
 

 

〔 班会議報告書 〕 

 

＜神経筋疾患＞ 

1. 厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）総括研究報告 スモンに関する調査研究 

小長谷正明（研究代表者），藤木直人，千田圭二，亀井聡，小西哲郎，坂井研一，藤井直樹， 

橋本修二，青木正志，秋田祐枝，朝比奈正人，阿部康二，池田修一，犬塚貴，上坂義和，上野聡，

大井清文，大越教夫，大竹敏之，大沼歩，尾方克久，階堂三砂子，勝山真人，川井元晴， 

菊池修一，吉良潤一，楠進，熊本俊秀，久留聡，小池春樹，小池亮子，齋藤由扶子，鹿間幸弘，

志田憲彦，嶋田豊，下田光太郎，杉浦嘉泰，杉本精一郎，園部正信，高島博，髙田博仁， 

高橋光彦，瀧山嘉久，田中千枝子，津坂和文，椿原彰夫，峠哲男，豊島至，鳥居剛，中野今治， 

中野智，永井伸彦，狭間敬憲，長谷川一子，蜂須賀研二，藤村晴俊，舟川格，舟橋龍秀， 

寳珠山稔，本田省二，松尾秀徳，松永秀典，水落和也，水野裕司，溝口功一，三ツ井貴夫， 

武藤多津郎，森若文雄，矢部一郎，山口亮，山下元司，雪竹基弘，吉田宗平，吉田宏，米田誠， 

里宇明元，鷲見幸彦（研究分担者），祖父江元，服部直樹（研究協力者） 

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 23 年度総括・分担研究報告書，7-17，2012.03 

 

2. 平成 23 年度の全国スモン検診の総括 

小長谷正明（研究代表者），久留聡，藤木直人，千田圭二，亀井聡，祖父江元，小西哲郎， 

坂井研一，藤井直樹，橋本修二，田中千枝子（研究分担者） 

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 23 年度総括・分担研究報告書，19-28，2012.03 

 

3. 中国･四国地区におけるスモン患者の検診結果（平成 23 年度） 

坂井研一，川井元晴，鳥居剛，椿原彰夫，三ツ井貴夫，志田憲彦，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 23 年度総括・分担研究報告書，48-52，2012.03 

 

4. 検診を希望しない患者の現状について（平成 23 年度） 

坂井研一，川端宏輝，阿部光徳，松岡真由，文屋佳子，河合縁，三宅さやか，田邊康之 

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 23 年度総括・分担研究報告書，85-89，2012.03 

 

5. スモン患者の精神身体状況と介護者のストレスの推移（10 年間のアンケート調査から見えた課題） 

坂井研一，田邊康之，田中義人，原口俊，辻拓司，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 23 年度総括・分担研究報告書，210-215，2012.03 

 



 

 

6. スモン患者における認知症の合併について－検診データベースに基づく検討①－ 

齋藤由扶子，橋本修二，川戸美由紀，坂井研一，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 23 年度総括・分担研究報告書，216-218，2012.03 

 

7. 当院における筋ジスロトフィーの診療状況について（2009 年～2011 年） 

田中義人，信國圭吾，坂井研一，井原雄悦 

厚生労働省科学研究費補助金障害者対策総合研究事業（神経・筋疾患分野） 

筋ジストロフィー診療における医療の質向上のための多職種協働研究班 

平成 23 年度総括・分担研究報告書，82，2012.03 

 

8. コドン 232(Met→Arg)変異を有するクロイツフェルト・ヤコブ病: 急速進行型と緩徐進行型の 2 症例 

原口俊（分担研究者），武田直也，横田修，寺田整司，石津秀樹，高田裕，長尾茂人，田中義人，

田邊康之，辻拓司，坂井研一，信國圭吾，佐藤克也，北本哲之，内富庸介，井原雄悦 

（独）国立精神・神経医療研究センター平成 23 年度精神･神経疾患研究開発費による 

研究報告書集（2 年度班・初年度班），137，2011 

 

