨山佳江,茶山公裕, Busu血nにより間質性肺炎をきたした 学会

山口和誠,清野任紀, 乳児白血病の2例

小田 慈

82.井上拓也,高木 章, 乳幼児期のア トピー性皮膚炎,食物ア 第38回日本小児アレ 2001.10 北九州

西内律雄,田中弘之, レルギー児における血清 VitaminD ルギー学会

小田 惑,清野佳紀 (250HD)値の検討
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83･小山実穂,西内律雄, 造血幹細胞移植の前処置に用 いた 第15回岡山造血幹細 2001,10 岡山

冨山任江,茶山公裕, BusuUanにより間質性肺炎をきたした 胞移植研究会

山口和誠,清野佳紀, 乳児白血病の2例

小田 慈

84･ 高木 章,西内律雄, 感音性難聴をきたした全身型若年性関 第11回岡山謬原病研 2001.11 岡山

茶山公裕,井上拓也, 節リウマチの一例

浦上知子,冨山佳江,

高畠尚子,清野佳紀,

小田 慈,福島邦博

究 会

85. 苗木 章,西内律雄, ステロイド依存性全身型若年性関節リ 第33回日本小児感染 2001.11 宇部

茶山公裕,井上拓也, ウマチ 3例におけるシクロスポ リン使 症学会総会

浦上知子,角 勇二, 用経験

小田 慈,清野佳紀

86. 冨山佳江,西内律雄, 小児脳腫虜に対する自家末梢血幹細胞 第74回日本小児科学 2001.12 岡山

江口直宏,茶山公裕, 移植 (PBSCT)の経験

雀部 誠,山口和誠,

小田 慈,清野佳紀,

田宮 隆,小野恭裕,

福原 徹

87. 冨山佳江,西内律雄,

会岡山地方会

小児脳腫癌に対する自家末梢血幹細胞 第24回日本造血細胞 2001.12 札幌

江口直宏,茶山公裕, 移植の経験

雀部 誠,山口和誠,

小田 意,清野佳紀,

田宮 隆,小野恭裕,

福原 徹

88. 長島直美,平松寿子,

村岡真依子,

水谷茂美,林 優子,

中西代志子,

金尾直美

89. 森山文則,林 優子

90.YukoHayashi,

YoshikoNakanishi,

Naomi Kanao,

YasukoHirai,

HisaoHiramatsu

移植学会総会

献腎移植を受けた QOL向上のための 第34回日本腎移植臨 2001.1 神奈川

看護援助モデルの検討 床研究会

移植をとりまく家族の体験とその意味 第 7回臨床看護研究 2000.3 岡山

一肺移植を持つ娘を亡くした母親の日 学会

記から見えてくる世界一

NursinglnterventionModel丘)rKidney Fourthlnternationa1 2001,8 Tsu

Transplantrecipient NursingResearch

Conference
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91.黒田裕子,山下裕美, 看護行為で生じる音に対する生体の反 第27回日本看護研究 2001.7 金沢

深井喜代子

92.KiyokoFukai,

Keikohoue

93.阪本みどり,

深井喜代子

94.犬飼昌子,

掛橋千賀子,

安酸史子,高井研一

95.安酸史子

96.FumikoYasukata,

MachikoHiguchi,

HatueOkano,

KazukoSumiyoshi,

応 学会学術集会

Effectoflidocaineonexperimentally 4th International 2001.8 Tsu

inducedoaininhumans Research Confer-

enceofJapanAcad-

emyofNursingSci-

enCe

大腸洗浄が便秘に及ぼす影響 第21回日本看護科学 2(氾1.12 神戸

学会学術集会

がん患者の自己決定行動におけるウエ 日本がん看護学会 2001.2 横浜

ルネスに関する行動の分析

シンポジウム座長 ｢看護現象の着眼と 日本看護研究学会 2001.7 金沢

研究の方法一質的研究を中心に-｣

THEHOLISTICHEALTHSTATUS

AND PREVENTIVE HEALTH

BEHAVIOROFUNIVERSITYSTU-

DENTSINJAPAN

ChiekoKawata

97.葛原敏子,藤原洋子, 当院での糖尿病教室と活動内容の実際

多田仁美,平田紀子,

安酸史子

98.多田仁美,平田紀子,

藤原洋子,葛原敏子,

安酸史子

99.安酸史子

100.岡野初枝

101. 岡野初枝,

川田智恵子,

二宮一枝,片山尚子,

村上純子,小河孝則

当院における糖尿病教室の歩みと今後

の展望

特別講演座長 ｢アクションリサーチ :

現場からの理論の創造のための研究方

法一糖尿病教育 ･看護への活用をめざ

して-｣

ⅩⅦthWorldCon-2001.7 Paris

ferrenceofHealth (France)

PromotionandCou-

celling

日本糖尿病教育 ･看 2001.9 岡山

護学会

日本糖尿病教育 ･看 2001.9 岡山

護学会

日本糖尿病教育 ･看 2001.9 岡山

護学会

地域看護学教育における家族援助論に 第 4回日本地域看護 2001.6 広島

カルガリー家族看護モデルを試みて 学会

基本健康診査で糖尿病要医療 ･要指導 第 6回日本糖尿病教 2001.9 岡山

の住民の受診行動とその背景 育 ･看護学術集会
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102.岡野初枝,

川田智恵子,

住吉和子,安酸史子,

樋口まち子,

柴辻里香

103.岡野初枝,

川田智恵子,

二宮一枝,片山尚子,

村上純子,河本良子,

住吉和子

104. 二宮一枝,岡野初枝,

川田智恵子,

片山尚子,村上純子,

阿部ゆり子,

梅島玲子,

柴田テル子

105. 大西和子,白川幸代,

篠原芳恵,西岡和子,

佐藤ふさよ,

石本寛子,佐藤里美,

岡野初枝

106.EikoOhta,

NiwaOhta,

SuekoGion,

MutsukoMichil血O,

HitomiEguchi,

MitsukoOgawa,

YasukoHasbimoto,

HirokoYasuhara,

MiyakoMiura

107.太田にわ,内田陽子

108.砂田正子,

中新美保子,

山口美恵子,

谷原政江,長江宏美,

留田通子,堀尾秀子,

大場広美,太田にわ,

福山礼子

生活行動と生活環境の認識の関連につ 第10回日本健康教育 2001.9 神戸

いて 学 会

-M町調査より-

地域健康づ くり推進活動におけるM町 第60回日本公衆衛生 2001.11 高松

の実態調査から 学会

一生活と肥満-

住民参加型の地域保健活動-M町健康 第60回日本公衆衛生 2001.11 高松

づ くり推進協議会とモデル地区健康教 学 会

室の開催-

特定町村保健活動推進事業を通 して保 第60回日本公衆衛生 2001.11 高於

健所の役割を考える-脇町地区組織活 学会

動への支援を中心に-

EmbarrassmentofStudentNursesfor hternationalConci1 2001.6 Copenhagen

Patientfamilies ofNursesICN22nd (Denmark)

QuadriennialCon-

greSS

心疾患患児出産後の母親-の両親 ･医 日本小児看護学会 2001.7 神戸

療者 ･親戚等の関わり

看護専門学校 ･看護大学 ･一般大学新 日本看護教育学会 2001.8 横浜

人生の心理社会的発達の得点比較
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109.橋本泰子,太田にわ,

