
〔学会・研究発表会〕 

 

国際学会  

＜免疫疾患＞ 

1. Equal or superior efficacy of Ciclesonide 320μg or 640μg as compared with CFC-Beclomethasone 

dipropionate 800μg in the treatment of patients with moderate to severe asthma 

Adachi M, Ishihara K, Inoue H, Kudo K, Takahashi K, Morita Y, Masuda K, Sakai T, Kato R, 

Miyamoto T 

American Thoracic Society 2006 International Conference, San Diego, USA, 2006.05 

 

2. Pirfenidone modulates allergen-induced airway hyperresponsiveness, inflammation and remodeling 

Hirano A, Kanehiro A, Ito W, Ono K, Okada C, Takahashi K, Tanimoto Y, Kataoka M, Gelfand EW, 

Tanimoto M 

American Thoracic Society 2006 International Conference, San Diego, USA, 2006.05 

 

3. The characteristics and problem of elderly asthmatic patients in Japan 

Takahashi K, Okada C, Kimura G, Hirano A, Soda R, Tanimoto Y, Kanehiro A, Tanimoto M 

16th European Respiratory Society Annual Congress, Munich, 2006.09 

 

4. Induction of uPA, IL-8 and early growth response-1 by imatinib through activating MAPK in human small 

cell lung cancer cells 

Yoshida C 

18th International Congress on Fibrinolysis and Proteolysis, San Diego, USA, 2006.08 

 

＜耳鼻科＞ 

5. Clinical application of a chronic tonsillitis model-palatine tonsil debulking surgery? 

Doi A, Akagi H, Tamura K, Kozakura K, Numoto S, Iwata J, Nakai T, Taguchi T, Ohtsuka A,  

Nishizaki K, Masuda Y 

6th International Symposium on Tonsils and Mucosal Barriers of the Upper Airways 

I.S.T.M.B, Siena Italy, 2006.08 

 

国内学会  

＜神経筋疾患＞ 

6. 統合失調症入院患者の QOL 

久郷亜希，寺田整司，石津秀樹，武田俊彦，佐藤創一郎，羽原俊明，難波多鶴子，藤本康之， 

堀井茂男，黒田重利 

第 102 回日本精神神経学会，福岡，2006.05 

 

7. 重症心身障害児の加齢と嚥下機能の関係 



髙田 裕，大石 廣，寺地幸喜 

第 12 回日本摂食･嚥下リハビリテ－ション学会学術大会，東京，2006.05 

 

8. 脊髄小脳変性症の抑うつ症状について－SPECT 統計解析ソフト(eZIS)を用いた検討－ 

髙田 裕，永井太士，髙橋幸治，田邊康之，西中哲也，坂井研一，信國圭吾，井原雄悦 

第 47 回日本神経学会，東京，2006.05 

 

9. スモン患者の高齢者総合的機能評価(CGA)を用いての検討 

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

第 47 回日本神経学会，東京，2006.05 

 

10. プリオン蛋白遺伝子コドン 232（Met→Arg）の変異を有するプリオン病の一例 

永井太士，髙橋幸治，坂井研一，田邊康之，髙田 裕，信國圭吾，井原雄悦 

第 47 回日本神経学会，東京，2006.05 

 

11. 筋萎縮性側索硬化症患者の脊髄における cFLIP の発現 

柴田亮行，川口素子，柿田明美，高橋均，井原雄悦，藤村晴俊，佐古田三郎，遠井素乃， 

佐々木彰一，岩田 誠，平野朝雄，小林槇雄 

第 47 回日本神経病理学会，岡山，2006.05 

 

12. 橋に嗜銀性 threads 様構造物を多数認めた Striatonigral degeneration の一剖検例 

寺田整司，石津秀樹，久郷亜希，大島悦子，石原武士，上利大，神崎昭浩，好永順二，松浦博夫， 

池田研二，黒田重利 

第 47 回日本神経病理学会学術研究会，岡山，2006.05 

 

13. 人工呼吸器装着にて長期延命した多系統萎縮症の一例 

高橋幸治，石津秀樹，寺田整司，信國圭吾，田邊康之，西中哲也，坂井研一，髙田 裕，井原雄悦，

難波玲子，黒田重利 

第 47 回日本神経病理学会学術研究会，岡山，2006.05 

 

14. 脳幹・心臓交感神経病変の軽度な Lewy body variant of Alzheimer's disease（大脳型 DLB?）二剖検例の臨

床病理学的検討 

横田 修，土谷邦秋，内原俊記，氏家 寛，寺田整司，高橋真冬，木村雄二，石津秀樹，秋山治彦， 

黒田重利 

第 47 回日本神経病理学会学術研究会，岡山，2006.05 

 

15. パ－キンソン病と皮質基底核変性症の病理学的特徴を合併した一剖検例  

久郷亜希，寺田整司，大嶋悦子，石原武士，石津秀樹，池田研二，上利 大，神崎昭浩，好永順二， 

松浦博夫，黒田重利 

第 47 回日本神経病理学会学術研究会，岡山，2006.05 



 

