
〔 学会 ・ 研究会発表 〕 

 

国際学会 

＜呼吸器疾患＞ 

1. Rational combinations of Amrubicin with Cisplatin or Irinotecan in small-cell lung cancer cell 

Takigawa N, Takeyama M  , Shibayama T, Tada A, Kawata N, Aoe K, Tabata M, Kiura K, Ueoka H, 

Takahashi K

American Association for Cancer Research 96th Annul Meeting，Anaheim，2005.4 

 

2. A randomized controlled trial of itraconazole capsule versus fluconazole capsule for the prophylaxis of systemic 

fungal infections in patients with haematological malignancies 

Ito S, Takeuchi M  , Mugitani A, Wakita H, Matsuda M,   Hino M, Kiguch  i T, Kanamaru A, Ohyashiki K, 

Masaoka T, The Japanese Febrile Neutropenia Study Group 

Trends in Medical Mycology，Berlin, Germany，2005.11 

 

国内学会 

＜神経筋疾患＞ 

3. 筋萎縮性側索硬化症急速進行例における炎症抑制性転写因子 PPARγの核内移行障害 

柴田亮行，川口素子，西中哲也，高田 裕，井原雄悦，信国圭吾，藤村晴俊，佐古田三郎，遠井素乃，

佐々木彰一，小山敏雄，小林槇雄 

第 46 回日本神経病理学会総会学術研究会，宇都宮，2005.5 

 

4. 侵襲的陽圧呼吸療法を施行した筋萎縮性側索硬化症（ALS）の長期予後 

田邊康之，信国圭吾，高橋幸治，西中哲也，坂井研一，高田 裕，井原雄悦 

第 46 回日本神経学会総会，鹿児島，2005.5 

 

5. 筋萎縮性側索硬化症における酸化的ストレスと金属の検討 

井原雄悦，信國圭吾，高田 裕，田邊康之 

第 46 回日本神経学会総会，鹿児島，2005.5 

 

6. 遺伝性脊髄小脳失調症(SCA6)に対する反復性経頭蓋磁気刺激療法(rTMS)の効果と脳高次機能の関連につい

て 

高田 裕，田邊康之，早原敏之 

第 42 回日本リハビリテーション医学会学術集会，金沢，2005.6 

 

7. スモンにおける認知症の実際 

田邊康之，高田 裕 

第 47 回日本老年医学会総会学術集会，東京，2005.6 

 



8. 脊髄小脳変性症に対する経頭蓋反復磁気刺激療法の効果と作用機序の検討 

井原雄悦，信國圭吾，高田 裕，坂井研一，西中哲也，田邊康之，高橋幸治，田中義人 

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

9. 脊髄小脳変性症（SCD）に対する後頭部経頭蓋反復磁気刺激療法(rTMS)－抑うつ等の精神面への影響を中心

として－ 

高田 裕，高橋幸治，田邊康之，西中哲也，坂井研一，信国圭吾，井原雄悦，平松裕子，林久美子 

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

10. ALS 症例における人工呼吸器関連肺炎合併に関する研究 

信國圭吾，田邊康之，高橋幸治，西中哲也，坂井研一，高田 裕，井原雄悦 

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

11. 『脳の磁気刺激と運動機能回復』磁気刺激による運動機能回復症例紹介（1）脊髄小脳変性症への応用とその作

用機序についての考察 

高田 裕，田邊康之，高橋幸治，西中哲也，坂井研一，信國圭吾，井原雄悦，早原敏之 

第 8 回日本電気生理運動学会シンポジウム，倉敷，2005.11 

 

＜免疫疾患＞ 

12. 結核と鑑別を要した関節リウマチの肺病変の検討 

吉永泰彦，相田哲史，西山 進，宮脇昌二，岡本 享，太田裕介

第 49 回日本リウマチ学会総会・学術集会，横浜，2005.4 

 

