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　平成１５年度保健学部では教員の学部活動組織として，第　１�常置委員会（制度・運営・予算），第　２�常置委員

会（人事），第　３�常置委員会（学生部），第　４�常置委員会（教務部），第　５�常置委員会（研究），第　６�常置委員

会（就職），第　７�常置委員会（図書）を設置し，また，第　１�常置委員会には入試作業委員会，��授業評価委

員会，広報委員会，杏会報編集委員会，第　３�常置委員会には杏祭（学園祭）担当委員会，第　５�常置委員会に

は杏林医学会雑誌編集委員会，共通施設・設備委員会，実験動物施設運営委員会，環境保全委員会の小委員

会を組織し広範囲な活動を行った。

　また教務部では教務関係について，保健学部を大きく臨床検査技術学科・保健学科と看護学科の　２�つに分

け，それぞれに時間割，実習，卒業研究，国家試験対策の小委員会を設置し，よりきめ細かな活動を行った。

　保健学研究科では教員の大学院活動組織として，大学院委員会，保健学研究科自己評価委員会，保健学研

究科教務委員会，保健学研究科学生委員会を組織し活動を行った。�
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　３�．　保健学部・保健学研究科

　３ ．　保健学部・保健学研究科

平成１５年度　保健学部活動組織

委員副委員長委員長委員会

　７�名川澄藤原　①第一（制度，運営，予算）

　６�名加藤（英）丘島　　・入試作業

　５�名金子大滝　　・��，授業評価

１１名小池坂内　　・広報

　３�名加藤（誠）西山　　・杏会報編集

　７�名大滝藤原　②第二（人事）

１２名下川大滝　③第三（学生部）

　　・杏園祭特別委員会を含む

１０名丘島川澄　④第四（教務部）

　６�名清水蒲生　⑤第五（研究）

　２�名　　・杏林医学会雑誌編集委員

　４�名坂内嶋津　　・共通施設・設備

関係教室から　１�名ずつ出嶋中村　　・実験動物施設運営

　４�名石井濱田　　・環境

１０名小橋石山　⑥第六（就職）

　４�名清水太田（英）　⑦第七（図書）

平成１５年度　保健学研究活動組織

委員副委員長委員長委員会
石井　大瀧　川澄　小池藤原大学院委員会
川澄大瀧藤原保健学研究科自己評価
石井　川村　坂内　高見小池川澄保健学研究科教務

大瀧保健学研究科学生



―　　―

　保健学部では平成１２年度から新カリキュラムに移行し　４�年目の完成年度を迎えた。まず人文科学系科目で

は，哲学，生命倫理学，心理学，発達心理学，芸術などを，社会科学系科目では，法学，日本国憲法，社会

学などを配置して，幅広い分野にわたって教養を養い，豊かな人間性をつくりあげるための基盤とした。自

然科学系の科目は，基礎知識を整理してそれぞれの専門科目につなげる側面と，事実に基づいて論理的に考

え実証的に検証するなどの事実の認識方法の練習の側面を持つと位置づけた。

　近年とみに必要性が指摘されている語学に関しては，英語を主にしフランス語を配置しているが，他の言

語の学習を希望する学生に対しては，外国語学部の多様な言語を履修できる制度を設けた。

　体育に関しては，キャンパス内で開講される体育実技のほか，夏期休暇中に開講される体育実技Ⅱを開講

し，体育に親しめるよう配慮した。

　一方，専門領域に関して，その教育体系が法律等によって規定されているものについては，これに従った。

また法律で規定されていない領域の体系については，教員の研究領域を活かして，環境科学，遺伝医学，保

健学などの領域として体系化した。

　平成１５年度のカリキュラムもこれらを踏襲した。

　臨床検査技術学科，保健学科，看護学科においては資格取得に対して，①所定の科目を履修することによ

って取得できる受験資格，②所定の科目を履修することによって取得できる資格，③その他に分けられる。

　①所定の科目を履修することによって取得できる受験資格

　　　臨床検査技師（臨床検査技術学科・保健学科）

　　　細胞検査士（臨床検査技術学科・保健学科）

　　　救急救命士（臨床検査技術学科・保健学科）

　　　社会福祉士（臨床検査技術学科・保健学科）

　　　看護師・保健師・助産師（看護学科）

　②所定の科目を履修することによって取得できる資格

　　　養護教諭　１�種（保健学科・看護学科）

　　　保健科教諭　１�種（保健学科・看護学科）

　　　衛生検査技師・衛生管理者（臨床検査技術学科・保健学科）

　　　食品衛生管理者・食品衛生監視員（臨床検査技術学科・保健学科）

　③その他

　移植コーディネーターに関しては臨床検査技術学科・保健学科・看護学科とも業務に関する基礎的な領域

がカバーできるよう配慮した。

　①臨床検査技術学科・保健学科

　国家試験対策委員会を中心として臨床検査技師国家試験受験希望者に対し，平成１５年　５�月，　６� 月，　７� 月に

確認試験を実施し，　９� 月からは学内模擬試験を　４�回，外部模擬試験を　３�回行った。またそれらの模擬試験と

相前後して，臨床実習講義を２６回，補講を２８回行った。

　②看護学科

　国家試験対策委員会を中心として看護師国家試験，保健師国家試験受験希望者に対して　５�回の外部模擬試

験を行い，その結果を詳細に分析し学生一人一人に得手，不得手を示し今後の対策についてアドバイスを行
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（　２ ）　資格取得について

（　３ ）　国家試験対策

　１ ）　教務部関係

（　１ ）　カリキュラム
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った。また看護師国家試験，保健師国家試験の主要な科目に対しては補講を行い学生の便宜をはかった。補

講を行った科目は次のとうりである。

　疫学，保健統計，薬理学，疾病論，生理学，解剖学，基礎看護学，小児看護学，母性看護学，成人看護学，

高齢者看護学，精神看護学，在宅看護学，地域看護学。

　第　７�回保健学部オーストラリア語学研修が平成１６年　３�月１５日から平成１６年　３�月３０日まで，ウエスタンシド

ニー大学キャンベルタウン校舎において行われた。保健学部岡田洋二講師の引率のもとに，臨床検査技術学

科　６�名，保健学科　２�名，看護学科　３�名の学生が参加した。現地では語学研修に加えて施設見学や観光など，

かなりきついスケジュールであったが，トラブルもなく無事終了した。

　クラブ・同好会活動に対して学生と大学の仲介者として顧問制度を設け，教員を配置し学生の便宜を図っ

ている。平成１５年度保健学部学生が所属していたのは体育系クラブ１０，文化系クラブ　３�，体育系同好会　１�で

あり，学生が自主的に参加し活発に行われた。各クラブ，同好会の詳細は表に示すとおりである。

　学園祭は八王子キャンパス保健学部，総合政策学部，外国語学部それぞれの学部から選出された杏園祭特

別委員会の学生を中心とし，学生部教員，学生課職員の協力の下に１０月２５日，２６日に行われた。学生相互の

親睦，教員との親睦が図られただけでなく，大勢の八王子市民の参加があり，市民との交流の場を持つとい

う点からも大いに成果が認められた。�
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　３�．　保健学部・保健学研究科

