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◎原　著

（成人病学分野・内科）

老年病における最新治療一丁性膵炎，慢性膵炎一

　　松本秀次，原田英雄

　　医学と薬学18（4）：187－191，1987．

腹部症状・徴候

　　原田英雄

　　図説臨床看護医学

　　（木村郁郎編集），

　　京，1987．

感染／免疫／アレルギー

pp　44－45，同朋社，東

消化器内視鏡，（3）十二指腸乳頭部，膵管，

胆道，肝臓（藤田力也編集），pp　48－51，医

学書院，東京，1987．

慢性膵炎と蛋白分解酵素阻害剤

　　松本秀次，原田英雄

　　肝胆膵15（1）：83－87，1987．

高脂血症と膵炎

　　原田英雄

　　Mebio　4　（4）　：　43－45，　1987．

消化器症状・徴候

　　原田英雄

　　図説臨床看護医学　感染／免疫・アレルギー

　　（木村郁郎編集），pp　212－213．同朋社，東

　　京，1987．

消化器検査

　　原田英雄

　　図説臨床看護医学　感染／免疫・アレルギー

　　（木村郁郎編集）　pp　270－271，同朋社，東

　　京，1987．

アレルギー性胃腸炎

　　原田英雄

　　図説臨床看護医学　感染／免疫・アレルギー

　　（木村郁郎編集），pp　294－295，同朋社，東

　　京，1987．

膵外分泌機能検査

　　原田英雄

　　新消化器病学，（2）肝・胆・膵（三管俊明，

　　門奈丈之，建部高明編集），pp　88－93，医学

　　書院，東京，1987．

検査法および治療法一細胞診一

　　原田英雄

慢性膵炎の病態と治療

　　原田英雄

　　香川県医師会誌39（3）：3－！　1，1987．

慢性膵炎の病態と治療

　　原田英雄

　　兵庫県内科医会誌21（2）：1－20，1987．

胃粘膜血流に及ぼす温泉水の効果

　　田中二太郎，松本秀次，妹尾敏伸，入江誠治，

　　越智浩二，武田正彦，原田英雄

　　環境病態研報告　58：1－4，1987．

膵外分泌機能に及ぼす飲泉の効果

　　松本秀次1），原田英雄，越智浩二，武田正彦，

　　田中門太郎，妹尾敏伸，入江誠治，石橋忠明2）

　　木村郁郎

　　1）岡山大学医学部附属環境病態研究施設成人

　　病学分野

　　2）岡山大学第二内科

　　環境病態研報告58：12－16，1987．

Early　dingnosis　of　pancreatic　cancer．

　　Hideo　Harada　and　Shuji　Matsumoto

　　Institute　for　Environment　and　Diseases，

　　Okayama　Universjty　Medical　S　chool．
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　　2　（3）　：　197，　1987．