13. MPO-ANCA 陽性患者における呼吸器病変の臨床的検討 

岡本 享，太田裕介，岡田千春 

第 49 回日本リウマチ学会総会，横浜，2005.4 

 

14. STAT6 欠損慢性喘息モデルにおける気道過敏性,気道炎症,気道リモデリングについての検討 

小野勝一郎，金廣有彦，伊藤 亘，平野 淳， 谷本 安，片岡幹男， 谷本光音 

第 45 回日本呼吸器学会学術講演会，千葉，2005.4 

 

15. 成人喘息発症の予知と難治化対策 

高橋 清

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会会長講演，岡山，2005.6 

 

16. 日本アレルギー学会の役割と位置づけ 調査報告：日本アレルギー学会会員の意向について 

高橋 清

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会特別企画，岡山，2005.6 

 



17. アレルギー科診療を巡って～現状と意向調査～ 

高橋 清

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会特別企画，岡山，2005.6 

 

18. 真菌とアレルギー疾患－カンジダと成人気管支喘息－ 

岡田千春

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会シンポジウム，岡山，2005.6 

 

19. シックハウス症候群の現状と展望－負荷テストの現状と問題点－ 

木村五郎

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会シンポジウム，岡山，2005.6 

 

20. アレルギー疾患の自己管理向上のために－患者と医療関係者からの提言－喘息患者のセルフマネージメント

向上への取り組み－ 

大石秀香，松本奈保，石尾みどり，横山登岐子，平野 淳，木村五郎，岡田千春，宗田 良，高橋 清

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会シンポジウム，岡山，2005.6 

 

21. アレルギー疾患の発症と重症化を防ぐために－成人喘息発症と重症化を防ぐために－ 

谷本 安，金廣有彦，高橋 清，谷本光音 

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会シンポジウム，岡山，2005.6 

 

22. アレルギーと炎症細胞－好塩基球細胞とのクロストーク－喘息難治化病態と好塩基性細胞－ 

谷本 安，高尾和志，須崎規之，佐久川 亮，濱田 昇，高橋 清，谷本光音 

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会シンポジウム，岡山，2005.6 

 

23. 上下気道疾患の連鎖－喘息関連因子としてのアレルギー性鼻炎/慢性副鼻腔炎－ 

服部 央，岡野光博，菅田裕士，赤木博文，高橋 清

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会シンポジウム，岡山，2005.6 

 

24. 成人喘息の予知因子に関する研究－アレルギー性鼻炎との関連について－ 

岡田千春，平野 淳，谷本 安，坂口 基，玉置明彦，磯嶋浩二，佐藤利雄，木村五郎，宗田 良， 

高橋 清

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岡山，2005.6 

 

25. 成人気管支喘息患者における喀痰中ムチン量と各種パラメーターの関連 

岡田千春，平野 淳，田中克尚，木庭 守，松本 寛，谷本 安，金廣有彦，木村五郎，宗田 良， 

高橋 清

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岡山，2005.6 

 



26. ホルムアルデヒド負荷テストで咳嗽を認めたシックハウス症候群の 3 例 

木村五郎，岡田千春，平野 淳，宗田 良，戸田志保，春摘 誠，水内秀次，高橋 清

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岡山，2005.6 

 

27. ステロイドパルス，シクロホスファミドパルス，γグロブリン大量療法が奏功した Churg-Strauss 症候群の 1 例 

瀧川奈義夫，河田典子，柴山卓夫，木村五郎，宗政 充，平野 淳，岡田千春，宗田 良，高橋 清

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岡山，2005.6 

 

28. 重症難治性喘息の検討－軽・中等症喘息との比較－ 

平野 淳，木村五郎，岡田千春，谷本 安，金廣有彦，宗田 良，高橋 清

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岡山，2005.6 

 

29. 成人喘息有病率調査(第 1 報)ECRHS 調査用紙日本語版の作成と妥当性の検証 

秋山一男，高橋 清，中川武正，大矢幸弘，赤澤 晃 

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岡山，2005.6 

 