　２ ）　学生部関係

（　１ ）　クラブ活動，課外活動

平成１５年度　保健学部クラブ・同好会一覧

体育系

学年代表（学年）顧問
人　員　内　訳

総員数：人ク　ラ　ブ・同　好　会　名
学部外：人学部：人

三枝芙美子�下川　哲徳１２　３１５端艇部
片山　奈未�山本　外憲　７　５１２男子バレーボール部
鎌賀　千明�田村　高志　５　５１０女子バレーボール部
吉村　紗衣�大嶺　智子１０３３４３バスケットボール部
矢富　聡子�島　　幸夫　８　５１３少林寺拳法部
高橋　雅仁�山本　　寛　１６１６２バドミントン部
塚原　　恭�坂内　久一２５１６４１弓道部
三浦　宏予�岸　　邦和　４２９３３硬式テニス部
内山　　陽�川澄　岩雄　９３２４１軟式テニス部
山中　雄太�関澤　浩一　４５４５８フットサル部
小張裕美子�金子　哲也　０１２１２草野球同好会

文化系

学年代表（学年）顧問
人　員　内　訳

総員数：人ク　ラ　ブ・同　好　会　名
学部外：人学部：人

前田　研三�久世　順子２５１０３５軽音楽部
山崎　志帆�加藤　英世１０１４２４吹奏楽部
川崎　　瞳�中竹　俊彦　０４８４８ボランテイア部

（　４ ）その他



―　　―

　今年度，杏林大学特待生制度と杏林大学奨学金に関して見直しが行われた。その結果，特待生制度の廃止

および杏林大学奨学金の増額・拡充がはかられることとなった。

　今年度の奨学金に関しては，杏林大学奨学金の給付のほか，日本育英会の貸与手続き，各種外部団体から

の貸与・給付手続きを行った。詳細は以下のとおりである。

　　　　　　杏林大学奨学金　　　　　　　　　　　　　　　　　１２名

　　　　　　日本育英会（　１�次）　　２�年生以上　　　第　１�種　　　　７�名

　　　　　　　　　　　　　　　　　２�年生以上　　きぼう２１　　　　３�名

　　　　　　　　　　　　　　　　　１�年生　　　　　第　１�種　　　２４名

　　　　　　　　　　　　　　　　　１�年生　　　　きぼう２１　　　２３名

　　　　　　日本育英会（　２�次）　　　　　　　　　　　　　　　　１�名

　　　　　　日本育英会（緊急採用者）　　　　　　　　　　　　　２�名

　今年度の該当者はいなかった。

　第　１�，　２� ，　３� 年次生には各学年　２�名ずつのクラス担任をおき，学生一人一人に対し指導，支援を行った。

また第　４�年次生に関しては就職，資格取得，進学など相談内容が具体化することもあり卒業研究配属先の教

員が指導，支援をおこなった。学生の健康管理については，杏林大学八王子保健センターがあたり健康診断，

予防接種，カウンセリングなどが行われた。
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（　２ ）　奨学金

（　３ ）　学生の留学

（　４ ）　生活，進路相談に対する対応
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　３�．　保健学部・保健学研究科

臨床検査技術学科
○：開講学期　◎：　２�コマ開講学期

備考
シラバス配　当　学　年単位数

授業科目名区分
ページ　４�後　４�前　３�後　３�前　２�後　２�前　１�後　１�前選択必修

１０ 単 位 以 上

　１�○　２�哲 学

人
文
・
社
会
学
系

　１�○　２�心 理 学
　２�○　２�法 学
　２�○　２�日 本 国 憲 法
　３�○○　２�社 会 学
　４�○　２�生 命 倫 理 学
　５�○　２�発 達 心 理 学

　５�～　６�○○　２�芸 術

　３� 単 位 以 上

　７�○　２�数 学
数
学
系

　７�○　１�統 計 学 演 習
　８�○　２�医 療 情 報 科 学
　８�○　２�計 算 機 演 習

　３� 単 位 以 上

　９�○　２�物 理 学
物
理
学
系

　９�○　１�物 理 学 実 験
１０○　２�医 用 工 学 概 論
１０○　１�医 用 工 学 実 験

　３� 単 位 以 上

１１○　２�無 機 化 学
化
学
系

１１○　２�生物有機化学Ⅰ
１２○　２�生物有機化学Ⅱ
１２○　１�化 学 実 験

　３� 単 位 以 上

１３○　２�生 命 科 学 概 論
生
物
学
系

１３○　２�細 胞 生 物 学
７７○　２�人 類 遺 伝 学
１４○　１�生 物 学 実 験
１４○　２�日 本 語 表 現 法

言　

語　

系

英語Ⅰ・Ⅱ（各　２�
単位），またはフ
ランス語Ⅰ・Ⅱ
（各　２�単位），どち
らか選択，他に　４�
単位以上　　　　
英会話Ⅱは英会
話Ⅰを履修して
いること

１５○　２�英 語 Ⅰ
１５○　２�英 語 Ⅱ
１６○　２�英 語 Ⅲ
１６○　２�医 学 英 語
１７○　２�英 会 話 Ⅰ
１７○　２�英 会 話 Ⅱ
１８○　２�フ ラ ン ス 語 Ⅰ
１８○　２�フ ラ ン ス 語 Ⅱ
１９○　２�フ ラ ン ス 語 Ⅲ
１９○　２�フランス語会話
２０○○　２�体 育 実 技 Ⅰ体

育
学
系

２０○　１�体 育 実 技 Ⅱ
２１○　２�健康スポーツ科学
２１○　２�医 学 概 論

　
　
　

