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(1970.I-1979.6)

Ⅰ 温泉医学に関する題目

森永 寛 (1970).痛風の温泉 ･理学療法,薬物療法 3,

1543.

森永 寛 (1970).温泉医療,実験治療,461,193･

池上忠興,八幡隆昭,北山 稔,森永 買 (1970).慢

性関節リウマチの温泉 ･金塩製剤併用療法に関する研

究.Il,金塩製剤投与と精粗球減少症の経験･同大温

研報,39,37-42.

井上妙子,池上恩典,森永 寛 (1970)･三朝温泉地の

気候について (第2報),同大温研報,39,43-59･

山本泰久 (1970).温泉入浴の血清鉄に及ぼす影響につ

いて.同大温研報,39,6ト75.

松本欣之 (1970).温泉療養効果の遠隔調査成績･同大

温研報,39,77-80.

池上忠興 (1971).慢性関節l)ウマテの筋電図に関する

臨床的研究.第Ⅱ編,慢性関節リウマチ患者の温泉入

浴に伴う筋電図の変動.岡大温研報,40,1-17･

森永 寛 (1971).水治療法について, 日本医事新報

2447,134.

森永 寛 (1971).温泉療養の適応と臨床効果, 日本医

事新報,2475,12-16･

森永 寛 (1972).温泉環境の正常化作用- 放射能泉

浴の立場から,日温気物医誌,36,60･

森永 寛,井上妙子 (1972)･三朝温泉地の気候につい

て (第3報),同大温研報,41,13-33･

森水 寛 (1972).神経痛と温浴,健康,95,50-54･

森永 寛 (1973).ラドン温泉浴の効用,日本医事新報,

2558,127-128.

森永 寛 (1973). リハビリテーション医学,臨床医学

の展望 1973,日本医事新報 2552,43-50･

池上忠興 (1973).腰痛と温泉,日温気物医誌,37,37･

森永 寛 (1974).放射能泉の医学,温泉科学,25,45-

54.

森永 寛 (1974).痛風の予後とリ-ビリテーション,

臨床と研究,51,1526-1529･

森永 寛 (1974). リ-ど))チ-ション医学,臨床医学

の展望 1974,日本医事新報,2605,26-34.

御船政明,伊東恵子 (1975).放射能泉水とカテコール

アミン (第一報),同大温研報,44,4ト46.

森永 寛 (1975).痛風の予後と))-ビT)チ-ション.臨

床成人病,5,413-419.

森永 寛 (1975).リ-ビリテーション医学 ･臨床医学の

展望 1975,日本医事新報 2657,43-50.

森永 寛 (1976).痛風のリ-ビ])チ-ションと温泉療

養,大島編集 ;痛風,東京医学社 206-219.

森永 寛,井上妙子 (1976).三朝温泉地の気候 (第4

報),同大温研報,45,47-づ7.

伊東恵子(1976).マウス脳内カテコールアミンに及ぼす

温泉浴の影響,同大温研報,45,7-10.

古野勝志,御船政明 (1976).温泉医学領域における

Lithiumに関する研究一 熟刺激に対する amino-

pyrineの鎮痛効果におよぽすLithium塩の影響-

同大温研報,45,25-31.

森永 寛 (1976).

効果と実行法.

森永 寛 (1977).

98-99.

森永 寛 (1977).

25,2-5.

森永 寛 (1977).

森永 寛 (1977).

乾布摩擦 ･冷水摩擦 ･冷水浴-その

漢法 ･鋤灸 ･家庭療法,保健同人社.

保養温泉地の課題,温泉科学,28,

温泉保養地の課題,ロータT)-の友,

痛風と温泉,尿酸,1,147-154.

慢性関節リウマチの温泉療養,リ-

ビリテーション医学,14,230-234.

北山 稔 (1977).慢性関節リウマチの温泉療法 入院

202例の治療経過,日温気物医誌,41,24-26.

森永 寛 (1978).天然微量放射線の効用, 日本医事新

報,2811,144.

御船政明(1978).スペクトラスパン･プラズマ発光分光

光度計の温泉化学領域への応用.温泉工学,12,1051

118.

御船政明,青木宏子,鉄本潤子,吉野勝志,森永 寛

(1979).スペクトラスパン･プラズマ発光分光光度計

による温泉水中のホウ素の定量,同大温研報,48,

35-42.

