
 

 

〔班会議報告書〕 

 

＜神経筋疾患＞ 

1. 平成 21 年度の全国スモン検診結果 

小長谷正明（研究代表者），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，宮田和明 

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 21 年度総括･分担研究報告書，2010.03 

 

2. スモンと疼痛性障害（2）－フェイス・スケールによる痛みの評価と訪問検診の役割－ 

井原雄悦（研究分担者），田邊康之，坂井研一，片山尚子，長尾茂人，永井太士，原口俊，高田裕，

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）スモンに関する調査研究班 

平成 21 年度総括･分担研究報告書 分担研究報告，2010.03 

 

3. スモン患者における介護保険認定 

井原雄悦（研究分担者），坂井研一，田邊康之，片山尚子，長尾茂人，永井太士，原口俊，高田裕，

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）スモンに関する調査研究班 

平成 21 年度総括･分担研究報告書 分担研究報告，2010.03 

 

4. 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 

有馬邦正（研究代表者），巻淵隆夫，山田光則，今野秀彦，石田剛，響場郁子，陣内研二， 

井原雄悦，高田裕，女屋光基，杠岳文，尾方克久，藤村春俊，大原慎司，渡辺千種，小西吉裕，

栗崎博司，斎藤祐子，西野一三，功刀浩，佐藤啓造，村田美穂，村山繁雄，森秀生，秋口一郎，

塚本忠，久野貞子，山村隆，岡本智子，掛江直子，加藤忠明，河原直人，石川正憲，坂田増弘，

藤井さやか 

厚生労働省精神・神経疾患研究委託費（19 指-4）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 総括研究報告書 

平成 19 年度～21 年度 総括研究報告書，1-28，2010.03 

 

5. H21 度 剖検にて診断した Hallervorden-Spatz Syndrome(HSS)の一例 

高田裕（研究分担者），原口俊，寺田整司，石津秀樹，吉田英統，岸本由紀，片山尚子，長尾茂人，

永井太士，田邊康之，坂井研一，信國圭吾，井原雄悦，赤木幹弘，酒井規夫，黒田重利 

厚生労働省精神・神経疾患研究委託費（19 指-4）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 総括研究報告書  

平成 19 年度～21 年度 II.分担研究報告 RRN ｸﾞﾙｰﾌﾟ，65-66，2010.03 

 



 

 

6. H20 度 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 

高田裕（研究分担者），原口俊，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（19 指-4）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 総括研究報告書 

平成 19 年度～21 年度 II.分担研究報告 RRN ｸﾞﾙｰﾌﾟ，67-68，2010.03 

 

7. H19 度 レビー小体病を合併した Creutzfeldt-Jakob 病の一剖検例 

井原雄悦（研究分担者），原口俊，石津秀樹，坂井研一，寺田整司，永井太士，田邊康之，高田裕，

信國圭吾，黒田重利 

厚生労働省精神・神経疾患研究委託費（19 指-4）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 総括研究報告書 

平成 19 年度～21 年度 II.分担研究報告 RRN ｸﾞﾙｰﾌﾟ，69-71，2010.03 

 

＜免疫疾患＞ 

8. 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（研究分担者），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 

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） 

気管支喘息難治・重症化の病因・病態の解明に関する研究 平成 20 年度 

総括･分担研究報告書 分担研究報告書，19-25，2009.04 

 

9. 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（研究分担者），宗田良，岡田千春，木村五郎，平野淳，金廣有彦，谷本安，片岡幹男 

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） 

気管支喘息難治・重症化の病因・病態の解明に関する研究 平成 18 年度 

～平成 20 年度総合研究報告書 分担研究報告書，52-63，2009.04 

 

10. 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（研究代表者），高橋清，庄司俊輔，相沢久道，藤澤隆夫，大田健，烏帽子田彰，田中宏幸，

中村裕之（研究分担者），秋山一男，前田裕二，谷口正実，大友守，後藤牧子，北村紀子， 

梶山雄一郎，橋本知実，大友隆之，神沼修，石井直人，菅村和夫，宗田良，岡田千春，木村五郎，

平野淳，金廣有彦，谷本安，片岡幹男，岡元孝二，西原麻千子，平口雪子，細木興亜，星野友昭，

川山智隆，坂﨑優樹，澤田昌典，井上博雅，足立哲也，長瀬洋之，稲垣直樹，人見嘉哲， 

櫻井克年，康峪梅，秋丸国広，弘田量二，菅沼成文，日下幸則（研究協力者） 

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） 

気管支喘息難治・重症化の病因・病態の解明に関する研究 平成 20 年度 

総合研究報告書 総合総括研究報告書，1-32，2009.04 

 

11. 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（研究代表者），高橋清，庄司俊輔，相沢久道，藤澤隆夫，大田健，烏帽子田彰，田中宏幸，



 

 