膵液中PSTI，トリプシン（RIAおよび活性）測

定による膵炎の病態の研究

　　原田英雄1），越智浩二，松本秀次，三宅啓文2）

　　D岡山大学医学部附属環境病態研究施設成人

　　病学分野

　　2）岡山大学医学部第二内科

　　厚生省特定疾患難治性膵疾患調査研究班，昭

　　和61年度研究報告書117－120，1987．

膵液中フィブロネクチン測定とフィブロネクチン

の組織染色による慢性膵炎の病態の研究

　　原田英雄1），田中淳太郎，武田正彦，三宅啓

　　文2）

　　1）岡山大学医学部附属環境病態研究施設成人

　　　病学分野

　　2）岡山大学医学部第二内科

　　厚生省特定疾患難治性膵疾患調査研究班，昭

　　和61年度研究報告書　121－123，1987．

膵外分泌機能におよぼす飲泉の効果

　　松本秀次，原田英雄，越智浩二，武田正彦，

　　田中由太郎，妹尾敏伸，入江誠治

　　日本温泉気候物理医学会雑誌50（3）：115－

　　120，　1987．

Free　Fatty　Acids　in　Human　Pure　Pancreatic

　　Juice．

　　Hideo　Haradai），　Koji　Ochi　，　Shuji　Matsu－

　　moto，Hirofumi　Miyake2），and　I　kuro

　　Kimura．

　　D　lnstitute　for　Environment　and　Disea－

　　ses，　Okayama　University　Medicdal

　　School
　　DSecond　Department　of　lnternal　Medi－

　　cine，　Okayama　University　Medical

　　School　Digestion　38　（1）　：23－24，　1987．

病気と温泉一消化器病の温泉療法一

　　原田英雄

　　日本海新聞，昭和62年7月6日号

病気と温泉一消化性潰瘍の温泉療法一

　　原田英雄

　　日本海新聞，昭和62年7月7日号

病気と温泉一腸過敏症，慢性消化障害の温泉療法一

　　原田英雄

　　日本海新聞，昭和62年7月8月号

内視鏡治療の現状と将来一膵・胆道癌を中心に一

　　原田英雄，田中雨太郎，武田正彦，越智浩二，

　　松本秀次，入江誠治

　　第22回日本医学会総会会誌，264，1987．

小腸腫瘍

　　原田英雄

　　内科学，上田英雄ら編集，第四版，pp599－601，

　　朝倉書店，東京，1987．

慢性膵炎の膵管X線像とその診断学的価値一屍体

膵を用いての研究一

　　田中淳太郎

　　岡山医学会雑誌99（11，12）：1－15，1987．

即時型アレルギー反応に対するヒスタミン加r一グ

ロブリンのin　vitroにおける抑制効果

　　谷崎勝朗，駒越春樹，周藤真康，四谷　光，

　　中川三郎，大谷　純，多田慎也，高橋　清，

　　木村郁郎

　　臨床と研究　64，1901－1906，1987．

好塩基球．1．生体における好塩基球の形態と機

能

　　谷崎勝朗

　　アレルギーの臨床　7，440－443，1987．

好塩基球．　9．好塩基球の反応性を利用した検査

法
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谷崎勝朗

アレルギーの臨床　7，639－642，1987．

Terfenadineの抗アレルギー作用について

　　谷崎勝朗，駒越春樹，周藤真康，貴谷　光

　　環境病態研報告　58，5－11，1987．

喘息の温泉療法．1．気候療法，その臨床効果

　　谷崎勝朗，周藤真康

　　環境病態研報告　58，31－34，1987．

喘息の温泉療法．2．臨床的並びに基礎的評価方

法

　　谷崎勝朗，周藤真康

　　環境病態研報告　58，35－38，1987．

三朝温泉地の気候について（第9報）

　　松原扶美恵，周藤真康，谷崎勝朗，森永　寛

　　環境病態研報告　58，41－65，1987．

気管支喘息の発症病態におよぼす加齢の影響につ

いて．2．好塩基球の反応性

　　谷崎勝朗，詠出春樹，周藤真康，貴谷　光，

　　多田慎也，高橋　清，木村郁郎

　　日本老年医学会雑誌　24，421－426，1987．

気管支喘息の温泉療法

　　谷崎勝朗，周藤真康

　　環境庁“気管支喘息の非特異的療法に係わる

　　治療方針に関する研究”班，昭和61年度報告

　　書PP　31－38，1987．

免疫・アレルギー；臨床症状と特徴一呼吸器症状・

徴候

　　谷崎勝朗

　　図説／臨床看護医学　VII．204－207，1987．

免疫・アレルギー；診断上必要な検査一好中球・

マクロファージ機能検査

　　谷崎勝朗

　　図説／臨床看護医学 vii．　259m261，　1987i

免疫・アレルギー；診断上必要な検査一呼吸器検

査

　　谷崎勝朗

　　図説／臨床看護医学　VII．262－263，1987．

免疫・アレルギー；気管支喘息

　　谷崎勝朗

　　図説／臨床看護学　VII．278－281，1987．

共同研究

十二指威信頭部のcancer　in　adenomaの1例

　　切塚敬治1），古谷裕道，河野　厚，角田光男，

　　内藤徳郎，郡山健治，姫井　茂，福島泰資，

　　島崎孝一一　）一安藤三郎，諸国真太郎，目黒文朗，

　　清水　孝，原田英雄2）

　　D神戸西市民病院

　　2）岡山大学医学部附属環境病態研究施設成人

　　病学分野

　　神戸市立病院紀要　25：83　一一86，1986．

急性胃粘膜病変に対するRanitidineの臨床的有

用性の検討一二重盲検法による臨床用量について

の検討一

　　竹本忠良，岡崎幸紀，谷川久一，豊永　純，

　　梶山悟朗，岸本真也，長島秀夫，友田　純，

　　木村郁郎，原田英雄，森　博愛，岸清一郎

　　臨床成人病　　17（6）：ユ031－1041，1987．

純粋膵液検査法。

　　三宅啓文1），越智浩二2）

　　D岡山大学医学部第二内科

　　2）岡山大学医学部附属環境病態研究施設成人

　　病学分野

　　臨床検査MOOK　No　26，膵疾患の検査（佐藤

　　寿雄編集），pp　83－90，金原出版，東京，

　　1987．

Clinica］　Course　and　Prognosis　of　Chronic

Pancreatitis．

　　Hirofumj　MIYAKE，　H　i　deo　HARADA’，
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　　Keizo　KUNICHIKA，　Koji　OCHI’，　and

　　Ikuro　KIMURA，

　　Second　Department　of　lnternal　Medici－

　　ne，　Okayama　Unjversity　Medical　Sch－

　　ool．

　　’　lnstitute　for　Environmental　Medicine，

　　Okayama　University　Medical　School．

　　Pancreas　2　（4）　：　378－385，　1987．

慢性膵炎全国集計調査報告

　　厚生省特定疾患難治性膵疾患調査研究班（班

　　長　竹内正）

　　竹内　正，佐藤寿雄，本間達二，斎藤洋一，

　　神津忠彦，黒田　慧，早川哲夫，建部高明，

　　中村耕三，松本道男，宮崎逸夫，水本龍二，

　　梅山　薫，原田英雄，古味信彦，若杉英之，

　　土屋涼一，村島義男，小泉　勝，大藤正雄，

　　阿部道夫，吉田奎介，細田四郎，内田耕太郎，

　　香月武人

　　胆と膵8（3）：359－387，1987．

慢性骨髄性白血病における好塩基球の形態ならび

に機能に関する検討

　　高橋　清，藤本修逸，岡田千春，松岡　孝，

　　高橋　功，木村郁郎，喜多島孝一，谷崎勝朗

　　白血病細胞の生物学的特性とその制御（監修：

　　宮崎保；癌と化学療法社）41－56，1987．

（リハビリテーション学・外科）

陳旧性不全麻痺の家庭水治療法

　　古元嘉昭

　　日本医事新報，3294号；138－139，1987．

末梢動脈の慢性閉塞性疾患の治療

　　古元嘉昭

　　日本医事新報，3299号；ユ27，1987．
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人工炭酸泉連浴による微小循環改善の退行性病変