森永 寛 (1978).関節リウマチ及び痛風の温泉療養,

日本健康開発財団研究年報,13-15.

古野勝志,鉄本潤子,青木宏子,御船政明,森永 寛,

福島 覚,和田洋明 (1979).温泉水配湯管内の温泉

沈澱物について,同大温研報,48,25-33.

森永 寛 (1978).リウマチ･神経痛 ･腰痛の物理療法.

大島良雄監修 :リウマチ神経痛腰痛の専門百科,主婦

の友社.

古野勝志(1979).放射能泉水の応用と呼気中へのRadon

の排出について,同大温研報,49,ト6.
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森永 寛 (1979).三朝温泉における湯治者の実態,同大

温研報,49,15-19.

ⅠⅠ 温泉に関係しない題目

森永 寛 (1970).坐骨神経痛の温浴効果, 日本医事新

報,2422,119-120.

森永 寛 (1970).書評,高橋,森著 ｢物理療法の実際｣

日本医事新報,2423,92.

森永 寛 (1970).関節 リウマチの治療, フォ ト･ニュ

ース,1329,2-3.

森永 寛,八幡隆昭 (1970).PalindromicRheuma-

tism,フォ ト･ニュース,1329,4.

森永 寛,高橋和枝 (1970).関節 リウマチの金療法,臨

床と研究,47,2645-2647.

森永 寛,小田 吟 (1970).関節 リウマチに対する

ArleflOO長期投与の経験,ア-レフ文献集,2,52-

53.

池上忠興 (1970).慢性 関節 リウマチの筋電図に関する

臨床的研究 第 Ⅰ編,慢性関節 リウマチ患者の筋電図,

同大温研報,39,1-12.

池上忠興 (1970).慢性関節 リウマチの筋電図に関する

臨床的研究 第Ⅱ編,慢性関節 リウマチ患者の治療に

伴う筋電図の変動,同大温研報,39,13-35.

森永 寛 (1971).痛風の治療,保健,219,190-193.

森永 寛 (1972).慢性関節 リウマチの金療法,特 にそ

の問題点,東海 リウマチ,3,1-9.

森永 寛,小田 玲 (1972).慢性関節 リウマチに対す

るトリブタノール錠の効果に関する臨床経験,基礎と

臨床,6,134-135.

森永 寛 (1972).オステオボロージス,medicina,9,

635-636.

高杉 潔 (1974).MRAの臨床的 ･実験的解明の試み,

厚生省特定疾患 ｢悪性関節 リウマチ ･結節性動脈周囲

炎研究班｣1973年度研究報告,p168.

高杉 潔 (1975).悪性関節 リウマチの治療法,臨床科

学,ll,513-516.

高杉 潔 (1975).免疫抑制療法,内科シリーズ No.19

｢慢性視節 リウマチのすべて｣鈴木秀郎編,南江堂 (東

京)199-207.

高杉 潔 (1975).MRA第3次疫学調査- 高知,岐

阜,近畿,中国四国地方- ,厚生省特定疾患 ｢悪性

関節 リウマチ ･結節性動脈周囲炎研究碇｣昭和49年度

研究報告書,45-49.

高杉 潔 (1975).実験的関節炎における血管病変 およ

び単核細胞の動きについて,厚生省特定疾患 ｢悪性関

節 リウマチ ･結節性動朕周囲炎研究鑑｣昭和49年度研

究報告書,136-144.

森永 寛 (1975).慢性関節 リウマチの疫学,内科 シ リ

ーズ No.19,｢慢性関節 リウマチのすべて｣鈴木編,

南江堂,69｣77.

森永 寛 (1975).金療法,臨床医 1,1678-1679.

森永 寛,池上忠興,伊藤寿祥 (1975).スモン患者の6

ケ月間におけるリハビリテーションの臨床評価に関す

る報告,厚生省特定疾患 ｢スモン調査研究班報告｣昭

和49年度,65-78.

御船政明,古野勝志,森永 寛 (1976).スペクトラスパ

ン･プラズマ発光分光光度計による体液中の Liの定

量,臨床病理,24(補冊),448.

森永 寛 (1976).内科疾患と合併する関節炎,佐々木,

松本,山本編,医歯薬出版,リウマチ学,353-366.

市川幸延,北山 稔,森永 寛,池上恩典 (1976).

Sj6gren症候群と関節 リウマチの合併,アレルギー,

25,137-145.

