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1．著 書

著　者　名 書 再 発　行　者 発行年

1．川田智恵子 生活習慣病の予防

成人看護　慢性期：予防・入院ケァ編

（木下由美子・佐藤鈴子編著）　P14－26

医歯薬出版 1999

2．青山英康，松田　朗，

　　川口　毅，久繁哲徳，

　　川田智恵子，端正　毅，

公衆衛生活動の評価

これからの公衆衛生のサイエンスとアート

P　147－190

第57回日本公衆衛生　　1999

学会総会実行委員会

久道　茂

3．宮坂忠夫，川田智恵子，

　　吉田　亨

保健学講座⑫健康教育論 メヂカルフレンド社　　1999

4．加藤久美子 与薬の手技　　　　　　　　　　　　　　　　　文光堂KK

経口，注射，直腸内与薬法，点眼，皮膚塗布，

咽頭塗布法

看護実践実技ガイド　P53－78．

（東京）

印刷中

5．浅利正二 MRAによる内頸動脈硬膜輪近傍動脈瘤の診断　中山書店

一その存在は硬膜内か硬膜外か　　　　　　　　（東京）

　臨床放射線科のコツと落とし穴　検査・診断，

　Part　1

小塚隆弘（編集）　p22－23

1999

6．

高橋健治，伊達　勲，

中島正明，佐藤元美，

大本尭史，二宮善文，

浅利正二，濱田洋文

中島正明，伊達　勲，

高橋健治，佐藤元美，

二宮善文，浅利正二，

大本尭史

論血管攣縮　14浅野孝雄，太田富雄（編集）　中外医学社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京）
」血液存在下での血管平滑筋細胞，内皮細胞への

adenovirusによる遺伝子導入　P126－130

脳血管攣縮におけるspontaneous　nitric　oxide

donor（FK409）の検討　P　308－312

1999

7．浅利正二，大本尭史 Falcotentorial　junction　meningiomaの手術　　医学書院

解剖を中心とした脳神経手術手技　　　　　　　（東京）

松本健五，長島　正，池崎清信（編集）　P38－56

1999

8．景山甚郷，大塚文男 副腎皮質疾患

副腎髄質疾患：褐色細胞種高血圧

わかりやすい内科学（井村裕夫編集主幹）

P679－695，　P696－700，　PIO86－1088

文光堂

（東京）

1999
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9．林優子，金尾直美，　看護実践手技ガイド

　　佐藤美恵　　　　　　　　輸血・輸液

10、林　優子

11．東京ガス基礎技術研究

　　所研究員数名，

　　山田一朗

12．岡野初枝

13．鈴木和子，渡辺裕子，

　　太田にわ，大塚眞理子

14．和田八束，神野直彦，

　　齋藤　慎，持田信樹，

　　佐々木伯朗，伊藤弘文，

　　金澤史男，坂本忠次，

　　武田　宏，太田にわ，

　　竹内良夫，吉尾　清，

　　山本　隆，舟場正富，

　　片桐正俊，小泉和重，

　　岡田徹太郎，青木宗明，

　　藤岡純一，張　忠任

15．手嶋仁美

文光堂

（東京）

看護のコッと落とし穴　　　　　　　　　　　　　中山書店

患者教育2　内科系看護・精神看護　P120一ユ21　（東京）

季節のお風呂12ヶ月　　　　　　　　　　　　東京ガス㈱

季節を楽しむお風呂の効用とつくり方

東京ガス基礎技術研究所編　山田一朗　監修

地域福祉と地域保健

地域福祉を学ぶ（相澤譲治，井村圭壮編）

P　105－118

学文社

（東京）

患児をもつ家族　　　　　　　　　　　　　　　廣川書店

事例に学ぶ家族看護学　　　　　　　　　　　（東京）

家族看護過程の展開（鈴木和子，渡辺裕子編）

P49－77

高齢者福祉と介護費用　　　　　　　　　　　　敬文堂

分権時代の福祉財政　　　　　　　　　　　　　（東京）

（坂本忠次，和田八束，伊東弘文，神野直彦編）

P　137－152

16．

岡　久雄

岡　久雄，入江　隆

17．川崎祥二，澁谷光一，

　　浅海淳一，黒田昌宏，

　　平木祥夫

排泄の援助

導尿

援助技術論ワークブック

P157－168，　P176－185

人間計測ハンドブック

（生命工学工業技術研究所編）

生体硬さ計測

筋硬度計による筋疲労計測

重粒子線照射による放射線損傷からの回復に関

する研究

平成10年度放射線医学総合研究所重粒子線がん

治療等共同利用研究報告書　P102－103

大空社

（東京）

朝倉書店

（東京）

印刷中

1999

1999

1999

1999

1999

1999

印刷中

放射線医学総合研究　　1999

所
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18．　刀1山奇ネ羊二 温熱化学療法

ハイパーサーミアマニュアル（平岡真寛，田中良

明編集）　P12－24

日本ハイパーサーミ　1999

ア学会

！9．川崎祥二，山岡聖典，

澁谷光一，花房直志

岡山大学医学部保健学科　RI実験の手引

（力1山奇ネ羊二編）

岡山大学医学部保健　印刷中

学科医用放射線科学

講座

20．　Shoji　Kawasaki，

Jun－ichi　Asaumi，

Koichi　Shibuya，

Masahiro　Kuroda，

Yoshio　Hiraki

21．山本尚武　他4！8名

Recent　aspects　of　elucidatting　the　cellular　Springer－Verlag

basis　of　thermochemotherapy　（Tokyo）
Thermotherapy　：　Principles　and　Practice

－Applications　in　Neoplasia，Inflammation

　and　Pain一

（Ed　by　Kosaka，　M．，　Sugahara，　T．，　Schmitt，　K．

and　Simon，　E．）

ME用語辞典
（日本エム・イー学会編）

コロナ社

（東京）

m　press

1999

22．　加藤博和，内田伸恵 温熱療法のQA　　　　　　　　　　　　　　　医療科学社

ハイパーサーミアマニュアル（平岡真寛，田中良　（東京）

明編）　P67－73

1999

23．　　カロ藤博矛日 加温装置と加温技術　　　　　　　　　　　　　医療科学社

一Tehrmotron－RF　8を中心に一　　　　　　　（東京）

ハイパーサーミアの臨床（松田忠義，菅原努，阿

部光幸，田中純正編）　P　368－378

1999

24．加藤博和 放射線温熱療法

診療放射線演習ブック（原田芳廣編）

P　111－116

東海大学出版会

（東京）

印刷中

25．　Kiyonori　Yamaoka

26．　山岡聖典，小島周二

Biological　and　Therapeutical　Effects　of

Radon

Radon　und　Gesundheit　（Edited　by　Peter　Deet－

jen　and　Albrecht　Falkenbach）　P67－74

低線量放射線の不思議な生体作用

現代化学

Peter　Lang　GmbH　1999

（Frankfurt）

東京化学同人

（東京）

印刷中
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27．

　　佐藤修平，小松めぐみ，

　　竹田芳弘，平木祥夫

　　佐藤修平，坂井研一，

　　竹田芳弘，平木祥夫

ll　論　文　等

　　　著　者　名

！．川田智恵子

2．川田智恵子

3．柳井　勉，藤岡千秋，

　　川田智恵子

4．坂間伊津美，

　　山崎喜比古，

　　川田智恵子

5．吉本照子，川田智恵子

6．高橋幸枝，山崎喜比古，

　　川田智恵子

7．川田智恵子

治療につながる脳血流SPECT定量

（西村恒彦編）

変性疾患，神経べ一チェット病　P126－127

特発性起立性低血圧　P148－149

　　　　　　論　　　　　題

保健婦（士）活動の経済的評価

健康教育ヘルスプロモーションの考え方・進め

方

ヘルスプロモーションにおける支援環境システ

ムに関する研究

一岡山県内の保健所及び市町村に在籍する保健

　婦の調査から一

育児ストレインの規定要因に関する研究

公共交通が不便な地域の在宅高齢者における保

健行動，外出行動，交通環；境に対する認識の相

互関連性

保健所におけるHIV抗体検査来所者の受検動

機発生から来所までの行動と不安

一次予防の地域保健活動

ヘルスプロモーションとしての糖尿病予防活動

これからの保健：・福祉の推進と家族

メジカルビュー社

（東京）

1999

8．川田智恵子

9．川田智恵子

　雑　誌　名　　　発行年

公衆衛生　　　　　　1999

63　：　20－24

医学と医療　　　　　1999

383－384　：　15－20

関西福祉科学大学紀　　1999

要

2　：　1－10

日本公衛誌　　　　　1999

46　：　250－261

日本老年医学会雑誌　　1999

36　：　191－197

日本公衛誌　　　　　1999

46　：　275－288

女子栄養大学「栄養　　1999

学講座」テキスト

13－27

生活教育　　　　　　1999

43　：　38－42

民族衛生　　　　　　1999

65　：　263－264
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10．　Hiroshi　Nagata，

　　Takeo　Ohta，

Hideyasu　Aoyama

Medical　students’　perception　of　inpatients’　an－

xiety，　self－esteem，purpose－in－life　and　health

locus　of　control　as　compared　with　nursing

practitioners’

Acta　Med．

Okayama
53　：　141－145

1999

11．児玉順一，生橋裕美，

　　本郷淳司，水谷靖司，

　　宮木康成，吉野内光夫，

　　小橋勇二，奥田博之，

　　工藤尚文

；進行子宮頸癌に対するNeoadjuvant癌と化学療法

Chemotherapy－Pilot　Study　26（1）：89－92

1999

12．本論一吉，山本順子，

　　児玉順一，水谷靖司，

　　宮木康成，吉野内光夫，

　　小橋勇二，奥田博：之，

　　工藤尚文

Atkypical　polypoid　adenomyomaの一例 日本産科婦人科学会　　1999

中国四国合同地方部

会雑誌

47（2）　：　114－117

13．角　健司，小橋勇二，

　　生前裕美，瀬崎宏之，

　　佐能　孝，奥田博之，

　　工藤尚文

子宮頸癌Ia期における腫瘍径と子宮外進展と

の関連について

日本産科婦人科学会　　1999

中国四国合同地方部

会雑誌

47（2）　：　118－124

14．大橋美佐保，中塚幹也，

　　羽原俊宏，小坂由紀子，

　　鎌田泰彦，児玉順一，

　　多田克彦，小橋勇二，

　　平松祐司，岸本廉夫，

　　奥田博之，工藤尚文

子宮頸癌合併妊娠症例の妊娠継続についての検

討

日本産科婦人科学会　　1999

雑誌

51（2）　：　51－57

15．水谷靖司，平松祐司，

　　増山　寿，上村茂仁，

　　児玉順一，小橋勇二，

　　奥田博之，工藤尚文

産婦人科手術におけるバイポーラシザースの応　産婦人科手術

用10：117－123
1999

16．　Junichi　Kodama，

　　Yasunari　Miyagi，

　　Noriko　Seki，

　　Keizo　Tokumo，

　　Mitsuo　Yoshinouchi，

　　Yuuji　Kobashi，

　　Hiroyuki　Okuda，

Serum　C－reactive　protein　as　prognostic　fac一　European　Journal　1999

tor　in　patients　with　epithelial　ovarian　cancer　of　Obstetrics　＆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gynecology　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reproductive　Biol一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ogy

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82　：　107－110

Takafumi　Kudo
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17．　Junichi　Kodama，