に対する効果

　　古元嘉昭，河本知二，砂川　満，矢木信子，

　　萬　秀憲，松本泰伸

　　環境病態研報告，58号，22－30，1987．

お風呂けんこう法

　　古元嘉昭

　　グリーンライフ，69；10－12，1987．

心臓のお湯・炭酸泉の本当の効果

　　古元嘉昭

　　ジャストヘルス，2月号，8，1987．

人間本来の健康のために，自然の妙薬“温泉地”

　　古元嘉昭

　　J．C．News，　113；　2，　1987．

入浴と健康のほどよい関係

　　古元嘉昭

　　Our　House，77；　88m89，　1987．

神経痛などの痛みには炭酸ガス浴剤を多めに入れ

た風呂が痛み止めに特に有効

　　古元嘉昭

　　安心，11月号，116－117，1987．

協同研究

On－line　pH，　pCO2　moni　toring　system　using

two－way　cycl　ic　pumping　of　lactate　Ringer

as　a　base　line　solution．

　　Nakamura，　M．，Yano，　M．，Shibatani，　K．1

　　and　Komoto，　Y．，　Med．　＆　Biol　．　Eng．　＆

　　Comput　．，　25；　45－50，　1987．
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（産科・婦人科）

期別診断の留意点

　　奥田博之，関場　香

　　図説臨床〔癌〕シリーズNo．・1・2「子宮頸癌・体

　　癌」

　　メジカルビュ一社，東京，40－43，1987．

協同研究

再発の早期診断

　　関場　香，奥田博之，坂口幸吉

　　図説臨床〔癌〕シリーズNo．・1・2「子宮頸癌・体

　　癌」

　　メジカルビュ一社，東京，44－48，1987．

子宮頸癌取扱い規約

　　野田起一郎，森脇昭介，並木恒夫，坂本穆彦，

　　笹野伸昭，菅野晴夫，高橋正宜，泉　陸一，

　　栗原操寿，杉森　甫，竹内正七，天神美夫，

　　山辺　徹，荒居龍雄，田崎瑛生，笠松達弘，

　　久保久光，野口　浩，岩田正晴，川名　尚，

　　奥田博之，小沢　満，高見沢裕吉，手嶋研作，

　　塚本直樹

　　金原出版，東京，1987．

岡山県下における最近10年の子宮頸癌の動向、

　　関場　香，奥田博之，長谷川巨水，安藤正明，

　　藤森　博，本郷基弘，秋本胱久，吉岡　保，

　　浮田昌彦，山縣猛日，赤堀和一郎，瀬崎信明，

　　土倉照男，関　正明，平林光司

　　日本産科婦人科学会中国四国合同地方部会雑

　　誌36：1－8，1987．

子宮面部flat　condylomaの1例

　　中桐善康，近藤恒正，山下浩一，林　裕治，

　　坂口幸吉，石井良夫，福井秀樹，岡崎靖子，

　　奥田博之，関場　香

　　日本臨床細胞学会岡山支部会誌　6：36－39，

　　1987．

バルトリン腺癌の1例

　　平松祐司，認証修一，福井秀樹，岡崎靖子，

　　奥田出面，新太喜治，関場　香

　　日本臨床細胞学会岡山支部会誌6：32－35，

　　1987．

子宮体癌取扱い規約

　　野田起一郎，森脇昭介，並木恒夫，坂本穆彦，

　　笹野伸昭，菅野晴夫，高橋正宜，泉　陸一，

　　栗原操寿，杉森　甫，竹内正七，天神美夫，

　　山辺　徹，荒居龍雄，田崎自生，笠松達弘，

　　久保久光，野口　浩，西谷　巌，奥田博之，

　　小沢　満，関場　香，手島研作，塚本直樹，

　　矢嶋　聡

　　金原出版，東京，1987．

バルトリン腺癌の1例，および本邦報告例の検討

　　平松祐司，奥田博之，福井秀樹，工藤尚文，

　　関場　香

　　産科と婦人科54：1713－1718，！987．

（中央検査部）

1．液体シンチレーションカウンターを用いた

　Rn－222濃度計算の試み

　　　御舩政明，御舩正樹

　　　温泉工学会誌，21：1－4，1987．

2．Ischia島（イタリア）の放射能楽の紹介

　　　御主政明

　　　温泉工学会誌，21：14－17，1987．

3．ガスタイン温泉について

　　　御三政明

　　　温泉工学会誌，21：43－49，1987．

4．液体シンチレーション計数器を用いる

　　Rn－222の簡易定量法

　　　急走政明

　　　環境病態研報告，58：17－21，1987．
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◎講　演

（成人病学分野・内科）

シンポジウム，パネル

内視鏡治療の現状と将来　一膵・胆道癌を中に一

　　原田英雄

　　第22回医学会総会シンポジウム（ホテルパシ

　　フィック東京）　　（昭和62年4月5日）

膵外分泌機能検査の現況と展望（パネルディスカ

ッション）

　　越智浩二

　　第29回日本消化器病学会秋季大会

　　（昭和62年11月）

Concept　and　Classification　of　Chronic

Pancreatitis．

　　Hideo　HARADA