高杉 潔,井上 -,児玉俊夫 (1976).RA の免疫療

法 あすへの整形外科展望 (伊丹康人,青木虎吉,井

上駿一編),金原出版 (東京)305-317.

高杉 潔 (1976).リウマ トイ ド血管炎 (悪性関節 リウ

マチ)- -その臨床像を中心として- ,東海 リウマ

チ,7,1-8.

高杉 藻 (1976).THERMOGRAPHY- MRA患者

の生検部位決定の有力な手段として一 厚生省特定疾

患 ｢悪性関節 リウマチ ･結節性動脈周囲炎研究班｣昭

和50年度研究報告書,55-57.

森永 寛 (1977).関節炎 ･関節痛,綜合臨床,26(増刊

号)2196-2199.

入野昭三 (1977).550専門家による私の治療,悪性 リン

パ腫,日本医事新報社,438.

入野昭三 (1977).今日の治療指針,鉄欠乏性貧血,医学

書院,330-331.

SENO,S.TAI【AXUF.andIRINOS.(ed.)(1977).

Topicsin hematology,Excerpta Medica,
Amsterdam-0Ⅹford.

IRINO,S.(1977).Microvascularstructureand

transmuralpassageofbloodcellsinthebone

marrow asrevealed by scannlng electron

microscopy.Topicsinbematology,Excerpta

Medica,Amsterdam-0Ⅹford.pp.420-424.

MURAKAMI,T･,YAMAMOTO,K.,ITOSHIMA.T.,

andIRINO,S.(1977).Modifiedtannin10Smium

conductive staining method fornon-coated

scanning electron microscopyofthespleen.

Arch.histol.jap..40,35-40.
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IRINO,S.,MURAI⊂AMI,T.,andFUJITA,T.(1977).

Opencirculationinthehumanspleen.Dissect･

ionscannlngelectronmicroscopyofconductive-

stainedtissueandobservationofresinvascular

casts.Arch.histol.jap.,40,297-304.

入野昭三,小野哲也,高杉敬久,渡辺克仁,豊田勝士

(1977).走査電子顕微鏡による骨髄静脈洞への血球遊

出現象の観察,脈管学,17,249-253.

入野昭三,高杉敬久 (1977).胸腺の鋳型および無蒸着法

による走査電子顕微鏡的研究,脈管学,17,6091;14.

入野昭三 (1977).白血病の成因,血液の医学,44-46.

入野昭三 (1977).リンパ系造影,日経メディカル,121.

古野勝志 (1977).原子吸光分光分析法による血清銅 ･

亜鉛の同時測定について,同大温研報,46,25-35.

吉野勝志 (1977).原子吸光分光分析法による血清マ ン

ガンの測定について,同大温研報,46,37-43.

伊東恵子,北山 稔,森永 寛,松井義人 (1977).FOR･

TRAN を用いたリウマチ性疾患の疫学調査データー

処理の試み- 第1報,コンピューター用エンコード

法とそのInput-outputの方法について- 同大温研

報,46,45-59.

青木宏子 (1977).尿酸代謝に関する研究,(1)尿酸値に

関する2･3の観察,同大温研報,46,61-70.

太田隆正,時岡正明,高杉 潔 (1977).サーモグラフィ

ーおよび指尖容積脈波による慢性関節1)ウマチ患者手

指の循環障害の検討,同大温研報,46,15-24.

高杉 潔 (1977).免疫抑制療法,内科シリーズ No.25

｢全身性エリテマトーデスのすべて｣鈴木秀郎編 南

江堂 (東京),321-330.

高杉 潔 (1977).悪性関節リウマチにおける自血球内

封入体の形成について,厚生省特定疾患 ｢系統的血管

病変に関する調査研究班｣1976年度研究報告書,128-

132.

高杉 潔 (1977).免疫抑制療法の功罪,内科,39,

1159-1162.

TAKASUGIK.(1977).Thermogram-A tooluseful

for obtaining positive muscle biopsyand

prognosisof25Casesofsystemicrheumatoid

vasculitis. HVascular lesions of collagen

diseaseandrelatedconditions"Universityof

TokyoPress.91-93.

高杉 潔,太田隆正,北山 稔,森永 寛,田仲俊雄

(1977).Myobutazolidinにより誘発されたと考えら

れる ImmunoblasticLymphadenopathyの1剖検

例,最新医学,32,2140-2146.