道廉睦子,

祇園寿恵子,

小川光子,江口 瞳,

太田栄子,安原裕子,

三浦 都

看護学生の ｢家族のきずな｣意識と家 日本家族看護学会 2001.9 千葉

族形態及び家族の関係性との関連

110.太田にわ,野村佳代 乳児に対する母性愛着と配偶者および 日本看護科学学会 2001.12 神戸

周囲の支援との関連

111.合田典子,片岡則之, 電極系円柱穴モデルを用いた細胞一基 第24回日本ME学会 2001.10 米子

山本尚武,奥田博之, 質インピーダンス検出(ECIS法)の検討 中国四国支部大会

梶谷文彦

112.池田敏子,涯遵久美, 看護基礎教育において看護者に期待す 日本看護研究学会 2001.7 金沢

金尾直美,佐藤美恵 る能力別の重要度についての医師の認

識

113.樋口まち子

114.MachikoHiguchi

115.MachikoHiguchi

116.兵藤好美,田中宏二,

田中共子

117.田中共子,兵藤好美,

田中宏二

118.兵藤好美,田中宏二,

田中共子

看護におけるプロジェクト方式技術協

力の留意点

-JICAスリランカ看護教育プロジェ

クト参加の経験から-

Integrationoftraditionalhealthactivi-

tiesforMaternalandChildCareinSri

Lanka

TraditionalhealthbehaviourinSri

Lanka-Acomparativestudyinthree

differentcharacteristicareas-

｢介護者の会｣に見 られる心理的機能

について(2)

- ｢介護者の会｣におけるソーシャル

サポー ト提供機能と認識レベルー

介護者における認知的成長段階の生起

順序性検討

介護者の精神的健康について(5)

一公的サポー トの利用とその効果-
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第16回日本国際保健 2001.1 東京

医療学会

hternationalconfer-2001.2 ChiangMa主

ence,Improvinglife (Thailand)

throughhealthpro-

motion:nursesmak-

ingadifference

The4thlnternation-2001.8 Kobe

alConferenceof

HealthBehavioral

Science

第14回日本健康心理 2001.11 仙台

学会

第14回日本健康心理 2001.11 仙台

学 会

第65回日本心理学会 2001.11 つくば



119.三木明子,豊嶋裕美 看護学生の喫煙行動と精神健康 第7回日本行動医学 2001.3 長久手

会学術総会 (愛知)

120.堤 明純,萱場一別, 日本語版努力 -報酬不均衡モデル調査 第 7回日本行動医学 2001.3 長久手

長兄まき子, 票の信頼性 と妥当性 会学術総会 (愛知)

三木明子,河野由理,

下光輝-

121. 三木明子,皆川洋二, 情報システム開発労働者の作業負担 と 第74回日本産業衛生 2001.4 高知

箕輪尚子,服部陽児, 健康 学 会

杉田 稔

122.星 有貴,三木明子, 病院勤務看護婦の職業性ス トレスと退 第74回日本産業衛生 2001.4 高知

原谷隆史 職との関連 学 会

123. 河野由理,三木明子, 看護婦の喫煙関連要因とタバコ依存度 第74回日本産業衛生 2001.4 高知

川上憲人

124.熊谷潤子,

多田由美子,

広瀬俊雄,町田光子,

三木明子

125.広瀬俊雄,

多田由美子,

町田光子,熊谷潤子,

三木明子

126.AkikoMiki,

TakashiHaratani,

AkemiAsakura

127.三木明子,河野由理,

栗田 広

128,YuriKawano,

AkikoMiki

129.熊谷潤子,三木明子,

広瀬俊雄,

多田由美子,

町田光子

の検討 学 会

ある生協労働者の JCQ/MOSH調査票 第74回日本産業衛生 2001.4 高知

による健康実態について (その 4) 学 会

-女子パー ト職員の診断書にみる健康

障害との関連-

ある生協労働者の JCQ/MOSH調査票 第74回日本産業衛生 2001.4 高知

による健康実態について (その 3)一正 学会

規男性職員の診断書にみる健康障害と

の関連-

Lifestyleamongshift-workingnurses ICN22ndQuadren-2001.6 Copenhagen

inJapan nialCongress (Denmark)

看護婦の職業性ス トレスが職務満足感 第32回日本看護学会 2001.7 熊本

に及ぼす影響 看護総合

一日本語版努力報酬不均衡モデル調査

票を用いた検討-

A studyofjobstressandtobacco The4thInternation-2001.8 津

dependenceinJapanesehospitalnurs- alNursingResearch

es Conference

女性パー ト労働者の職種別職業性ス ト 第32回日本看護学会 2001.9 鳥取

レスの比較検討 地域看護
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130.有吉浩美,三木明子 企業におけるメンタル-ルス活動

131.帯刀千誉,矢吹 明,

藤本八千芳,

平井康子,金尾直美,

中西代志子,

林 優子

132.中西代志子

133.白井喜代子,

山本尚武,奥田博之,

中村隆夫,楠原俊昌,

合田典子

134.白井喜代子,

奥田博之,山本尚武

135.森本美智子,

高井研一

136.岡崎愉加,高橋香代,

桧枝睦美

137.岡崎愉加,高橋香代,

松枝睦美

138.住吉和子,

川田智恵子,

岡野初枝,安酸史子,

樋口まち子

139.住吉和子,

川田智恵子,

岡野初枝,安酸史子,

樋口まち子,

柴辻里香

140.住吉和子,岡野初枝

腎移植患者の生活指導パンフレッ車の

再検討

インフォーム ド･コンセントの実践に

おける看護婦の役割

一医師と看護婦 (士)の意識調査を基に

して-

成人女性の皮膚水分測定について

前腕表皮角質層の水分量測定 (第1報)

慢性閉塞性肺疾患患者の機能障害から

精神的健康の阻害に至るプロセスの検

討

思春期女性の食生活が栄養摂取量に与

える影響について

女子中学生の食生活や身体症状と栄養

摂取量について

患者一医療者間の共同ケアを行うため

の糖尿病外来の試み (第2報)