　　Pre－congress　Meeting　of　Symposium

　　of　13th　lnternational　Gastroenterology

　　Congress　CMarseMe，　France）．

　　September　8，1987．

その他

消化器疾患，最近の二・三の話題

　　原田英雄

　　坂出市消化器病懇話会（坂出市医師会館）

　　（昭和62年1月12日）

慢性膵炎の病態，診断，治療

　　原田英雄

　　国立米子病院講演会（国立米子病院）

　　（昭和62年1月16日）

成人病の予防

　　原田英雄

　　羽合町講演会（羽合町公民館）

　　（昭和62年1月22日）

慢性膵炎の病態，診断，治療

　　原田英雄

　　倉敷市玉島医師会講演会（玉島医師会館）

　　（昭和62年1月28日）

慢性膵炎の病態と治療

　　原田英雄

　　岡山済生会病院講演会（岡山済生会病院）

　　（昭和62年1月29日）

膵炎の診断と治療

　　原田英雄

　　第14回岡山県プライマリーケアー懇話会

　　（昭和62年2月8日）

膵炎中PSTI，トリプシン（RIAおよび活性）測定

による膵炎の病態の研究

　　原田英雄，越智浩二，松本秀次，三宅啓文

　　厚生省特定疾患難治性膵疾患調査研究班，昭

　　和61年度班会議（東京，経団連会館）

　　（昭和62年2月16日）

膵液中フィブロネクチン測定とフィブロネクチン

の組織染色による慢性膵炎の病態の研究

　　原田英雄，田中丸太郎，武田正彦，三宅啓文

　　厚生省特定疾患難治性膵疾患調査研究班，昭

　　和61年度班会議（東京，経団連会館）

　　（昭和62年2月16日）

慢性膵炎の病態と治療

　　原田英雄

　　徳山市医師会講演会（徳山医師会館）

　　（暗和62年2月21　B）

慢性膵炎の病態と治療

　　原田英雄

　　仙台ERCP研究会（仙台市）

　　（昭和62年2月28日）
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セクレチンテストの正常値

　　原田英雄，松本秀次，越智浩二，三宅啓文

　　日本消化器病学会膵液検討小委員会（東京，

　　ホテルグランドパレス）（昭和62年3月14日）

X線造影，CT，　USにより術前診断可能であった

空腸平滑筋腫の1例

　　松本秀次，越智浩二，入江誠治，武田正彦，

　　田中伝太郎，原田英雄

　　第3回鳥取県中部医師会臨床医学研究会

　　（昭和62年3月）

SecretinおよびCaerulein刺激に対する純粋膵

液中へのCa　ionと総Caの分泌動態の検討

　　武田正彦1），原田英雄，松本秀次，越智浩二，

　　田中仙太郎，岡浩郎，三宅啓文，木村郁郎2）

　　1）岡山大学医学部附属環境病態研究施設成

　　　　人病学分野

　　2）岡山大学第2内科

　　第73回日本消化器病学会総会（昭和62年4月）

慢性膵炎の病態と治療

　　原田英雄

　　高梨市医師会講演会（昭和62年4月18日）

内視鏡治療の現状と将来一二・胆道癌を中心に一

　　原田英雄

　　鳥取県中部医師会講演会（中部医師会館）

　　（昭和62年4月24日）

慢性膵炎の病態と治療

　　原田英雄

　　名古屋フサン学術溝演会（ホテルキャッスル

　　プラザ）　（昭和62年4月30日目

慢性膵炎の診断と治療

　　原田英雄

　　鳥取県東部臨床医会（鳥取第一ホテル）

　　（昭和62年5月12日）

慢性膵炎の病態と治療

　　原田英雄

　　長崎市医師会講演会（長崎市）

　　（昭和62年5’月22日）

血液および膵液中腫瘍マーカーによる膵癌の早期、

診断

　　原田英雄，越智浩二，田中淳太郎，武田正彦，

　　松本秀次，三宅啓文

　　厚生省「膵癌の早期診断と治療体系の確立」

　　研究班昭和62年度第1回班会議（東京）

　　（昭和62年6月2日）

膵集検の成績

　　原田英雄，越智浩二，田中淳太郎，武田正彦

　　松本秀次，三宅啓文

　　厚生省「膵癌の早期診断と治療体系の確立」

　　研究班昭和62年度第1回班会議（東京）

　　（昭和62年6月2日）

慢性膵炎の治療における禁酒の意義

　　原田英雄，越智浩二，田中淳太郎，松本秀次

　　三宅啓文

　　厚生省「難治性膵疾患」調査研究班昭和62年

　　山系1回班会議（東京経団連会館）

　　（昭和62年6月15日）

膵液中のアラキドン酸，プロスタグランディン

　　原田英雄，越智浩二，松本秀次，田中淳太郎

　　三宅啓文

　　厚生省「難治性膵疾患」調査研究班昭和62年

　　度量1回班会議（東京経団連会館）

　　（昭和62年6月15日）

慢性膵炎の病態と治療

　　原田英雄

　　北九州地区学術講演会（福岡）

　　（昭和62年6月27日）

消化器粘膜血流に及ぼす飲泉，および温泉水の効

果（第2報）
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　　田中三太郎，妹尾敏伸，松本秀次，越智浩二，