30. 関節リウマチと気管支喘息の合併例に関する検討 

吉永泰彦，岡本 享，岡田千春，高橋 清

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岡山，2005.6 

 

31. 全国全年齢階級喘息有症率(第 1 報)全年齢調査用紙の作成 

大矢幸弘，斎藤暁美，青田明子，小嶋なみ子，明石真幸，二村昌樹，秋山一男，高橋 清，中川武正， 

西間三馨，小田嶋 博，小林章雄，三宅吉博，烏帽子田 彰，中村裕之，足立雄一，赤澤 晃 

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岡山，2005.6 

 

32. 全国全年齢階級喘息有症率(第 2 報)電話・郵送調査方法の検討 

斎藤暁美，青田明子，小嶋なみ子，明石真幸，二村昌樹，大矢幸弘，秋山一男，高橋 清，中川武正， 

小林章雄，烏帽子田 彰，中村裕之，小田嶋 博，足立雄一，赤澤 晃 

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岡山，2005.6 

 

33. 全国全年齢階級別気管支喘息有症率(第 3 報)電話・郵送法による調査結果 

青田明子，斎藤暁美，小嶋なみ子，二村昌樹，明石真幸，大矢幸弘，秋山一男，高橋 清，中川武正， 

小林章雄，烏帽子田 彰，中村裕之，小田嶋 博，足立雄一，赤澤 晃 

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岡山，2005.6 

 

34. 慢性（好酸球性）副鼻腔炎における合成酵素発現を指標とした PGE2 の病態への関与 

岡野光博，藤原田鶴子，山本美紀，服部 央，菅田裕士，松本理恵，赤木博文，西崎和則 

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岡山，2005.6 

 



35. 慢性（好酸球性）副鼻腔炎における合成酵素発現を指標とした PGD2 の病態への関与 

松本理恵，岡野光博，藤原田鶴子，山本美紀，服部 央，菅田裕士，赤木博文，西崎和則 

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岡山，2005.6 

 

36. 高齢者喘息の特徴と対策 臨床像,合併症とその対策 診断(COPD との鑑別等)と治療を含めて 

岡田千春，平野 淳，木村五郎，宗田 良，高橋 清

第 55 回日本アレルギー学会総会シンポジウム，盛岡，2005.10 

 

37. 気道炎症,気道過敏性および気道リモデリングに対する Pirfenidone の抑制効果の検討 

平野 淳，金廣有彦，小野勝一郎，伊藤 亘，谷本 安，片岡幹男，谷本光音，岡田千春，高橋 清

第 55 回日本アレルギー学会総会，盛岡，2005.10 

 

38. 成人気管支喘息における鼻過敏症の関与の検討 

岡田千春，平野 淳，木村五郎，佐藤利雄，江田良輔，赤木博文，竹山雅美，石尾みどり，中塚信江， 

横山登岐子，宗田 良，高橋 清

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

＜呼吸器疾患＞ 

39. COPD における呼吸リハビリテーション効果の重症度別検討 

多田敦彦，瀧川奈義夫，柴山卓夫，河田典子，木村五郎，平野 淳，岡田千春，宗田 良，高橋 清

第 45 回日本呼吸器学会学術講演会，千葉，2005.4 

 

40. 喀痰中 P. carinii PCR 陽性症例の臨床的検討 

河田典子，木村五郎，瀧川奈義夫，柴山卓夫，多田敦彦，宗田 良，高橋 清

第 45 回日本呼吸器学会学術講演会，千葉，2005.4 

 

41. 呼吸リハビリテーション(リハビリ)を施行した COPD 患者の予後について 

瀧川奈義夫，多田敦彦，柴山卓夫，河田典子，遠藤重人，山下素弘，伊達洋至，宗田 良，高橋 清

第 45 回日本呼吸器学会学術講演会，千葉，2005.4 

 