基　
　
　
　

礎

２２○　２�公 衆 衛 生 学 Ⅰ
２２○　２�公 衆 衛 生 学 Ⅱ
２３○　２�解 剖 学 Ⅰ
２３○　２�解 剖 学 Ⅱ
２４○　１�解 剖 学 実 験
２４○　２�病 理 学



―　　―

 

８３

○：開講学期　◎：　２�コマ開講学期

備考
シラバス配　当　学　年単位数

授業科目名区分
ページ　４�後　４�前　３�後　３�前　２�後　２�前　１�後　１�前選択必修
２５○○　１�病 理 学 実 験

医　
　
　
　
　
　

学　
　
　
　
　
　

系

２５○　２�生 理 学 Ⅰ
２６○　２�生 理 学 Ⅱ
２６○○　１�生 理 学 実 験
２７○　２�生 化 学 Ⅰ
２７○　２�生 化 学 Ⅱ
２８○○　１�生 化 学 実 験
２８○　２�血 液 学
２９○○　１�血 液 学 実 験
２９○　２�免 疫 学
３０○○　１�免 疫 学 実 験
３０○　２�微 生 物 学
３１○○　１�微 生 物 学 実 験
３１○　２�医 動 物 学
３２○○　１�医 動 物 学 実 験
３３○　２�薬 理 学
３３○　２�生 理 学 検 査 Ⅰ

医　
　
　
　
　
　
　
　

学　
　
　
　
　
　
　
　

検　
　
　
　
　
　
　
　

査

３４○　２�生 理 学 検 査 Ⅱ
３４○　２�画 像 診 断 技 術
３５○○　１�生理学検査実習
３５○　２�生 化 学 検 査 Ⅰ
３６○　２�生 化 学 検 査 Ⅱ
３６○　２�病 態 生 化 学
３７○○　１�生化学検査実習
３７○　２�病 理 学 検 査
３８○○　１�病理学検査実習
３８○　２�病理組織・細胞検査
３９○○　１�病理組織・細胞検査実習
３９○　２�血 液 学 検 査
４０○○　１�血液学検査実習
４０○　２�微 生 物 学 検 査
４１○○　１�微生物学検査実習
４１○　２�免 疫 学 検 査
４２○○　１�免疫学検査実習
４２○　２�一 般 検 査
４３○○　１�一 般 検 査 実 習
４３○　２�臨 床 医 学 概 論
４４○　２�臨 床 病 理 学 Ⅰ
４４○　２�臨 床 病 理 学 Ⅱ
４５○　２�検 査 管 理
４５○　２�検 査 総 合 演 習
４６○　２�医 療 関 係 法 規
４６○　２�臨 床 実 習 Ⅰ
４６○　４�臨 床 実 習 Ⅱ
４７○　１�検 査 特 別 講 義
４７○　２�細 胞 検 査 法
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　３�．　保健学部・保健学研究科

○：開講学期　◎：　２�コマ開講学期

備考
シラバス配　当　学　年単位数

授業科目名区分
ページ　４�後　４�前　３�後　３�前　２�後　２�前　１�後　１�前選択必修
４８○　１�細胞検査演習Ⅰ

系

４８○　１�細胞検査演習Ⅱ
４９○　１�細胞検査演習Ⅲ
４９○　１�細胞検査演習Ⅳ
５０○　１�細胞検査演習Ⅴ
５０○　１�細胞検査演習Ⅵ
５１○　２�分 子 生 物 学 Ⅰ

分
子
生
物
学
系

５１○　２�分 子 生 物 学 Ⅱ
５２○　１�分子生物学実習
５２○　２�臨 床 遺 伝 学

５３○○　２�遺 伝 子 検 査 法
（実習を含む）

５３○　２�細 胞 遺 伝 学
５４○　２�分子細胞生物学
５４○　１�臨 床 内 科 学 Ⅰ

救　
　
　
　
　
　

急　
　
　
　
　
　

医　
　
　
　
　
　

学　
　
　
　
　
　

系

５５○　１�臨 床 内 科 学 Ⅱ
５５○　１�臨 床 内 科 学 Ⅲ
５６○　１�臨 床 内 科 学 Ⅳ
５６○　１�臨 床 内 科 学 Ⅴ
５７○　１�臨 床 内 科 学 Ⅵ
５７○　１�臨 床 内 科 学 Ⅶ
５８○　１�臨 床 内 科 学 Ⅷ
５８○　１�救急医学概論Ⅰ
５９○　１�救急医学概論Ⅱ
５９○　１�医 学 検 査
６０○　１�救 急 処 置 総 論
６１◎　２�救 急 処 置 各 論
６２○　１�救急・災害医療
６３◎　２�臨 床 外 科 学 Ⅰ
６４◎　２�臨 床 外 科 学 Ⅱ
６５○　１�臨 床 外 科 学 Ⅲ
６５○　１�臨 床 外 科 学 Ⅳ
６６○　１�一 般 救 急 救 命
６６○　１�小 児 科 学
６７○　１�産 婦 人 科 学
６７○　１�整 形 外 科 学
６８○　１�脳 外 科 学
６８○　１�精 神 医 学
６９○　１�救 命 救 助 法
６９○　３�シミュレーションⅠ
７０○　３�シミュレーションⅡ
７０○　２�シミュレーションⅢ
７１○１０病 院 内 実 習
７１○　３�救急車同乗実習
１０４○　２�産 業 保 健 学

衛
１０４○　２�環 境 衛 生 工 学



―　　―８５

○：開講学期　◎：　２�コマ開講学期

備考
シラバス配　当　学　年単位数

授業科目名区分
ページ　４�後　４�前　３�後　３�前　２�後　２�前　１�後　１�前選択必修
１０５○　２�放 射 線 概 論

　

生　
　
　

学　
　
　

系

１０６○　２�環 境 化 学
１０６○　２�分 析 化 学 Ⅰ
１０７○　２�分 析 化 学 Ⅱ
１０７○　１�分 析 化 学 実 験
１０８○　２�食 品 栄 養 学
１０９○　２�食 品 衛 生 学
１０９○　２�食 品 製 造 学
１１０○○　１�実 験 動 物 学
１１０○○　１�動 物 実 験 実 習
１１１○　２�職 業 適 性 論
１１１○　２�労働衛生法規Ⅰ
１１２○　２�労働衛生法規Ⅱ
１０３○　２�移植コーディネータ論

総　
　

合

１１２
　２�特 別 講 義 Ⅰ
　２�特 別 講 義 Ⅱ

１１３～１２９
　１�特 別 演 習 Ⅰ
　１�特 別 演 習 Ⅱ

１３６○○　４�卒 業 研 究
１２４単位以上２３５３３計

救急医学系：　１�単位３０時間（実習除く）
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環境化学教室