　　入江誠治，武田正彦，原田英雄

　　第52回日本温泉気候物理医学会

　　（昭和62年6月）

セクレチンテストと加齢の関係

　　越智浩二，原田英雄，松本秀次，石橋忠明，

　　三宅啓文

　　日本消化器病学会膵液検討小委員会

　　（昭和62年6月）

慢性膵炎の病態と治療

　　原田英雄

　　新潟学術講演会（新潟市）（昭和62年7月10日）

内視鏡治療の現状と将来一膵・胆道癌を中心に一

　　原田英雄

　　愛媛県医師会講演会（松山市）

　　（昭和62年7月18日目

膵液の分泌

　　原田英雄

　　第5回岡山平滑筋懇話会（昭和62年7月29日）

膵疾患および慢性アルコール症における膵液中P

STI，トリプシンの検討
　　越智浩二1），原田英雄，松本秀次，武田正彦，

　　田中淳太郎，石橋忠明2），岡浩郎，三宅啓文

　　日本膵臓学会第ユ8回年次大会

　　（昭和62年7月）

成人病，老年病

　　原田英雄

　　中国地方国保連合会職員研修会（羽合町）

　　（昭和62年8月5日）

Free　Fatty　Abids　in　Human　pure　Pan－

creatic　Juice．

　　Hjdeo　HARADA，　Koj　j　OCHI，　Shuji

　　MATSUMOTO，　Hirofumi　MIYAKE，

　　and　I　kuro　K　IMURA

　　19th　Meeting　of　European　Pancreatic

　　Club　（MarseMe，　France）　September

　　4，　1987．

悪性黄疸の内視鏡的治療

　　原田英雄

　　鳥取県国保審査会研修会（東郷）

　　（昭和62年9月19日）

慢性膵炎の病態と治療

　　原田英雄

　　出雲学術講演会（出雲厚生年金会館）

　　（昭和62年10月23日）

糞便中キモトリプシン活性に対する加齢の影響

　　松本秀次，原田英雄，越智浩二，入江誠治，

　　武田正彦，田中二太郎

　　昭和62年度鳥取県医師会秋期医学会

　　（昭和62年10月）

Tumor・　Markers　in　Serum　and　PPJ　for

the　Diagnesis　of　Pancreatic　Cancer．

　　Hjdeo　HARADA，Shuj　i　MATSUMOTO，

　　Koji　OCHI，　Juntarou　TANAKA，

　　Hirofumi　MIYAKE
　　厚生省「膵癌の早期診断と治療体系の確立」

　　研究班昭和62年度第2回班会議（長崎）

　　（昭和62年11月16B）

膵集検の成績

　　原田英雄，松本秀次，越智浩二，田中淳太郎，

　　三宅啓文

　　厚生省「膵癌の早期診断と治療体系の確立」

　　研究班昭和62年度第2回班会議（長崎）

　　（昭和62年11月16日）

Pathogenesis　and　Treatment　of　Chronic

Pancreatitis．

　　Hideo　HARADA
　　Meeting　of　Pancreas　Study　Group　of

　　Seul　University　and　Seul　City．
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　　November　23，　1987．