中村裕之（研究分担者），秋山一男，北村紀子，大友隆之，山口美也子，神沼修，宗田良， 

岡田千春，木村五郎，平野淳，片岡幹男，金廣有彦，谷本安，岡本孝二，西原麻千子，野間雪子，

星野友昭，川山智隆，坂﨑優樹，澤田昌典，足立哲也，長瀬洋之，稲垣直樹，人見嘉哲， 

櫻井克年，康峪梅，秋丸国広，弘田量二，菅沼成文，日下幸則（研究協力者） 

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） 

気管支喘息難治・重症化の病因・病態の解明に関する研究 平成 20 年度 

総括･分担研究報告書 総括研究報告書，1-10，2009.04 

 

12. シックハウス症候群の診断基準の検証に関する研究－シックハウス症候群のアレルギー合併症の研究

－ 

木村五郎（研究分担者），高橋清，宗田良，平野淳，山中隆夫，岡田千春（研究協力者） 

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

群の診断基準の検証に関する研究 平成 21 年度総括・分担研究報告書，25-，2010.03 

 

13. 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（研究代表者），高橋清，谷口正実，小田嶋博，足立雄一，大矢幸弘，西村正治（研究分担

者），足立陽子，池井純子，板澤寿子，岡部美恵，岡田千春，勝沼俊雄，金廣有彦，木村五郎，近

藤直実，今野哲，佐藤弘，篠原淑子，柴田宏江，白幡聡，宗田良，曽根啓一，谷本安，津田恵次

郎，手塚純一郎，冨原明博，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，明石昌幸，斉藤暁美，成田雅美，二村昌樹，吉田幸一（研究協力者） 

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 19-21 年度総合研究報告書 総合研究報告書，5-9，2010.03 

 

14. 医療機関通院中の患者における ECRHS 調査票の妥当性の検討 

髙橋清（研究分担者），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（研究協力者） 

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 19-21

年度総合研究報告書 分担研究報告書，35-43，2010.03 

 

15. 本邦における成人喘息有病率とその危険因子，年次推移，地域差などに関する研究 

谷口正実（研究分担者），福冨友馬，赤澤晃，西村正治，高橋清，岡田千春，今野哲 

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 19-21 年度総合研究報告書 分担研究報告書，45-49，2010.03 

 

16. 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（研究代表者），高橋清，谷口正実，小田嶋博，足立雄一，大矢幸弘，西村正治（研究分担

者），足立陽子，綱本裕子，井口葉子，板澤寿子，井上功，岡田千春，金廣有彦，木村五郎， 



 

 

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，田場直彦， 

手塚純一郎，平井久晴，平野淳，福冨友馬，堀内吉久，増本夏子，村上洋子，本村知華子， 

渡辺博子，成田雅美，二村昌樹，吉田幸一（研究協力者） 

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と QOL に関する全年齢全国調査に関する

研究 平成 21 年度総括･分担研究報告書 総括研究報告書，5-7，2010.03 

 

17. 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（研究分担者），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，鈴木千佳子（研究協力者） 

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と QOL に関する全年齢全国調査に関する

研究 平成 21 年度総括･分担研究報告書 分担研究報告書，29-31，2010.03 

 

18. 新規インターネット疫学調査方法の妥当性の検討 

谷口正実（研究分担者），福冨友馬，赤澤晃，西村正治，大矢幸弘，高橋清，吉田幸一（研究協力

者） 

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と QOL に関する全年齢全国調査に関する

研究 平成 21 年度総括･分担研究報告書 分担研究報告書，39-42，2010.03 

 

19. インターネットによる精度の高い疫学調査方法の確立に関する研究 

谷口正実（研究分担者），福冨友馬，赤澤晃，西村正治，大矢幸弘，高橋清，吉田幸一（研究協力

者） 

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と QOL に関する全年齢全国調査に関する

研究 平成 21 年度総括･分担研究報告書 分担研究報告書，43-48，2010.03 

 

20. 成人喘息有病率に及ぼす社会経済的背景因子に関する研究(精度の高いインターネット調査方法を用い

た研究） 

谷口正実（研究分担者），福冨友馬，赤澤晃，西村正治，高橋清，岡田千春，今野哲（研究協力者） 

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と QOL に関する全年齢全国調査に関する

研究 平成 21 年度総括･分担研究報告書 分担研究報告書，49-50，2010.03 

 

21. 成人喘息有病率の国内における地域差とその規定因子に関する研究(精度の高いインターネット調査方

法を用いた研究） 

谷口正実（研究分担者），福冨友馬，赤澤晃，西村正治，高橋清，岡田千春，今野哲 

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と QOL に関する全年齢全国調査に関する



 

 

研究 平成 21 年度総括･分担研究報告書 分担研究報告書，51-55，2010.03 

 

22. 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（研究代表者），高橋清，谷口正実，小田嶋博，足立雄一，大矢幸弘，西村正治 