� ������������	�
���������������������

口　演

　　１�．　松塚雅博，池田幸穂，濱田　武：谷地川水系

の化学汚染動態�．第１２回環境化学討論会，

新潟，平成１５年　６�月２５～２７日．

　　２�．　松塚雅博，今　美佳，池田幸穂，濱田　武：

落葉広葉樹林集水地の物質循環�コナラ樹冠

における乾性沈着量の評価．第８４回日本化学

会春季年会２００４年，西宮，平成１６年　３�月２６～

２９日．

　　３�．　松塚雅博，池田幸穂，濱田　武：足尾松木渓

谷における緑の再生と渓流水の化学．第８４回

日本化学会春季年会２００４年，西宮，平成１６年

　３�月２６～２９日．

有機化学教室

口　演

　　１�．　石井和夫，古田　隆１，粕谷泰次１（１東京薬

大・薬）：����法によるヒト血漿中におけ

る���������	�
���������の分析：日本薬

学会第１２４年会，大阪，平成１６年　３�月２９～３１日．

論　文

　　１�．　����������	
	���������	���������������

��������	
����	���������������	��������

�����������	
��
�������	���������������

�����������	��
���������������������������

���������	�
�	�	�����
�
����������
�������

��������		
�

環境生命科学

口　演

　１．　蒲生　忍：ミミズの分子系統解析（招待講

演）．日本土壌動物学会ミミズ研究談話会，小

平，平成１５年　５�月２５日．

　　２�．　���������	�
����
��������������������

�����������	
��������������������

��������	
������������	�������������

�����������	
��	���（��������	
���

����������	
�����������）������������	


����������	
����������������������
����

������～����������（���������	
���）

　　３�．　鈴木知晴，本田　誠，松本誠治，蒲生　忍：

シマミミズ����������	�
�の生殖器官特異的

遺伝子のクローニング．日本動物学会第７４回

大会，函館，平成１５年　９�月１７～１９日．（予稿集

��１４４）

　　４�．　本田　誠，鈴木知晴，松本誠治，蒲生　忍：

ヤマトヒメミミズの無性生殖過程における細

胞増殖とアポトーシス．日本動物学会第７４回

大会，函館，平成１５年　９�月１７～１９日．（予稿集

��１３５）

　　５�．　蒲生　忍，松本誠治，鈴木知晴，本田　誠，

平山―皆川智美：環形動物貧毛綱ミミズの分

子系統解析．日本動物学会第７４回大会，函館，

平成１５年　９�月１７～１９日．（予稿集��１２７）

　　６�．　蒲生　忍：環形動物貧毛綱ミミズの多様性と

種維持の機構．杏林大学大学院保健学研究科

「学術フロンティア：生活環境に起因する健

康障害に関する包括的解析」シンポジウム，

八王子，平成１５年１０月３１日．

　　７�．　蒲生　忍：医療の倫理：ケーススタディー．

杏林大学大学院保健学研究科「学術フロンテ

ィア：生活環境に起因する健康障害に関する

包括的解析」研究組織・杏林医学会共催公開

講演会「医療とコミュニケーション」，三鷹，

平成１５年１１月　１�日．

　　８�．　鈴木知晴，本田　誠，小路　仁，平山―皆川

智美，松本誠治，蒲生　忍：シマミミズ����

�����������の生殖巣特異的に発現する遺伝

子���のクローニング．日本分子生物学会第

２６回年会，神戸，平成１５年１２月１０～１３日．（要

旨集　��５４４）

　　９�．　本田　誠，鈴木知晴，松本誠治，蒲生　忍：

ヤマトヒメミミズの再生における細胞増殖と

アポトーシス．日本分子生物学会第２６回年

会，神戸，平成１５年１２月１０～１３日．（要旨集

��７６５）

　１０．　蒲生　忍，松本誠治，鈴木知晴，本田　誠，

８６

　３�．　保健学部・保健学研究科

　３ ）　教員の業績

（　１ ）　保健学部教室別の業績
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平山―皆川智美：環形動物貧毛綱フトミミズ

科の分子系統分類．日本分子生物学会第２６回

年会，神戸，平成１５年１２月１０～１３日．（要旨集

��８１８）

　１１．　堀口修男，蒲生　忍，松本誠治，鈴木知晴，

本田　誠，平山―皆川智美，川崎和彦：フト

ミミズのリボゾーム���による分子系統分

類．第二回貧毛類分子細胞生物研究会，八王

子，平成１６年　３�月　６�日．

　１２．　本田　誠，鈴木知晴，松本誠治，蒲生　忍：

ヤマトヒメミミズ有性化誘導因子の探索．第

二回貧毛類分子細胞生物研究会，八王子，平

成１６年　３�月　６�日．

　１３．　鈴木知晴，本田　誠，松本誠治，蒲生　忍：

シマミミズ����������	�
�の生殖関連遺伝子

のクローニング．第二回貧毛類分子細胞生物

研究会，八王子，平成１６年　３�月　６�日．

　１４．　���������	�
����
�����	����������
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　１５．　����������	
�����������
�
�������

����������	
�����
���������	�����
�����
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�����	���	����	������������
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論　文

　　１�．　�����������	
���	�����������������

������������	
�����
��	�����	���
�����

����������	（��������	
�������
��	���	）��

�����������	
��
��������
�����
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��	�	��	����		��

　　３�．　佐藤紀子，蒲生　忍，両角吉晃：生命倫理ケ

ース・スタディ������　看護師の良心．ジュ

リスト　２００３・１２・１５号　����１２５８：１４６―

１５５��２００３．

　　４�．　蒲生　忍：医学研究の倫理―学術フロンティ

ア公開講演会「医療とコミュニケーション」

から―．杏林医会誌　３４�：３１３―３１７，２００３

（����）．

　　５�．　松本誠治，本田　誠：「内分泌撹乱化学物質」

研究の現状．杏林医会誌　３５：１３―１９，２００４．

健康スポーツ科学教室

口　演

　　１�．　島津大宣，泉川喬一，山本外憲，明石正和，

坂井　充，田原武彦，原田　智：国際女子バ

レーボール試合の階層分析法によるラインア

ップ分析に関する研究―’０２ワールドグラン

プリ大会の分析―．第１０回日本運動・スポー

ツ科学学会記念大会，東京，平成１５年　６�月２１

日．

　　２�．　��������	���
�����	����������	�������
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論　文