＜免疫疾患＞ 

9. 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），庄司俊輔，藤澤隆夫，大田健，烏帽子田彰，中村裕之，田中宏幸，谷本安

（研究分担者），安部暁美，神山智，山口美也子，榎美香，飯島葉，大友隆之，神沼修，髙橋清， 

宗田良，木村五郎，平野淳，岡田千春，片岡幹男，能島大輔，早稲田公一，陣妍妍，宮原信明，

細木興亜，橋本充惠，藤原麻千子，山口正雄，鈴川真穂，稲垣直樹，人見嘉哲，櫻井克年， 

康峪梅，弘田量二，菅沼成文（研究協力者） 

平成 23 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 総括研究報告書，69-78，2012.03 

 

10. 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 

谷本安（研究分担者），髙橋清，宗田良，木村五郎，平野淳，岡田千春，片岡幹男，能島大輔， 

早稲田公一，陣妍妍，宮原信明（研究協力者） 

平成 23 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 分担研究報告書，86-92，2012.03 

 

11. アレルギー疾患の全国全年齢有症率および治療ガイドライン普及効果等疫学調査に基づく発症要因・

医療体制評価に関する研究 

赤澤晃（研究代表者），谷口正実，秋山一男，西村正治，高橋清，岡田千春（成人喘息・アレル 

ギー性鼻炎調査グループ），足立雄一，斎藤博久，小田嶋博，吉田幸一，赤澤晃（小児喘息・アレ

ルギー性鼻炎調査グループ），秀道広，下条直樹，大矢幸弘（アトピー性皮膚炎調査グループ）， 

海老澤元宏，秋山一男，秀道広，赤澤晃（食物アレルギー調査グループ）（研究分担者）， 

板澤寿子，今井孝成，岡部美恵，亀頭晶子，木村五郎，日下京子，後藤真希子，今野哲， 



 

 

正田哲雄，田中知徳，谷本安，中野泰至，平野淳，福富友馬，古川真弓，本荘哲，増本夏子， 

三原祥嗣，宗田良，村上洋子，吉岡明彦（研究協力者） 

平成 23 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 総括研究報告書，277-282，2012.03 

 

12. 日本人成人における喘息と鼻炎のリスクファクター解析と全国都道府県別の喘息有病率とその経年推

移に関する研究 

谷口正実，秋山一男，西村正治，高橋清，岡田千春（研究分担者），福富友馬，今野哲（研究協力

者） 

平成 23 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 分担研究報告書，283-286，2012.03 

 

13. 倉敷市における成人喘息の有病率・罹患率の経年変化に関する研究 

岡田千春，高橋清（研究分担者），谷本安，吉岡明彦，日下京子，田中知徳，平野淳，木村五郎，

宗田良（研究協力者） 

平成 23 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 分担研究報告書，287-291，2012.03 

 

14. 本邦関節リウマチ患者の疾患活動性・身体障害度・有害事象・医療費用の推移を明らかにするための

多施設共同疫学研究 

當間重人(研究代表者)，千葉実行，杉井章二，森俊仁，松井利浩，佐藤智太郎，金子敦史， 

佐伯行彦，吉永泰彦，末永康夫，税所幸一郎（研究分担者），市川健司，田村則男，末石眞， 

杉山隆夫，松村竜太郎，西野仁樹，田中栄，秋谷久美子，沢田哲治，津谷寛，小川邦和， 

大村浩一郎，高樋康一郎，岡本亨，山中隆夫，守屋有二，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（研究協力者） 

平成 23 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 総括研究報告書，35-47，2012.03 

 

