
 

 

〔班会議報告書〕 

 

＜神経筋疾患＞ 

1. 中国・四国地区におけるスモン患者の検診結果(平成 20 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 20 年度総括・

分担研究報告書，38-41，2009.03 

 

2. スモン患者のMMSE 

坂井研一，井原雄悦，松本昭久，千田圭二，鈴木裕，祖父江元，小西哲郎，藤井直樹，橋本修二， 

小長谷正明 

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 20 年度総括・

分担研究報告書，83-86，2009.03 

 

3. スモンと疼痛性障害-ケースレポートを通じての考察- 

田邊康之，永井太士，原口俊，坂井研一，高田裕，信國圭吾，井原雄悦 

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 20 年度総括・

分担研究報告書，87-92，2009.03 

 

4. 平成 20 年度の全国スモン検診結果 

小長谷正明，松本昭久，千田圭二，鈴木裕，祖父江元，小西哲郎，井原雄悦，藤井直樹，橋本修二 

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 20 年度総括・

分担研究報告書，17-20，2009.03 

 

5. 人工呼吸器装着ALS症例における内蔵型肥満 

   信國圭吾，坂井研一，髙田裕，原口俊，永井太士，田邊康之，井原雄悦 

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 平成 20 年度総括・分担研究報告書，117，2009.03 

 

6. 特定疾患患者の生活の質（QOL, Quality of Life）の向上に関する研究 

   小森哲夫，秋山智，伊藤博明，伊藤道哉，稲葉一人，今井尚志，牛久保美津子，牛込三和子， 

   大生定義，荻野美恵子，奥山虎之，小倉朗子，片桐岳信，川井充，川島孝一郎，川田明弘， 

   川村佐和子，吉良潤一，久野貞子，黒岩義之，後藤清恵，近藤清彦，山海嘉之，清水俊夫，中島孝， 

   難波玲子，西澤正豊，信國圭吾，福永秀敏，福山秀直，藤井直樹，穂坂茂，松下祥子，水島洋， 

   美原盤，宮坂道夫，武藤香織 

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 平成 20 年度総括・分担研究報告書，117，2009.03 

 



 

 

7. 神経疾患の診断・治療・予防に関する包括的臨床研究：当院における気道食道分離術施行症例の検討 

  信國圭吾，高田裕，原口俊，永井太士，坂井研一，田邊康之，井原雄悦，赤木博文，小谷一敏， 

   奥谷大介，牧原重喜 

 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 平成 20 年 

  度研究報告書，2009.03 

 

8. 呼吸不全のために認知機能の評価が困難であった認知症を伴う筋萎縮性側索硬化症の一剖検例 

  原口俊，高田裕，寺田整司，石津秀樹，長尾茂人，永井太士，田邊康之，坂井研一，信國圭吾， 

   井原雄悦，黒田重利 

 厚生労働省精神神経疾患研究委託費，リサーチリソースネットワークを用いた神経・精神疾患の研究資 

 源（剖検脳等）の確保と病態解明を目指した研究，平成 20 年度研究報告書，2009.03 

 

＜免疫疾患＞ 

9. シック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H18～20 年度総合報告書 

秋山一男，西間三馨，髙橋清，木村五郎，中村陽一，小倉英郎，長谷川眞紀，岡本美孝，池澤義郎，

内尾英一，坂本龍雄，永井博弌，田中宏幸，鳥居新平，下田照文，小田嶋博，横田欣児，岸川禮子，

今岡通厳，宗信夫，武田正義，須貝高，石田卓，高木直美，松井裕康，髙橋清，宗田良，岡田千春，

平野淳，真鍋亜希子，林博英，大友守，久満美奈子，茶薗英明，山本正二，高橋一夫，大砂博之， 

広田しのぶ，三宅美緒，武田将典，大島美穂子，木村量子，武藤太一朗，稲垣直樹，臼田春樹， 

遠藤拓未 

厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）シック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 平成 18～20 年度総合研究報告書 Ⅰ.研究代表者総合研究報告書，1-15，