　　　　Noriko　Seki，

　　　　Keizo　Tokumo，

　　　　Atsushi　Hongo，

　　　　Yasunari　Miyagi，

　　　　Mitsuo　Yoshinouchi，

　　　　Hiroyuki　Okuda，

Platelet－derived　endthelial　cell　growth　factor

is　not　implicated　in　progression　of　cervical

cancer

Oncology　Reports

6　：　617－620

1999

Takafumi　Kudo

18．　Junichi　Kodama，

　　　　Noriko　Seki，

　　　　Keizo　Tokumo，

　　　Atsushi　Hongo，

　　　　Yasunari　Miyagi，

　　　Mitsuo　Yoshinouchi，

　　　　Hiroyuki　Okuda，

Vascular　Endothelial　Growth　Factor　is　lm－

plicated　in　Early　lnvasion　in　Cervical　Cancer

European　Journal

of　Cancer

35（3）　：　485－489

1999

Takafumi　Kudo

19．奥田博之，

児玉順一，

水谷靖司，

工藤尚文

子宮体部悪性腫瘍の診断と治療

一内膜癌患者の経過観察と再発癌の治療一

産科と婦人科

66　（suppl）　：　157－161

1999

20．平松祐司，

　　　　水谷靖司，

　　　　小橋勇二，

　　　　坂口幸吉

奥田博之，

増山　寿，

工藤尚文，

子宮頸部初期病変に対する治療

　特に妊孕能温存を目的として一

妊婦，非妊婦に対する円錐切除術

一治療成績とその後の妊娠，分娩に及ぼす影響一

産科と婦人科

9　（9）　：　1137－1145

1999

21．奥田博之 特集「婦人科外来」びらんとCIN 臨床婦人科産科

53（4）　：　590－593

1999

22．奥田博之，平松祐司，

　　　　児玉順一，工藤尚文

子宮頸癌検診の問題点と今後の対策

一生検組織診の実際と取扱い上の注意一

産婦人科の実際

48（9）　：　1193－1199

1999

23．　Naohiko　Umesaki，

　　　　Rikuichi　lzumi，

　　　　Hiroshi　Fushiki，’

　　　　Kazuo　Hasegawa，

　　　　Ichiro　Kono，

　　　　Masato　Nishida，

　　　　Hiroshi　Noguchi，

　　　　Hiroyuki　Okuda，

．Cervical　Adenocartinoma．a　Novel　Combina一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

tion　Chemotherapy　with　Mitomyciri　C，

Etoposide，and　Cisplatin　for　Advanced　or

Recurrent　Disease

Gynecologic　On－
cology

75　：　142－144

1999

Hajime　Sugimori，

Ken　Tanizaki，

Yasuhiro　Udagawa，

Kaichiro　Yarnamoto，

Tetsuji　Tanaka，

Kiichiro　Noda
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24，関　典子，児玉順一，

　　　山田詞奈子，

　　　　中村圭一郎，本郷淳司，

　　　宮木康成，吉野内光夫，

　　　奥田博之，工藤尚文

子宮体癌におけるPD－ECGFの発現とその意　日本癌治療学会誌
義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34（2）：285

1999

25．河西邦浩，宮木康成，

　　　　山田詞奈子，

　　　　中村圭一郎，関　典子，

　　　本郷淳司，児玉順一，

　　　吉野内光夫，小橋勇二，

　　　奥田博之，工藤尚文

ヒト卵巣癌細胞株BG－1における1．25（OH）

2D3による254－Sの抗腫瘍効果の増強作用の検

討

誌会学療治癌本日

404パ②34

1999

26．奥田博之 「婦人科癌の基礎知識」

QOL評価法の実際

士
心

巳一

鼈鼬婦産日

405
　
一〇〇5

・
助α15

1999

27．永田　博，

　　　笹野完二

加藤久美子， 4年制看護課程入学者の対人関係価値

3年制看護学生，非看護系学生との比較

岡大医学部保健学科

紀要

10　：　29－34

1999

28．　Hitomi　Handa，

　　　Hiroshi　Aihara，

　　　Kimihisa　Kinoshita，

　　　Takashi　Ohmoto，

　　　Takahiko　lto，

　　　Kazushi　Kinugasa，

　　　Ichiro　Kamata，

　　　Shoji　Asari’

Suitable　image　parameters　and　analytical

method　for　quantitability　measuring　cerebral

blood　flow　volume　with　phase－contrast　mag－

netic　resonance　imaging

Acta　Med．

Okayama
53　：　45－53

1999

29．　Kengo　Matsumoto，

　　　Takashi　Tamiya，

　　　Yoshihiro　Ono，

　　　Tomohisa　Furuta，

　　　Shoji　Asari，

Cerebral　gangliogliomas　：　Clinical　Character－

istics．　CT　and　MRI
　　　，

Acta　Neurochirur－

gica

（Wien）

141　：　177－181

1999

Takashi　Ohmoto

30．　Fumio　Otsuka，

　　　Toshio　Ogura，

　　　Takayoshi

　　　Yamauchi，

　　　Hideo　Kataoka，

　　　Masayuki　Kishida，

　　　Yukari　Mimura，

　　　Jingo　Kageyama，

Long－term　administration　of　adrenocor－

ticotropin　modulates　the　expression　of　IGF－I

and　TGF－61　mRNA　in　the　rat　adrenal　cortex

Groth　Hormone＆

IGF　Research

9　：41－51

1999

Hirofumi　Makino
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31．

2
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5
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7

3
　
3
　
3
3
3
　
3

38．

93

04

Fumio　Otsuka，

Toshio　Ogura，

Takayoshi

Yamauchi，

Minoru　Sato，

Hideo　Kataoka，

Jingo　Kageyama，

Hirofumi　Makino

林　優子

内田陽子，林優子

岡野初枝

岡野初枝，高橋紀美子

太田にわ，保科英子，

林　優子

太田栄子，太田にわ，

二二寿恵子，道廣睦子，

江口　瞳，小川光子，

安原裕子，橋本泰子，

平松昌子

松井優子，池田敏子，

清田玲子，高田三千代，

鍋谷広子，赤木節子，

阿式明美，羽井佐米子，

松本啓子，安藤佐記子

池田敏子，太田にわ，

中西代志子，近藤　勲

池田敏子

Chronic　Treatment　with　Angiotensin　II　Type

1　Receptor　Antagonist　Suppresses　Glomer－

ular　Activator　Protein－1　in　Salt－Sensitive

Hypertensiverats

21世紀の腎不全看護のパラダイム

ー統合・調和・自立一

教育の立場から

体重増加の著しい透析患者に行動変容をもたら

した援助

デイサービス中断の要因

一一乱ｫの場合一

デイサービス中断者のケアマネジメントの必要

性

食生活改善のための行動変容を効果的に行うた

めの教育に関する研究

家族との関わりの中で戸惑った看護学生の家族

援助内容

老人看護に携わる看護婦の意識調査

一看護計画立案時の理論・基準の活用について一

3年制医療技術短期大学看護学生の学習態度に

関する研究

自己教育力育成のカリキ・ユラム開発をめざして

基礎看護技術の構造化

一ISM教材分析法を適用して一

Klidney　Blood　1999
Press　Res　2000

23　：　35－41

日本腎不全看護学会　　1999

誌

1　：　42－44

岡大医学部保健学科　　1999

紀要

10　：　57－61

岡山医学会雑誌　　　　1999

111　：　51－60

日本在宅ケァ学会誌　　1999

3　：　63－67

日本看護研究学会雑　ユ999

誌

22　：　215

岡山県看護教育研究　　1999

会誌

一家族看護分科会一

平成10年度：29－33

岡山県看護教育研究会　　1999

誌

22－28

日本教育工学会論文　　1999

誌

23（2）　：　109－120

日本看護学教育学会　　1999

誌

9　（3）　：　15－27

8



41．池田敏子，近藤　勲，

田中宏二

看護学生の適正に関する尺度開発の試み

一信頼1生・妥当性の検証一

岡大医短紀要

9　：　65－74

1999

42．　Chie　Masatomi，

　　　　Kaori　lmai，

Da－Hong　Wang，

Satoru　lkeda，

Urinary　Excretion　of　Type　1　Collagen

Cross－Linked　N－Telopeptides，Bone　Mass　and

Related　Life　style　in　middle－Aged　Women

Acta　Med．

Okayama
53　：　133－140

1999

Kazuhisa　Taketa，

Shohei　Kira

43．住吉和子，岡野初枝 老人看護学実習での学生の学び

一実習施設による学びの違い一

献大医学部保健学科

紀要

10　：　35－49

1999

44．渡邉久美，林優子，

中西代志子，金尾直美，

腎移植後に人生の受けとめ方が低下した3事例

の分析

岡大医学部保健学科

紀要

10　：　51－56

1999

保科英子

45．片岡幹男，平松順一，

鎌尾高行，

木村五郎，

武田勝行，

多田慎也，

高尾和志，

谷本　安，

原田実根，

中田安成

多重癌を合併したサルコイドーシスの3例 サルコイドーシス／

肉芽腫性疾患

1　：　39－44

1999

46．　Hiroyuki　Moritani，

　　　　Shozo　Kusachi，

Kenji　Takeda，

Masayuki　Doi，

Hiromichi　Ohnishi，

Issei　Komatsubara，

Makoto　Nakahama，

Toshihiro　Higashi，

Yoshifumi　Ninomiya，

Takao　Tsuji

Reperfusion　accelerates　the　distribution　of　Coronary　Art　Dis

type　1　and　III　collagen　mRNA　expression

after　acute　myocardial　infarction：　ln　situ

hybridization　in　experimental　infarction　in

rats

10　：　9－96

1999

47． Hirofumi　Kumashiro，

Shozo　Kusachi，

Hiroki　Moritani，

Hiromichi　Ohnishi，

Makoto　Nakahama，

Tadahisa　Uesugi，

Youko　Ayada，

Hiroshi　Nunoyama，

Takao　Tsuji

Establishment　of　a　long－surviving　murine

model　of　myocardial　infarction：　Qualitative

and　quantitative　conventional　microscopic

findings　during　pathological　evolution

Basic　Res　Cardio1

94　：　78－84

1999

9



48．　Takaaki　Nakatsu，

　　　　Hisashi　Ueda，

　　　　Keiichi　Mashima，

　　　　Youkou　Tominaga，

　　　　Daiji　Sogo，

　　　　Shozo　Kusachi

Effect　of　combined　treatment　of　benidipine　Ther　Res

and　imidapril　on　heart　rate　variability　in　20：15－21

petients　with　essential　hypertension

1999

49．　Kazuyoshi　Hina，

　　　　Takashi　Murakami，

　　　　Shozo　Kusachi，

Ryouichi　Hirami，

Shigeru　Matano，

Nobuhiko　Ohnishi，

Kohichiro　lwasaki，

Toshimasa　Kita，

Noboru　Sakakibara，

Takao　Tsuji

Decreased　amplitude　of　Ieft　ventricular　poste一　Heart

rior　wall　motion　with　notch　movement　to

determine　the　left　posterior　septal　accessory

pathway　in　Wolff－Parkinson－White　syndrome

82　：　731－739

1999

50．　Kenji　Takeda，

　　　　Shozo　Kusachi，

Hiromichi　Ohnishi，

Makoto　Nakahama，

Masahiro　Murakami，

Issei　Komatsuba．ra，

Takefumi　Oka，

Masayuki　Doi，

Yoshifumi　Ninomiya，

Takao　Tsuji

Greater　then　normal　expression　of　the　Coronary

collagen－binding　stress　protein　heart　shock　Dis

protein　47　in　the　infarct　zone　in　rats　after

experimentally　induced　myocardial　infarc－

tion

artery　in　press

51． Seiichiro　Uesugi，

Kazuhisa　Takeda，

Nirmal　Rimal，

Satoru　lkeda，

Seroepidemiologic　studies　of　hepatitis　C　virus

infection　in　a　popuiation　of　Okayama　prefec－

ture　screened　for　liver　diseases

Acta　Med．

Okayama
53　：　31－38

1999

Tetsu　Kariya，

Narufumi　Suganuma，

Hideki　Yamamoto，

Shohei　Kira

52．　Makoto　Yanagi，

　　　　Hisao　Oka

Acousticmyogram　measured　with

timulation　during　muscle　fatigue

electros一 月目moirs　Faculty

Engineering，

Okayama　Univer－
sity

33　：　39－44

1999

10



53．　Nobuya　Yamada，

　　　　Hisao　Oka

Measuement　・system　of　biomechanical

Prooerties　for　portable　use

Memoirs　Faculty・

Engineering，

Okayama　Univer－
sity

33　：　45－50

1999

54．　Hiroshi　Nagata，

　　　　Akihiro　Wada，

　　　　Hisao　Kurazono，

Application　of　Bead－ELISA　method　to　detect　Microb．Pathog．

Uelicobacter　Pylori　VacA．　26：103－110’