（研究分担者），足立陽子，池井純子，板澤寿子，岡部美恵，岡田千春，勝沼俊雄，金廣有彦， 

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

谷本安，津田恵次郎，手塚純一郎，冨原明博，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，明石昌幸，斉藤暁美，成田雅美，二村昌樹，吉田幸一 

（研究協力者） 

平成 21 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（免疫アレルギー疾患分野）第 1 分冊 気管支喘息の有症率・ガイドラインの普及効

果と QOL に関する全年齢全国調査に関する研究 総括研究報告書，241-243，2010.03 

 

23. 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（研究分担者），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，鈴木千佳子 

平成 21 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（免疫アレルギー疾患分野）第 1 分冊 気管支喘息の有症率・ガイドラインの普

及効果と QOL に関する全年齢全国調査に関する研究 分担研究報告書，262-271，2010.03 

 

24. 新規インターネット疫学調査方法の妥当性の検討 

谷口正実（研究分担者）福冨友馬，赤澤晃，西村正治，大矢幸弘，高橋清，吉田幸一（研究協力

者） 

平成 21 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（免疫アレルギー疾患分野）第 1 分冊 気管支喘息の有症率・ガイドラインの普及効

果と QOL に関する全年齢全国調査に関する研究 分担研究報告書，272-275，2010.03 

 

25. インターネットによる精度の高い疫学調査方法の確立に関する研究 

谷口正実（研究分担者）福冨友馬，赤澤晃，西村正治，大矢幸弘，高橋清，吉田幸一（研究協力

者） 

平成 21 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（免疫アレルギー疾患分野）第 1 分冊 気管支喘息の有症率・ガイドラインの普及効

果と QOL に関する全年齢全国調査に関する研究 分担研究報告書，276-281，2010.03 

 

26. 成人喘息有病率に及ぼす社会経済的背景因子に関する研究(精度の高いインターネット調査方法を用い

た研究） 

谷口正実（研究分担者）福冨友馬，赤澤晃，西村正治，高橋清，岡田千春，今野哲（研究協力者） 

平成 21 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（免疫アレルギー疾患分野）第 1 分冊 気管支喘息の有症率・ガイドラインの普及効

果と QOL に関する全年齢全国調査に関する研究 分担研究報告書，282-288，2010.03 



 

 

 

27. 関節リウマチ患者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（研究代表者），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（研究分担者），市川健司，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（研究協力者） 

平成 21 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（免疫アレルギー疾患分野）第 2 分冊 関節リウマチ患者の現状と問題点を解析する

ための多施設共同疫学研究 総括研究報告書，119-130，2010.03 

 

28. 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（研究代表者），大矢幸弘，永田真，久保千春，灰田美知子，朝比奈昭彦，中村陽一， 

岡田千春，岡本美孝，松山剛，中川秀己，高橋裕子，海老澤元宏，山下直美，木内貴弘， 

田中裕士，山内広平，長谷川眞紀，森川昭廣，谷口正実，大久保公裕，森晶夫，土肥眞（研究分

担者） 

平成 21 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（免疫アレルギー疾患分野）第 2 分冊 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 総括研究報告書，423-432，2010.03 

 

29. 携帯電話を活用した喘息患者の自己管理支援システムの有効性に関する研究 

岡田千春（研究分担者），高橋清，木村五郎，平野淳，水内秀次，住吉徹（研究協力者） 

平成 21 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（免疫アレルギー疾患分野）第 2 分冊 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 分担研究報告書，453-456，2010.03 

 

30. 重症・難治性喘息の病因・病態の解明に関する研究 

森晶夫（研究代表者），高橋清，庄司俊輔，相沢久道，藤澤隆夫，大田健，烏帽子田彰，中村裕之，

田中宏幸（研究分担者），秋山一男，北村紀子，安部暁美，山口美也子，神沼修，宗田良， 

岡田千春，木村五郎，平野淳，片岡幹男，金廣有彦，谷本安，岡元孝二，西原麻千子，平口雪子，

細木興亜，星野友昭，川山智隆，木下隆，坂崎優樹，武井仁子，澤田昌典，小田華子，山口正雄，

稲垣直樹，人見嘉哲，櫻井克年，康峪梅，秋丸国広，引田量二，菅沼成文，日下幸則（研究協力

者） 

平成 21 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（免疫アレルギー疾患分野）第 3 分冊 重症・難治性喘息の病因・病態の解明に関する

研究 総括研究報告書，67-78，2010.03 

 



 

 

31. 重症難治性喘息の臨床的特徴と炎症細胞からみた基礎的要因に関する研究 

高橋清（研究分担者），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（研

究協力者） 

平成 21 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（免疫アレルギー疾患分野）第 3 分冊 重症・難治性喘息の病因・病態の解明に関する

研究 分担研究報告書，88-92，2010.03 