慢性膵炎の病態と治療

　　原田英雄

　　岡山県フサン学術講演会（岡山東急ホテル）

　　（暗和62年12月4日）

純粋膵液採取法とそのインパクト

　　原田英雄

　　大阪大学医学部第一内科グループ勉強会

　　（昭和62年12月10日）

気管支喘息におけるユスリカ抗原の関与について

　　山谷　光，駒越春樹，周藤真康，谷崎勝朗，

　　中川三郎，清水一紀，高橋　清，木村郁郎

　　第27回日本胸部疾患学会総会（東京）

　　（昭和62年4月）

気管支喘息の発作病態におけるヒスタミンおよび

LTsの役割
　　周藤真康，貴谷　光，駒越春樹，谷崎勝朗，

　　中川三郎，清水一L一・紀，高橋　清，木村郁郎

　　第27回日本胸部疾患学会総会（東京）

　　（昭和62年4月）

気管支喘息の発症病態と治療

　　谷崎勝朗

　　岡山市医師会（岡山）　（昭和62年5月）

喘息と温泉療法

　　谷崎勝朗

　　アレルギー談話室（山陽放送）　（岡山）

　　（昭和62年5月）

気管支喘息の臨床分類とその特徴

　　周藤真康，荒木洋行，貴谷　光，駒越春樹，

　　谷崎勝朗，辻光明，高橋清，木村郁郎

　　第56回日本内科学会中国四国地方会（岡山）

　　　（昭和62年5月）

　59，　1988

気管支喘息の病態と温泉療法（特別講演）

　　谷崎勝朗

　　第86回岡山医学会総会（岡山）

　　（昭和62年6月）

気管支喘息の温泉療法一対象症例の年次推移

　　周藤真康，貴谷　光，荒木洋行，谷崎勝朗

　　第52回日本温泉気候物理医学会総会（湯瀬）

　　（昭和62年6月）

ステロイド依存性気管支喘息の免疫アレルギー学

的検討

　　皿谷　光，荒木洋行，周藤真康，三越春樹，

　　谷崎勝朗

　　第22回日本胸部疾患学会中国四国地方会

　　（高松）　（昭和62年6月）

気管支喘息の発症病態と治療方針

　　谷崎勝朗

　　第7回気管支喘息研究会（松山）

　　（昭和62年7月）

アレルギーとヒスタミン遊離

　　谷崎勝朗

　　第18回岡山喘息研究会（岡山）（昭和62年7月）

鳥取県におけるユスリカ喘息について

　　貴谷　光，荒木洋行，周藤真康，谷崎勝朗

　　鳥取県医師会秋期医学会（米子）

　　（昭和62年10月）

ユスリカとアレルギー（シンポジウム）

気管支喘息におけるユスリカの臨床的検討

　　貴谷　光，荒木洋行，周藤真康，谷崎勝朗，

　　松岡裕之，石井　明

　　第43回日本寄生虫学会，第42回日本衛生動物

　　学会，西日本支部大会（岡山）（昭和62年10月）

気管支喘息の病態（シンポジウム）一ヒスタミン

と好塩基球・肥満細胞

　　谷崎勝朗
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（昭和62年10月）
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気管支喘息におけるユスリカ抗原の免疫アレルギ