1999

Kinnosuke　Yahiro）

Daisuke　Shirasaka，

T　lkemura，

N　Aoyama，

W　Ai－ping，

K　Makiyama，

S　Kohno，

Toshiya　Hirayama

55． Tapchaisri　P，

P　Wangroongsarb　W，

Panbangred　T，

Kalambaheti　M，

Chogsanguan　Manas

Srimanote，

Hisao　Kurazono，

Detection　of　Salmonella　contamination　in

food　samples’by　Dot－ELISA，　DNA　amplifica－

tion　and　bacterial　culture

Asian　Pac．　J．

Allergy　lmmunol．

17　：　41－51

1999

Hisao　Hayashi，

Wanpen　Chaicumpa

56．　Souichi　Makino，

　　　　Hisao　Kurazono，

Establishment　of　the．PCR　system　specific　to

Salmonella　spp．　and　its　application　for　the

inspection　of　food　and　fecal　samples

J．　Vet．　med．　Sci．

61　：　1245－1247

1999

Manas

Chongsanguan，

Hideo　Hayashi，

H　Chun，

S　Suzuki，

Toshikazu　Shirahata

11



57．　Kinnosuke　Yahiro，

　　　　TakurO　Niidome，

　　　　Miyuki　Kimura，

　　　　Tomomitsu

　　　　Hatakeyama，

　　　　Hirohiko　Aoyagi，

　　　　Hisao　Kurazono，

Activation　of　He　licobacter勿ylori　VacA　toxin

by　alkaline　or　acid　conditions　increases　its

binding　to　a　250－kDa－protein，receptor　protein

tyrosine　phosphatase　（RPTP）　6

J．　Biol．　Chem．

274　：　36693－36699

1999

K　lmagawa，

Akihiro　Wada，

Joel　Moss，

Toshiya　Hirayama

58． Daisuke　Shirasaka，

N　Aoyama，

K　Satonaka，

K　Shirakawa，

H　Yoshida，

T　Sakai，

T　lkemura，

Y　Shinoda，

M　Sakashita，

M　Miyamoto，

Kinnosuke　Yahiro，

Akihiro　Wada，

Hisao　Kurazono，

Toshiya　Hirayama，

M　Kasuga

Analysis　of　Helicobacter　Pylori　vacA　gene　and　Digestive　Diseases　in　press

serum　antibodies　to　VacA　in　Japan　and　Sciences

59．　Hisao　Kurazono，

Shingo　Yamamoto，

Masayuki　Nakano，

G　B　Nair，

Akito　Terai，

Wanpen　Chaicumpa，

Hideo　Hayashi

Characterization　of　a　putative　virulence

island　in　the　chromosome　of　uropathogenic

Escherichia　coli　possessing　a　gene　encoding　a

uropathogenic－specific　protein

Microb．　Pathog． ln　press

60．　Shuji　Mori，

Motoi　Okamoto，

Masahiro　Nishibori，

Mitsuko　lchimuta，

Purification　and　characterization　of　alkaline

phosphatase　from　Bacillzts　stearothermoPhilus

Biotechnol．　Appl．

Biochem．

29　：　235－239

1999

Junko　Sakiyama，

Hiroshi　Endo

12



61． Junichi　Asaumi，

Shoji　Kawasaki，

Masahiro　Kuroda，

Yoshihiro　Takeda，

Influence　of　metabolic　inhibitors　on　the’

intracellular　accumulation　and　retention　of

adriamycin

Kanji　Kishi，

Yoshio　Hiraki

Anticancer

Research

19　：　615－618

1999

62．　Masahiro　Kuroda，

　　　　Keiji　lnamura，

　　　　Seiji　Tahara，

　　　　Yuzuru　Kurabayashi，

　　　　Tadaatsu　Akagi，

　　　　Junichi　Asaumi，

　　　　Izumi　Togami，

　　　　Mitsuhiro　Takemoto，

　　　　Osamu　Honda，

　　　　Yasuki　Morioka，

　　　　Shoji　Kawasaki，

A　new　experimental　system　for　irradiating

tumor　in　mice　using　a　linear　axccelerator

under　specific　pathogen－free　conditions

Acta　Medica

Okayama
53　：　111－118

1999

Yoshio　Hiraki

63．　Junichi　Asaumi，

　　　　Shoji　Kawasaki，

Masahiro　Kuroda，

Yoshihiro　Takeda，

Intracellar　accumulation　and　retention　of

calcein　in　Ehrlich　ascites　tumor　cells　and

their　adriamycin－resistant　strain

Anticancer

Research

19　：　4311－4314

1999

Kanji　Kishi，

Yoshio　Hiraki

64． 山本尚武，中村隆夫，

楠原俊昌，津川英範

嚥下機能評価のための嚥下音の計測法に関する

研．究

厚生省長寿科学総合　印刷中

研究平成10年度研究

報告

リハビリテーション，

看護・介護

65．　Adli，

　　　　Yoshitake

Yamamoto，

Studies　on　eliminating　interference　by　elec－

tromagnetic　induction　from　power　lines　in

ECG　signals

Frontier　of　Med．

Biol．　Engng．

9　：　229－239

1999

Takao　Nakamura

66． Satoru　Kuroda，

Nobue　Uchida，

Kazuro　Sugimura，

Hirokazu　Kato

Thermal　distribution　of　radiofrequency

inductive　hyperthermia　using　an　inductive

aperture－type　applicator：　evaluation’of　the

effect　of　tumour　size　and　depth

Med．　Biol．　Eng．

Comput．

37　：　285－290

1999

13



67．　Nobue　Uchida，

　　　　Hirokazu　Kato，

Toshifumi　Kasai，

Masahiro　Moriyama，

Hajime　Kitagaki，

Hazuro　Sugimura

Development　of　a　new　flexible　electrode　for

interstitial　hyperthermia　compatible　with

high　dose　rate　192－lr　remote　after－loading

system

Jpn．　J．　Hyperther－

mic　Ocol．

15　：　129－140

1999

68．加藤博和，

篁　正兄，

築山　巌，

永田　靖，

松田甚一，

水品静夫，

上村佳嗣

伊藤公一，

小塚洋司，

中島俊文，

二川佳央，

松井正顯，

宮川道夫，

ハイパ「サーミア従事者の電磁界防護ガイドブ

ック（第2版）

日本ハイパーサー一一ミ

ア誌

15　：　155－170

1999

69、中桐義忠，丸山敏鋼，

　　　　後藤佐知子，東　義晴，

　　　　澁谷光一，井上龍也，

　　　　門久繁文，森岡泰樹

撮影条件からの腹部X線被曝線量の算定

一岡山県下の現況一

面放技会誌

18　：　10－16

1999

70．　Takuo　Kuboki，

　　　　Yas’ushi　Takenami，

　　　　Maria　G，　Orsini，

　　　　Kenji　Maekawa，

　　　　Atsushi　Yamashita，

　　　　Yoshiharu　Azuma，

Effect　of　Occlusal　Appliances　and　Clenching

on　the　lnternally　Deranged　TMJ　Space

Journal　of

Orofacial　Pain

13　：　38－48

1999

Glenn　T．　Clark

71．　YTakenami，

　　　　T　kuboki，

　　　　CO　Acero　Jr，

　　　　K　Maekawa，

　　　　A　Yamashita，

　　　　Yoshiharu　Azuma

The　effects　sustained　incisal　clenching　on　the

temporomandibular　joint　space

Dento血axillofacial

Radiology

28　：　214－218

1999

72． Shuji　Kojima，

Osamu　Matsuki，

Takaharu　Nomura，

Kiyonori　Yamaoka

Elevation　of　Antioxidants　Potency　in　the

Brain　of　Mice　by　Lpw－dose　7－ray　lrradiation

and　its　Effect　on　1－methyl－4－phenyl　1，2，3，6－

tetrahydro－pyridine　（MPTP）一induced　Brain

Damage

Free　Rad．　Biol．

Med．

26　：　388－395

1999

73．　Yoshiki　Takehara，

　　　　Kiyonori　Yamaoka，

Masayasu　lnoue，

Kozo　Utsumi

Oxygen　Concentration

dependent　Relaxation　of

Muscles

Regulates　NO一　Free　Rad．　Res．

Aortic　Smooth　30：287－294

1999
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74．小島周二，山岡聖典 総説　低線量放射線に対する生体の応答反応 衛生化学