42. 進展型或いは再発小細胞肺癌を対象とした塩酸アムルビシン(AMR)と塩酸ノギテカン(TPT)の併用療法の臨床

第Ⅰ相試験 

柴山卓夫，瀧川奈義夫，多田敦彦，堀田勝幸，畝川芳彦，田端雅弘，木浦勝行，張田信吾，新海 哲， 

上岡 博，谷本光音 

第 45 回日本呼吸器学会学術講演会，千葉，2005.4 

 

43. 気管支腔内超音波断層法(EBUS)を用いた長期人工呼吸管理下における気道病変の検討 

松尾圭祐，古元玲子，玉置明彦，渡辺洋一，平木俊吉，栗本典昭，多田敦彦，瀧川奈義夫， 柴山卓夫， 

河田典子

第 45 回日本呼吸器学会学術講演会，千葉，2005.4 



 

44. 高齢者小細胞肺癌に対するトポテカンとシスプラチンの少量分割併用療法の第 I 相試験 

藤原慶一，梅村茂樹，青江啓介，前田忠士，久山彰一，張田信吾， 杉本啓介，亀井治人，瀧川奈義夫，

柴山卓夫， 沖本二郎，田端雅弘，木浦勝行，上岡 博， 谷本光音 

第 45 回日本呼吸器学会学術講演会，千葉，2005.4 

 

45. BrothMIC NTM を用いた非結核性抗酸菌の薬剤感受性についての検討 

河田典子，高橋秀治， 瀧川奈義夫，柴山卓夫，多田敦彦，高橋 清，河原 伸 

第 80 回日本結核病学会総会，さいたま，2005.5 

 

46. 中耳結核を伴い顔面神経麻痺を来した原発性上咽頭結核の 1 例 

河田典子，瀧川奈義夫，柴山卓夫， 多田敦彦，宗田 良，高橋 清，赤木博文

第 92 回日本内科学会中国地方会，岡山，2005.5 

 

47. 気管支腔内超音波断層法(EBUS)を用いた長期人工呼吸管理下における気道病変の検討 

松尾圭祐，古元玲子，玉置明彦，渡辺洋一，平木俊吉，栗本典昭，多田敦彦，柴山卓夫，河田典子， 

瀧川奈義夫

第 28 回日本呼吸器内視鏡学術集会，東京，2005.6 

 

48. 多剤性結核臨床分離株における gatifloxacin の in vitro 抗菌活性 

多田敦彦，河田典子，柴山卓夫，濱田 昇，高橋秀治，吉田 功，岡本 亨，足羽敦子，平野 淳， 

木村五郎，竹内 誠，岡田千春，宗田 良，高橋 清

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

＜成育医療＞ 

49. ステロイド吸入補助具(ベビーヘラー)の導入により治療が奏功した発達障害児例 

浦上知子，春摘 誠，水内秀次，高橋 清

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岡山，2005.6 

 

50. 小児の脊柱カーブと運動量との関係ついて 

沖嶋今日太，水内秀次，足立 稔

第 60 回日本体力医学会，岡山，2005.9 

 

51. 小学生の日常生活身体活動量と体力，形態との関連性 

笹山健作，安東 良，沖嶋今日太，水内秀次，足立 稔

第 60 回日本体力医学会，岡山，2005.9 

 

52. 重症心身障害児（者）に対するインフルエンザワクチン接種についての検討－接種開始より６年を経過してー 

春摘 誠，村尾正治 

第 9 回日本ワクチン学会学術集会，大阪，2005.10 



 

53. 肥満教室参加者における肥満症の頻度および治療による肥満度の変化と小児肥満症診断スコアの関連 

水内秀次，足立 稔，沖嶋今日太

第 26 回日本肥満学会，札幌，2005.10 

 

54. 生育医療，肥満小児における脊柱カーブ及び可動性-日常生活身体活動量との関係を踏まえて- 

沖嶋今日太，足立 稔，水内秀次

第 26 回日本肥満学会，札幌，2005.10 

 