健康問題と食生活行動

IM町調査より-

第32回日本看護学会 2001.9 鳥取

地域看護

第34回日本腎移植臨 2001.1 神奈川

床研究会

第21回日本看護科学 2001.12 神戸

学会学術集会

第24回日本ME学会 2001.10 米子

中国四国支部大会

第18回岡山県母性衛 2001.12 岡山

生学会

日本看護科学学会 2α)1.12 神戸

第42回日本母性衛生 2001.9 大阪

学 会

第18回岡山県母性衛 2001.12 岡山

生学会

日本糖尿病教育 ･看 2001.9 岡山

護学会

健康教育学会 2001.9 神戸

学生の自己評価から見る在宅看護実習 日本科学学会 2001.12 東京

に課窺事例を導入した効果
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141.森 恵子,斎藤佳代,

石川貴子

142.森 恵子,金尾直美,

石川貴子,斎藤佳代,

山田了士,猶本良夫,

斎藤信也

143.森 恵子,斎藤佳代,

石川貴子

144.斎藤佳代,

近藤ひろ子,

築山尚志,羽井佐実,

猶本良夫,森 恵子

145.森 恵子,楠原像昌,

中村隆夫,山本尚武

146.坪井桂子,安酸史子

147.坪井桂子,安酸史子

食道癌術後患者に対する退院後の食事 第48回栄養改善学会 2001.1 大阪

療法に焦点をあてた栄養指導の検討 学術集会

食道癌患者への治療選択における自己 第 6回緩和医療学会 2001.6 東京

決定を指向したインフォーム ド･コン

セントの検討

食道癌術後におこる膝下感覚の変化へ 第32回日本看護学会,2001.8 岡山

の適応 成人看護Ⅱ

食道癌患者に対する多職種による肺理 第24回日本呼吸療法 2001.8 大阪

学療法への関わりの重要性 医学会学術総会

IPGおよび樵下音測定を用いた食道癌 第24回日本ME学会 2001.10 米子

術後患者の嘆下活動評価 中国四国支部大会

看護系大学教師の実習教育に対する教 第27回日本看護研究 2001.7 金沢

師効力尺度の検討 学会学術集会

看護系大学教師の実習教育に対する教 第11回日本看護学教 2001.8 横浜

師効力とその関連要因 育学会学術集会

148.坪井桂子,安酸史子, 実習教育に対する教師効力に影響する 第21回日本看護科学 2001.12 神戸

山本京子

149.佐藤美恵,池田敏子,

金尾直美,渡連久美

150.渡追久美,池田敏子,

佐藤美恵,梶野香苗,

金尾直美

151.岡本 基,森 秀治,

倉園音子,崎山順子

状況の分析

受け持ち患者による看護学生の実習態

度の評価および期待

一成人看護学実習における慢性期患者

を対象として一

医療技術短期大学部卒業生の看護専門

職者としての意識

学会学術集会

日本看護学教育学会 2001.8 横浜

第11回学術集会

第21回日本看護科学 2001.12 神戸

学会学術集会

海馬神経細胞死におけるプロテオグリ 第74回日本生化学会 2001,10 京都

カンの関与 大会
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152.TakashiMurakami,

KenichiToeda,

SyunjiTakemoto,

IsseiKomatsubara,

ShozoKusachi,

SatosbiHirohata,

TakaoTsuji

153.中村圭吾,贋畑 聡,

十枝健一,村上 充,

岩部明弘,竹本俊二,

小松原一正,

末揮知聡,林 純一,

瀬崎悟之,綾田陽子,

草地省蔵,辻 孝夫

154.小松原一正,

贋畑 聡,村上 充,

草地省蔵,岩部明弘,

竹本俊二,末揮知聡,

林 純一,綾田陽子,

中村圭吾,十枝健一,

辻 孝夫

TimeDependentChangesofOsteopon- AnnualMeetingof 2000.11 Anaheim

tin(OPN)inMyocardialInfarction(MI); American Heart (USA)

Thenew indexofleftventricular Association

remodeling.

Rapidandtransientup-regulationof 第65回日本循環器学 2001.3 京都

ADAMTS-1(Adisintegrinandmetauひ 会 総会

proteasewiththrombospondinmotifs)

mRNAinratmyocardialinfarction

Endothelialcellsofnewiyformedves一 第66回日本循環器学 2001.3 京都

selsexpressconnectivetissuegrowth 会 総 会

factor(CTGF)andosteopontinmRNAs

inratmyocardialinfarction.

155,未揮知聡,村上 充, Spatialchangesofgelatinaseactivities 第67回日本循環器学 2001.3 京都

綾田陽子,岩部明弘, andmembranetype1-matrixmetallo一 会 総 会

潮時悟之,中村圭吾, proteinase(MT1-MMP)mRNAexpres一

十枝健一,竹本俊二, sioninmyocardialinfarctionofrats

贋畑 聡,

小松原一正,

草地省蔵,辻 孝夫

156.瀬峰悟之, Spatiallyandtemporallydifferent 第68回日本循環器学 2001.3 京都

小松原一正, expressionofosteonectinandosteopon一 会 総会

綾田陽子,中村圭吾, tinintheinfarctzoneofmyocardial

岩部明弘,廉畑 聡, infarction(MI)inrats.

末滞知聡,竹本俊二,

林 純一,村上 充,

草地省蔵,辻 孝夫
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157･竹本俊二,草地省蔵,

村上 充,贋畑 聡,

大西弘倫,

小松原一正,

岩部明弘,綾田陽子,

林 純一,末滞知聡,

瀬峰悟之,中村圭吾,

十枝健一,辻 孝夫

158.十枝健一,村上 充,

草地省蔵,中村圭吾,

綾田陽子,廉畑 聡,

瀬峰悟之,岩部明弘,

竹本俊二,

小松原一正,

山地博介,村上正明,

岩崎孝一朗,

辻 孝夫

159.綾田陽子,岩部明弘,

林 純一,中村圭吾,

贋畑 聡,竹本俊二,

末揮知聡,瀬峰悟之,

小松原一正,

村上 充,草地省蔵,

辻 孝夫

160.中村圭吾,贋畑 聡,

岩部明弘,綾田陽子,

末滞知聡,竹本俊二,

瀬峰悟之,

小松原一正,

十枚健一,村上 充,

草地省蔵,辻 孝夫

161.前田弘子,村上 充,

BiglycananddecorinmRNAexpres一 第69回日本循環器学 2001.3 京都

sioninendothelialcellsandpericytes %&%

ofnewlyformedvesselsinratmyocar-

dialinfarction.

Time-dependentchangesofplasma 70回日本循環器学会 2001.3 京都

osteopontinlevelsinpatientswith 総会

anteriorwallacutemyocardialinfarc-

tion(AMI)aftersuccessfullreperfusion.

Increasedexpressionofbiglycan

mRNA inpressureoverloadrat

myocardium inducedbyabdominal

aorticbandingwithrenalischemia

ラット実験的心筋梗塞モデルにおける

トロンボスポンジン

-1mRNA発現の経時的変化の検討

第71回日本循環器学 2001.3 京都

会総会

第48回マ トリックス 2001.4 高岡

研究会大会国際シン

ポジウム

ラットL,筋梗塞モデルでの新生血管に 第78回日本循環器学 2001.5 倉敷

贋畑 聡,中村圭吾, おけるオステオネクチン mRNA発現 会中国地方会 5月12

岩部明弘,綾田陽子, の経時的変化の検討

瀬崎悟之,竹本俊二,

小桧原一正,

草地省蔵,辻 孝夫

162.贋畑 聡,村上 充, ラット実験的心筋梗塞における､新 し 第33回日本動脈硬化 2001.6 東京

草地省蔵 い細 胞 外 マ トリ ックス分 解 酵 素 学 会総会

ADAMTS-1の動態
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163.TakashiMurakami,

SatoshiHirohata,

ChisatoSuezawa,

KeigoNakamura,

YoukoAyada,

AkihiroIwabu,

SyunjiTakemoto,

SatoshiSezaki,

ShozoKusachi,

TakaoTsuji

164.前田弘子,村上 充,

SpatialChangesofGelatinolyticAcdvi- AnnualMeetingof 2001.9 Stockholm

tyinMyocardiallnfarctioninRats: EuropeanSocietyof (Sweden)

AssociationwithExpressionofMatrix Cardiology

Metalloproteinase(MMP)-2andMem-

braneType(MT)1-MMPintheLate

InfarctHealingStage

ラット心筋梗塞モデルでの Versican 第79回日本循環器学 2001.11 高知

贋畑 聡,中村圭吾, の発現の経時的変化の検討会 会中国地方会 -12

岩部明弘,綾田陽子,

瀬崎悟之,竹本俊二,

小桧原一正,

草地省蔵,辻 孝夫

165.KazuyoshiMatsuura,

MasayukiVeda,

KenjiTakeda,

KunihisaKouno,

HiromicbiOnishi,

AtsushiTakaishi,

HitoshiYamawaki,

Masanobulmai,

ShozoKusachi

Simplebolusinjectionofadenosine AnnualMeetingof 2001.11 Anaheim

triphosphate(ATP)justafterdirect American Heart (USA)

CoronaryanglOplastycouldimprove Association

subacuteandchronicleftventricular

functioninacuteanteroseptalinfarc-

tion.