45（3）　：　133－143

1999

75．　Kiyonori　Yamaoka，

Shuji　Kojima，

Takaharu　Nomura

Changes　of　SOD－like　Substances　in　Mouse

Organs　after　Low　Dose　X－ray　lrradiation

Physiol．　Chem．

Phys．　Med．　NMR

31　：　23－28

1999

76． 山岡聖典，澁谷光一，

永松知洋，川崎祥二

総説　放射線管理区域における作業環境測定．の

合理化の検討

一表面汚染と空気汚染の関係に着目して一

二大医学部保健学科

紀要

10　：　1－13

1999

77．　Takaharu　Nomura，

　　　　Kiyonori　Yamaoka

Low－dose　7－ray　lrradiation　Reduces

Oxidative　Damage　lnduced　by　CC14　in　Mouse

Liver

Free　Rad．　Biol．

Med．

27　：　1324－！333

1999

78．　Shuji　Kojima，

　　　　Shirane　Matsumori，

　　　　Hideki　Ono，

　　　　Kiyonori　Yamaoka

Elevation　of　Glutathione　RAW　264．7’Cells　by

Low－dose　7－ray　lrradiation　and　its　Responsi－

bility　for　the　Appearance　of　Radioresistance

Anticancer　Res．

19　：　5271－5276

1999

79．　KiyOnori　Yamaoka，

Shuji　Kojima，

Takaharu　Nomura

Inhibitory　Effects　of　Post　Low　Dose　7－ray

Irradiation　on　Ferric－nitrilotriacetate－in－

duced　Mice　Liver　Damage

Free　Rad．　Res． ln　press

80． Yasunori　Suzuki，

Yoshihiro　Kohno，

Yoshihiro　Takeda，

Evaluation　of　liver　function　paramenters　by

Tc－99m－GSA　using　multivariate　analysis　：　A

study　of　47　clinical　cases

Yoshio　Hiraki

Acta　Med．

Okayama
53　：　225－232

1999

81．　Shiro　Akaki，

　　　　Kotaro　Yasui，

　　　　Nobuya　Sasai，

　　　　Izumi　Togami，

　　　　Yoshihiro　Takeda，

Iodine－131　MIBG　uptake　in　hydronephrosis

due　to　compression　by　a　large　adrenal　mass

CLINICAL

NUCLEAR　MEDI－
CINE
24　：　192－193

1999

Yoshio　Hiraki，

Shunko　kaku，

Hiromi　kumon

82． Shiro　Akaki，

Akihito　Mitsumori，

Susurnu　Kanazawa，

Izumi　Togami，

Yoshihiro　Takeda，

Lobar　decrease　in　99MTc－GSA　accumulation

in　hilar　cholangiocarcinoma

The　Journal　’of

Nuclear　Medicine

40　：　394－398

1999

Yoshio　Hiraki
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83．三船啓文，小林　満，

　　高尾敦子，安藤由智，

　　佐藤修平，新屋晴孝，

　　竹田芳弘，平木祥夫

99mTc－HSA（human　serum　albulnin）によるり　臨床核医学

ンパ管シンチグラフィが術後リンパ漏の診断に　32：42－44

有用であった1例

1999

84．兵頭　剛，佐藤修平，

　　小松めぐみ，小林　満，

　　竹田芳弘，平木祥夫

67Gaシンチグラフィが有用であった心サルコ　臨床核医学

イドーシスの1例　　　　　　　　　　　　　32：50－52

1999

85．藤原山回，佐藤修平，

　　小松めぐみ，小林　満，

　　竹田芳弘，平木祥夫

99mTc－ECDを用いて脳血流を評価した起立性　臨床画像

低血圧の2例　　　　　　　　　　　　　　　15：1392－1397

1999

86．中村隆夫，山本尚武 上肢運動に伴う生体電気インピーダンスのパラ

メータの変動

岡大医学部保健学科　　1999

紀要

10　：　15－22

87．二二延義，藤　照正，

　　戸羽祥二，相田雅道，

　　澁谷光一，中桐義忠，

　　杉田勝彦

フレーバー入り硫酸バリウムの有用性とオブラ

ートを用いた発泡剤の飲用

岡山県放射線技師会　　1999

会誌

18　：　6－9

88．　Michinori

　　Yamamoto，

　　Masahiro　Kuroda，

　　Osamu　Honda，

　　Erika　Ono，

　　Jun－ichi　Asaumi，

　　Koichi　Shibuya，

Cepharanthin　enhances　thermosensitivity

without　a　resultant　in　the　thermotolerance　of

a　murme　mammary　carcmoma

INTERNATIONAL　1999

JOURNAL　OF
ONCOLOGY
15　：　95－99

Shoji　Kawasaki，

Ikuo　Joja，

Mitsuhiro　Takemoto，

Susumu　Kanazawa，

Yoshio　Hiraki

89、澁谷光一，大枝嗣人，

　　三宅浩一，丹谷延義，

　　中桐義忠，東　義晴，

　　丸山敏則，後藤佐知子，

　　杉田勝彦，平木祥夫

発泡剤と硫酸バリウム造影剤の投与順序の検討　日放技会誌 印刷中
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90．　Sachiko　Goto，

Toshinori

Maruyama，

Improvement　of　image　quality　on　mammo－

graphic　screen－film　system　by　extended－cycle

process

岡大医短紀要

9　：　83－90

1999

Yoshiharu　Azuma，

Yoshitada　Nakagiri，

Yoshihiro　Takeda，

Katsuhiko　Sugita，

Fumie　Kimura，

Shigefumi　Kadohisa

91．後藤佐知子，東　義晴，

丸山敏則，中桐義忠，

マンモグラフィ用フィルムにおけるフィルム粒　日放技学回

状度の測定　　　　　　　　　　　　　　　55：1115－1121

1999

杉田勝彦

皿．学会発表等

演 者 演 題 学　会　名 開催年月　開催場所

1．川田智恵子 Health　Promotion　at　the　Work
Place

The　Twelfth

Japan－Korea　Joint

Conference　on

Occupational

Health

1999．5　　岡山

2．小林　愛，

　加藤久美子，高原陽子

インフォームド・コンセントにおける

看護婦の役割

患者の理解を確認する看護上の効果

岡山県看護学会 1999．8　　岡山

3．加藤久美子 看護教育におけるエンカウンター・グ

ループの意義に関する研究一第1報

グループ・プロセスについて

日本看護学教育学会　1999．8　東京

4．加藤久美子 両親に足浴をするという課題を通して

見た家族関係の深まりについて

日本家族看護学会　　1999．9　　浜松

5．加藤久美子 看護教育におけるエンカウンター・グ

ループの意義に関する研究一第2報

学生Aの人間的成長と看護の質の変化

日本健康心理学会　　1999．10　　岡山

6．永坂久子，児玉順一，

　関　典子，本郷淳司，

　水谷靖司，宮木康成，

　吉野内光夫，

　小橋勇二，工藤尚文，

　奥田博之

子宮頸部adenoma　malignumの一例 日本臨床細胞学会中

四国連合会

1999．9　　岡山
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7．山田詞奈子，

　宮木康成，

　中村圭一一一fiB，

　関　典子，本郷淳司，

　水谷靖司，児玉順一，

　吉野内光夫，

　小橋勇二，

　ユニ藤尚文，奥田博之

子宮体癌における腹腔洗浄細胞診の意　日本臨床細胞学会中

義　　　　　　　　　　　　　　　　四国連合会

1999．9　　岡山

8．吉野内光夫，

　中村圭一郎，

　本郷淳司，宮木康成，

　児玉順一，奥田博之，

　工藤尚文

multiplexPCR法によるHPVの存在
様式の診断

日本産科婦人科学会　1999．4　　東京

9．中村圭一郎，

　本郷淳司，児玉順一，

　宮木康成，奥田博之，

　吉野内光夫，工藤尚文

IGF－1レセプターに対するアンチセン

ス法はHPV陽性子宮頸癌細胞株の形

質転換能を抑制する

日本産科婦入科学会　1999．4　　東京

10．関　典子，児玉順一，

　　三毛敬三，

　　山田詞奈子，

　　中村圭一郎，

　　河西邦浩，山本順子，

　　本郷淳司，宮木康成，

　　吉野内光夫，

　　奥田博之，工藤尚文

子宮体癌における血管新生因子
VEGFおよびPD－ECGFの発現とそ
の意義

日本産科婦人科学会　1999．4　　東京

11．水谷靖司，小橋勇二，

　　児玉順一，楠本知行，

　　増山　寿，上村茂仁，

　　平松祐司，奥田博之，

　　工藤尚文

周産期の凝固線溶能からみた術後血栓

症予防に対するヘパリンの至適投与法

について

日本産科婦人科学会　1999．4　　東京

12．長谷川幸清，

　　水谷靖司，

　　山田詞奈子，

　　関　典子，児玉順一，

　　本郷淳司，宮木康成，

　　吉野内光夫，

　　平松祐司，工藤尚文，

　　奥田博之

卵巣Sclerosing　Stromal　Tumorの一　日本産科婦人科学会

例　　　　　　　　　　　　　　　　岡山地方部会

1999．10　　岡山

13．関　典子，児玉順一，

　　山田詞奈子，

　　中村圭一郎，

　　本郷淳司，宮木康成，

　　吉野内光夫，

　　奥田博之，工藤尚文

子宮体癌におけるPD－ECGFの発現
とその意義

日本癌治療学会 1999．10　岐阜
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14．河西邦浩，宮木康成，

　　山田詞奈子，

　　中村圭一郎，

　　関　典子，本郷淳司，

　　児玉順一，

　　吉野内光夫，

　　小橋勇二，奥田博之，

　　工藤尚文

ヒト卵巣癌細胞株BG4における
1．25（OH）2D3による254－Sの抗腫瘍

効果の増強作用の検討

日本癌治療学会 1999．10　岐阜

15．桐山英樹，半田仁美，

　　木下公久，真壁哲夫，

　　富田　享，大本旧史，

　　相原　寛，衣笠和孜，

　　西本　詮，伊藤隆彦，

　　浅利正二

てんかん患者の

neuro－pharmacological　MRI

第22回日本脳神経
CI学会総会

1999．　1　　　｛左賀

16．木下公久，小野恭裕，

　　田宮　隆，松本健五，

　　大本尭史，浅利正二

Proton　magnetic　resonance　spectros－

copyによるastrocytomaの増殖能の
検討

第22回日本脳神経

CI学会総会

1999．1　佐賀

17．相原　寛，衣笠和島，

　　西本　詮，伊藤隆彦，

　　浅利正二，桐山英樹，

　　真壁哲夫，大本尭史

MRI（T2－WI）によるparaclinoid　car一第22回日本脳神経　1999．1　佐賀

otid　aneurysmの描出　　　　　　　CI学会総会

18．赤松　悟，桐山英樹，

　　相原　寛，富田　享，

　　伊達　勲，大本尭史，

　　真壁哲夫，衣笠二二，

　　西本　詮，浅利正二

パーキ・ンソン病のMRI 第17回岡山MR研
究会

1999．2　　岡山

19．真壁哲夫，衣笠二二，

　　西本　詮，

　　Edmister　WB，

　　Jenkins　BG，

　　浅利正二，大本尭史

Functional　MRIによる側頭葉後下部

の優位側についての検討

第1回ヒト脳機能マ

ッピング研究会学術

集会

1999．3　浜松

20．桐山英樹，赤松　悟，

　　大本尭史，相原　寛，

　　真壁哲夫，衣笠二二，

　　西本　詮，伊藤隆彦，

　　浅利正二

てんかん患者の

neuropharmacological　MRI

第1回ヒト脳機能マ

ッピング研究会学術

集会

1999．3　　浜松
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21．　Kenji　Takahashi，

　　Isao　Date，

　　Masaaki　Nakajima，

　　Motomi　Satoh，

　　Takashi　Ohmoto，

　　Yoshifumi

　　Ninomiya，

　　Shoji　Asari，

　　Hirofumi　Hamada

Evaluation　of　gene　transfer　to　cul－

tured　vascular　celis　exposed　to　oxy－

hemoglobin　replication－deficient
adenovirus

International

Stroke　Society

Regional　Meeting

1999．　4 横浜

22．中島正明，伊達　勲，

　　　高橋健治，佐藤元美，

　　大本尭史，二宮善文，

　　浅利正二

脳1血管攣縮に対する自発的NO　donor第24回日本脳卒中学

の効果　　　　　　　　　　　　　　　会総会

1999．　4 横浜

23．高橋健治，伊達　勲，

中島正明，

大本尭史，

浅利正二

佐藤元美，

二宮善文，

」血管溶解産物暴露培養．血管細胞への　第24回日本脳卒中学

adenovirusを用いた遺伝子導入　　　会総会

1999．　4 横浜

24．佐藤元美，伊達　勲，

　　　中島正明，高橋健：治，

　　伊勢田恵一，

　　大本野史，二宮善文，

　　浅利正二

Poly　（ADP－ribose）　polymerase

（PARP）抑制による脳血管攣縮に対す

る効果の検討

第15回スパズム・シ

ンポジウム

1999．　7 京都

25．高橋健治，伊達　勲，

　　　中島正明，佐藤元美，

　　伊勢田恵一，

　　大本尭史，浅利正二，

　　　二宮善文

ラットくも膜下出血モデルを用いたア

デノウイルスによる遺伝子導入

一肉眼的，組織学的野：討一

第15回スパズム・シ

ンポジウム

1999．　7 京都

26．　Masaaki　Nakajima，

　　Isao　Date，

　　Kenji　Takahashi，

　　Motomi　Satoh，

　　Keiichi　lseda，

　　　Takashi　Ohmoto，

　　　Shoji　Asari，

　　　Yoshifumi

　　　Ninomiya，

　　　Hirofumi　Hamada

Effect　of　FK－409　on　cerebral

vasospasm　after　subarachnoid　hem－

orrhage　in　rabbits

11th　Europian　Con－

gress　of　Neurosur－

gery

1999．　9　Copenhagen

　　　　　　（Denmark）
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27．　Kenji　Takahashi，