55. 肥満度で分類した小学生の日常生活身体活動量の特性について 

足立 稔，沖嶋今日太，水内秀次

第 26 回日本肥満学会，札幌，2005.10 

 

56. 重症心身障害児（者）に対するインフルエンザワクチン接種についての検討－接種開始より６年を経過してー 

春摘 誠，和田智顕，村尾正治 

第 37 回日本小児感染症学会総会・学術集会，津，2005.11 

 

57. 重症心身障害児・者におけるアレルギー治療・管理の実態－血清 IgE 値とアレルギー症状発現との関連につい

てー 

春摘 誠，浦上知子，水内秀次

第 42 回日本小児アレルギー学会，福井，2005.11 

 

＜耳鼻科＞ 

58. シンポジウム 4 上下気道疾患の連鎖 喘息関連因子としてのアレルギー性鼻炎／慢性副鼻腔炎 

服部 央，岡野光博，菅田裕士，赤木博文，高橋 清

第 17 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岡山，2005.6 

 

59. シンポジウム 2「扁桃病巣疾患のエビデンス－IgA 腎症」IgA 腎症の扁桃摘出術適応基準案とエビデンス 

赤木博文

日本口腔・咽頭科学会シンポジウム，旭川，2005.9 

 

60. ピロリ菌除菌治療が著効したＩＴＰ反復性鼻出血症例 

赤木博文，吉田 功，竹内 誠，岡田千春，崎本実千代，石尾みどり，中塚信江，岩井洋子，宗田 良， 

高橋 清

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

＜外 科＞ 

61. 多剤耐性肺結核に対する外科的治療例の検討 

牧原重喜，廣瀬純成，小谷一敏

第 58 回日本胸部外科学会，岡山，2005.10 



 

62. 肺非定型抗酸菌症に対する外科手術症例の検討 

小谷一敏，廣瀬純成，牧原重喜

第 58 回日本胸部外科学会総会，岡山，2005.10 

 

63. 非定型抗酸菌による慢性膿胸の一例 

小谷一敏，廣瀬純成，牧原重喜

第 66 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11 

 

＜看護部＞ 

64. 退院を控えた高齢患者を抱える家族の意識－介護する家族への聞き取り調査を通して－ 

田渕まゆみ，高橋希世野，藤村昌子，宮本敏子，澤田弘子 

第 36 回日本看護協会老年看護学会，鳥取，2005.9 

 

65. PBSCT 

加治大輔

第 59 回国立病院総合医学会クリティカルパス展示，広島，2005.10 

 

66. 療育活動に和太鼓を取り入れてみて 

三村典子，安原優子，山田恵美，二階堂紀美，仁田礼香，中嶋智美，鈴木一男

第 59 回国立病院総合医学会ビデオセッション，広島，2005.10 

 

67. 南岡山医療センターにおける標準予防策の実施状況 

宮崎雅江，福原照一，岡崎恵美子，上森杏子，池上美智子，信國圭吾

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

68. 看護師の療育グループによる行事活動を振り返って-行事活動を通しての家族に与える影響- 

博田ヨリ子，代々美香，大塚豊子，道廣静子，太西邦子，須浪紀久美

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

69. 重心病棟における注入器の洗浄・乾燥方法の見直し～細菌検査を行って～ 

秋山真紀子，林 敏子，柴崎佳代子，加古 泉，吉田三紀，荒川愉美子

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

70. 喘息患者個別指導の有効性について～喘息教室受講後の日常生活の変化を観察する～ 

松本奈保，在間 香，大石秀香

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

71. ショートステイにおける看護ケアの向上を図る～家族へのアンケート調査から家族の満足度を分析する～ 

西田千勢，櫛橋敬子，山下多美子，船越伸子，星野 恵，谷井美保，岡内 淑



第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

72. 清潔ケアの質を見直して～清潔ケアに関するアンケートを実施して～ 

福原照一，中尾みね子，政田聡子，越村雅彦，吉川多美子

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

73. 手術室における体内異物残存防止の取り組み～カウントダブルチェック体制を導入して～ 

竹田昭仁，内田みはる，溝内育子，伏谷佳那子，田本真理子

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

＜その他＞ 

74. 利用者のセキュリティーを考慮した共有ファイルサーバー利用プログラムの作成 

斎藤智彦

日本麻酔科学会第 52 回学術集会，神戸，2005.6 

 