166.渡田 昇,宇野弘二, スリガラス陰影を呈した原発性肺クリ 第9回日本気管支学 2001.1 広島

春田祐郎,谷本 安, プトコックス症の1例

金贋有彦,西井研治,

山鳥一郎,桧尾恵輔,

片岡幹男,原田実根

会中国四国支部会

167.渡田 昇,谷本 安, 検診発見のスリガラス陰影の一例 第57回岡山胸部疾患 2001.2 岡山

野上尚之,片岡幹男,

原田実根,宇野弘二,

春田祐郎,桧尾恵輔,

西井研二,山鳥一郎

懇話会

168.金廉有彦,武田勝行, 気管支鴨息におけるγ∂Tcellsの関与 第20回岡山免疫懇話 2001.2 岡山

谷本 安,片岡幹男, について

原田実根,

MichaelLahn,

ErwinWGelfand,

WiuiBom

- 48-
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169.谷本 安,譲尾昌太, 成人鴨息患者における トリコフイトン

平野 淳,溝田 昇, 特異的IgE抗体に関する検討

金贋有彦,片岡幹男,

木村五郎,高橋 活,

原田実根

170.佐藤利雄,

山鳥一郎,

中西徳彦,

片岡幹男,

171.平松順一,

平野 淳,

金贋有彦,

片岡幹男,

原田実根

米井敏郎, NSIP死亡5症例の臨床的検討

谷本 安,

木村五郎,

原田実根

鎌尾高行, 経過中に肺野に結節影の出現を見たサ

谷本 安, ルコイド-シスの4例

上岡 博,

中田安成,

172.岡原正幸,小崎晋司, 塵肺症患者における血清中 MCP-1値

木村和陽,斎藤誠二, の検討

岸本卓巳,片岡幹男

173.岡原正幸,小崎晋司, 塵肺症点者における血清中 SP-D催の

木村和陽,斎藤誠二, 検討

岸本卓巳,片岡幹男

174.潰田 昇,谷本 安, ヒト末梢血幹細胞培養好塩基球におけ

高尾和志,藤井 誠, るsuperoxide産生能の検討

金贋有彦,池田和真,

片岡幹男,原田実根,

今城健二,高橋 活

175.谷本 安,譲尾昌太, 成人嘱息におけるトリコフイトン特異

平野 淳,北村賢一, 的IgE抗体に関する検討

溝田 昇,松本 寛,

金庚有彦,宗田 良,

片岡幹男,原田実根

176.坂口 基,岡田千春,

木村五郎,吉永春彦,

洲脇俊充,谷本 安,

ステロイ ド減量によりChurg-Strauss

Syndrome(CSS)または Eosinophilic

pneumonia(EP)を発症した3症例の検

金贋有彦,片岡幹男, 討

宗田 良,高橋 清
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第41回日本呼吸器学 2001.4 東京

会 総 会

第41回日本呼吸器学 2001.4 東京

会 総 会

第41回日本呼吸器学 2001.4 東京

会 総 会

第41回日本呼吸器学 2001.4 東京

会 総 会 ･

第41回日本呼吸器学 2001.4 東京

会 総 会

第98回日本内科学会 2001.4 横浜

講演会

第13回日本アレルギ 2001.5 横浜

一学会春季臨床学会

第13回日本アレルギ 2001.5 横浜

一学会春季臨床大会



177.AtsushiHirano, EfEectofFcyrecepterⅢ(FcγRⅢ)in 2001International 2001.5 SanFrancisco

ArihitoKanehiro, allergiCairwayinflammation ConferenceofAme- ⅣSA)

KenjiKitamura,

YasushiTanimoto,

MikioKataoka,

ToshiyukiTakai,

KatsuyukiTakeda,

ErwinW.

GelfandE.W,

MineHarada

ricanThoracicSoci-

ety

178.佐久川 亮, 診で発見された肺ランゲルハ ンス細胞 第84回日本内科学会 2001.6 倉敷

伊藤 亘,大森雅一, 性組織球症 (LCH)の一例 中国地方会

平野 淳,宮原信明,

谷本 安,金贋有彦,

片岡幹男,谷本光音,

柴山卓夫

179.久山彰一,谷本 安, 副鼻腔気管支症候群 (SBS)に合併 した 第84回日本内科学会 2001.6 倉敷

佐久川亮,須崎規之, 関連急速進行性糸球体腎炎 (RPGN)の 中国地方会

宮原信明,田端雅弘, 一例

金贋有彦,片岡幹男,

谷本光音,杉山 斉,

山崎康司

180･ 須崎規之,谷本 安, バナナ摂取によりアナフィラキシー症 第84回日本内科学会 2001.6 倉敷

久山彰一,伊藤 亘, 状を呈 したラテックスアレルギーの 1 中国地方会

大森雅一,譲尾昌太, 例
宮原信明,金廉有彦,

谷本光音,片岡幹男

181･ 岡田俊明,伊藤 亘, 慢性関節 リウマチの治療中に出現 した 第12回びまん性肺疾 2001.6 岡山

大森雅一,平木章夫, 胸部異常陰影 患研究会

北村賢一,宮原信明,

谷本 安,金贋有彦,

木浦勝行,片岡幹男,

谷本光音

1821 須崎規之,大森雅一, Paclitaxelによる薬剤性肺炎の一例 第36回日本呼吸器学 2001.7 岡山

片山英樹,岸野大蔵, 会中国四国地方会

平木章夫,宮原信明,

谷本 安,田端雅弘,

金巌有彦,木浦勝行,

上岡 博,片岡幹男,

谷本光音
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183.佐久川 亮, 少量 CyclosporinA(CyA)が奏効した 第36回日本呼吸器学 2001.7 岡山