　　１�．　島津大宣，泉川喬一，山本外憲，明石正和，

坂井　充，田原武彦，原田　智：国際女子バ

レーボール試合の階層分析法によるラインア

ップ分析に関する研究―’０２ワールドグラン

プリ大会の分析―．運動とスポーツの科学

　９��：３３―４４，２００３．

　　２�．　下川隆司，二ツ森　修，屋田敏広，小山泰文，

古屋洋一，佐藤和裕，下川　学，下川哲徳：

新相撲の現状と今後の課題．国士舘大学体

育・スポーツ科学研究　　４�：３３―３９，２００４．

　　３�．　山本外憲，大津和範，窪田辰政，高橋宗良，

下川哲徳：国際バレーボール試合におけるラ

インアップの分析方法の開発に関する研究．

杏林大学研究報告　教養部門　２１：３１―

４４，２００４．

　　４�．　島津大宣，泉川喬一，山本外憲，田原武彦，

坂井　充，明石正和，原田　智：国際女子バ

レーボール試合のラインアップ分析に関する

研究―２０００オリンピック大会決勝トーナメン

トおよびロシアチーム対キューバチームの分

析―．日本女子大学紀要　家政学部　５１：１１７

―１３２，２００４．

解剖学教室

口　演

　　１�．　高見　茂，平野弥生，西山文朗：鋤鼻ニュー

ロンはステロイド合成をしているのか？第

１０８回日本解剖学会総会・全国学術集会，福

岡，平成１５年　４� 月　１� ～　３� 日．���������

���������		�
�����������������	
���

　　２�．　長谷川瑠美，高見　茂，西山文朗：脳由来神

経栄養因子の受容体����の一次嗅覚路に

おける分布．第１０８回日本解剖学会総会・全国

学術集会，福岡，平成１５年　４�月　１�～　３�日．

�����������	���
	����	������������：�

２５９，�２００３．

　　３�．　高見　茂，長谷川瑠美，加藤　誠１，金尾真人１，

西山文朗（１オリンパス光学工業）：紫外レー

ザを備えた共焦点レーザ走査型顕微鏡の哺乳

類嗅覚系研究への適用．日本顕微鏡学会第５９

回学術講演会，札幌，平成１５年　６�月　７�～　９�日．

日本電子顕微鏡３８　��������：�２５２，�２００３．

　　４�．　高見　茂，西山文朗（ポスター発表）：葉状乳

頭味蕾に存在する味受容細胞に作用する

����産生細胞の同定．日本味と匂学会第３７

回大会，岡山，平成１５年　９�月２４～２６日．

　　５�．　長谷川瑠美，高見　茂，西山文朗（ポスター

発表）：嗅上皮内における����免疫陽性嗅

細胞についての����法による解析．日本味

と匂学会第３７回大会，岡山，平成１５年　９�月２４

～２６日．

　　６�．　長谷川瑠美，高見　茂，西山文朗（ポスター

発表）：ラット嗅上皮における��������

のレーザ顕微鏡による観察．第４４回日本組織

細胞化学会総会・学術集会，東京，平成１５年

１０月２９～３１日．���������	�
�����	�
���

３７：�５６，�２００４．

　　７�．　高見　茂，西山文朗：フェロモン受容細胞の

滑面小胞体は何をしているのか？：第一報．

第３２回杏林医学会総会，三鷹，平成１５年１１月

　１�日．杏林医会誌　３５：１３８～１３９，２００４．

　　８�．　長谷川瑠美，高見　茂，今泉奈津子，西山文

朗：化学受容器における遺伝子組織化学―免

疫組織化学的手法の検討：第一報．第３２回杏

林医学会総会，三鷹，平成１５年１１月　１�日．杏

林医会誌　３５：１３９，２００４．

論　文

　　１�．　高見　茂，西山文朗：葉状乳頭味蕾に存在す

る味受容細胞に作用する����産生細胞の

同定．日本味と匂学会誌　１０：６４５―６４８，�

２００３．

　　２�．　長谷川瑠美，高見　茂，西山文朗：嗅上皮内

における����免疫陽性嗅細胞についての

����法による解析．日本味と匂学会誌

１０：７０１―７０４，２００３．

著　書

　　１�．　高見　茂：鋤鼻器とフェロモン．耳鼻咽喉科

診療プラクティス１２，嗅覚・味覚障害の臨床

最前線．阪上雅史編，分光堂，２００３，��１９３―

１９５．

　　２�．　高見　茂：鋤鼻器とフェロモン．生体の科学，

初耳辞典，生体の科学　５４：５７８，２００３．

その他

　　１�．　高見　茂：コラムゲスト，動物奇想天外！．

���系，平成１６年　１�月１１日放送．

８８

　３�．　保健学部・保健学研究科



―　　―

病理学教室

� ��������	�

口　演

　　１�．　山本　寛，郡　秀一１，海野みちる２，滝口祥

恵３，大河戸光章，藤井雅彦（１杏林大・保・細

胞診断学，２杏林大・医・病理学，３千葉県立東

金病院検査科）：乳腺腫瘍における������

の発現．第５２回日本医学検査学会，さいたま，

平成１５年　５�月１６日．