ー学的検討

　　貴君　光，荒木洋行，周藤真康，駒越春樹，

　　谷崎勝朗，多田慎也，高橋　清，木村郁郎，

　　松岡裕之，石井　明

　　第37回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（昭和62年10月）

抗アレルギー剤の末梢血好塩基球に対する抑制作

用について

　　潮解　光，荒木洋行，周藤真康，門戸春樹，

　　谷崎勝朗，中川三郎，高橋　清，木村郁郎

　　第37回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（昭和62年10月）

末梢血白血球からの化学伝達物質遊離からみた気

管支喘息の臨床像

　　周藤真康，荒木洋行，貴谷　光，谷崎勝朗，

　　辻　光明，中川三郎，清水一紀，高橋　清，

　　木村郁郎

　　第37回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（昭和62年10月）

重症難治性喘息の免疫アレルギー学的検討

　　荒木洋行，甲唄　光，周藤真康，駒越春樹，

　　谷崎勝朗，辻光明，高橋清，木村郁郎

　　日本内科学会中国四国合同地方会第57総会

　　（松江）　（昭和62年11月）

ミカンの木に寄生するヤノネカイガラムシに起因

する職業性喘息の1例

　　荒木洋行，神坂　謙，豊田裕治，中藤研一，

　　宗田　良，多田慎也，高橋　清、木村郁郎，

　　石井　明，谷崎勝朗

　　日本内科学会中国四国合同地方会第57総会

　　（松江）　（昭和62年11月）

共同研究
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粘液産生膵癌の1例

　　三宅啓文1），石橋忠明，吉田光雄，岡　浩郎，

　　松本秀次2），越智浩二，原田英雄

　　1）岡山大学第2内科

　　2）岡山大学医学部附属環境病態研究施設成

　　人病学分野第12回岡山肝胆膵研究会

　　（昭和62年11月）

遅発型気道反応による重症難治性喘息の検討

一Candida　albicansを中心に一

　　難波一弘，豊田裕治，沖　和彦，清水一紀，

　　尾崎公孝，宗田　良，多田慎也，高橋清，

　　木村郁郎，谷崎勝朗

　　第27回日本胸部疾患学会総会（東京）

　　（昭和62年4月）

遅発型気道反応の発症機序に関する検討一好塩基

球の免疫グロブリンレセプターを中心に一

　　岡田千春，中藤研一，田辺耕三，岸本卓巳，

　　宗田　良，高橋　清，木村郁郎，守門春樹，

　　谷崎勝朗

　　第27回日本胸部疾患学会総会（東京）

　　（昭和62年4月）

気道内に出現した非定型好塩基性穎粒保有細胞の

細胞化学並びに超微形態学的検討

　　荒木雅史，磯島浩二，岡田千春，山本寿幸，

　　田辺耕三，塩田雄太郎，宗田　良，高橋　清

　　木村郁郎，谷崎勝朗

　　第49回日本血液学会総会（東京）

　　（昭和62年4月）

Candidaによる遅発型気道反応の機序について

　　難波一弘，宮川秀文，沖　和彦，中藤研一，

　　清水一紀，宗田　良，多田慎也，高橋　清，

　　木村郁郎，谷崎勝朗

　　第22回日本胸部疾患学会中国四国地方会

　　（高松）　（昭和62年6月）



140 環境病態研報告　59，1988

House　dustによる減感作療法の臨床効果とその

作用機序に関する検討

　　宗田　　良，磯島浩二，岡田千春，多田慎也，

　　高橋　　清，木村郁郎，谷崎勝朗

　　第22回日本胸部疾患学会中国四国地方会

　　（東京）　（昭和62年6月）

験モデルを用いた検討

　　沖　和彦，磯島浩二，角南宏二，難波一弘，

　　清水一紀，宗田　良，多田慎也，高橋　清，

　　木村郁郎，谷崎勝朗

　　第37回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（昭和62年10月）

IN　vitro法によるカンジダアレルギーの機序に

関する検討

　　中藤研一，難波一弘，岡田千春，清水一紀，

　　宗田　良，多田慎也，高橋　清，木村郁郎，

　　三越春樹，谷崎勝朗

　　第15回日本臨床免疫学会総会（札幌）

　　（昭和62年7月）

モルモットの実験喘息モデルによる遅発型気道反

応の細胞・組織反応と化学伝達物質の検討

　　沖　和彦，角南宏二，磯島浩二，難波一弘，

　　清水一紀，尾崎公孝，宗田　良，多田慎也，

　　高橋　清，木村郁郎，谷崎勝朗，竹山博康，

　　第37回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（昭和62年10月目

気管支喘息における血小板活性化因子（PAF）の

役割に関する検討

　』辻　光明，角南宏二，宗田　良，多田慎也，

　　高橋　清，木村郁郎，谷崎勝朗

　　第37回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（昭和62年10月）

重症難治性喘息患者好中球からの1eukotrieneお

よびsuperoxide産生能の検討一面IgG1・IgG4

による反応性一

　　清水一紀，難波一弘，辻光明，中藤研一，

　　筒井英太，多田慎也，高橋　清，木村郁郎，

　　周藤真康，谷崎勝朗

　　第37回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（昭和62年10月）

Ca｛onophore刺激における好塩基球の経時的形

態変化とヒスタミン遊離について

　　中川三郎，岡田千春，高橋　清，木村郁郎，

　　荒木洋行，四谷　光，駒越春樹，谷崎勝朗

　　第37回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（昭和62年10月）

抗原虫吸入誘発試験による重症難治化要因の研究．

第2報．遅発型気道反応を呈する喘息患者による

検討

　　難波一弘，沖　和彦，辻　光明，中藤研一，

　　清水一紀，宗田　良，多田慎也，高橋　清，

　　木村郁郎，谷崎勝朗

　　第37回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（昭和62年10月）

In　vitro法によるカンジダアレルギーの機序

に関する検討一補体の関与を中心に一

　　中藤研一，岡田千春，難波一弘，清水一紀，

　　宗田　良，高橋　清，木村郁郎，貴谷　光，

　　谷崎勝朗

　　第37回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（昭和62年10月）

遅発型気道反応における好塩基球免疫グロブリン

レセプターの検討

　　岡田千春，磯島浩二，荒木洋行，難波一弘，

　　中藤研一，宗田　良，高橋　清，木村郁郎，

　　谷崎勝朗

　　第37回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（昭和62年10月）

抗原再吸入誘発試験による喘息の重症難治化要因

の研究．第2報．遅発型気道反応を呈する動物実

ミカンの論定作業に起因する職業性喘息の1例

　荒木洋行，神坂　謙，難波一弘，中藤研一，
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　　宗田　良，多田慎也，高橋　’清，木村郁郎，