譲尾昌太,北村賢一, NSIPの一例

宮原信明,谷本 安,

金虞有彦,片岡幹男,

谷本光音

会中国四国地方会

184.佐藤利雄,溝田 昇, NSIP23症例の予後に関する検討 第36回日本呼吸器学 2001.7 岡山

中西徳彦,塩見勝彦,

谷本 安,金庫有彦,

米井敏郎,岸本卓巳,

片岡幹男,谷本光音

会中国四国地方会

185.伊藤 亘,平野 淳, 膜性増殖性糸球体腎炎を合併したびま 第36回日本呼吸器学 2001.7 岡山

佐久川 亮, ん性汎細気管支炎の1例 会中国四国地方会

宮原信明,谷本 安,

金贋有彦,片岡幹男,

谷本光音,杉山 斉,

桟野博史

186.佐久川 亮, 顕微鏡的多発血管炎 (MPA)5例の臨床 第13回中国四国臨床 2001.8 岡山

谷本 安,久山彰一, 的検討 アレルギー研究会

伊藤 亘,大森雅一, 一肺病変を中心に一

須崎規之,宮原信明,

金贋有彦,谷本光音,

片岡幹男

187.佐久川 亮, 間質性肺炎を合併し,呼吸不全にて死 第21回日本サルコイ 2001.10 東京

鎌尾高行,平松順一, 亡したサルコイドーシスの一例 ド-シス/肉芽腫性

藤森良昭,大森雅一, 疾患学会総会

平野 淳,谷本 安,

金贋有彦,谷本光音,

片岡幹男,中田安成,

山鳥一郎

188.渡田 昇,谷本 安, ヒト末梢血幹細胞培養好塩基球におけ 第51回日本アレルギ 2001.10 福岡

高尾和志,藤井 誠, るFcγRⅡ刺激による superoxide産 一学会総会

宮原信明,金贋有彦, 生能の検討

谷本光音,池田和真,

片岡幹男,今城健二,

高橋 清
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189.平野 淳,金贋有彦, マウス唱息モデルにおけるFcyRⅢの 第51回日本アレルギ 2001.10 福岡

北村賢一,谷本 安, 役割に関する検討

宮原信明,片岡幹男,

谷本光音,岡田千春,

高橋 活,高井俊行,

武田勝行,

Gelfand.E.W

190.平野 淳,金廉有彦,

北村賢一,宮原信明,

谷本 安,片岡幹男,

谷本光音,岡田千春,

高橋 活

-学会 総 会

マウス嘱息モデルの気道炎症に対する 第51回日本アレルギ 2001.10 福岡

pirfenidoneの効果に関する検討 一学 会 総 会

191.北村賢一,武田勝行, カルボシステインの気道炎症抑制効果 第51回日本アレルギ 2001.10 福岡

平野 淳,宮原信明, に関するマウス暇息モデルによる検討 一学会総 会

谷本 安,金庫有彦,

片岡幹男,谷本光音,

Ge比md.E.W

192.金贋有彦,平野 淳,

北村賢一,宮原信明,

マウス rechauenge瑞息モデルの気道 第51回日本アレルギ 2001.10 福岡

炎症及び気道過敏性に対する PDE4 -学会 総 会

谷本 安,片岡幹男, inhibitorの効果

谷本光音,岡田千春,

高橋 活,地相俊秀,

Gelfand.E.W

193.須崎規之,谷本 安,

佐久川 亮,

譲尾昌太,潰田 昇,

宮原信明,金贋有彦,

谷本光音,片岡幹男,

高橋 活

194.小野勝一郎,

谷本 安,久本晃子,

佐久川 亮,

須崎規之,藤原慶一,

宮原信明,金寮有彦,

上岡 博,谷本光音,

片岡幹男

イトラコナゾ-ルが奏功した白樺合併 第85回日本内科学会 2001.11 岡山

重症成人気管支喋息の 1例 中国地方会

乳癌術後胸部接線照射によりBOOP所 第86回日本内科学会 2001.11 岡山

兄を呈した放射線障害の1例 中国地方会
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195.平野 淳,武田勝行, MRSA敗血症と腸腰筋膿癌の治療中に 第86回日本内科学会 2001.11 岡山