16. 3DSRT を用いた 99mTc-ECD Patlak Plot 法による局所脳血流と FAB 総得点との関連 

吉田英統，寺田整司，久郷亜希，大島悦子，石原武士，阿多敏江，石津秀樹，佐藤修平，黒田重利 

第 21 回日本老年精神医学会，東京，2006.06 

 

17. 反復性経頭蓋磁気刺激療法を（rTMS）を施行した脊髄小脳変性症（SCD）の長期経過についての検討 

田邊康之，髙田 裕 

第 43 回日本リハビリテ－ション医学会学術集会，東京，2006.06 

 

18. 高齢スモン患者の高齢者総合的機能評価(CGA)による検討 

坂井研一，髙田 裕，田邊康之 

第 48 回日本老年医学会学術集会・，金沢，2006.06 

 

19. 経頭蓋反復磁気刺激療法による脊髄小脳変性症の髄液カテコラミンの変化 

井原雄悦，信國圭吾，髙田 裕，坂井研一，田邊康之，永井太士 

第 60 回国立病院総合医学会，京都，2006.09 

 

20. 南岡山医療センタ－神経内科における NPPV の経験 

信國圭吾 

第 60 回国立病院総合医学会パネルディスカッション，京都，2006.09 

 

21. 高齢者総合的機能評価(CGA)によるスモン患者評価と患者の介護負担 

坂井研一，永井太士，田邊康之，髙田 裕，信國圭吾，井原雄悦 

第 60 回国立病院総合医学会，京都，2006.09 

 

＜免疫疾患＞ 

22. 肺クリプトコッカス症を合併した Infliximab 投与関節リウマチ(RA)の一例 

岡本 享，太田裕介， 岡田千春 

第 50 回日本リウマチ学会・学術集会，長崎，2006.04 

 

23. 各世代での喘息症状にどう対応するか －高齢者－ 

岡田千春  

第 18 回日本アレルギ－学会春季臨床大会シンポジウム，東京，2006.05 

 

24. ガイドラインの到達点と今後の展望 －ガイドラインに求められるもの－ 

髙橋 清 

第 18 回日本アレルギ－学会春季臨床大会シンポジウム，東京，2006.05 

 

25. 電話法による全国全年齢階級別気管支喘息有症率調査 

斎藤暁美，青田明子，大矢幸弘，小嶋なみ子，明石真幸，二村昌樹，井上徳浩，秋山一男，髙橋 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 18 回日本アレルギ－学会春季臨床大会シンポジウム，東京，2006.05 

 

26. 小児から成人へのアレルギ－疾患の移行とその阻止－内科の立場から－ 

谷本 安，岡田千春，宗田 良，髙橋 清，谷本光音 

第 18 回日本アレルギ－学会春季臨床大会シンポジウム，東京，2006.05 

 

27. 一健康保険組合の診療報酬明細書からみた本邦喘息医療の実態(第２報) 

渡辺淳子，谷口正実，中村陽一，岡田千春，下田照文，阿藻真理，伊木 宏，秋山一男 

第 18 回日本アレルギ－学会春季臨床大会，東京，2006.05 

 

28. アレルギ－調査によるアレルギ－疾患有症率とペット飼育歴についての検討 

二村昌樹，大矢幸弘，小嶋なみ子，明石真幸，青田明子，斎藤暁美，井上徳浩，秋山一男，髙橋 清，

中川武正，小田嶋 博，小林章雄，烏帽子田彰，中村裕之，足立雄一，赤澤 晃  (厚生労働科学研

究「気管支喘息の有病率・罹患率およびQOLに関する全年齢階層別全国調査に関する研究」班) 

第 18 回日本アレルギ－学会春季臨床大会，東京，2006.05 

 

29. 全国小中学生におけるアレルギ－疾患有症率の現状 

明石真幸，大矢幸弘，小嶋なみ子，二村昌樹，斎藤暁美，青田明子，井上徳浩，秋山一男，髙橋 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  (厚生労働科学研

究「気管支喘息の有病率・罹患率およびQOLに関する全年齢階層別全国調査に関する研究」班) 

第 18 回日本アレルギ－学会春季臨床大会シンポジウム，東京，2006.05 

 

30. 難治性喘息の成因と治療 難治性喘息の定義・診断基準と臨床分類 

髙橋 清 

第 46 回日本呼吸器学会学術講演会シンポジウム，東京，2006.06 

 

31. 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，谷本 安，木浦勝行，片岡幹男，谷本光音，岡田千春，髙橋 清 

          第 46 回日本呼吸器学会学術講演会，東京，2006.06 

 

32. 気管支喘息患者の長期予後に関する検討－通院中断症例の解析－ 

岡田千春，平野 淳，木村五郎，黒岡昌代，石尾みどり，中塚信江，大石秀香，浦上知子，春摘 誠，

水内秀次，宗田 良，髙橋 清 

第 60 回国立病院総合医学会，京都，2006.09 

 