15. アレルギー疾患の全国全年齢有症率および治療ガイドライン普及効果等疫学調査に基づく発症要因・

医療体制評価に関する研究 

赤澤晃（研究代表者），谷口正実，秋山一男，西村正治，髙橋清，岡田千春（成人喘息・アレルギ

ー性鼻炎調査グループ），足立雄一，斎藤博久，小田嶋博，吉田幸一，赤澤晃（小児喘息・アレル

ギー性鼻炎調査グループ），秀道広，下条直樹，大矢幸弘（アトピー性皮膚炎調査グループ）， 

海老澤元宏，秋山一男，秀道広，赤澤晃（食物アレルギー調査グループ）（研究分担者）， 

板澤寿子，今井孝成，岡部美恵，鬼頭晶子，木村五郎，日下京子，後藤真希子，今野哲， 

正田哲雄，田中知徳，谷本安，中野泰至，平野淳，福冨友馬，古川真弓，本荘哲，増本夏子， 

三原祥嗣，宗田良，村上洋子，吉岡明彦（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 アレルギー疾患の全国

全年齢有症率および治療ガイドライン普及効果等疫学調査に基づく発症要因・医療体制評価

に関する研究 平成 23 年度 総括･分担研究報告書，1-6，2012.03 



 

 

 

16. 日本人成人における喘息と鼻炎のリスクファクター解析と全国都道府県別の喘息有病率とその経年推

移に関する研究 

谷口正実，秋山一男，西村正治，高橋清，岡田千春（研究分担者），福富友馬，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 アレルギー疾患の全国

全年齢有症率および治療ガイドライン普及効果等疫学調査に基づく発症要因・医療体制評価

に関する研究 平成 23 年度 総括･分担研究報告書，7-10，2012.03 

 

17. 倉敷市における成人喘息の有病率・罹患率の経年変化に関する研究 

岡田千春，高橋清（研究分担者），谷本安，吉岡明彦，日下京子，田中知徳，平野淳，木村五郎，

宗田良（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 アレルギー疾患の全国

全年齢有症率および治療ガイドライン普及効果等疫学調査に基づく発症要因・医療体制評価

に関する研究 平成 23 年度 総括･分担研究報告書 分担研究報告書，11-15，2012.03 

 

18. シックハウス症候群の診断基準の検証に関する研究 

相澤好治（研究代表者），小倉英郎，木村五郎，熊野宏昭，坂部貢，中村陽一，長谷川眞紀， 

森千里，吉野博（研究分担者） 

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 22 年度 総括･分担研究報告書，1-4，2011.03 

 

19. 全国疫学調査によるシックハウス症候群診断基準妥当性の検討 

相澤好治（研究代表者），宮島江里子，小倉英郎，木村五郎，熊野宏昭，中村陽一，坂部貢， 

長谷川眞紀，森千里，吉野博，秋山一男，角田和彦，寺沢政彦，北条祥子，水城まさみ， 

宮田幹夫，角田正史，星佳芳，王国琴，尾島正幸，岩城義啓，杉浦由美子，小松裕美，小沢学，

木戸尊將，伊藤俊洋（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 22 年度 総括･分担研究報告書，5-19，2011.03 

 

20. 全国疫学調査によるシックハウス症候群診断基準妥当性の検討 

相澤好治（研究代表者），宮島江里子，小倉英郎，木村五郎，熊野宏昭，中村陽一，坂部貢， 

長谷川眞紀，森千里，吉野博，秋山一男，角田和彦，寺沢政彦，北条祥子，水城まさみ， 

宮田幹夫，角田正史，星佳芳，王国琴，岩城義啓，杉浦由美子，小松裕美，小沢学，木戸尊將，

伊藤俊洋（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 21-22 年度 総括･分担研究報告書，9-24，2011.03 

 

21. シックハウス症候群の診断基準の検証に関する研究 

相澤好治（研究代表者），小倉英郎，木村五郎，熊野宏昭，坂部貢，中村陽一，長谷川眞紀， 



 

 

森千里，吉野博（研究分担者） 

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 22 年度 総括･分担研究報告書，1-5，2011.03 
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