谷本 安,木村五郎, 出現した椎間板炎の1例 中国地方会

木浦勝行,上岡 博,

片岡幹男,谷本光音,

岸本信康,難波康夫,

於村直樹

196.佐久川 亮, リウマチ性多発性筋症 (PMR)の経過中 第86回日本内科学会 2001.11 岡山

谷本 安,伊藤 亘, に発症 した顕微鏡的多発性血管炎 中国地方会

大森雅一,

宮原信明,

片岡幹男,

真遵奉宏,

197.梅川康弘,

西下千春,

村嶋信尚,

松本剛昌,

須崎規之, (MPA)の1例

金廉有彦,

谷本光音,

桟野博史

岡本栄祐, 早期回腸癌の1例

奥山俊彦,

藤原拓造,

池田 敏

第86回日本消化器内 2001.7 岡山

視鏡学会中国地方会

198.池田 敏 (シンポジウム)HCV抗体陽性者の肝が 第39回日本消化器集 2001.10 京都

ん検診 :地域における肝がん検診の間 団検診学会大会

題点

199.倉園久生,太田敏子, サルモネラ属菌の産生するエンテロト 第54回日本細菌学会 2001.1 岡山

林 英生,牧野壮- キシンの検出法の確立 中国 ･四国支部総会

200.八尋錦之助, HelLIcobacteTPylon'VacA 毒素の毒性 第74回日本細菌学会 2001.4 岡山

和田昭裕,木村美幸, 発現 :受容体 RPTPβの変異と毒素感 総 会

新留琢郎,青柳東彦, 受性

木村貴弘,倉園久生,

藤津順一,平山蕎哉

201.大串賢一,和田昭裕, SalmonellaenteTltl'dlsの FilC による 第74回日本細菌学会 2001.4 岡山

新留琢郎,畠山智充, humanβ-defensin-2発現誘導機序の解 総会

青柳東彦,倉園久生, 析

牧野壮-,平山寿哉

202.山本新吾,中野政之, 人および愛玩動物由来の尿路病原性大 第74回日本細菌学会 2001.4 岡山

牧野壮一,寺井華人, 腸菌 (UPEC)に存在する Pathogenic 総 会

林 英生,倉園久生 islandの解析

202.倉園久生, サルモネラ属菌の産生するエンテロト 第48回毒素シンポジ 2001.7 千葉

MansChongsa-nguan, キシンの検出法の確立 ウム

WanpenChaicumpa,

G.BalakrishNair,

太田敏子,林 英生,

牧野壮-
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204.八尋錦之助,

和田昭裕,木村美幸,

木村貴弘,新留琢郎,

青柳東彦,倉園久生,

藤揮順一,平山毒哉

205.HisaoKurazono,

ManasChongsa-nguan,

WanpenChaicumpa,

G.BalakrishNair,

ToshikoOhta,

HideoHayashi,

SouichiMakino

206.唐下博子,-村光子,

筒井公子,佐野訓明,

SevimISIK,

筒井 研

207.荒尾雄二郎

208.後藤希代子,

三浦洋子,

長谷川秀樹,

入江伸書,倉田 毅,

荒尾雄二郎,

佐多徹太郎

Hell'cobacteI･PYlon'の産生するVacA 第48回毒素シンポジ 2001.7 千葉

毒素の宿主受容体 (RPTPβ)の構造活 ウム

性相関

Establishmentofthedetectionsystem 平成13年度日米医学 2001.8 東京

brSalmonellaenterotoxin 協力会コレラ ･細菌

性腸管感染症専門部

会 総会

核マ トリックス付着領域 (MAR)を認 第47回日本臨床検査 2001.11 山口

識する抗核抗体の解析 医学会中国 ･四国地

方会総会

宿主細胞の活動状態と単純ヘルペスウ 日本ウイルス学会第 2001.11 大阪

イルス (HSV)の増殖に関する研究 49回学術集会 ･総会

ヒトサイトメガロウイルステグメント 日本ウイルス学会第 2001.11 大阪

蛋白質と小胞体p180蛋白質の相互作用 49回学術集会 ･総会

209.石川哲也,川井千景, PC12D細胞神経突起内におけるベルオ 日本神経化学会 2001.9 京都

佐野 護,湊川洋介 キシソ-ムの mo仙tyに関する解析

210.石川哲也,川井千景, PC12D細胞神経突起内におけるベルオ 日本生化学会 2001.10 京都

佐野 護,湊川洋介 キシソ-ムのmotilityに関する解析

211.石川哲也,川井千景, PC12D細胞の神経突起におけるベルオ 日本分子生物学会 2001.12 横浜

佐野 護,湊川洋介 キシソ-ムとマイクロペルオキシソー

ムについて

212.横山 積,小岡英夫, P.acnesと LPSによるマウス急性肝炎 第99回日本薬理学会 2001.6 広島

横田憲治,森 秀治, モデルにおけるヒスタミン代謝の変化 近畿部会

西堀正洋

213.森 秀治,山岡聖典, ヒスチジンリッチグリコプロテインへ 第48回日本臨床検査 2001.8 横浜

西堀正洋,岡本 基 の Ni-NTA の特異的結合性と微量測定 医学会総会

への応用
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214.野村崇治,森 秀治, 0.5GyのⅩ線照射が無カタラーゼマウス

江 連舷,吉良尚平, (アカタラセミアマウス)の肝臓内抗酸

酒井一夫,山岡聖典 化物質に及ぼす影響

日本放射線影響学会 2001.10 大阪

第44回大会

215.野村崇治,森 秀治, アカタラセミアマウス (無カタラーゼ 日本過酸化脂質フリ 2001.10 青森

江 連舷,吉良尚平, マウス)に対するⅩ線月鯛寸で肝臓内抗 -ラジカル学会第25

酒井一夫,山岡聖典 酸化物質に与える影響 回大会

216.森 秀治,岡本 基, Ni-NTA に対する高親和性結合能に基 第74回日本生化学会 2001.10 京都

山岡聖典,西堀正洋 づくHistidinerichglycoproteinの精製 大会

と微量定量

217.高橋英夫,横山 棟, 礼-18によるヒト末梢血単核球ICAM-1 第100回日本薬理学 2001.11 大阪

森 秀治,西堀正洋 発現およびサイトカイン産生に対する 会近畿部会

ヒスタミンの抑制効果

218.ShujiMori, AfEnitypuri五cationandquantiGcation 第75回日本薬理学会 2002.2 熊本

MotoiOkamoto, ofhistidinerichglycoproteinutilizing *%

KiyonoriYam aoka, high a丘nitybindingtometal-chelate

H.Takahashi, compound

MasahiroNishibori

219.清田 隆,久下幸子, 粒子凝集を利用した可変粘弾性要素の 日本機械学会ロボテ 2001.6 高松

若林将人,川村貞夫 開発 (人体装着型力覚呈示装置への応 イクス ･メカトロニ

用)

220.浦田 隆,岡 久雄 上肢随意運動時のサル一次運動野の神

経活動

㌶1.蒲田 隆,久下幸子,

若林将人,川村貞夫

22a TakashiMitsuda,

SachikoKuge,

MasatoWakabayashi,

SadaoKawamura

223.TakashiMitsuda

粒子内蔵型可変拘束要素の力学的特性

と制御

DevelopmentofParticlesMechanical

ConstraintwithVariableStiffness

andtheApplicationtoaWearable

HapticDisplay

Three-DimensionalTuningProfileof

MotorCorticalCellActivityduring

Reaching
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クス講演会'01

第16回生体 ･生理工 2001.8 相模原

学シンポジウム ･計

測自動制御学会

第19回日本ロボット 2001.9 東京

学会学術講演会

Thefirstlnterna-2(氾1.9 札幌

tionalSymposium

onMeasurement,

AnalysisandModel-

lmgOfHumanFunc-

tions(ISHF2001)

Thefirstlnterna-2001.9 札幌

tionalSymposium

onMeasurement,

AnalysisandModel-

1ngOfHumanFunc-

tions(ISHF2001)



224.蒲田 隆,若林将人,

川村貞夫

225.柴倉美砂子,

新谷憲治,木口 亨,

中田安成,原田実根

226.MisakoShibaltura,

KenjiNiiya,

Tom Kiguchi,

YasunariNakata,

MineHarada

227.ToruKiguchi,

KenjiN益ya,

MisakoShibakura,

TakayoshiMiyazono,

YasunariNakata,

MineHarada

粒子内蔵型機械拘束要素による上肢装 計測自動制御学会シ 2001.12 名古屋

具の開発 ステムインテグレー

ション部門学術講演

会(SI2001)

急性骨髄性白血病細胞におけるATRA 日本血液学会 2001.4 名古屋

刺激による細胞外マ トリックスメタロ

プロティネ-ス(MMp-9)及びm-8の同

時発現上昇作用

SimultaneousInductionofMatrixMet- TheInternational 2001.7 Paris

alloproteinase-9andlnterleukin8by SocietyonThrom- 『rance)

All-tramsRetinoicAcidinPL-21 bosisandHaemosta-

HumanMyeloidLeukemiaCells. sis

Inductionofurokinaze-typeplasmino- TheInternational 2001.7 Paris

genactivatorbydoxorubicininhuman SocietyonThrom- 町rance)

H69lungcarcinomacells. bosisandHaemosta-

sis

228.柴倉美砂子, All-tramsretinoicacid(ATRA)の骨髄 日本臨床検査医学会 2001.8 横浜

中田安成,新谷憲治, 球性白血病細胞におけるケモカインの

木口 亨,谷本光音 発現誘導作用

229.篠畑綾子,山崎知行, 甲状腺機能低下性 ミオパテ一における 第34回日本痛風 ･核 2001.2 東京

鈴木美和子,

河野典夫

Ⅳ.講 演

演 者

1, 住本哲宏

2.川崎祥二

運動筋のプリン体分解克進について 酸代謝学会総会

演 台 講 演 会 名 講演年月 場所

Ⅹ線写真画像解析による被曝線量の予 創成工学研究会 2001.3 広島

刺

温熟化学療法の生物学的基礎 九州 ･山口地区ハイ 2001.7 福岡

パーサーミア研究会

教育講演
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3.YoshitakeYamamoto,

TakaoNakamura,

ToshimasaKusuhara,

KeikoMori

4.加藤博和

5.上者郁夫

6.上着郁夫

7.上者郁夫

8. 中桐義息

9.山岡聖典

10. 山岡聖典

ll. 山岡聖典

12.山岡聖典

13. 山岡聖典

14.川田智恵子

ImpedancePharyngographyforDiag-

nosisofSwallowingDisorders

癌の温熱療法:物理学,特にQAおよび

MRI測温

女性骨盤部 DynamicMRI

-適応 と有用性を中心に一

診断 ｢婦人科｣

子宮頚痛の MRI診断

一特にピットホールについて-

医用放射線被曝について

低線量放射線 と生体膜

三朝温泉の効能について

5thPolish-Japanese 2001.5 Zakopane

SeminaronBiomed- (Poland)

icaMeasurements.