33. 中等症から重症の成人喘息における新規吸入ステロイド「シクレソニド(CIC)」と CFC-ベクロメタゾン(BDP)

の有用性比較 

足立 満，石原享介，井上洋西，工藤宏一郎，髙橋 清，森田 寛，加藤隆一，宮本昭正 

第 56 回日本アレルギ－学会秋季学術大会，東京，2006.11 



 

34. 気管支喘息患者における呼気凝縮液(EBC)の炎症性パラメ－タ－の検討 

平野 淳，片岡幹男，上野友愛，飯尾耕治，谷本 安，金廣有彦，木村五郎，岡田千春，宗田 良， 

髙橋 清 

第 56 回日本アレルギ－学会秋季学術大会，東京，2006.11 

 

35. 気管支喘息児の屋内水泳歴と病状の関係についての検討 

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

小田嶋博，小林章雄，烏帽子田彰，中村裕之，足立雄一，赤澤 晃，厚生労働科学研究気管支喘息

の有病率・罹患率およびQOLに関する全年齢階層別全国調査に関する研究班 

第 56 回日本アレルギ－学会秋季学術大会，東京，2007.01 

 

＜呼吸器疾患＞ 

36. BrothMIC NTM による M.avium，M.intracelluare の薬剤感受性に関する検討 

河田典子，河原 伸，多田敦彦，柴山卓夫，濱田 昇，宗田 良，髙橋 清 

第 46 回日本呼吸器学会学術講演会，東京，2006.06 

 

37. 切除不能の肺非小細胞癌局所進展例に対する Cisplatin, 5-fluorouracil 併用化学療法と同時胸部照射の

第 2 相試験の長期予後 

森高智典，上田暢男，畝川芳彦，亀井治人，柴山卓夫，玄馬顕一，米井敏郎，張田信吾，沖本二郎，

平木俊吉，上岡 博，瀧川奈義夫，田端雅弘，木浦勝行，谷本光音 

第 46 回日本呼吸器学会学術講演会，東京，2006.06 

 

38. 切除不能の肺非小細胞癌局所進展例に対する Cisplatin, Docetaxel 併用化学療法と同時胸部照射の第監

相試験の長期予後成績 

久山彰一，張田信吾，畝川芳彦，新海 哲，松尾啓祐，平木俊吉，亀井治人，別所明宏，柴山卓夫，

米井敏郎，藤原慶一，上岡 博，徳田佳之，徳田勝幸，瀧川奈義夫，田端雅弘，木浦勝行，谷本光音 

第 44 回日本癌治療学会，東京，2006.10 

 

39. 切除不能の肺非小細胞癌局所進展例に対する Cisplatin, 5-Fu 併用化学療法と同時胸部照射の長期予後

成績 

藤本伸一，玄馬顕一，岸本卓巳，畝川芳彦 ，野上尚之，亀井治人，山根弘路，渡辺洋一，平木俊吉，

森高智典，多田敦彦，堀田尚克，上岡 博，瀧川奈義夫，田端雅弘，木浦勝行，谷本光音 

第 44 回日本癌治療学会ワ－クショップ，東京，2006.10 

 

40. 切除不能の肺非小細胞癌局所進展例に対する Cisplatin, 5-Fu 併用化学療法と同時胸部照射の長期予後

成績 

柴山卓夫，多田敦彦，畝川芳彦，野上尚之，渡辺洋一，玄馬顕一，森高智典，前田忠士，上岡 博，

姫井健吾，堀田勝幸，瀧川奈義夫，田端雅弘，木浦勝行，谷本光音 

第 47 回日本肺癌学会ワ－クショップ，京都，2006.12 



 

41. 局所進展肺非小細胞癌(NSCLC)に対する胸部照射と同時化学療法(DP 療法対 MVP 療法)の無作為化比

較試験 

高田一郎，丸川将臣，畝川芳彦，渡辺洋一，亀井治人，上岡 博，玄馬顕一，張田信吾，柴山卓夫，

米井敏郎，松尾恵太郎，瀧川奈義夫，田端雅弘，木浦勝行，谷本光音 

第 5 回日本臨床腫瘍学会学術集会，札幌，2007.03 

 

＜血液疾患＞ 

42. 当院の自己血採血時における VVR 発症防止に対する取り組み 

難波寛子，遠藤麻里子，浅野尚美，小郷博昭久，保西四郎，吉田親正，池田和真，谷本光音， 

小出典男 

第 54 回日本輸血学会，大阪，2006.06 

 

43. 高齢者 AML128 例に対する BHAC/IDR, BHAC/DM 寛解導入療法の無作為比較多施設共同研究(JELLSG, 

E-AML-01)A JELLSG Randomized Trial Comparing IDR with DNR as an Induction Therapy for Elderly AML 