75. リハビリテーション医療の発展に向けて 言語聴覚士の立場から 

大石 廣

第 59 回国立病院総合医学会シンポジウム，広島，2005.10 

 

76. 非結核性抗酸菌（Micobacterium avium)による脊椎炎の 1 例 

太田裕介，戸田志保，岡本 享，足羽敦子，岡田千春，多田敦彦，宗田 良，高橋 清

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

77. 脳変性疾患のｅＺＩＳ解析を用いた脳血流指標の有用性について 

松本直也，佐藤 誠，岡  透，茶谷孝久，林原典子，佐伯基次

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

78. 流動食半固形化（ゼリー化）による経腸栄養法の試みについて 

寺地幸喜，大石 廣，高橋幸治，高田 裕，井原雄悦

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

79. 国立病院機構南岡山医療センターでの治験における患者意識調査 

中重歓人，天野佳美，大村悦子

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 

80. 「寝たきりの重症心身障害児」の誤嚥と姿勢について（X 線透視による分析を通して） 

大石 廣，寺地幸喜，高田 裕

第 59 回国立病院総合医学会，広島，2005.10 

 



81. 電子機器の滅菌処理に対する耐久性の検討 

斎藤智彦，小谷昌弘，藤原圭一 

第 23 回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会，大津，2005.12 

 

研究班報告会 

＜神経筋疾患＞ 

82. 南岡山医療センター神経内科における NPPV の経験 

信國圭吾 

平成 17 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）特定疾患患者の生活の質 

（Quolity of life, QOL)の向上に関する研究，東京，2006.1 

 

83. ALS における VAP 予防対策に関する研究 

信國圭吾 

厚生労働省精神・神経疾患研究委託費（15 指-3）「政策医療ネットワークを基盤にした 

神経疾患の総合研究」班平成 17 年度班会議プログラム，東京，2006.1 

 

84. RRN に登録された AIDS(aquired immunodeficiency syndrome)症例の剖検脳を用いた「HIV 脳炎の神経病理学的

検討」 

井原雄悦，西中哲也，高橋幸治，竹内 誠，石津秀樹，寺田整司，信國圭吾，高田 裕，坂井研一， 

田邊康之，黒田重利 

厚生労働省精神・神経疾患研究委託費神経・筋疾患と慢性精神疾患等のﾘｻｰﾁ・ﾘｿｰｽ（剖検脳等の 

組織）の確保とそのシステム整備に関する研究平成 17 年度研究会議，東京，2006.1 

 

85. 中国・四国地区におけるスモン患者の健康診断 

井原雄悦 

平成 17 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業） 

スモンに関する調査研究班研究報告会，東京，2006.2 

 

86. 高齢者総合的機能評価(CGA)を用いてのスモン患者の検討 

坂井研一，信國圭吾，高田 裕，田邊康之，西中哲也，井原雄悦，鍛本真一郎，早原敏之 

平成 17 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業） 

スモンに関する調査研究班研究報告会，東京，2006.2 

 

87. スモン患者介護者の介護ストレスについて－スモン患者の精神身体症状との関連－ 

田邊康之，信國圭吾，高田 裕，坂井研一，西中哲也，井原雄悦，鍛本真一郎 

平成 17 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業） 

スモンに関する調査研究班研究報告会，東京，2006.2 

 

＜免疫疾患＞ 



88. 重症難治性喘息の機序解明と臨床分類に基づく治療法の確立に関する研究 

高橋 清 

平成 17 年度厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業） 

研究報告会，東京，2006.1 

 