　　安治敏樹，石井　明，谷崎勝朗

　　第37回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（昭和62年10月）

遅発型気道反応を呈する喘息患者好塩基球の免疫

グロブリンレセプターの検討

　　岡田千春，磯島浩二，難i波一弘，荒木雅史，

　　田辺耕三，宗田　良，高橋　清　木村郁郎，

　　谷崎勝朗

　　日本内科学会中国四国合同地方会第57回総会

　　（松江）　（昭和62年11月）

遅発型気道反応による重症化要因の検討一抗原再

吸入試験一

　　難波一弘，角南宏二，沖　和彦，辻　光明，

　　中藤研一，清水一紀，宗田　良，多田慎也，

　　高橋　清，木村郁郎，谷崎勝朗

　　日本内科学会中国四国合同地方立直57回総会

　　（松江）　（昭和62年11月）

（リハビリテーション外科学分野・外科）

｛「

ｷ泉あれこれ））ラジオインタビュー

　　古元嘉昭

　　ラジオ山陰9．15－9．30，（三朝）

　　　（昭和62年3月3日）

微小組織循環の評価法と応用（昭和62年度大学院

夏期ゼミナー）

　　古元嘉昭，砂川　満

　　　（三朝）　（昭和62年7月31日）

虚血肢の組織循環に関する研究，人工血管の改良

開発より炭酸ガス浴剤の開発まで

　　古元嘉昭
　　第86回岡山医学会総会，特別講演（岡山）

　　　（昭和62年6月6日）

医学と治療：人工臓器と適応

　　古元嘉昭

　　京都工芸繊維大学医療用繊維研究会（京都）

　　（昭和62年8月6日）

温熱療法の最近の知見，人工炭酸泉と組織循環

　　古元嘉昭

　　昭和62年度岡山医学会松山支部同窓会総会

　　（松山）　（昭和62年10月3日）

Tissue　perfusion　with　a　Radon　bath　．in

combination　with　CO2．

　　Komoto，　Y．，　Kohmoto，　T．，　Nakao，　T．，

　　Sunakawa，　M．Yorozu，　H．　Symposium，

　　“75　Jahre　Radontherapie　in　Bad

　　Brambach”　May　13，　1987，　Bad　Bram－

　　bach，　DDR．

人工炭酸泉装置の試作

　　古元嘉昭，河本知二，砂川　満，萬　秀憲，

　　松本泰伸

　　第52回日本温泉気候物理医学会総会（湯瀬）

　　（昭和62年6月10日）

各種人工泉浴の保温作用，皮膚ヒスタミン定量に

よる評価

　　砂川　満，河本知二，古元嘉昭，藤原敏雄

　　第52回日本温泉気候物理医学総会（湯瀬）

　　（昭和62年6月10日）

ラドン泉浴，およびそれに続く炭酸泉浴の効果，

実験的皮下組織流量測定

　　砂川　満，河本知二，御灯政明，古元嘉昭，

　　萬　秀憲，松本泰伸

　　第52回日本温泉気候物理医学会総会（湯瀬）

　　（昭和62年6月10日）

Elevation　of’ 狽奄唐唐浮?@pO2　with　improve－

ment　Qf　tissue　perfusion　by　topically

appl　ied　CO2．

　　Komoto，　Y．，　Nakao，　T．，　Stmakawa，　M．，
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and　Yorozu，　H．　15th　lnternational

Society　on　Oxygen　Transport　to
Tissue．　july　22’25，　1987，　Sapporo．

虚血肢の組織循環，腰交切とPGE1と運動療法

との関連について

　　砂川　満，中尾俊彦，古元嘉昭

　　第28回日本脈管学会総会（東京）

　　（昭和62年10月31日）

共同研究

生薬（川弓・当帰）と人工炭酸浴剤の併用効果

　　松本泰伸，佐藤広隆，萬　秀憲，砂川　満，

　　河本知二，古元嘉昭

　　．第52回日本温泉気候物理医学会総会（湯瀬）

　　（昭和62年6月1ユ日）

ポリエステル製人工血管の生体内劣化

　　葛原千恵，坂部　寛，中島　勝，古元嘉昭

　　第il回繊維連合研究発表会（大阪）

　　（昭和62年11月4日）

共同研究

放射線根治照射後に子宮頸部に残存病変を認めた

5症例の検討

　　吉田京介，奥田博之，林　裕治，中桐善康，

　　福井秀樹，関場　香，石井良夫

　　第16回日本婦人科病理・コルポスコピー学会

　　（久留米）　（1987年8月）

円錐切除後の組織修復に関する臨床的組織学的検

討（続報）

　　永原正夫，奥田博之，阪口幸吉，林　裕治，

　　中桐善康，福井秀樹，関場　香

　　第16回日本婦人科病理・コルポスコピー学会

　　（久留米）　（1987年8月）

妊娠中に認められたmicroglandular　endocer－

vical　hyperplasiaの1例

　　中桐善康，奥田博之，山下浩一，林　裕治，

　　長谷川康貴，石井良夫，福井秀樹，関場　香

　　第16回日本婦人科病理・コルポスコピー学会

　　（久留米）　（1987年8月）

（産科婦人科）

若年子宮頸癌の諸問題

　　奥田博之

　　第27回子宮癌研究会（東京）

　　（1987年12月）

婦人病に関する話

　　奥田博之

　　東郷町公民館「婦人学級」　（鳥取）

　　（1988年1月）

性器癌の診断（1．コルポ診）

　　奥田博之

　　鳥取県中部地区産婦人科二会硬乱訴（鳥取）

　　（1988年1月）

教室における若年子宮頸癌の検討

　　平松祐司，奥田博之，福井秀樹，関場　香

　　第25回日本癌治療学会（札幌）

　　（1987年10月）

子宮頸癌放射線根治照射後の残存病変に対する単

純子宮全摘術について

　　吉田京介，奥田博之，林　裕治，中桐善康，

　　石井良夫，福井秀樹，関場　香

　　第25回日本癌治療学会（札幌）（1987年10月）

子宮頸部扁平上皮癌と腺癌における異常言口の微

細血管構築上の相違

　　山下浩一，奥田博之，林　裕治，中桐善康，

　　長谷川康貴，石井良夫，福井秀樹，関場　香

　　第25回日本癌治療学会（札幌）（1987年10月）
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（中央検査部）

生活環境におけるラドン濃度とそのリスク，放射

能泉浴について

　　御舩政明

　　第15回放医研セミナー（千葉）（1987年12月）

共同研究

一般家屋におけるラドン濃度と相関する因子

　　米原英典，木村　博，青山　喬，御舩政明，

　　阪上正信

　　日本放射線影響学会第30回大会（東京）

　　（昭和62年12月）

（中央診療部放射線室）

当施設の放射線業務に於けるパソコン活用

　　中井睦郎，穐山恒雄，松島紀志夫

　　第28回日本放射線技術学会中国四国部会

　　（岡山）　（1987年10月）

頭・頸部撮影技術におけるチェックポイント

　　穐山恒雄

　　第8回厚生省主催放射線技師卒後教育講習会

　　（米子）　（1988年1月）

小腸x線造影検査の有用性について

　　穐山恒雄

　　第7回鳥取県放射線技師会技術研究発表会

　　（三朝）　（1988年2月）