　　Isao　Date，

　　Masaaki　Nakajima，

　　Motomi　Satoh，

　　Keiichi　lseda，

　　Takashi　Ohmoto，

　　Shoji　Asari，

　　Yoshifumi

　　Ninomiya，

　　Hirofumi　Hamada

28．高橋健治，伊達　勲，

　　中島正明，佐藤元美，

　　伊勢田恵一，

　　大本尭史，浅利正二，

　　二宮善文，濱田洋文

29．桐山英樹，赤松　悟，

　　大本二二，相原　寛，

　　真壁哲夫，衣笠和孜，

　　西本　詮，伊藤隆彦，

　　浅利正二

30．林優子，金尾直美

Adenoviral　gene　transfer　into　cul－

tured　vascular　cells　exposed　to　hem

olysate

ラットくも膜下出血モデル脳血管への

アデノウイルスによる遺伝子導入

一肉眼的，組織学的検討一

後頭蓋窩の解剖学的構造の撮像におけ

るT2　weighted　imageのパラメータ

ーの検討

11th　Europian　Con－

gress　of　Neurosur－

gery

第58回日本脳神経外

科学会総会

第58回日本脳神経外

科学会総会

外来透析者のQOLとコーピングとの　第25回日本看護研究

関係　　　　　　　　　　　　　　　学会学術集会

31．林　優子，　　　　　腎移植後のQOLに関連するレシピエ　日本健康心理学丁丁

　　中西代志子，金尾直美　ントの背景　　　　　　　　　　　　12回大会

32．　Michiyo　Oka，

　　Teruko　Kawaguchi，

　　Takako　Kobayashi，

　　Yoko　Tsuchiya，

　　Yuko　Shimamura，

　　Fumiko　Yasukata，

　　Narumi　Sakamoto，

　　Miho　Torii，

　　Momoe　Konagaya，

　　Miyako　Oike，

　　Hitomi　lto，

　　Yuko　Hayashi，

Abilities　of　Nurses　for　Effective

Patient　Education

1999．　9　Copenhagen

　　　　（Denrnark）

1999．10　東京

1999．10　東京

1999．7　浜松

1999．10　　岡山

The　lst　Asian一　1999．12　Seoul

Pacific　Nursing　（Korea）
Congress

Kiyoko　Kanda

33．貞岡美伸，桑原和美，

　　薬師寺恭子，

　　大西真由美，山田一朗

新人教育における先輩看護婦と新人看　第25回日本看護研究

護婦の思いのずれ　　　　　　　　　学会

1999．8　　浜松
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34．田中麻理，皿盛美幸，

　　平野真利子，

　　三宅三佐子，

　　瀬尾雅美，山田一朗

35．登喜玲子，濱森雪路，

　　市川明美，松下美和，

　　山田一朗

36．石川浩美，牧野基美，

　　山田一朗

37．保科英子，山田一朗

38．足羽孝子，山田一朗，

　　山本真由美，岩本　泉

39．岩谷美貴子，

　　山田一朗，岡崎　恵，

　　今出来恵美，梶清友美

40．岡崎　恵，山田一朗，

　　岩谷美貴子，

　　今出来恵美，梶清友美

41．砂野敬子，

　　小野知奈美，

　　鈴木かおる，山田一朗

42．赤池陽子，山田一朗，

　　雨宮雅美，雨宮浩子，

　　田中美奈子，

　　上田有子，

　　由井美穂子，

　　手塚とみ江

43．西川向一，村上恵子，

　　山田一朗

44．村上恵子，西川向一，

　　山田一朗

45．天神林景子，山田一朗

46．浜田京子，山田一朗

看護婦の職場における人間関係の認識

青年期にある看護学生の気質に対する

看護教員の認識

脳卒中急性期における他動的関節可動

域訓練の効果と意義

肺癌術後患者の看護における看護婦の

臨床判断の分析と，その構造化

高気圧酸素療法下の患者の心理状態と，

看護婦の認識

重症患者の家族に関わる看護者の心理

構造と，その関連要因　第1報

重症患者の家族に関わる看護者の心理

構造と，その関連要因　第II報

入院患者の家族の負担感を増大させる

要因

精神障害者家族の危機受容過程に関す

る研究　第IV報

因子分析による心理過程の疾患別比較

肩部筋組識のかたさに関する研究

オフィスワーカーを対象とした実態調

査結果

薬湯の生理学的効果に関する研究

血流量の変化と，入浴後の皮膚表面温

度の変化について

終末期にある患者の病状経過と，家族

の心理状態

看護記録に関する院内教育の効果

　　　　　　　　　一22一

第25回日本看護研究

学会

第25回日本看護研究

学会

第25回日本看護研究

学会

第25回日本看護研究

学会

第25回日本看護研究

学会

第25回日本看護研究

学会

第25回日本看護研究

学会

第25回日本看護研究

学会

第25回日本看護研究

学会

第25回日本看護研究

学会

第25回日本看護研究

学会

第24回日本死の臨床

研究会

第48回共済医学会

1999．8　　浜松

1999．8　浜松

1999．8　浜松

1999．8　浜松

1999．8　浜松

1999．8　浜松

1999．8　浜松

1999．8　　浜松

1999．8　浜松

1999．8　　浜松

1999．8　浜松

1999．9　札幌

1999．10　　　　福岡



47．山田一朗 飲酒行動の個体差と，その関連要因 第12回日本健康心理

学会

1999．10　　岡山

48．岡野初枝 施設問における老人看護学実習の学び　第19回日本看護科学

の比較　　　　　　　　　　　　　　　学会学術集会

1999．12　　静岡

49．岡野初枝，

川田智恵子，

二宮一枝，山根明子，

内藤允子，則安俊昭

住民参加型の地域保健活動への取り組

みにあたっての既存資料の分析

一PRECEDE－PROCEEDモデルを用
　いて一

面58回日本公衆衛生

学会

1999．10　大分

50．池田敏子，近藤　勲，ISM教材分析法を適用した基礎看護　日本教育工学会第15

　　田中宏二，正司和彦　　技術の構造化に関する研究　　　　　　回全国大会

！999．10　富山

51．　Yuko　Matsuka，

　　Narufumi

　　Suganuma，

　　Kaori　lmai，

Satoru　lkeda，

Shohei　Kira，

Kazuhisa　Taketa

Effect　of　alcohol　intake　and　other

factors　on　serum　Gamma－glutamyl－

transferase　level　in　Japanese　males

The　X　V　lnterna一　1999．8　Florence

tional　Scientific　（ltaly）
Meeting　of　the
International

．Epidemiological

Association

52．　Kaori　lmai，

Satoru　lkeda，

Shohei　Kira，

Takehiro

Kadowaki，

Yoshiharu　Aizawa

Fatty　liver　and　visceral　obesity　in

longstanding　paraplegics

The　X　V　lnterna一　1999．8　Florence

tional　Scientific　（ltaly）
Meeting　of　the
International

Epidemiological

Association

53．住吉和子，安酸史子，

　　山崎　絆，古瀬敬子，

　　土方ふじこ，

　　小幡桂子，

　　中村絵美子，

　　菊池徹子，渥美義仁，

　　松岡健平

糖尿病患者の食事自己管理に対する自

己効力・治療満足度と食事の実行度の

縦断的研究

日本糖尿病教育・看

護学会

1999．9　岩手

54．金尾直美，池田敏子，

　　保科英子，渡邉久美，

　　佐藤美恵

0医療技術短大卒業生の口腔ケアの認

識と実施状況との関連

第12回日本看護研究

学会　近畿・北陸／

中国・四国地方会

1999．3　大津

55．　Mikio　Kataoka，

　　Jun－ichi　Hiramatsu，

　　Takayuki　Kamao，

　　Goro　Kimura，

　　Yasushi　Tanimoto，

　　Tohgo　Ejiri，

　　Mine　Harada，

　　Yasunari　Nakata

Three　cases　of　sarcoidosis　patients　6th　WASOG　Meet－

with　multiple　cancers　ing
1999．11　Kumamoto
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56．平松順一，片岡幹男，

　　岡崎和徳，鎌尾高行，

　　原田実根，中田安成

サルコイドーシスにおける重症例の検　第80回日本内科学会

討　　　　　　　　　　　　　　　　中国地方会

1999．6　米子

57．岡本　基，崎山順子，

北村吉宏，山田正応

ラットにおけるカイニン効けいれん発

作重積後のMRI所見と病理所見との
関係

第33回日本てんかん

学会

1999．10　　仙台

58．岡本　　　基，岡　久雄，　全頭型脳磁計を用いた痛み関連誘発磁　第22回日本ME学

北村吉宏　　　　　　界の記録　　　　　　　　　　　　　会中国四国支部大会

1999．11　広島

59．富永洋功，草地省蔵 Intervention直後と3ヶ月後の拡張期

圧一流速関係の検討：conductanceと

Pzfについて

第63回日本循環器学

会総会

1999．3　東京

60．村上　充，草地省蔵 急性心筋梗塞（AMD心心流成功後の
carboxy－terminal　peptide　of　type　I

procoilagen　（PIPC），　carboxy－

terminal　telopeptide　of　type　1　col－

lagen（ICTP）の経時的変化と慢性期

左室（LV）諸指標との相関

第63回日本循環器学

会総会

1999．3　東京

61．村上正明， 草地省蔵　　急性前壁梗塞症再庶流成功例における

　　　　　入院時の」血中好中球数と慢性期左室諸

　　　　　指標との有意相関

第63回日本循環器学

会総会

1999．3　東京

62．間島圭一，草地省蔵 Lorenz　plot（LP）解析による上室性期

外収縮（SVPC）の分類の試み

一房室結節（AVN）二重伝導路（Dual

　PW）の推定一

坐63回日本循環器学

会総会

1999．3　東京

63．山地博介，草地省蔵 左冠動脈主冠部（LTM）閉塞による急

性心筋梗塞（AMDにおける心電図変

化：aVR誘導，およびaVR誘導と
V1誘導の対比の有用性

第63回日本循環器学

会総会

1999．3　東京

64．上杉忠久，草地省蔵 ラット心筋梗塞（MI）モデルにおける

ピアルロン酸合成酵素（HAS）の発現

と局在の経時的変化：HAS1，　HAS2

mRNAの梗塞部問葉系紡錘形細胞
（fibroblast）の早期発現とHAの早期

増加

第63回日本循環器学

会総会

1999．3　東京

65．小松原一正，草地省蔵 ラット実験的心筋梗塞（MDにおける

Osteopontin（OPN）の発現と経時的

変化：Type　I　Collagenと比較

法63回日本循環器学

会総会

1999．3　東京
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66．熊代博文，草地省蔵 長期生存，低死亡率のマウス心筋梗塞