　　２�．　関根名里子１，中竹俊彦１，山本　寛，藤井雅

彦，郡　秀一２，（１杏林大・保・臨床血液

学，２杏林大・保・細胞診断学）：骨髄像解析

技術教育のためのシステム．第５２回日本医学

検査学会，さいたま，平成１５年　５�月１７日．

　　３�．　郡　秀一１，藤井雅彦，小田瑞恵２，柳沢弥太

郎２（１杏林大・保・細胞診断学，２東京都がん

検診センター・婦人科）：子宮頸部扁平上皮

内病変における���局在パターンと淡染均

質無構造核の関係．第４４回日本臨床細胞学会

総会，東京，平成１５年　５�月３１日．

　　４�．　大河戸光章，飯島淳子１，森永素江１，（１杏林

大・保・細胞診断学）：シンポジウム　喀痰

細胞診の効果的な細胞塗抹法の検討─低速遠

心後の選択的塗抹法について─．第４４回日本

臨床細胞学会総会，東京，平成１５年　６�月　１�日．

　　５�．　郡　秀一１，藤井雅彦，仁平博子２，小田瑞恵３，

大村峯夫３，松平平普４，白田勝利４，道又理恵４

（１杏林大・保・細胞診断学，２都立墨東病

院，３東京顕微鏡院婦人科，４��ジェネティック

ラボ病理解析センター）：子宮頸部ヒト乳頭

腫ウイルス感染症における分子生物学的検出

の意義．第４２回日本臨床細胞学会秋季大会，

横浜，平成１５年１０月２６日．

　　６�．　鈴木正敏１，小林紀子１，郡　秀一１，飯島淳子１，

藤井雅彦，山本　寛，大河戸光章（１杏林大・

保・細胞診断学）：呼吸器細胞標本における

細胞採取法による細胞所見の違い．第４０回関

東甲信地区医学検査学会，横浜，平成１５年１１

月２２日．

　　７�．　山本　寛，郡　秀一１，海野みちる２，滝口祥

恵３，大河戸光章，藤井雅彦（１杏林大・保・細

胞診断学，２杏林大・医・病理学，３千葉県立東

金病院・検査科）：乳腺腫瘍における����

���発現とリンパ管侵襲．第４０回関東甲信地

区医学検査学会，横浜，平成１５年１１月２３日．

論　文

　　１�．　山本　寛，滝口祥恵１，郡　秀一２，海野みち

る３，大河戸光章，藤井雅彦（１千葉県立東金病

院・検査科，２杏林大・保・細胞診断学，２杏

林大・医・病理学）：乳腺腫瘍における����

����������	�
���	��������（������）の発

現．医学検査　５３：１１７―１２２，２００４．

著　書

　　１�．　藤井雅彦（分担）：女性生殖器疾患．スタンダ

ード病理学（第　２�版）．大西俊造，梶原博毅，

神山隆一編．文光堂，２００２，��３４７―３５８．

その他

　　１�．　山本　寛，郡　秀一１，飯島淳子１，大河戸光

章，藤井雅彦（１杏林大・保・細胞診断学）：

杏林大学における細胞検査士教育の現状．第

３１回全国臨床検査技師教育施設協議会夏期教

職員研修会，諏訪，平成１５年　８�月２６日．

　　２�．　山本　寛：病理検査における医療過誤．人間

総合科学大学研究発表会，岩槻，平成１６年　３�

月２１日．

［平成１４年度分追加］

著　書

　　１�．　藤井雅彦（分担）：医学書院　医学大辞典．伊

藤正男，井村裕夫，高久史麿総編．医学書院，

２００３．

生理学教室

� ��������	��

口　演

　　１�．　林　潤一１，原島敬一郎，武市敏明１，前村安文１，

蒔田隆二１，田中伸和１，佐藤秀昭２，嶋津秀昭，

山本　実１，北本　清１（１杏林大・医・総合医

療学，２国家公務員共済組合連合会立川病院・

健康医学センター）：動脈硬化���とインス

リン抵抗性に関する検討．第１００回日本内科

学会総会，福岡，平成１５年　４�月　１�～　３�日．

　　２�．　嶋津秀昭，小林博子，加藤幸子，秋元恵実：

痛みの定量評価法の開発と記憶された痛みの

評価．第１４回日本臨床モニター学会総会，福

島，平成１５年　４�月２５日．

８９



―　　―

　　３�．　嶋津秀昭，渡辺篤志１，小林博子，奥田知規２

（１杏林大・保・医用工学，２東京医大・皮膚

科）：非接触法による皮膚弾性特性計測シス

テムの開発．第４２回日本エム・イー学会大会，

札幌，平成１５年　６�月　３�日．

　　４�．　加藤幸子，秋元恵実，小林博子，嶋津秀昭，

谷　直樹１（１東海医療学園専門学校）：レモン

の精油によるアロマ吸入が自律神経系に及ぼ

す効果の評価．第５２回�全日本鍼灸学会学術

大会，高松，平成１５年　６�月　７�日．

　　５�．　谷　直樹１，杉山誠一１，加藤幸子，秋元恵実，

小林博子，嶋津秀昭（１東海医療学園専門学

校）：透熱灸による瞬間的な痛みの記憶とそ

の定量評価．第５２回�全日本鍼灸学会学術大

会，高松，平成１５年　６�月　８�日．

　　６�．　����������	
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　　８�．　佐藤秀昭１，原島敬一郎，嶋津秀昭，柏崎一