New Methodsfor

MedicalDiagnosis

九州 ･山口地区ハイ 2001.7 福岡

パーサー ミア研究会

教育講演

第12回関西GUR勉 2001.7 大阪

強会

第12回放射線科専門 2001.7 東京

医一次試験講習会

第15回Radiology 2001.10 福岡

UpdateFukuoka学

術講演会

岡山県放射線技師会 2001.1 倉敷

フレッシャーズセミ

ナー

早稲田大学生物物理 2001.2 東京

学セミナー

鳥取県観光連盟主催 2001.3 三朝

講演会 (鳥取)

低線量放射線による予防 ･治療への応 電力中央研究所研究 2001.3 東京

用の可能性 発表会

放射性廃棄物処分の安全性 経済産業省主催高レ 2001.9 広島

ベル放射性廃棄物シ

ンポジウム

放射線ホルミシス 中国電力株式会社社 2(氾1.10 岡山

員研修会

健康度評価事業 (ヘルスアセスメント) 佐賀県保健所 ･市町 2001.1 佐賀

について 村等保健婦研修会
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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.川田智恵子

20.～川田智恵子

21.川田智恵子

22.川田智恵子

23.奥田博之

24.奥田博之

25.奥田博之

26.小野清美

27.小田 慈

28.小田 慈

29.小田 慈

ppモデルによる事業の企画 ･実行 ･

評価について

岡山保健所 ･健康増 2001.2

進栄養改善業務推進

研修会

地域保健 ･福祉におけるヘルスプロモ 地域保健医療福祉活 2001.3

-ションの考え方の活用について 動協議会

子供の生活習慣病予防対策について 真庭保健業務研究会 2001.3

-プリシー ド･プロシードモデルを活

用して一

糖尿病一次予防のための健康教育 愛媛糖尿病チーム医 2001.3

療研修会

効果的な保健活動をめざして :健康教 島根県産業部会研修 2001.6

育ヘルスプロモーションの実践と評価 会

健康日本21の基本理念と展開 :住民と 岡山県 ･市町村保健 2001.7

ともに作る地方計画 福祉関係者研修会

ヘルスプロモーション 看護総合研修会 2001.9

健康教育とヘルスプロモーション 健康教育/ヘルスプ 2001,9

21世紀/日本/ヘルスプロモーション ロモーション研修会

とその課題

更年期障害最新情報

一知って得する克服法-

女性の健康について

-見逃さないで からだのサインー

妊畢能温存を考慮した子宮癌の治療

インフォームドコンセントの実際

鳥取県東伯郡三朝町 2001.3

健康教育講座

岡山市民健康講座 2001.6

第7回民医連西日本 2001.6

産婦人科研究会

病院 トイレのアメニティについての- 癒しの環境研究会第 2001.7

考察

小児がん患者とその家族の支援

小児がん患者とその家族の支援

小児がん治療の最前線
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2回全国大会

第4回岡山県院内学 2001.2

級連絡協議会

第7回広島県東部地 2001.3

区血液疾患談話会

鳥取大学医学部特別 2001.7

講義

岡山

岡山

松山

松江

岡山

岡山

南河内

(栃木)

鳥取

岡山

倉敷

岡山

岡山

福山

米子



30.小田 慈

31. 小田 慈

32.小田 慈

33.小田 慈

34.小田 慈

35.林 優子

36.林 優子

37.林 優子

38.林 優子

39.林 優子

40.林 優子

41.林 優子

42.林 優子

43.林 優子

44.林 優子

子どものがん-今,我々にできること 真庭郡医師会教育講 2001.7

座

ウイルス感染と上皮細胞 岡山地区MRCの会 2001.7

子どものがん 第48回岡山県学校保 2001.8

-今,社会に求められていること一 健研究大会

小児がん 成13年度岡山県小児 2001.10-

-いま医療現場 に求め られているこ .科医会秋の学術講演

と一 会

小児がん治療の最前線じ

パネルディスカッション

血液浄化療法における看護の専門性

一透析看護婦育成に必要な教育-

ワークショップ

透析ナースの教育システム

MayoMedicalCenter看護部の概観

平成12年度透析療法従事職員研修会

ハイリスク患者の看護

尼崎市医師会講演会 2001.ll

日本医工学治療学会 2001.2

第14回学術集会

第45回日本透析医学 2000.6

会学術集会

中四国地区国立大学 2001.6

病院看護部長 ･副部

長研修

腎研究会 2000.7

MayoMe血calCenterにおける臓器移 岡山県移植コ-デイ 2001.7

植 ネ一夕-勉強会

MayoMedicalCenter看護部の概観 岡山臨床看護研究会 2001.8

岡山健康講座2001"やさしい保健 と健 岡山大学公開講座 2001.8

康の話"生き生き健康とセルフケア

欧米の臓器移植 臓器移植ワーキング 2001.9

-MayoMedicalCenterにおけるチ- グループ会議

ムアプローチの取 り組み

看護研究研修会 岡山県看護協会 2001.10

看護研究 岡山県看護研修セン

ター

MayoMedicalCenter看護部の概観と 岡山大学医学部附属 2001.10

チームアプローチの取 り組み 病院看護部研修
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勝山

(岡山)

岡山

新見

岡山

福岡

岡山

埼玉

岡山

岡山

岡山

岡山



45.林 優子

46.林 優子

47. 林 優子

48.深井喜代子

49.深井喜代子

50.深井喜代子

51. 深井喜代子

52.深井喜代子

53.深井喜代子

54.安酸史子

55.安酸史子

56.安酸史子

57.安酸史子

58.安酸史子

59.安酸史子

MayoMedicalCenter看護部の概観と 広島大学医学部附属 2001.10

チームアプローチの取 り組み 病院看護部研修

パネルディスカッション 第31回緩和医療研究 2001.ll

緩和医療 と医学教育 会

看護者研修 ｢臓器移植コーディネータ 日本看護協会看護教 2001.ll

-の役割｣臓器移植看護の課題と役割 育 ･研究センター

看護の本質と看護技術 北海道看護協会看護 2001.1

-看護技術の実証と看護の質的向上 職員研修会

Evidence-BasedNursing

看護技術の検証一排壮の看護技術

看護研究

看護技術を科学する

根拠に基づいた看護

一研究と実践をつなぐために

患者の行動を変容させる健康教育

患者教育のおける学習理論

学生とともに創る臨地実習

学生とともに学ぶ経験型実習教育

岡山県看護協会看護 2001.6

職員研修

北海道看護協会看護 2001.8

職員研修会

岡山県看護協会看護 2001.8

実務研修

日本看護協会 2001.9

神戸研究センター

平成13年度ジェネラ

リス トの教育

第20回徳島県看護学 2001.12

会特別講演

自衛隊福岡病院 2001.1

山形県糖尿病患者数 2001.1

育スタッフ会

愛媛日赤研修会 2001.1

倉敷看護専門学校 2001.2

学習支援型実習教育における支援者の 鳥取大学医学部付属 2001.2

役割 病院看護部研修会

学生とともに創る臨地実習
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国立三重病院付属三 2001.2