の簡便な作成法および病理組織学的検

討

第63回日本循環器学

会総会

1999．　3 東京

67．俣野　茂，草地省蔵 前壁急性心筋梗塞再灌流療法後の心電

図経過中ST再上昇は慢性期諸指標と

有意相関なし：心室remodeling反映

の指標とならず

第63回日本循環器学

会総会

1999．　3 東京

68．山根慎一，草地省蔵 慢性心房細動心拍日内変動性と血漿　第63回日本循環器学

α一hANP値との関連　　　　　　　　会総会

1999．　3 東京

69．松浦和義，草地省蔵 急性心筋梗塞寝息流療法時のATP冠　第63回日本循環器学

動脈評注入は慢性期心機能を改善する　会総会

1999．　3 画面

70．中濱　一，草地省蔵 マウス実験的心筋梗塞におけるPer－

lecanの発現の検討：Type　W

collagenとの比較

第63回日本循環器学

会総会

1999．　3 東京

71．　Jun－ichi　Hiramatu，

　　Mikio　Kataoka，

　　Katsuhiko　Shiomi，

　　Tsuyoshi　Maeda，

　　Yoshihiro　Mori，

　　Tohru　Hioka，

　　Shinya　Tada，

　　Mine　Harada，

　　Shozo　Kusachi，

Evaluation　of　plasma　concentrations

of　cardiac　natriuretic　peptides　（ANP

and　BNP）　and　adrenornedulin　（AM）

in　sarcoidosis　patients

6th　WASOG　Meet－
ing

1999．11　KUmamoto

Yasunari　Nakata

72．梅川康広，西下千春，

　　藤原択造，松本剛昌，

　　浜崎啓介，池田敏

閉塞性黄疸を初発症状とした非乳頭部　第82回日本消化器内

十二指腸癌の1例　　　　　　　　　　視鏡学会中国地方会

1999．　5 出雲

73．　Kazuhisa　Taketa，

　　Satoru　lkeda，

Narufumi

Suganuma，
Kannika

Phorunphutkul，

Supatra　Peerakome，

Kriegsak

Sitvacharanum，

Jaroon

Jittiwutikarn

Differential　seroprevalences　of

HCV，　HBV　and　HIV　among　intra－

venous　drug　users，　commercial　sex

workers　and　patients　with　sexually

transmitted　disease　in　Chiang　Mai，

Thailand

The　5th　Asia一　1999．12

Pacific　American

Gastroent　er－
ological　Associa－

tion　Conference

and　The　40th
Annual　Gas－
troenterological

Association　of
Thailand　Confer－

ence

Chang

Mai
（Thailand）

74．岡　久雄，

宮島　智，金

柳　槙人，

　　海蓮

電気刺激を用いた筋肉疲労の計測 第38回日本ME学会
大会

1999．　4 仙台
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75．岡　久雄，井上智紀 ジャイロおよび加速度センサを使った第38回日本ME学
身体動作モニタリング　　　　　　　　会大会

1999．4　　仙台

76．入江　隆，岡　久雄 生体表面に加えられた衝撃力波形の解　第38回日本ME学

析　　　　　　　　　　　　　　　会大会

1999．4　　仙台

77．更谷啓治，松谷善雄，

　　龍田光弘，岡　久雄，

　　小野浩一，施生根，

　　王　忠義，川添尭彬

ベンダ型T－Mテスタを用いた場合の　第38回日本ME学
歯種別モビリティ・インデックス値　　会大会

1999．4　　仙台

78．入江　隆，池上公一，生体機械インピーダンスによる筋疲労

　　岡　久雄　　　　　　計測
電子情報通信学会1999．7　徳島
MEとバイオサイバ
ネティックス研究会

79．岡　久雄，小野浩一，

　　松谷善雄，龍田光弘，

　　更谷啓治，川添尭彬，

　　施　生根，王　忠義

歯科インプラント植立評価のための動

揺測定装置の開発

電子情報通信学会1999．7　徳島
MEとバイオサイバ
ネティックス研究会

80．入江 隆，岡　久雄　　衝撃応答法による皮膚表面から見た筋　第16回バイオメカニ　1999．8　信濃

　　　　　　　力学特性の計測　　　　　　　　　　　ズムシンポジウム　　　　　　　（長野）

81．岡　久雄，宮島　智，　コンピュータ制御によるクロナキ・シー　第16回バイオメカニ　1999．8　信濃

　　安原清隆，岡本　基　　自動測定システムの開発　　　　　　　ズムシンポジウム　　　　　　　（長野）

82．更谷啓治，岩田光生，

　　龍田光弘，川添尭彬，

　　岡　久雄，小野浩一，

　　施　生根，王　忠義

インプラント動揺測定装置の開発と臨　第16回バイオメカニ　1999．8　信濃

床応用　　　　　　　　　　　　　　ズムシンポジウム　　　　　　　（長野）

83．岡　久雄，井上智紀 高齢者のための身体活動モニタリング

システムに関する基礎的研究

計測自動制御学会第

13回生体・生理工学

シンポジウム

1999．10　　神戸

84．井上智紀， 岡　久雄　　身体活動モニタリングシステムの歩行

　　　　　形態の解析

平成11年度電気・情

報関連学会中国支部

第49回連合大会

1999．1Q　広島

85．池上公一，岡　久雄，生体機械インピーダンス計測のための

　　入江　隆　　　　　　　測定条件の検討

平成11年度電気・情

報関連学会中国支部

第49回連合大会

1999．10　広島

86，小野浩一，岡　久雄，

　　松谷善雄，龍田光弘，

　　更谷啓治，川添尭彬，

　　施　生根，王　忠義

Implant　Movement　Checkerの開発

一そのユー

平成11年度電気・情

報関連学会中国支部

第49回連合大会

1999．10　広島
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87．宮島　智，金　海蓮，　コンピュータ制御による筋のクロナキ

　　安原清隆，岡　久雄　　シー自動測定システム

平成11年度電気・情

報関連学会中国支部

第49回連合大会

1999．10　広島

88．金　海蓮，宮島

　　岡　久雄

智，電気刺激閾値法によるエルゴメーター

　　運動中の筋疲労評価

　　一その1一

平成11年度電気・情

報関連学会中国支部

第49回連合大会

1999．10　広島

89．岡　久雄，宮島　智，　クロナキシー自動測定システムの開発

岡本　基

第22回日本ME学　1999．11　黒瀬
会中国四国支部大会　　　　　（広島）

90．入江　隆，池上公一，　筋力学特性計測を目的とした生体機械　第20回バイオメカニ

　　岡　久雄　　　　　　　インピーダンスの測定条件　　　　　　ズム学術講演会

1999．11　草津

91．岡　久雄，小野浩一，

　　松谷善雄，龍田光弘，

　　更谷啓治，川添尭彬，

　　施　生根，王　忠義

インプラント植立評価のための動揺測　第20回バイオメカニ

定装置の開発　　　　　　　　　　　　ズム学術講演会

1999．11　草津

92．岡　久雄，宮島　智，

　　安原清隆，岡本　基

クロナキシー自動計測システムの開発 第20回バイオメカニ

ズム学術講演会

1999．11　草津

93．倉園久生，寺井章人，

　　山本新吾，中野政之，

　　林　英生

尿路病原性大腸菌の産生するZOT
（Zonula　Occludens　Toxin）様蛋白の

尿路病原性への関与

第72回目本棚菌学会

総会

1999．3　東京

94．八尋錦之助，

　　和田昭裕，

　　Philip　Padilla，

　　木村美幸，新留琢郎，

　　畠山智充，倉園久生，

　　青柳東彦，平山壽哉

Helicobacter　Pylo　riの空胞化毒素　第72回日本細菌学会

VacAの宿主受容体蛋白質の解析　　　総会

1999．3　東京

95．林　俊治，下村裕史，

　　倉園久生，林　英生，

　　和田昭裕；平山壽哉，

　　横田憲治，小熊恵二，

　　平井義一

Helicobacter　Pyloriの各増殖期におけ

る菌体構成成分および上清中のVacA

量の変化

第72回日本細菌学会

総会

1999．3　東京

96．牧野壮一，朝倉　宏，

　　白幡敏一，倉園久生，

　　塚本定三，池田徹也，

　　武士甲一

種々の動物由来腸管出血性大腸菌の性　第72回日本細菌学会

状　　　　　　　　　　　　　　　　　総会

1999．3　東京
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97．　Toshiya　Hirayama，