Patients 

大田雅嗣，高徳正昭，村井善郎，竹内 誠，佐分利能生，鈴島 仁，辰巳陽一，松島孝文，伊藤良和，

森 眞由美，高齢者血液腫瘍研究会 

第 68 回日本血液学会・第 48 回日本臨床血液学会合同ワ－クショップ，福岡，

2006.10 

 

44. Diffuse large B-cell lymphoma(DLBCL)に対する CHOP と R-CHOP の多施設共同後方視的比較検討 

Comparison of outcome of CHOP and R-CHOP for diffuse large b cell lymphoma 

名和由一郎，松尾恵太郎，角南一貴，砥谷和人，滝本秀隆，西森久和，平松靖史，木口 亨， 

矢野朋文，山根弘路，多林孝之，藤井総一郎，宮田 明，竹内 誠，牧田雅典，瀬崎伸夫， 

山筋好子，谷本光音 他 

第 68 回日本血液学会・第 48 回日本臨床血液学会合同特別企画，福岡，

2006.10 

 

45. 骨髄非破壊的造血幹細胞移植を施行した成人大脳型副腎白質ジストロフィ－の 1 例 

増成太郎，前田嘉信，品川克至，池田和真，石丸文彦，谷本光音，村上哲郎，黒田重利，吉田 功，

竹内 誠，信國圭吾 

第 29 回日本造血細胞移植学会，福岡，2007.02 

 

46. Diffuse large B cell lymphoma(DLBCL)に対する Rituximab 併用 CHOP 療法と CHOP 療法の多施設共同後

方視的比較検討 

名和由一郎，松尾恵太郎，角南一貴，滝本秀隆，西森久和，竹内 誠，木口 亨，矢野朋文， 

宮田 明，藤井総一郎，品川克至，石丸文彦，池田和真，原 雅道，谷本光音 

第 5 回日本臨床腫瘍学会学術集会，札幌，2007.03 

 



＜成育医療＞ 

47. 半消化態経腸栄養剤によりアナフィラキシ－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 32 回日本重症心身障害学会，熊本，2006.09 

 

48. 小児肥満教室参加者における肥満度分類別のメタボリックシンドロ－ムの頻度 

水内秀次，春摘 誠，浦上知子，足立 稔，沖嶋今日太 

第 60 回国立病院総合医学会，京都，2006.09 

 

49. 重症心身障害児（者）通所における摂食機能障害への取り組み 

大石 廣，目井浩之，寺地幸喜，髙田 裕，春摘 誠 

第 60 回国立病院総合医学会，京都，2006.09 

 

50. 重症心身障害児（者）における抗体保持率とワクチン接種についての検討 

春摘 誠 

第 38 回日本小児感染症学会学術集会，高知，2006.11 

 

＜耳鼻科 ＞ 

51. 誤嚥性肺炎を反復する ALS 症例に対する治療経験―気道食道分離術に至るまで― 

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 60 回国立病院総合医学会，京都，2006.09 

 

52. 花粉症に対する L-55 乳酸菌含有ヨ－グルトの臨床的有効性 

赤木博文，岡田千春，平野 淳，木村五郎，宗田 良，髙橋 清，砂田洋介，中村昇二，岡野光博 

第 25 回日本耳鼻咽喉科免疫アレルギ－学会，甲府，2007.03 

 

53. マウス花粉症モデルに対するヒト乳幼児糞便由来 Lactobacillus acidophilus L-55 の効果 

砂田洋介，中村昇二，赤木博文，岡田千春，平野 淳，木村五郎，宗田 良，髙橋 清，亀井千晃 

第 25 回日本耳鼻咽喉科免疫アレルギ－学会，甲府，2007.03 

 

＜看護部＞ 

54. 病院と地域の看護連携 

鶴海以積  

第 56 回日本病院学会ワ－クショップ，岡山，2006.07 

 

55. 安全で快適な食事環境を提供するために－食事介助ｶ－ﾄﾞを使用して－ 

久米広美 

第 32 回日本重症心身障害学会，熊本，2006.09 

 

56. 中心静脈カテ－テル(PICC)挿入部の防水用具の工夫 



松田真理子，松井智枝，志多亜希子，池上美智子 

第 60 回国立病院総合医学会，京都，2006.09 

 

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

四方田由美子，諏訪加代子，須間路子，澤田弘子，宮本敏子 

第 60 回国立病院総合医学会，京都，2006.09 

 

58. 早期退院支援グル－プ活動の試み 

野坂章子  

平成 18 年固定チ－ムナ－シング全国研修集会，神戸，2006.09 

 

59. カンファレンスの共有化 

矢部夕美子 

平成 18 年固定チ－ムナ－シング全国研修集会，神戸，2006.09 

 

＜外科＞ 

60. 無症状で経過し胸部異常陰影で発見された bronchopulmonary foregut malformation の 1 例 

牧原重喜，小谷一敏，廣瀬純成 

第 23 回日本呼吸器外科学会，東京，2006.05 

 