重看護専門学校

広島

岡山

東京

札幌

岡山

札幌

岡山

神戸

徳島

三重



60.安酸史子

61.安酸史子

62.安酸史子

63.安酸史子

64.安酸史子

65.安酸史子

66.安酸史子

67.安酸史子

68.安酸史子

69.安酸史子

70.安酸史子

71.安酸史子

72.安酸史子

73.安酸史子

74.安酸史子

学生とともに創る臨地実習

実習場面の教材化

患者教育の理論と実際

大阪府医師会看護専 2001.5

門学校

山口赤十字看護専門 2001.6

学校

関西労災看護専門学 2001.6

-セルフマネジメントを高める患者数 枚

苛とは

患者と医療従事者がお互いに力を引き 青森県糖尿病患者数 2001.6

出しあうアプローチ

新しい実習教育への模索

一経験型実習教育について一

看護教育方法演習Ⅲ 実習指導

自己効力感を育む

-子供たちのやる気や意欲を高める関

わり方

患者心理と支援技術

授業としての実習

臨床における看護研究の進め方

学習援助型の患者教育の理論と実際

実習指導

実習指導概論

看護教育におけるケアリング

育スタッフ会

沖縄県看護研修セン 2001.7

タ-

神奈川県立看護教育 2001.7

大学

学校保健ゼミナール 2001.8

広島看護協会セカン 2001.8

ドレベル

天使看護大学 2001.8

日本精神科看護技術 2001.8

協会岡山県支部

バクスターセミナー 2001.8

広島県看護教員養成 2001.9

研修

岡山県看護研修セン 2001.9

タ-

国立病院呉医療セン 2001.9

タ-付属呉看護学校

健康教育 ･ヘルスプロモーションの考 岡山県看護協会 2001.9

え方と実践への活用
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大阪

山口

尼崎

青森

沖縄

神奈Jl

東京

広島

岡山

呉

岡山



75.安酸史子

76.安酸史子

77.安酸史子

78.安酸史子

79.安酸史子

80.安酸史子

81. 安酸史子

82.安酸史子

83.安酸史子

84.安酸史子

85.安酸史子

86.安酸史子

87.安酸史子

88.安酸史子

89.岡野初枝

90.岡野初枝

学習者を理解した実習指導 国立料療養宇多野病 2001.9

院付属看護学校

生活習慣病とライフスタイルの改善へ 地域社会振興財団研 2001.9

のアプローチⅢ 修

看護にいかす学習理論 神戸研修センター 2001.10

看護にいかす学習理論 日本看護協会清瀬研 2001.10

修センター

学生のやる気を育てる実習教育の考え 岡山労災看護専門学 2001.10

万 校

看護基礎教育における患者教育の位置 厚生省看護研修研究 2001.10

付け センター北越支部同

窓会 ｢あすなろ会｣

看護基礎教育の理解 石川県看護協会 2001.10

臨床実習指導の展開と評価の考え方 藤森看護専門学校 2001.10

患者教育技術

意欲を高める看護実践

一何年たっても生き生きと看護婦を続

けていくためには一

授業としての臨地実習

患者教育と自己効力感

｢経験型｣実習教育について

実習教育におけるケアリング

地域課題を明確にする パートⅡ

神戸看護研修センタ 2001.10

尾道総合病院 2001.ll

島根県看護協会 2001.ll

鳥取県看護協会 2001.12

日本医科大学千葉看 2001.12

護学校

奈良県立看護短期大 2001.12

学

西地域保健福祉セン 2001.2

タ-管内保健婦研修
′ゝフ三

ヘルスプロモーションとこれからの健 津山保健所管内保健 2001.3

康づくり 婦研修会
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京都

栃木

岡山

金沢

尾道

奈良

倉敷

津山



91.岡野初枝

92.岡野初枝

93.岡野初枝

94.大田にわ

95.合田典子

96. 池田敏子

97.池田敏子

98.樋口まち子

99.樋口まち子

100.樋口まち子

101.MachikoHiguchi

102.MachikoHiguchi

103.三木明子

健康な町づ くりに住民が参加する 特定町村保健活動推 2001.5 脇

-ヘルスプロモーションの考え方 進事業関係者研修会 (徳島)

プリシー ド･プロシー ドモデルの理論 岡山保健所管内保健 2001.7 岡山

と地域づ くり活動 活動従事者研修会

在宅看護論 高等学校看護教育担 2001.8 岡山

当者研修講座

家族看護 岡山大学医学部附属 2001.10 岡山

病院看護部研修

看護教育課程 (助産婦課程) 平成13年度岡山県実 2001.8 岡山

習指導者講習会

看護研究 国立病院岡山医療セ 2001.5 岡山

ンクー看護部研修会

事例検討 Ⅰ 岡山大学医学部附属 2001.9 岡山

病院看護部研修

スリランカにおけるプライマリ ･ヘル WHOプライマ リへ 2001.3 東京

ス ･ケアの現状 ルスケア看護開発協

力センター

看護研究 ｢質的研究方法｣

スリランカにおいて PHCが果した役割

と今後の課題

Internationalroleinnursing

Internationalexchangeandnursing

ス トレスと自己管理
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岡山県実習指導者講 2001.8 岡山

習会

第 3回国際協力ネッ 2001.9 岡山

トワークin おかや

ま

SpecialLectureFac- 2001.11 West

ultyofNursing Lafayette

PurdueUniveristy, (USA)一

USA仕ndiana)

SpecialLecture/Post2001.12 AnnArbor

DoctralcourseSchool (USA)

ofNursingUniversi-

tyofMichigan

USA(Michigan)

仙台高等裁判所研修 2001.4 仙台

会 新任教育



104.三木明子

105.三木明子

106.中西代志子

107.草地省蔵

108.草地省蔵

109.HisaoKurazono

110.HisaoKurazono

110.荒尾雄二郎

産業保健指導における看護の実践技法

メンタルヘルス

これか らの QOLを支える腎不全患者

との関わり

-腎移植者のQOLを高める為に一

循環器疾患の最近の話題とARB

循環器疾患の最近の話題

BacteralgenomicDNAandplasmid

DNA:Detectionofthevirulentgenes

intheclinicalisolates

Howtoconstructtheimmunological

andgeneticaldetectionmethodsfor

enterohaemorrhagicEscherichacoli

宮城産業保健推進セ 2001.5 仙台

ンタ一 産業看護講

座

宮城県市町村職員研 2001.7 富谷

修 監督者研修 Ⅱ

第10回中国腎不全研 2001.9 広島

究会 ･中国CAPD

研究 会

香 川県老年病 セ ミ 2001.8 高松

ナー

三豊郡医師会講演会 2001.12 観音寺

JICA/NICEDtrain-2001.11 Cacutta

lngcourseOnmOlec- 仁ndia)

ularepidemiologyof

diarrhoealdiseases

withspecialrefer-

encetoCholera

JICA/NICEDtrain-2001.11 Cacutta

lngcourseOnmOlec一 qndia)

ularepidemiologyof

diarrhoealdiseases

withspecialrefer-

encetoCholera

ヒトヘルペスウイルス 6(HHV6)U94遺 第8回ヘルペス感染 2001.8 小樽

伝子のHHV6増殖に対する機能の解析 症フォーラム
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