　　　Kinnosuke　Yahiro，

　　　Takuro　Niidome，

　　　Hirohiko　Aoyagi，

　　　Hisao　Kurazono，

Activation　of　Helicobacter　Pylori

VacA　toxin　by　alkaline　or　acid　con－

ditions　increases　its　binding　to　a

250kDa　receptor　protein，　Tyrosine

phosphatase　（RPTP）　beta

99th　General　Meet－

ing　of　American
Society　for　Micro－

biology

1999．　5　Chicago

　　　　　　　　（USA）

1　lmagawa，

Moss　Joel，

Akihiro　Wada

98．平山壽哉，和田昭裕，

　　　八尋錦之助，

　　　Philip　lan　Padilla，

　　　木村美幸，倉園久生，

　　　今川健一，新旧琢郎，

　　　青柳東彦，

　　　Joel　Moss

H．Pylori　VacA毒素の受容体，　Pro－

tein　Tyrosine　Phosphatase　b
（RPTPb／PTPz）の証明

第5回日本ヘリコバ

クター学会

1999．　6 新潟

99．　Tongtawe　P，

　　　Chaisri　U，

　　　Kai　Akemi，

　　　Chongsanguan

　　　Manas，

　　　Tapchaisri　P，

　　　Hisao　Kurazono，

Detection　of　Escherichia　coli　0157

antigen　and　shiga－like　toxin　in　clini－

cal　specimens　using　monoclonal　anti－

bodies

．第40回日本熱帯医学　1999．9

会・第14回国際保健

医療学会合同大会

東京

Hideo　Hayashi，

Chaicumpa　Wanpen

100．　Souichi　Makino，

　　　　Chongsanguan

　　　　Manas，

　　　　Hisab　Kurazono，

Establishment　of　the　PCR　system

specific　to　Salmonella　spp．　and　its

application　for　the　inspection　of　food

and　fecal　samples

第40回日本熱帯医学　1999．9

会・第14回国際保健

医療学会合同大会

東京

Hideo　Hayashi

101．倉園久生，

中野政之，

中田勝久，

寺井章人，

山本新吾，

由里和世，

片江宏巳，

林　英生

尿路病原性大腸菌の新しいPath一第52回日本細菌学会
ogenic　island　　　　　　　　　　　中国・四国支部総会

1999．10 出雲

102．　Hisao　Kurazono，

Shingo　Yamamoto，

Masayuki　Nakano，

GB　Nair，

Akito　Terai，

Chaicumpa　Wanpen，

Hideo　Hayashi

Characterization　of　a　putative　viru－

Ience’　island　in　the　chromosome　of

uropathogenic　Escherichia　coli　pos－

sessing　a　gene　encoding　a　uropath

ogenic－specific　protein

The　U．　S．　一Japan

Cooperative　Medi－

cal　Science　Pro－

gram：　Thirty－fifth

Joint　Conference

on　Cholera　and

other　Bacterial
Enteric　lnfections

Pane1

1999．12 Baltimore

（USA）
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103．　Akihiro　Wada，

　　K　Ogushi，

　　Padilla　PI，

　　Se　M，

　　Hisao　Kurazono，

Moss　Joel，

Toshiya　Hirayama

Salmonella　species　induce　beta－

defensin－2　mRNA　expression　in
human　CaCO－2　cell　line

The　U．　S．　一Japan　1999．12　Baltimore

Cooperative　Medi一　（USA）
cal　Science　Pro－

gram：　Thirty－fifth

Joint　Conference

on　Cholera　and

other　Bacterial
Enteric　lnfections

Pane1

104．森　秀治，岡本　基 Acid　fuchsin結合タンパク質としての　第72回日本生化学会

Histidine　rich　glycoproteinの同定　　大会

1999．10　横浜

105．川崎祥二，黒田昌宏，　各種重粒子線のLET生物学的効果比　第12回日本放射線腫

　　平木祥夫，古澤佳也　の関係とPLDR　　　　　　　　　　瘍学会

1999．11　横浜

106．山本尚武，北岡和久，

　　中村隆夫，高橋元次，

　　舛田勇二

頭皮水分測定のための双極型電極の開　第38回日本ME学

発　　　　　　　　　　　　　　　　会大会

1999．4　　仙台

107．　Yoshitake

Yamamoto，

Keisuke　Kawai

Development　of　Measuring　Method

for　Softness　of　Epidermis　Using

Rotational　Step　Response

IEEE　lnstrumenta－

tion　and　Measure－

ment　Technology
Conference

1999．　5　Venice

　　　　　（ltaly）

108．津川秀範，

　　中村隆夫

山本尚武， 嚥下音による嚥下活動の解析に関する

研究

電子情報通信学会1999．7　徳島
MEとバイオサイバ
ネティックス研究会

109．磯崎晃一，高山桂一，　皮膚電位及び皮膚インピーダンス活動

　　山本尚武　　　　　　の多チャンネル計測システムの設計

電子情報通信学会

MEとバイオサイバ
ネティックス研究会

1999．　7　　　徳島

110．北岡和久，Adli，　　　生体電気信号の計測における誘導障害

　　山本尚武，中村隆夫　　の自動除去装置に関する研究

平成11年度電気・情

報関連学会中国支部

第50回連合大会

1999．10　広島

111．磯崎晃一，

　　山本尚武

高山桂一， 皮膚電位及び皮膚インピーダンス活動

の多チャンネル計測システムの設計

平成11年度電気・情

報関連学会中国支部

第50回連合大会

1999．10　広島

112．高山桂一，磯崎晃一，　皮膚電位反応の体表各部位での同時測

　　山本尚武　　　　　　　定による潜伏時間の検討

平成11年度電気・情

報関連学会中国酒部

面50回連合大会

1999．10　広島

113．津川秀範，

　　中村隆夫

山本尚武， 嚥下音を併用したIPG測定法による

嚥下活動評価に関する研究

平成11年度電気・情

報関連学会中国支部

第50回連合大会

1999．10　広島
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114．北岡和久，山本尚武，　頭皮水分測定のための双極型電極の開　第22回日本ME学　1999．11　黒瀬

　　中村隆夫　　　　　　　発　　　　　　　　　　　　　　　　　会中国四国支部大会　　　　　　（広島）

115．高山桂一，磯崎晃一，皮膚電位活動の発現メカニズムに関す　第22回日本ME学　1999。11　黒瀬

　　山本尚武　　　　　　　る検討　　　　　　　　　　　　　　　会中国四国支部大会　　　　　　（広島）

116．内田伸恵，杉原正樹，

　　笠井俊文，杉村和朗，

　　加藤博和，黒田　輝，

　　岡本　淳

開放型IVR用0．2T　MRI装置による

温度変化計測可能なRF組織内加温シ

ステムの開発

第58回日本医学放射

線学会学術発表会

1999．4　東京

117．内田伸恵，杉原正樹，

　　加藤博和，杉村和朗，

　　黒田　輝，笠井俊文，

　　岡本　淳

0．2T開放型磁石MRI装置による温
度変化画像表示可能なRF組織内加温

システムの開発

一ln　vivo　study一

日本ハイパーサーミ

ア学会第16回大会

！999．9　大阪

118．内田伸恵，加藤博：和，

　　森山正浩，三島宏一，

　　吉村安郎

口腔内腫瘍用モールド型電極の臨床経　日本ハイパーサーミ

験　　　　　　　　　　　　　　　　　ア学会第16回大会

1999．9　大阪

119．加藤博和，黒田昌宏，

　　川崎祥二，内田伸恵，

　　杉原正樹，石原勝美，

　　杉村和朗，笠井俊文，

　　黒田　輝

MRと併用可能なinterstitial型電極　日本ハイパーサーミ

の開発　　　　　　　　　　　　　　　ア学会第16回大会

1999．9　大阪

120．加藤博和，黒田昌宏，

　　川崎祥二，内田伸恵，

　　森山正浩，笠井俊文，

　　赤坂展昌

腹腔内加温用液体電極 日本ハイパーサーミ

ア学会第16回大会

1999．9　大阪

121．大枝嗣人，黒瀬哲也，

　　宮原智則，鷲見和幸，

　　丹谷延義，中桐義忠，

　　澁谷光一

消化管撮影における吸収線量の測定

一フィルム法による皮膚表面の吸収線

　量の測定一

日本放射線技術学会

中国・四国部会第40

回学術大会

1999．11　徳島

122．小島周二，山岡聖典，

　　本田陽子，本田修二

低線量γ線によるマウス脳内グルタ

チオン（GSH）合成関連タンパク質の

誘導

日本薬学画讃119回

年会

1999．3　徳島

123．　Takaharu　Nomura，

　　Kiyonori　Yamaoka

Low　Dose　7－ray　lrradiation　Reduces

Oxidative　Damage　in　Mouse　Liver

Induced　by　Carbon　Tetrachloride

International　1999．4　Susono
Workshop　on　Low　（Shizuoka）

Dose　Radiation
Effects

124．　Shuji　Kojima，

　　Takaharu　Nomura，

　　Kiyonori　Yamaoka

Induction　of　Glutathione　in　Mouse

Brain　by　low－dose　7－rays

International　1999．　4　Susono

Workshop　on　Low　（Shizuoka）
Dose　Radiation
F．．ffects
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125．　Mareyuki