男２，寺内正子２，武市敏明３，林　潤一３，北本　

清３（１国家公務員共済組合連合会立川病院・

健康医学センター，２国家公務員共済組合連合

会立川病院・内科，３杏林大・医・総合医療

学）：高血圧症を有する人間ドック受診者に

おける���の検討．第４４回日本人間ドック学

会講演会，京都，平成１５年　８�月２８日．

　　９�．　嶋津秀昭，小林博子，原島敬一郎，武市敏明１，

林　潤一１（１杏林大・医・総合医療学）：実験

的動脈硬化症による���測定原理の検証．第

　３�回日本��研究会，東京，平成１５年１０月　４�

日．

　１０．　嶋津秀昭，瀬野晋一郎，佐藤麻衣子，森田朋

子，小林博子，加藤幸子，石村利恵，秋元恵

実：痛みの定量計測法の評価と���との比

較．第３２回杏林医学会総会，三鷹，平成１５年

１１月　１�日．

　１１．　馬場伸育，小林博子，嶋津秀昭：抗���抗体

と抗����抗体によって共刺激したヒト���

＋�細胞における����（�����）発現の検

討．第３２回杏林医学会総会，三鷹，平成１５年

１１月　１�日．

　１２．　渡辺篤志１，川澄岩雄１，長谷川良介，小林博

子，嶋津秀昭（１杏林大・保・医用工学）：非

接触的な皮膚弾性特性の計測法の開発．第３２

回杏林医学会総会，三鷹，平成１５年１１月　１�日．

　１３．　嶋津秀昭：動脈硬化指標としての���―そ

の原理と有用性―．第　１�回信州���研究会，

長野，平成１６年　２�月２１日．

論　文

　　１�．　嶋津秀昭：痛みの定量計測法の開発と痛みに

関連する諸問題の評価．���������	


　３�：８６―９２，２００３．

その他

　　１�．　嶋津秀昭：理解すべき工学的知識�．第　９�回

第　１�種��技術実力検定試験講習会，東京，

平成１５年　４�月１３日．

　　２�．　嶋津秀昭：「痛み」の定量評価法の開発と痛み

に関連する諸問題の評価～測定時間／精度・

信頼性／痛みと性格／痛みと記憶～．技術情

報協会セミナー，東京，平成１５年　６�月２７日．

　　３�．　秋元恵実：夏の健康的な水の飲み方のポイン

ト．学校保健フォーラム　　７�：１８―２１，２００３．

　　４�．　嶋津秀昭，小林博子，奥田知規１（１東京医大・

皮膚科）：非接触的な皮膚弾性特性計測評価

システムの開発．平成１４年度保健学部・保健

学研究科プロジェクト研究報告．杏林医会誌　

３４：３８１，２００３．�

９０

　３�．　保健学部・保健学研究科



―　　―

生化学研究室
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口　演

　　１�．　島　幸夫，中西幸二１，小田原雅人１，小林哲

郎２（１虎の門病院・内分泌代謝科，沖中記念成

人病研究所，２山梨大・医・第三内科）：

���������遺伝子（������）多型の糖代謝

に及ぼす影響―健診受診者における解析．第

４６回日本糖尿病学会年次学術集会，富山，平

成１５年　５�月２２～２４日．

　　２�．　島　幸夫，佐藤豊二１，本間慶一２，日野眞人３，

佐藤信昭３，佐野宗明３（１新潟がんセンター・

臨床検査，２新潟がんセンター・病理，３新潟が

んセンター・外科）：乳癌微小リンパ節転移

標的マーカーの����発現レベルの定量．

第１１回日本乳癌学会総会，新潟，平成１５年　６�

月１２～１３日．

　　３�．　佐藤豊二１，島　幸夫，本間慶一２，日野眞人３，

佐藤信昭３，佐野宗明３（１新潟がんセンター・

臨床検査，２新潟がんセンター・病理，３新潟が

んセンター・外科）：��������による乳

癌微小転移の検出．第１１回日本乳癌学会総会，

新潟，平成１５年　６�月１２～１３日．

　　４�．　島　幸夫，太田英彦：��������	��，�������遺

伝子多型と肥満や　２�型糖尿病との関連．第３２

回杏林医学会総会，三鷹，平成１５年１１月　１�日．

　　５�．　鈴木亜由美，島　幸夫，太田英彦：����チ

ャンネルの������　遺伝子多型と肥満や　２�型

糖尿病との関連．第４０回関東甲信地区医学検

査学会，横浜，平成１５年１１月２２～２３日．

　　６�．　高原有紀子，島　幸夫，太田英彦：������

������遺伝子多型と肥満や　２�型糖尿病との

関連．第４０回関東甲信地区医学検査学会，横

浜，平成１５年１１月２２～２３日．

論　文
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著　書

　　１�．　長野　敬・太田英彦　訳：物質から生命へ―

自然発生説論争（ヘンリー・ハリス著）：東

京，青土社，平成１５年　８�月．

その他

　　１�．　島　幸夫：あなたの健康度チェックします�

健康診断の検査データから分かること．学園

都市センター大学連続講座：八王子市学園都

市センター，平成１５年１１月２９日．

臨床血液学教室
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口　演

　　１�．　関根名里子１，中竹俊彦１，山本　寛２，藤井雅

彦２，郡　秀一３，（１杏林大・保・臨床血液学，２杏

林大・保・病理学，３杏林大・保・細胞診断

学）：骨髄像解析技術教育のためのシステム．

第５２回日本医学検査学会（埼玉），医学検査　

５２：６５７，２００３．

　　２�．　中竹俊彦：血液形態分野の標準化　白血球分

類における細胞の判定基準について　白血球

系異常細胞．医学検査　５２：３４５，２００３．

論　文

　　１�．　中竹俊彦：技術講座＜血液＞骨髄鉄染色法と

臨 床 的 意 義．検 査 と 技 術　３１：６８７～

６９２，２００３．

９１



―　　―

　　２�．　中竹俊彦：紛らわしい細胞の鑑別「日常診療

でよく遭遇する紛らわしい細胞」．日本検査

血液学会雑誌　　４�：７５～８０，２００３．

　　３�．　山本　寛１，郡　秀一２，森永素江２，関根名里

子３，中竹俊彦３，大河戸光章１，藤井雅彦１（１杏

林大・保・病理学，２杏林大・保・細胞診断

学，３杏林大・保・臨床血液学）：学生実習に

おける薄切技術習得の評価　回転式ミクロト

ームを使用して．医学検査　２５３～２５７，２００３．

著　書

　　１�．　中竹俊彦（分担）：マクログロブリン血症．血

液細胞アトラス（第　５�版）三輪史朗，渡辺陽

之助共著．東京，文光堂．２００４，��２９８．

その他

　　１�．　中竹俊彦：血液形態学における白血球分類の

判定基準（講義）．第５２回日本医学検査学会特

別企画（ワークショップ），埼玉，平成１５年　５�

月１７日．

　　２�．　中竹俊彦：血液学特別講義．宮城県総合衛生

学院，仙台，平成１６年　１�月２１，２２日．

臨床免疫学教室

� �����������

口　演

　　１�．　新江　賢，小野川　傑，遠藤宣子：��������	

�������������死菌と���������	
による炎

症性サイトカイン誘導へのマクロファージの

関与．第７６回日本細菌学会総会，熊本，平成

１５年　３�月３１日～　４�月　３�日．

臨床微生物学教室

� �����������	�

口　演

　　１�．　渡辺　登，森田耕司，古川友子，遠藤英子，

金森政人：���������	
����
���のリパー

ゼ遺伝子群の多型に関する研究．第７６回日本