61. 慢性膿胸に合併した胸壁扁平上皮癌の一例 

小谷一敏，廣瀬純成，牧原重喜 

第 23 回日本呼吸器外科学会，東京，2006.05 

 

＜整形外科＞ 

62. Levofloxacin（クラビット）が関与したと考えられる左アキレス腱断裂の 1 例 

太田裕介，岡本 享，岡田千春 

第 50 回日本リウマチ学会・学術集会，長崎，2006.04 

 

＜麻酔科＞ 

63. 簡易通信ポ－トモニタ－プログラムの作成 

斎藤智彦  

日本麻酔科学会第 53 回学術大会，神戸，2006.06 

 

＜コメディカル＞ 

64. 吸引ラインを用いての代替コミュニケ－ションが有効であった一症例 

寺地幸喜，目井浩之，大石 廣，髙橋幸治，永井太士，髙田 裕，信國圭吾 

第 60 回国立病院総合医学会，京都，2006.09 

 

65. Stool Tageeing 法を用いた CT colonography に求められる画像処理 



安友基勝  

第 62 回日本放射線学会学術大会，横浜，2006.04 

 

66. 心エコ－図にて稀な肥厚様式を認めた肥大型心筋症と考えられる一例 

正木修一，山本律子，峪村昌男，木村五郎，河田典子 

第 60 回国立病院総合医学会，京都，2006.09 

 

67. 流動食半固形化（ゼリ－化）による経腸栄養法の試みについて 

寺地幸喜 

第 12 回日本摂食嚥下リハビリテ－ション学会学術大会，岡山，2006.09 

 

68. 筋緊張の強い重症心身障害児にリラクゼ－ション効果を期待して－療養にフットケアを取り入れて－ 

中嶋智美，詠村賢太郎，藤本知子，安原優子，二階堂紀美，仁田礼香，三村典子，田村圭絵 

第 60 回国立病院総合医学会ビデオセッション，京都，2006.09 

 

研究班報告会 

＜神経筋疾患＞ 

69. 人工呼吸器装着 ALS 症例のコミュニケ－ション能力－南岡山医療センター神経内科入院患者における検

討－ 

信國圭吾  

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(Quality of Life, QOL)の向上に関する研究班，平成 18 年度研究報告

会，東京，2006.12 

 

70. プリオン蛋白遺伝子コドン 232（Met→Arg）の変異を有するプリオン病の一剖検例 

井原雄悦，高橋幸治，石津秀樹，寺田整司，信國圭吾，永井太士，田邊康之，西中哲也，坂井研一，

髙田 裕，北本哲之，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－チリソ－ス（剖検脳等の組織）の確保とそのシステム整備に関する 

研究班，平成 18 年度研究報告会，東京，2007.01 

 

71. 神経難病の誤嚥・転倒対策：TPPV 施行 ALS 患者における気道食道分離術の有用性 

信國圭吾  

厚生労働省精神・神経疾患研究委託費「神経疾患の診断・治療・予防に 

関する包括的臨床研究」班研究報告会，東京，2007.01 

 

72. スモン患者介護者の介護ストレスと抑うつについて?スモン患者の精神身体症状との関連? 

田邊康之，信國圭吾，髙田 裕，坂井研一，永井太士，井原雄悦，早原敏之，鍛本真一郎 

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，平成 18 年度研究報告会，東京，2007.02 



73. 「介護予防のための生活機能評価」を用いたスモン患者の検討 

坂井研一，永井太士，原口 俊，田邊康之，髙田 裕，信國圭吾，井原雄悦，鍛本真一郎，早原敏之 

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，平成 18 年度研究報告会，東京，2007.02 

 

74. 岡山県におけるスモン検診の現況 

井原雄悦，坂井研一，田邊康之，椿原彰夫，阿部康二，永井真貴子 

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，平成 18 年度研究報告会，東京，2007.02 

 

75. 中国・四国地区におけるスモン患者の検診結果（平成 18 年度） 

井原雄悦，川井元晴，山田淳夫，椿原彰夫，乾俊夫，山下順章，山下元司，峠 哲男，阿部康二， 

下田光太郎 

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，平成 18 年度研究報告会，東京，2007.02 

 

＜免疫疾患＞ 

76. 服薬コンプライアンスの向上と方策とその効果に関する検討 

髙橋 清 

独)環境再生保全機構平成 17 年度研究成果報告会，東京，2006.06 

 

77. 気管支喘息の難治化にかかわる気道上皮細胞，末梢血リンパ球の関与の研究 

岡田千春  

アレルギ－細胞ネットワ－ク研究会，東京，2006.08 

 

78. 成人ぜん息発症の予知と難治化対策について 

髙橋 清  

独)環境再生保全機構平成 18 年度保健指導研究(成人の部)，大阪，2006.09 

 

79. 成人ぜん息発症の予知と難治化対策について 

髙橋 清 

独)環境再生保全機構平成 18 年度保健指導研究(成人の部)，東京，2006.10 

 