2009.03 

 

10. アンケートによるシックハウス症候群，化学物質過敏症の症状経過調査－シックハウス症候群に対する

クリーンルームを用いた揮発性有機化合物負荷テストの検討－ 

木村五郎，髙橋清，宗田良，岡田千春，平野淳 

厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）シック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 平成 18～20 年度総合研究報告書 II.研究分担研究者総合研究報告書，

82-108，2009.03 

 

11. シック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H20 年度総合報告書 

秋山一男，西間三馨，木村五郎，中村陽一，小倉英郎，長谷川眞紀，岡本美孝，池澤義郎，内尾英一，

坂本龍雄，田中宏幸，鳥居新平，下田照文，小田嶋博，横田欣児，岸川禮子，今岡通厳，宗信夫， 

武田正義，須貝高，石田卓，高木直美，松井裕康，髙橋清，宗田良，岡田千春，平野淳，真鍋亜希子，

林博英，大友守，久満美奈子，茶薗英明，山本正二，高橋一夫，大砂博之，広田しのぶ，三宅美緒，

武田将典，大島美穂子，木村量子，武藤太一朗，稲垣直樹，臼田春樹，遠藤拓未 

厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）シック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 平成 20 年度総括・分担研究報告書 Ⅰ.総括研究報告，1-10，2009.03 

 



 

 

12. シックハウス症候群に対するクリーンルームを用いた揮発性有機化合物負荷テストの検討 

木村五郎，高橋清，宗田良，岡田千春，平野淳 

厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）シック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 平成 20 年度総括・分担研究報告書 Ⅱ.分担研究報告書，74-77，

2009.03 

 

13. 気管支喘息難治・重症化の病因・病態の解明に関する研究 

森晶夫，高橋清，相沢久道，大田健，田中宏幸，庄司俊輔，藤澤隆夫，烏帽子田彰，中村裕之，秋山

一男，大友隆之，神沼修，宗田良，木村五郎，片岡幹男，金廣有彦，岡元孝二，野間雪子，星野友昭，

坂﨑優樹，足立哲也，稲垣直樹，櫻井克年，秋丸国広，菅沼成文，北村紀子，山口美也子，岡田千春，

平野淳，谷本安，西原麻千子，川山智隆，澤田昌典，長瀬洋之，人見嘉哲，康峪梅，弘田量二，日下

幸則 

平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等予防･治療研究事業）研究報告書（免疫

アレルギー医療分野）第 1 分冊 総括研究報告書，89-92，2009.03 

 

14. 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，宗田良，岡田千春，片岡幹男，木村五郎，平野淳，金廣有彦，谷本安 

平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等予防･治療研究事業）研究報告書（免疫

アレルギー医療分野）第 1 分冊 分担研究報告書，101-107，2009.03 

 

15. 気管支喘息の有症率，ガイドラインの普及効果QOLに関する全年齢全国調査に関する研究 

赤澤晃，高橋清，谷口正実，小田嶋博，足立雄一，大矢幸弘，西村正治，秋山一男，足立陽子， 

池井純子，板澤寿子，井手康二，井上功，岡田千春，小野恵美子，勝沼俊雄，金廣有彦，河岸由紀男，

白幡聡，木村五郎，近藤直美，今野哲，佐藤弘，篠原淑子，柴田宏江，宗田良，曽根啓一， 

鈴木千佳子，谷本安，津田恵次郎，手塚純一郎，中村裕之，西尾健，林大輔，平井久晴，平野淳， 

福冨友馬，堀内吉久，村上洋子，本村知華子，渡辺博子，吉田幸一，成田雅美，堀向健太，近藤直実 

平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等予防･治療研究事業）研究報告書（免疫

アレルギー医療分野）第 2 分冊 総括研究報告書，1-3，2009.03 

 

16. 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 

高橋清，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， 

鈴木千佳子 

平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等予防･治療研究事業）研究報告書（免疫

アレルギー医療分野）第 2 分冊 分担研究報告書，243-250，2009.03 

 