89. II-2成人気管支ぜん息患者の状況に応じた事故管理法に関する研究 II-2-(1)服薬コンプライアンスの向上の方

策とその効果に関する検討 

高橋 清，庄司俊輔，堀内 正，山下直美 

独）環境再生保全機構大気汚染による健康影響に関する総合的研究 

第 16 回研究懇話会，東京，2005.5 

 

90. シックハウス症候群の臨床的研究：その実態とｱﾚﾙｷﾞｰ疾患や下気道疾患との関連についての研究 

木村五郎，高橋 清，岡田千春 

平成 17 年度厚生労働科学研究費補助金(癌予防等健康科学総合研究事業) 

研究経過報告会，東京，2005.7 

 

91. シックハウス症候群の臨床的研究：その実態とｱﾚﾙｷﾞｰ疾患や下気道疾患との関連についての研究 

木村五郎，高橋 清，岡田千春 

平成 17 年度厚生労働科学研究費補助金(癌予防等健康科学総合研究事業)研究報告会，東京，2006.1 

 

92. III-1-（2）成人ぜん息の長期経過・予後調査及びその予知法の確立に関する検討 医療機関への通院中断例の

追跡調査における長期経過・予後の検討 

岡田千春，高橋 清，平野 淳，木村五郎，岡本 亨 

独）環境再生保全機構，東京，2006.2 

 

地方会 

＜神経筋疾患＞ 

93. 脊髄小脳変性症（SCD）患者の抑うつ症状について－脳血流シンチグラフィ－（SPECT）統計解析ソフト(eZIS)を

用いた 2 症例の検討 

高田 裕，田中義人，高橋幸治，田邊康之，西中哲也，坂井研一，信国圭吾，井原雄悦，早原敏之

第 29 回日本心身医学会中国・四国地方会，高松，2005.11 

 

＜呼吸器疾患＞ 

94. 中耳結核を伴い顔面神経麻痺を来した原発性上咽頭結核の 1 例 

河田典子，瀧川奈義夫，柴山卓夫，多田敦彦，宗田 良，高橋 清，赤木博文

第 92 回日本内科学会中国地方会，岡山，2005.6 

 

95. 当院にて Gefitinib を投与された肺癌症例における EGFR 遺伝子変異の解析 

柴山卓夫，瀧川奈義夫，河田典子，多田敦彦，上月稔幸，久本晃子，広瀬純成，小谷一敏，牧原重喜，

高橋 清



第 44 回日本肺癌学会中国四国地方会，米子，2005.7 

 

96. 出血性大腸憩室炎を繰り返した戦争糞線虫症の 1 例 

濱田 昇，平野 淳，岡本 亨

第 84 回日本消化器学会中国支部例会，島根，2005.11 

 

97. 反復する大腸憩室出血に戦争糞線虫症を合併した 1 例 

濱田 昇，岡本 享，平野 淳

第 84 回日本消化器病学会中国支部例会，出雲，2005.12 

 

98. 肺結核を併発した気管支閉鎖症の 1 例 

濱田 昇，高橋秀治，河田典子，柴山卓夫，多田敦彦，宗田 良，高橋 清

第 14 回日本呼吸器内視鏡学会中国四国支部会，高知，2006.2 

 

99. 肺結核を併発した気管支閉塞症の 1 例 

濱田 昇，高橋秀治，河田典子，柴山卓夫，多田敦彦，宗田 良，高橋 清

第 56 回日本結核病学会中国四国支部会，高知，2006.2 

 

＜成育医療＞ 

100. インフルエンザワクチン接種及びリン酸オセルタミビル内服による A，B 型別の臨床症状の比較・検討 

春摘 誠，浦上知子，水内秀次，和田智顕，長谷川高誠 

第 57 回中国四国小児科学会，高知，2005.10 

 

101. 重症心身障害児・者におけるアレルギー治療・管理の実態－血清 IgE 値とアレルギー症状発現との関連につい

て－ 

春摘 誠，浦上知子，水内秀次

第 78 回日本小児科学会岡山地方会，岡山，2005.12 

 