80. 倉敷市における成人喘息の有病率・罹患率及び QOL に関する疫学調査 

髙橋 清（分担研究者），宗田 良，岡田千春，木村五郎，平野 淳，金廣有彦・谷本安，曽根啓一，

篠原淑子・井上功（研究協力者） 

厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギ－疾患予防・治療研究事業研究 

報告会「気管支喘息の有病率・罹患率および QOL に関する全年齢階級別 

全国調査に関する研究」班，東京，2007.01 

 



81. II 気管支ぜん息患者の長期管理支援，保健指導に関する研究 II-1 気管支喘息患者の年齢階層毎の長

期経過・予後に関する研究（班長：秋山一男） II-1-(2)成人喘息の長期経過・予後調査及びその予知法の

確立に関する検討 

谷口正実（ｸﾞﾙ－ﾌﾟﾘ－ﾀﾞ－），下田照文，中村陽一，岡田千春 

独)環境再生保全機構第 7 期大気汚染による健康影響に関する総合的研究 

第 18 回環境保健調査研究報告会，東京，2007.01 

 

82. かかりつけ医に対するガイドラインの認知・普及に関するアンケート調査を用いた研究 

岡田千春（分担研究者） 

厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギ－疾患予防・治療研究事業研究報

告会「ガイドライン普及のための対策とそれに伴う QOL の向上に関する研究」班，

東京，2007.01 

 

83. 気管支喘息の有病率・罹患率および QOL に関する全年齢階級別全国調査に関する研究 

赤澤 晃（主任研究者），秋山一男，髙橋 清，中川武正，小田嶋博，小林章雄，烏帽子田彰， 

中村裕之，足立雄一，大矢幸弘，西村正治，河岸由紀男（分担研究者） 

厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギ－疾患予防・治療研究事業研究 

報告会「気管支喘息の有病率・罹患率および QOL に関する全年齢階級別 

全国調査に関する研究」班，東京，2007.01 

 

84. 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 

髙橋 清（分担研究者），宗田 良，木村五郎，岡田千春，平野 淳，金廣有彦，谷本安（研究協力

者） 

厚

報告会「気管支喘息難治・重症化の病因・病態の解明に関

東京，2007.01 

85. 気管

 清

生労働科学研究費補助金免疫アレルギ－疾患予防・治療研究事業研究 

する研究」班， 

 

支喘息難治・重症化の病因・病態の解明に関する研究 

森 昌夫（主任研究者），髙橋 ，庄司俊輔，相沢久道，柳原行義，藤澤隆夫，大田 健，永井博弌， 

烏帽子田彰（分担研究者）

厚

報告会「気管支喘息難治・重症化の病因・病態の解明に関

東京，2007.01 

86. ガイ

澤元宏，朝比奈昭彦，岩本逸夫，

秀道広，堀場通明，永田 

 

生労働科学研究費補助金免疫アレルギ－疾患予防・治療研究事業研究 

する研究」班， 

 

ドライン普及のための対策とそれに伴う QOL の向上に関する研究 

須甲松信（主任研究者），大田 健，長谷川真紀，大久保公宏，海老

真，岡田千春，庄司俊輔（分担研究者） 

生労働科学研究費補助金免疫アレルギ－疾患予防・治療研究事業研究 

う QOL の向上に関する 

厚

報告会「ガイドライン普及のための対策とそれに伴

研究」班，東京，2007.01 



 

87. シック

秋山一男（主任研究者

ハウス症候群の診断・治療法及び具体的方策に関する研究 

），髙橋 清（分担研究者），木村五郎（研究協力者） 

，東京，厚生労働科学研究費補助金地域健康危機管理研究事業研究報告会

2007.02 

標に関する調査研究（班長：大田健）「ガイドラインに

沿っ

髙橋 清

 

88. II 気管支ぜん息患者の長期管理支援，保健指導に関する研究 II-3 成人気管支ぜん息患者の重症度等

に応じた健康管理支援，保健指導の実践及び評価指

た長期管理を実行するための保健指導の推進」 

（グループリーダ

独)環境再生保全機構第

第 18 回環境保健調査研究報告会，東京，2007.03 

ー），相澤久道，足立 満，東田有智，福田 健，足立哲也 

7 期大気汚染による健康影響に関する総合的研究 
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＜神経筋疾患＞ 

89. 明ら PPS)が疑われた 1 例 

永井太士

かなポリオ罹患歴を持たないが経過・臨床所見・検査よりポストポリオ症候群（

，坂井研一，原口 俊，田邊康之，髙田 裕，信國圭吾，井原雄悦 

第 80 回日本神経学会中国・四国地方会，岡山，2006.06 

90. 頭部

永井太士

 

MRI-DWI で海馬に高信号を認めた一過性全健忘（TGA）の２例 

，坂井研一，原口 俊，田邊康之，髙田 裕，信國圭吾，井原雄悦 

第 81 回日本神経学会中国・四国地方会，岡山，2006.12 

91. 頭部

永井太士

 