17. 関節リウマチの現状と問題点を解析するための多施設共同疫学研究 

當間重人，衛藤義人，末永康夫，千葉実行，松井利浩，金子敦史，佐伯行彦，税所幸一郎，吉永泰彦，

森俊仁，杉井章二，市川健司，新納伸彦，田村則男，末石眞，西野仁樹，秋谷久美子，山縣元，津谷

寛，小川邦和，柳田英寿，岡本享，太田裕介，篠原一仁，松森昭憲，藤内武春，末松栄一，吉澤滋，

本川哲，河部庸次郎，潮平芳樹，豊原一作，田中栄，大村浩一郎 



 

 

平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等予防･治療研究事業）研究報告書（免疫

アレルギー医療分野）第 3 分冊 総括研究報告書，93-103，2009.03 

 

18. NinJaにみる関節リウマチ患者の結核罹患率とTNF阻害療法の影響 

吉永泰彦，岡本享 

平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等予防･治療研究事業）研究報告書（免疫

アレルギー医療分野）第 3 分冊 分担研究報告書，120-123，2009.03 

 

19. ユビキタス･インターネットを活用したアレルギー疾患の自己管理および生活環境改善支援システム，

遠隔教育システム，患者登録･長期観察システムに関する研究 

須甲松信，木内貴弘，大矢幸弘，久保千春，灰田美知子，岡田千春，岡本美孝，中川秀己，中村陽一，

松山剛，海老澤元宏，山下直美，田中裕士，谷口正実，土肥眞，永田真，長谷川眞紀，本島新司， 

森晶夫，山内広平 

平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等予防･治療研究事業）研究報告書（免疫

アレルギー医療分野）第 3 分冊 総括研究報告書，343-353，2009.03 

 

20. 携帯電話を活用した喘息患者の自己管理支援に関する研究 

岡田千春 

平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等予防･治療研究事業）研究報告書（免疫

アレルギー医療分野）第 3 分冊 分担研究報告書，365-368，2009.03 

 

21. 気管支喘息の有症率，ガイドラインの普及効果QOLに関する全年齢全国調査に関する研究 

赤澤晃，高橋清，谷口正実，小田嶋博，足立雄一，大矢幸弘，西村正治，秋山一男，足立陽子， 

池井純子，板澤寿子，井手康二，井上功，岡田千春，小野恵美子，勝沼俊雄，金廣有彦，河岸由紀男，

白幡聡，木村五郎，近藤直美，今野哲，佐藤弘，篠原淑子，柴田宏江，宗田良，曽根啓一， 

鈴木千佳子，谷本安，津田恵次郎，手塚純一郎，中村裕之，西尾健，林大輔，平井久晴，平野淳， 

福冨友馬，堀内吉久，村上洋子，本村知華子，渡辺博子，吉田幸一，成田雅美，堀向健太，近藤直実 

厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等予防･治療研究事業）気管支喘息の有症率，ガイド

ラインの普及効果 QOL に関する全年齢全国調査に関する研究 平成 20 年度 総括･分担研究報告書 総

括報告書，1-3，2009.03 

 

22. 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 

高橋清，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， 

鈴木千佳子 

厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等予防･治療研究事業）気管支喘息の有症率，ガイド

ラインの普及効果 QOL に関する全年齢全国調査に関する研究 平成 20 年度 総括･分担研究報告書 分

担報告書，47-52，2009.03 

 

23. 日本人成人における喘息症状のリスクファクターに関する研究（特に軽度体重増加が喘息症状に及ぼす

影響について） 



 

 

谷口正実，赤澤晃，秋山一男，福冨友馬，西村正治，中村裕之，高橋清，岡田千春，小田嶋博 

厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等予防･治療研究事業）気管支喘息の有症率，ガイド

ラインの普及効果 QOL に関する全年齢全国調査に関する研究 平成 20 年度 総括･分担研究報告書 分

担研究報告書，53-54，2009.03 
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