　　　Takahashi，

　　　Shuji　Kojima，

　　　Takaharu・　Nomura，

　　　Kiyonori　Yamaoka

Low　Level　7－ray　lrradiation　Sup－

presses　the　Development　of　IDDM　in

NOD　Mice

International

Workshop　on　Low

Dose　Radiation
Effects

1999．　4　Susono

　　　　　　（Shizuoka）

126．山岡聖典，小島周二，

野村崇治

低線量放射線によるマウス諸臓器中の

SOD様物質の変化

第36回理工学におけ　1999．7

る同位元素研究発表

会

東京

127．野村崇治，小島周二，

　　　山岡聖典

CCI4誘導肝障害マウスにおける低線

量放射線による内因性抗酸化物質の変

化

第36回航工学におけ　1999．7

る同位元素研究発表

会

東京

128．　Kiyonori　Yamaoka，．

Shuji　Kojima，

Takaharu　Nomura

Inhibitory　Effects　of　Low　Dose　lrra－

diation　on　Oxidative　Damaged　Liver

11th　lnternational

Congress　of　Radia－

tion　Research

1999．　7　Dublin

　　　　　　（lreland）

129．　Takaharti　Nomura，

　　　Mareyuki

　　　Takahashi，

　　　Shuji　Kojima，

　　　Kiyonori　Yamaoka

Suppression　of　Diabetes　in　NOD

Mice　by　low　Dose　7－ray　lrradiation

11th　lnternational　1999．

Congress　of　Radia－

tion　Research

7　Dublin
　　（lreland）

130．　Takaharu　Nomura，

　　　Shuji　Kojima，

　　　Mareyuki

　　　Takahashi，

　　　Kiyonori　Yamaoka

Suppression　or　lnhibition　of
Reactive－oxygen－species－related　Dis－

ease　Model　Mice　by　Low－dose　7－ray

Irradiation

Satellite　Meeting　1999．7　Cork

of　llth　lnterna一　（lreland）
tional　Congress　of

Radiation　Research

－Biological

Effects　of　Low－

dose　Radiation一

131．山岡聖典，小島周二，

野村崇治

鉄投与によるマウス脳への影響とこれ　日本放射線影響学会

に対する低線量γ線の照射効果　　　　第42回大会

1999．　9 広島

治崇村野

典聖岡山

231 酒井一夫， 低線量のγ線照射によるマウス腎臓　日本放射線影響学会

の抗酸化物質の変化　　　　　　　　第42回大会

1999．　9 広島

133．小島周二，高橋面白，　NODマウスでの1型糖尿病発症に対　日本放射線影響学会

　　　二木悦雄，山岡聖典　　する低線量γ線の抑制作用　　　　　　第42回大会

1999．　9 広島

134．山岡聖典，御舩尚志，

　　　小島周二，澁谷光一，

　　　野村崇治，谷崎勝朗，

　　　杉田勝彦

三朝ラドン温泉適応症の機構に関する

基礎検討

一ラドン高濃度熱気浴1回治療による

　」血液中活性酸素関与物質量の変化一

日本過酸化脂質・フ　1999．11

リーラジカル学会第

23回大会

横浜

一31一



135．兵頭　剛，

　　小松めぐみ，

　　佐藤修平，小林　満，

　　赤木史郎，平木祥夫，

　　永谷伊佐雄，竹田芳弘

腫瘍シンチグラフィで評価した　第34回日本核医学会

PENTのユ例　　　　　　　　　　中国・四国地方会

1999．6　松山

136．佐藤修平，

　　小松めぐみ，

　　奥村能啓，小林　満，

　　金澤　右，平木祥夫，

　　鎌田政博，大月審一，

　　片岡功一，竹田芳弘，

　　平木祥夫，永谷伊佐雄

動脈管開存症コイル塞栓術後の肺血流　第34回日本核医学会

シンチグラフィによる評価　　　　　　中国・四国地方会

1999。6　松山

137．竹田芳弘，兵頭　剛，

　　小松めぐみ，

　　佐藤修平，守都常晴，

　　小林　満，赤木史郎

99mTc－MIBIシンチグラフィによる悪

性胸腺腫瘍の放射線治療効果判定にお

ける有用性

第12回臨床核医学研

究会

1999．6　　岡山

138．中村隆夫，山本尚武，　嚥下活動解析への応用のための嚥下音　第38回日本ME学

　　楠原俊昌，津川秀範　　の基本的特性に関する検討　　　　　　会大会

1999．4　　仙台

139．　Takao　Nakamura，

Adli，

Kazuhisa　Kitaoka，

Yoshitake

A　New　Device　for　Elimination　of

Power　Line　lnterference　in　EMG

Signal　Recording

The　4th　Asia一　1999．9　Seoul

Pacific　Conference　（Korea）
on　Medical　＆　Bio－

logical　Engineering

Yamamoto

140．澁谷光一，大枝嗣人，

　　三宅浩一，丹谷延義，

　　中桐義忠

発泡剤とバリウムの飲用順序の検：討 第11回日本消化管撮

影研究会

1999。1　倉敷

141．澁谷光一，川崎祥二，

黒田昌宏，山本道法，

平木祥夫

tsAF8細胞における温熱耐性の抑制と

細胞周期の変化

日本医学放射線学会

第38回生物部会学術

大会

1999．4　東京

142．黒田昌宏，本田　理，

　　武本充広，山本道法，

　　小林　満，

　　小野英里香，

　　平木祥夫，

　　Daret　St　Clair，

　　浦野宗保，澁谷光一，

　　川崎祥二

Mn－SOD遺伝子治療のための基礎研
究（第五報）

日本医学放射線学会

第38回生物部会学術

大会

1999．4　東京

143．澁谷光一，川崎祥二，

　　加藤博：和，黒田昌宏，

　　平木祥夫

tsAF8細胞の加温後の細胞周期 日本ハイパーサーミ

ァ学会第16回大会

1999．9　大阪

一32一



144．武本充広，黒田昌宏，

　　小野英里香，

　　浦野宗保，西村恭昌，

　　澁谷光一，川崎祥二，

　　加藤博和，平木祥夫

145．黒田昌宏，本田　理，

　　武本充広，澁谷光一，
　　カロ藤1博禾口，　Jtl山奇ネ羊二，

　　平木祥夫

146．三宅浩一，大枝嗣人，

　　宮原智則，黒瀬哲也，

　　藤　照正，丹谷延義，

　　澁谷光一，中桐義忠

147．　Sachiko　Goto，

Yoshiharu　Azuma，
Toshinori

Maruyama，

Yoshitada　Nakagiri，

Fumie　Kimura，

Takuichi　Kitayama，

Yoshihiro　Okawa，

Shigefumi　Kadohisa

Mild　hyperthermiaによる化学療法剤　日本ハイパーサーミ

のin　vivoでの増感効果の検討　　　　ア学会第16回大会

1999．9　大阪

Annexin　V，　propidiunl　iodideの二重　日本ハイパーサーミ　1999．9　大阪

染色による加温後の細胞死の検討　　　ア学会第16回大会

発泡剤とバリウムの飲用順序

Dosage　Evaluation　and　Estimation

of　Breast　Composition　in　Mammo－

graphy

日本放射線技術学会

中国・四国部会第40

回学術大会

1999．11　　徳島

N．講　　　演

　　　演　　　者

　1．川田智恵子

2．川田智恵子

3．川田智恵子

4．川田智恵子

5．川田智恵子

6．川田智恵子

　　　　　演　　　　　題

21世紀の保健・医療に向けて

健康教育・ヘルスプロモーションの立

場から

職域保健活動とヘルスプロモーション

～生活習慣病時代の新たなアプローチ

健康政策に発展させる保健活動の進め

方

健康と生きがいについて

看護論

企業における健康教育の実際

ASIAN　CONFER一　1999．4　Hong　Kong

ENCE　OF　RADIO一　（China）
GRAOHERS　＆
RADIOLOGICAL
TECHNOLOGISTS
12TH

　講演会名

前41回聖マリア医学

会研究会

講演年月　　場所

1999．2　久留米

保健婦全国研修会　　1999．2　　東京

平成10年度幹部保健！！999．3

婦等研修会

足守寿教室　　　　　1999．6

岡山県実習指導者講　！999．7

習会

産業保健指導専門研　1999．7

修

福岡

山
山

岡
岡

大阪
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7．川田智恵子

8．川田智恵子

9．川田智恵子

10．川田智恵子

11．川田智恵子

12．川田智恵子

13．太田武夫

14．太田武夫

15．奥田博之

16．奥田博之

17．奥田博之

18．奥田博之

19．奥田博之

20．奥田博之，太田にわ，

　　合田典子

21．加藤久美子

22．加藤久美子

23．浅利正二

一次予防の地域保健活動

学校給食と家庭・地域との連携を考え

る

ヘルスプロモーションと健康教育

健康観とこれからの健康政策

在宅看護論

健康教育とヘルスプロモーション

21世紀／日本／ヘルスプロモーション

活動とその課題

研究報告の評価

有害対策と救急

子宮癌検：診の奨め

がん検診の現状と問題点

妊婦の子宮癌

骨折り損にならないために

子宮がん検診の現状と対策

妊娠・育児の悩みの相談

エンカウンターグループについて

事例検討の視点

救急外来でみられる頭蓋内出血の種々

像

一その診断のポイソトー

　　　　　　　　　一34一

女子栄養大学公開講

座

学校栄養職員研修会

日本看護協会

高知県管理者研修会

看護教育研修会

健康教育／ヘルスプ

ロモーション研修会

地域社会振興財団

岡山県市町村保健婦

実地研修会

岡山県医師会産業医

研修会

三朝町健康教育事業

中四国集団癌検診学

会

ミッドワイフ＆ナー

スセミナー

三朝町健康教育事業

岡山県産婦人科専門

二会

ニューファミリー学

習講座

岡山大学歯学部附属

病院看護部研修会

岡山大学医学部附属

病院看護部研修会

第6回岡山市医師会

外科医会
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24．浅利正二

25．浅利正二

26．林　優子

27．林　優子

28．林　優子

29．山田一朗

30．山田一朗

31．山田一朗

32．山田一朗

33．山田一朗

34．山田一朗

35．山田一朗

36．山田一朗

37．山田一朗

あなたの脳は大丈夫？

一あなたの脳はあなたが守る一

頭部外傷

一持っておきたい基礎的知識一

透析者の教育とその実際

看護研究

看護研究（基礎）

統計的仮説検定の方法①②

調査データの処理とグラフィカルな表

現法①②

看護研究　テーマの選定と絞り込み

看護研究　文献情報をいかに応用する

か

心の健康はいかにして保つか

調査研究のまとめ方　研究発表のコッ

事例研究を論文化するコツ①②

研究方法論の広がり①②③

研究計画と仮説の立案①②③

看護研究の基本と応用

　　　　　　　　　一35一

第3回シルビウス健

康フェアー

平成11年度岡山県小

学校養護教諭夏期宿

泊研修会

日本看護協会看護教

育・研究セミナー看

護トピックス1患者

教育の考え方と方法

岡山県看護協会

専門性を高めるため

の教育

岡山大学医学部附属

病院看護部研修会

新香里病院・京阪奈

病院看護部合同研修

会

東大阪市立総合病院

研修会

北見赤十字病院看護

部研修会

東京ガス基礎技術研

究所講演会

大阪看護教育研究会

研修会

東大阪市立総合病院

研修会

新香里病院・京阪奈

病院看護部合同研修

会

JR大阪鉄道病院看
護部研修会

若草第二竜間病院看

護部研修会

1999．　6　　　・今i台

1999．8　　津山

！999．4　東京

1999．7　　岡山

　　10
　　11

！999．7　　岡山

1999，1　枚方
　　　2

1999．1　東大阪

　　　2

1999．1　北見

　　　5

1999．2　東京

1999．2　大阪

1999．3　東大阪

　　　4

1999．3　枚方
　　　4

　　　5

1999．4　大阪
　　　5

　　　6

1999．5　大東
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38

R9

S0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

T0

T1

T2

質的研究①　質的研究の意味と意義

質的研究②　ここから始める質的研究

質的研究③　研究方法の適切な選択

看護研究の基礎

看護研究入門　量的研究を中心に

看護研究入門　量的研究から質的研究

へ

基礎から学ぶ看護研究

現場に生かす看護研究①～③

初学者のための看護研究入門①～③

研究計画書の評価と指導法①②③

研究計画書の意義と実際①②

研究計画書に基づく研究作業の展開①

e

看護研究の基礎と応用

看護研究1

心のヘルスプロモーション

研究論文を書くときの約束事

看護研究の基礎と応用

現場に生かす看護研究①～③

　　　　　　　　　一36一

大阪看護教育研究会　1999．5

研修会　　　　　　　　　　9

　　　　　　　　　　　　11

住友病院看護部研修　1999．5

会

富田林病院看護早舞　1999．5

修会　　　　　　　　　　　9

砂川市立病院看護部　1999．5

研修会

倉敷中央病院看護部　1999．6

研修会

星ヶ丘厚生年金病院1999．6

看護専門学校特別講

義

東大阪市立総合病院　1999．6

研修会　　　　　　　　　　7

　　　　　　　　　　　　8

JR大阪鉄道病院看　1999．7

護部研修会　　　　　　　　9

新香里病院・京阪奈　1999．7

病院看護部合同研修　　　　9

会

岡山大学歯学部附属　1999．7

病院看護部研修会

大阪府看護協会看護　1999．7

研修会

岡山大学市民公開講　1999．8

座

北見赤十字病院看護　1999．8

部研修会

NTT西日本病院看1999．9
護部研修会

東大阪市立総合病院　1999．10

研修会
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53．山田一朗

54．山田一朗

55．山田一朗

56．山田一朗

57．山田一朗

58．山田一朗

59．山田一朗

60．山田一朗

61．山田一朗

62．岡野初枝

63．中田安成

64．中田安成

65．岡本　基

66．草地省蔵

67．草地省蔵

68．草地省蔵

論文書式と学会発表①②

学会抄録の書き方と読みこなし方

研究の基本的発想法とは

量的データの分析法

質的データの分析法

多変量解析の考え方①　因子分析

看護研究発表大学講評

心のヘルスプロモーション

研究計画書の書式と指導法

看護研究の基礎

高齢化社会の介護問題

ワークショップ“移植医療の基礎と臨

床”サルコイドーシスにおける臓器移

植

一病原体移入の可能性について一

サルコイドーシスの臨床

一症例を中心として一

こころの健康（メンタルヘルス）

一あなたは生き生きしてますか一

虚血性心疾患の長期予後

心疾患長期予後の話題

心室リモデリング
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新香里病院・京阪奈

病院看護部合同研修

会

JR大阪鉄道病院看
護部研修会

東大阪市立総合病院

研修会

岡山大学医学部附属

病院看護部研修会

JR大阪鉄道病院看
護部研修会

山梨医科大学附属病

院研修会

鳥取大学医療技術短

期大学部特別講義

東大阪市立総合病院

研修会

北見赤十字病院看護

部研修会

平成11年度岡山大学

公開講座

岡山健康講座1999

第98回岡山医学会

第10回姫路胸部疾患

研究講演会

平成11年度管内中国

地区国立病院・療養

所教官研修会

福山市医師会

新居浜市医師会

香川循環器部会

1999．10　枚方

　　11

1999．10　大阪

1999．11　東大阪

1999．11　　岡山

1999．11　大阪

1999、12　甲府

1999。12　米子

1999．12　東大阪

1999．12　　北見

1999．8　　岡山

1999．6　　岡山

1999．10　姫路

1999．7　早島
　　　　　（岡山）

1999．7　福山

1999．9　新居浜

1999．9　高松



69．草地省蔵

70．伊藤昔子

71．　Yoshitake

　　　Yamamoto

72．　Yoshitake

　　　Yamamoto

救急心疾患の対応

学生時代をどう過ごすか

Modeling　in　Electrical　Characteris－

tics．of　Human　Skin

73．山岡聖典

74．山岡聖典

75．　Kiyonori　Yamaoka

Principles　of　biodynamic　analysis

using　human　limb　electrical
impedance　and　some　applications

低線量放射線による抗酸化系機能の活

性化と活性酸素病態治療への応用への

可能性

環境ストレスと放射線

Induction　of　Endogenous　Antiox－

idant　System　and　its　Applicable

Possibility　for　Treatment　of　Dis－

eases

津山中央病院講演会

山口大学医療技術短

期大学部　新入生合

宿研修

4th　Polish－

Japanese　Seminar

on　Modeling　of
Biological　Systems

International　Con－

ference　on　Medical

Diagnostic　Tech－

niques　and　Proce－

dures

原子力安全研究協会

微量放射線影響検討

．専門委員会

生体ラジカル研究会

Invited　Lecture　by

Paterson　lnstitute

for　Cancer

Research

1999．11

1999．　5

山
口

津
山

1999．6　Wierzba
　　　　　　　（Poland）

1999．12　Chennai
　　　　　　　（lndia）

1999．　1 東京

1999．3　東京

1999．　7　Manchester

　　　　　　　（UK）
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