入野昭三 (1978).内科ムック 急性白血病,ウィルスと

23

白血病,reversetranscriptaseを含む,金原出版,

36-44.

入野昭三 (1978).内科セミナー,BLD系 No.3 白血

病一 疫学から治療まで- 白血病の病Eq論,白血病

ウイルス,永井書店,411;3.

IRINO,S.,MURAl(AMI,T.,FUJITA,T.,NAGATANI,

T.,andKANESHIGE,T.(1978).Microdissection

oftannin-osmiumimpregnatedspecimensinthe

scannlngelectronmicroscope:Demonstration

ofarterialterminalsinhumanspleen.Scanm7智

EZecironMicroscoby,ll,111-116.

入野昭三 (1978).悪性リンパ腫- 検査 と疾患,その

動きと考え方- 臨床検査,22,280-288.

入野昭三 (1978).白血病の病因をめぐる知見,綜合臨

林,27,1652-1660.

入野昭三 (1978).走査電顕- 今日の医療 ･技術の進

歩- クリニカ,今日の内科,5,571;1.

時間正明,高杉 潔 (1978).慢性関節リウマチとT-リ

ンパ球一 末梢血,関節液中の分布と免疫抑制剤のお

よぼす影響について,同大温研報,47,4ト48.

石井広文,高杉 潔,北山 稔,森永 寛 (1978)･慢性

関節リウマチにおける D-penicillamine療法,同大

温研報,47,69-75.

西原龍司,高杉 潔,北山 稔,森永 寛,田仲俊雄

(1978).Biopsyにて TemporalArteritisの合併

を確認した PolymyalgiaRheumaticaの1例,内

科 41,862-867･

高杉 潔,太田隆正,時間正明 (1978).サ-モグラフィ

ーおよび指尖容積脈波によるMRA,RA 患者手指の

循環障害の検討,循環器科 3,219-223.

高杉 潔 (1978).治療効果の著しかった症例,症例に

よる難病へのアプローチ No.6｢悪性関節リウマチ｣

塩川優一編,医学研究振興財団 p.14-17.

高杉 潔 (1978).病理 ･病因,症例による難病-のア

プローチ No.6｢悪性関節リウマチ｣塩川優一編,医

学研究振興財団,p.49-52.

高杉 潔,西原龍司 (1978).Temporalarteritisの合

併が確認された polymyalgiarbeumatica- 症例

の提示と本邦報告例の文献的考察- 厚生省特定疾患

｢系統的血管病変に関する調査研究班｣1977年度研究

報告書 229-238.

高杉 潔 (1978).血管炎を伴う慢性関節リウマチ-

いわゆる悪性関節リウマチ- いずみ,25,8-9.(10

月号)

高杉 潔 (1978).悪性関節 リウマチについて- 特に

その臨床像を中心として- 山口県医学会誌,12,31
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-39.

森永 寛 (1978).関節T)ウマチの薬物療法- 金療法

MedicalTribune,ll,8.

森永 寛 (1979).関節リウマチの基礎的保存療法,(大

藤晃 ･児玉俊夫編)関節リウマチとその周辺 金原出

版,77-78.

森永 寛 (1979).高温 ･低温による障害,吉利ら監著,

内科学,中山書店

森永 寛 (1979).痛みの理学的療法- いわゆる リウ

マチ性疾患を中心 として- 臨床と研究,56,1390

-1393.

入野昭三 (1979).悪性リンパ腫の臨床検査,Drug&

MedicalNews,No.590,14-16.

柴田 進,三輪史朗,入野昭三 (1979).新版日本血液学

会全書 13.血液学的検査,正常値,丸善,新版日本

血液学全書刊行委員会編.

石井広文,道明道弘,田中淳太郎,高杉 潔 (1979).

慢性関節リウマチ患者における心包液貯留一一 超音波

診断装置による検査- 同大温研報,48,49-54.

田中淳太郎,道明道弘,高杉 潔,入野昭三,森永 寛

(1979).関節奇形を主症状とし,慢性関節リウマチと

の鑑別が困難であった全身性エリテマトーデスの1症

例,同大温研報,48,43-48.

高杉 潔 (1979).悪性関節リウマチ (MRA)の症例3

症例 ｢関節リウマチとその周辺｣(大藤真,児玉俊夫

編)金原出版,東京 273-280.
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