MRI-DWI で海馬に高信号を認めた一過性全健忘（TGA）の２例 

，坂井研一，永井太士，原口 俊，田邊康之，髙田 裕，信國圭吾，井原雄悦 

第 32 回日本脳卒中学会，福岡，2007.03 

92. 血中

 

＜免疫疾患＞ 

抗原と痰のパパニコロ－染色で診断し得た肺炎型肺クリプトコッカス症の一例 

木村五郎，北村智樹，河田典子，濱田 昇，岡本 享，平野 淳，柴山卓夫，岡田千春，多田敦彦， 

宗田 良，髙橋 清 

第 41 回日本呼吸器学会中国四国地方会，第 45 回日

支部会，松山，2006.07 

93. 肺非

玄馬顕一，柴山卓夫

本肺癌学会中国・四国

 

＜呼吸器疾患＞ 

小細胞癌局所進展例に対する Cisplatin, Docetaxel 併用化学療法と同時放射線療法の長期予後成績 

徳田佳之， ，米井敏郎，平木俊吉，上岡 博，瀧川奈義夫，田端雅弘，木浦勝行，

谷本光音 

第 94 回日本内科学会中国地方会，出雲，2006.06 

 



94. 喘息様症状を契機に発見された戦争糞線虫の 1 例 

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

髙橋 清 

第 94 回日本内科学会中国地方会，出雲，2006.06 

95. 極め

河田典子

 

て緩徐な経過をたどった細葉性結核症の 2 例 

，濱田 昇，柴山卓夫，多田敦彦，平野 淳，木村五郎，宗田 良，髙橋 清 

本肺癌学会中国・四国第 41 回日本呼吸器学会中国四国地方会，第 45 回日

支部会，松山，2006.07 

96. BCG

 淳

 

膀胱内注入療法後，M. bovis BCG 感染による大動脈瘤破裂を来した症例 

坂口 基，平野 ，河田典子，柴山卓夫，岡田千春，多田敦彦，宗田 良，髙橋 清，山鳥一郎， 

越智吉樹 
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支部会，松山，2006.07 

97. 肺非 alfomation)の 1 例 

柴山卓夫

本肺癌学会中国・四国

 

結核性抗酸菌感染症を併発した肺分画症(bronchopulmonary foregut m

，河田典子，濱田 昇，多田敦彦，宗田 良，髙橋 清 
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渡辺一彦，勝田知也，畝川芳彦，亀井治人，張田信吾，平木俊吉，高 ，米井敏郎，
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支部会，松山，2006.07 

99. 多彩

川奈義夫，田端雅弘，木浦勝行，谷本光音 

本肺癌学会中国・四国

 

な陰影変化を HRCT にて経過を追えた特発性間質性肺炎急性増悪の一例 

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

髙橋 清 

第 41 回日本呼吸器学会中国四国地方会，第 45 回日

支部会，松山，2006.07 

小細胞癌局所進展例に対する Cisplatin, Docetaxel 併用化学療法と同時胸部照射の長期

予後

本肺癌学会中国・四国

 

100. 切除不能の肺非

成績  

永田拓也，荒木雅史，多田慎也，畝川芳彦，新海 哲，松尾圭祐，平木俊吉，多田敦彦，久山彰一，

別所昭宏，青江啓介，上岡 博，堀田勝幸，

第 45 回日本肺癌学会中国・四国支部会，松山，2006.07 

瀧川奈義夫，田端雅弘，木浦勝行，谷本光音 

 



101. 気管

柴山卓夫

支鏡にて診断した放射線照射による急性好酸球性肺炎 

，多田敦彦，河田典子，濱田 昇，高橋秀治，宗田 良，髙橋 清 

部会，第 57 回日本結核病学会 第 15 回日本呼吸器内視鏡学会中国四国支

中国四国支部会，広島，2007.01 

102. 治療

濱田 昇

 

が奏功した若年者の広範囲非結核性抗酸菌症の 1 例 

，高橋秀治，河田典子，柴山卓夫，多田敦彦，宗田 良，髙橋 清 

部会，第 57 回日本結核病学会 第 15 回日本呼吸器内視鏡学会中国四国支

中国四国支部会，広島，2007.01 

103. 扁桃  

赤木博文

 

＜耳鼻科＞ 

と IgA 腎症

 

平成 18 年度（第 31 回）日耳鼻岐阜県地方部会特別講演，岐阜，2006.05 

104. L-55

赤木博文

 

乳酸菌含有ヨ－グルトの花粉症に対する有効性 

，岡田千春，平野 淳，木村五郎，宗田 良，髙橋 清，砂田洋介，中村昇二，岡野光博 

日本耳鼻咽喉科学会第 32 回中国四国地方部会連合学会，松江，2006.12 

105. 多系 者の看護－下側肺障害の改善について－ 

原田理恵 

 

＜看護部＞ 

統萎縮症患

 