＜耳鼻科＞ 

102. 誤嚥性肺炎を反復するＡＬＳ症例に対する治療経験 

赤木博文，土師知行，信國圭吾，牧原重喜，小谷一敏，廣瀬純成，斎藤智彦

第 18 回岡山市医師会医学会，岡山，2005.11 

 

＜その他＞ 

103. 脾臓の放射線治療 を行った 原発性骨髄線維症の 3 例 

林原典子，坂本秀登，竹内 誠，高橋 清，金澤 右 

第 104 回日本医学放射線学会中国四国地方会，松山，2005.7 

 

104. 肺結核の治療中にイレウスで発症した一症例 

坂本秀登，林原典子，牧原重喜，平野 淳，高橋 清，金澤 右 



第 104 回日本医学放射線学会中国四国地方会，松山，2005.7 

 

研究会 

＜免疫疾患＞ 

105. シックハウス症候群の臨床 

木村五郎

都窪医師会症例検討会，岡山，2005.5 

 

106. 多施設登録による気管支喘息と鼻過敏症との関連の検討 

岡田千春，平野 淳，木村五郎，赤木博文，谷本 安，佐藤利雄，玉置明彦，中西徳彦，宗田 良， 

高橋 清

第 17 回中国・四国臨床アレルギー研究会，岡山，2005.9 

 

107. 成人喘息重症化の成因とその対策 

高橋 清

第 5 回愛媛吸入療法研究会，松山，2005.10 

 

108. シックハウス症候群における負荷テストの現状 

木村五郎

第 8 回岡山アレルギーを考える会，岡山，2005.11 

 

＜呼吸器疾患＞ 

109. 好酸球性胸水の 1 例 

柴山卓夫，高橋秀治，濱田 昇，河田典子，多田敦彦，平野 淳，木村五郎，岡田千春，宗田 良， 

高橋 清

第 66 回岡山胸部疾患懇話会，岡山，2005.9 

 

110. COPD の治療 

多田敦彦

第 393 回児島臨床医の集い，倉敷，2005.9 

 

111. 両側スリガラス陰影の１例 

濱田 昇，高橋秀治，河田典子，柴山卓夫，多田敦彦，宗田 良，高橋 清

第 36 回倉敷呼吸器疾患懇話会，倉敷，2005.11 

 

112. 咳嗽，呼吸困難を主訴とした両側びまん性陰影の 1 例 

濱田 昇，高橋秀治，平野 敦，河田典子，柴山卓夫，木村五郎，岡田千春，多田敦彦，宗田 良， 

高橋 清

第 37 回倉敷呼吸器疾患懇話会，倉敷，2006.2 

 



113. 診断治療が困難であった両側びまん性陰影の 1 例 

濱田 昇，高橋秀治，河田典子，柴山卓夫，多田敦彦，宗田 良，高橋 清

第 21 回岡山びまん性肺疾患研究会，岡山，2006.2 

 

＜血液疾患＞ 

114. 同種末梢血幹細胞移植前より合併した侵襲性肺アスペルギルス症に対して micafungin と amphotericinB の併用

療法が奏功した急性リンパ性白血病の一例 

田頭秀悟，藤井総一郎，多林孝之，宮田 明，谷崎勝朗，品川克至，豊嶋崇徳 Commentator:吉田親正

中四 FN 研究会，岡山，2005.10 

 

115. アムノレイク錠(Am-80)による再発難治性 APL 治療の実際 

竹内 誠

第 8 回大分難治性白血病研究会，大分，2006.2 

 

＜成育医療＞ 

116. 半消化態経腸栄養剤によりアナフィラキシーショックを呈した重症心身障害児の 1 例 

浦上知子，春摘 誠，水内秀次

第 8 回山陽小児アレルギー研究会，岡山，2006.2 

 

＜耳鼻科＞ 

117. 好酸球性副鼻腔炎におけるプロスタグランジン合成酵素の難治化への関与 
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