第 2 回中国四国地区国立病院機構国立療養所看護研究学会，岡山，2006.09 

ｭ－ﾌﾞ装着患者のﾁｭ－ﾌﾞ除去を目指して－咬反射のある重症心身障害者に対する脱感

作療  

渡邉育代

 

106. 長期間気管切開ﾁ

法の試み－

 

第 2 回中国四国地区国立病院機構国立療養所看護研究学会，岡山，2006.09 

107. 小児 の参加の意味 参加した親子への聞き取り調査を通して 

寒川啓子 

 

肥満教室へ

 

平成 18 年度岡山県看護協会倉敷支部看護研究発表，倉敷，2006.11 

108. クリテ 展示：気管支鏡検査 

日笠陽子 

 

ィカルパス

 

日本医療マネジメント学会第 2 回岡山地方学術集会，岡山，2007.02 

 

研究会 

＜神経筋疾患＞ 

109. 認知 QOL 症高齢者の



寺田整司 

第 7 回アルツハイマ－型痴呆研究会，東京，2006.04

 

110. レビ

 

－小体病を合併した Creutzfeldt-Jakob 病の一剖検例 

原口 俊，石津秀樹，坂井研一，寺田整司，永井太士，田邊康之，髙田 裕，信國圭吾，井原雄悦，

黒田重利 

第 34 回臨床神経病理懇話会，大津，2006.11 

111. 両側 男性例 

吉田英統，石津秀樹，池田研二，寺田整司

 

海馬硬化と線条体の変化をみとめた側頭葉てんかんの 1 例 精神病様症状を伴った 35 歳

，久郷亜希

第 34 回臨床神経病理懇話会，大津，2006.11 

112. 下肢

坂井研一

，大島悦子，石原武士，黒田重利 

 

近位筋の筋力低下で発症したサッカ－部の 15 歳男性 

，永井太士，原口 俊，田邊康之，髙田 裕，信國圭吾，井原雄悦 

第 3 回倉敷神経内科懇話会，倉敷，2007.03 

113. 成人 ・病態における LT 拮抗薬の役割－One airway Qne disease－ 

髙橋 清

 

＜免疫疾患＞ 

喘息の発症

  

千葉アレルギ－・ロイコトリエン研究会 2006，千葉，2006.06 

114. 呼気

岡幹男，飯尾耕治，平野 淳

 

凝縮液(EBC)による気道炎症のモニタリング 

上野 愛，片 ，岡田千春，谷本 安，金廣有彦，宗田 良，髙橋 清， 

谷本光音 

第 18 回中国・四国臨床アレルギ－研究会，岡山，2006.08 

115. 重症 治療の再検討－成人－ 

髙橋 清

 

難治性喘息

 

第 26 回六甲カンファレンス，京都，2006.08 

116. 成人 ・病態における LT 拮抗薬の役割－One airway, One disease－  

髙橋 清

 

喘息の発症

 

第 4 回多摩気管支喘息 QOL 研究会，立川，2006.10 

117. 成人 ・病態と上下気道の連鎖－LT 拮抗薬の役割－ 

髙橋 清

 

喘息の発症

 

長崎ロイコトリエン研究会，長崎，2006.10 

118. アン から見た在宅酸素療法病診連携における診療所のニ－ズ 

 

＜呼吸器疾患＞ 

ケ－ト調査



濱田 昇 

第 17 回在宅呼吸ケアを勉強する集い，岡山，2006.10 

119. 血痰

濱田 昇

 

を呈した孤立結節影の 1 例 

，高橋秀治，河田典子，柴山卓夫，多田敦彦，宗田 良，髙橋 清 

第 41 回倉敷胸部疾患懇話会，倉敷，2007.02 

120. true is と考えられた一例 

吉田親正

 

＜血液疾患＞ 

 malignant histiocytos

，竹内 誠 

第 2 回中四リンパ腫カンファレンス，岡山，2006.04 

121. 花粉

 

＜耳鼻科＞ 

症に対する L-55 乳酸菌含有ヨ－グルトの臨床効果 

赤木博文，岡田千春，平野 淳，木村五郎，天野佳美，大村悦子，中重歓人，砂田洋介，中村昇二，

宗田 良，髙橋 清 

第 18 回中国・四国臨床アレルギ－研究会，岡山，2006.08 

122. Levo 考えられる左アキレス腱断裂の 1 例 

太田裕介

 

＜整形外科＞ 

floxacin が関与したと

，岡本 享 

第 16 回日本脊椎関節炎研究会，奈良，2006.09 

123. エタネ

明田丈之

 

＜コメディカル＞ 

ルセプト自己注射導入時における薬剤師の関わり 

，田中健治郎，家岡昌弘，中重歓人，河野成樹，山本 宏，鳴海富士雄 

第 44 回中国四国地区国立病院薬学研究会，福山

  

124. 場面 事例 ～発達障害の視点から～ 

小塚由美子

，2006.09 

緘黙の女子の

 

岡山臨床心理研究会，岡山，2006.11 

 

 