細菌学会総会，熊本，平成１５年　４�月　１�～　３�日．

　　２�．　古川友子，森田耕司，渡辺　登，遠藤英子，

伊藤健一郎１，金森政人（１感染研・感染症情

報センター）：病原血清型大腸菌の���，���，

����遺伝子多型．第７６回日本細菌学会総会，

熊本，平成１５年　４�月　１�～　３�日．

　　３�．　松下　秀１，河村真保１，小西典子１，甲斐明美１，

加藤　玲１，尾形和恵１，伊藤忠彦１，矢野一好１，

森田耕司，渡辺　登，金森政人，工藤泰雄

（１都健康安全研究センター・微生物）：我が

国で分離されたコレラ菌及び���ビブリオ

における薬剤耐性菌の出現状況．第７７回日本

感染症学会総会，福岡，平成１５年　４�月１７～１８

日．

　　４�．　森田耕司，渡辺　登，満足　滝，古川友子，

岡崎充宏１，渡邊　卓１，金森政人（１杏林大・

医・中央検査部）：過去　４�年間に分離された

腸内細菌主要菌種の薬剤耐性．第３２回薬剤耐

性菌シンポジウム，多摩，平成１５年　８�月２９～

３０日．

　　５�．　古川友子，森田耕司，渡辺　登，遠藤英子，

満足　滝，金森政人：下痢原性大腸菌の����

遺伝子型は���遺伝子型と一致する．第３２回

杏林医学会総会，三鷹，平成１５年１１月　１�日．

　　６�．　満足　滝，森田耕司，渡辺　登，古川友子，

遠藤英子，松下　秀１，金森政人（１都健康安全

研究センター・微生物）：多剤耐性�������

��������のインテグロン遺伝子型．第３２回杏

林医学会総会，三鷹，平成１５年１１月　１�日．

論　文

　　１�．　松下　秀１，河村真保１，小西典子１，甲斐明美１，

加藤　玲１，尾形和恵１，伊藤忠彦１，矢野一好１，

森田耕司，渡辺　登，金森政人，工藤泰雄

（１都健康安全研究センター・微生物）：我が

国で分離されたコレラ菌及び���ビブリオ

における薬剤耐性菌の出現状況．感染症誌

７７：１９５―２０２，２００３．

　　２�．　����������	�
������	�����������	�
���

���������	
�������	�������������	���

����������	��
���	�������	���
���������

������������	���
�����
��������������������

����������	���
���������������������

��������	�
����������������������������

�����������	��
������������������

薬理学教室

口　演

　　１�．　加藤龍二，村上千夏，鎌田邦栄，中村幹雄：

ラットの学習・記憶過程における����受

容体�����系の役割．第　３�回日本��学会

９２

　３�．　保健学部・保健学研究科



―　　―

学術集会，熊本，平成１５年　５�月２９～３０日．

　　２�．　加藤龍二，村上千夏，鎌田邦栄，中村幹雄：

ラットの学習・記憶過程における����受

容体�����系の役割．第２６回日本神経科学

大会，名古屋，平成１５年　７�月２３日～２５日．

　　３�．　���������	
������������������������
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�����

　　５�．　加藤龍二，村上千夏，鎌田邦栄，中村幹雄：

����受容体と神経型一酸化窒素合成酵素

の学習・記憶における役割．第３２回杏林医学

会総会，三鷹，平成１５年１１月　１�日．

　　６�．　村上千夏，加藤龍二，鎌田邦栄，中村幹雄：

八放射迷路課題におけるジアゼパム投与の影

響�．第３２回杏林医学会総会，三鷹，平成１５

年１１月　１�日．

　　７�．　鎌田邦栄，村上千夏，加藤龍二，中村幹雄：

八放射迷路課題におけるジアゼパム投与の影

響�：断薬の影響．第３２回杏林医学会総会，

三鷹，平成１５年１１月　１�日．

論　文

　　１�．　村上千夏：ラットの八放射迷路課題遂行能力

に対する���������	
および��������慢

性投与の影響の違い．杏林医会誌　３５�：６８

―７６，２００４．

　　２�．　加藤龍二：ラットの受動回避学習・記憶過程

における����受容体�����系の役割お

よび神経ステロイドの修飾作用について．杏

林医会誌　３５�：７７―８４，２００４．

臨床生理学教室

� ����������	
�����
�

口　演

　　１�．　三谷博子，石山陽事，水田　陽，白井康之１

（１虎の門病院・臨床生理）：第４２回日本エム・

イー学会．札幌，平成１５年　６�月　３�～　５�日，生

体医工学，４１（�����）：４５８，２００３．

　　２�．　川名ふさ江１，白井康之１，中西成元１，成井浩

司１，野沢胤美２，石山陽事（１虎の門病院・臨

床生理，２昭和大・医・神経内科）：閉塞型睡

眠時無呼吸低呼吸症（�����）において深

睡眠が出現した症例について．第３３回日本臨

床神経生理学会，旭川，平成１５年１０月　１�～　３�

日，第３３回日本臨床神経生理学会抄録集，

１９９，２００３．

　　３�．　三谷博子，石山陽事，白井康之１，今井　正

（１虎の門病院・臨床生理）：頻回刺激による

���波形の振幅変化の検討．第３３回日本臨床

神経生理学会，旭川，平成１５年１０月　１�～　３�日，

第３３回日本臨床神経生理学会抄録集，

２４５，２００３．

　　４�．　白井康之１，川名ふさ江１，三谷博子，石山陽

事，中西成元１（１虎の門病院・臨床生理）：受

動的呼吸刺激による交感神経皮膚反応

（���）．第３３回日本臨床神経生理学会，旭川，

平成１５年１０月　１�～　３�日，第３３回日本臨床神経

生理学会抄録集，３１２，２００３．

　　５�．　三谷博子，石山陽事：深吸気刺激による交感

神経皮膚反応（���）の検討．第５６回日本自

律神経学会，新潟，平成１５年１０月３０～３１日，

第５６回日本自律神経学会総会抄録集　１� �����

��������．

　　６�．　三谷博子，石山陽事：交感神経皮膚反応

（���）検査法の諸条件に関する検討．第５０回

日本臨床検査医学会，広島，平成１５年１０月２９

～３１日，臨床病理　５１（�����）：２６６，２００３．

　　７�．　大坪　綾，石川典恵，三谷博子，石山陽事：

深吸気刺激による交感神経皮膚反応（���）

についての検討．第３２回杏林医学会総会，三

鷹，平成１５年１１月　１�日．

　　８�．　澤田和也，新井史子，松山　徹，三谷博子，

石山陽事：小型圧電素子を用いた新生児無拘

９３



―　　―

束生体計測の有用性に関する検討．第３２回杏

林医学会総会，三鷹，平成１５年１１月　１�日．

　　９�．　難波麻帆，高橋　恵，秋山秀知，三谷博子，

石山陽事：等価電流双極子を仮定した睡眠紡

錘波の発生源に関する検討．第３２回杏林医学

会総会，三鷹，平成１５年１１月　１�日．

　１０．　新井史子，松山　徹，澤田和也，三谷博子，

石山陽事：新生児，睡眠時無呼吸患者を対象

とした無拘束生体計測に関する検討．第４０回

関東甲信地区医学検査学会，横浜，平成１５年

１１月２２～２３日，第４０回関東甲信地区医学検査

学会抄録集，����，�７７，�２００３．

　１１．　石川典恵，大坪　綾，三谷博子，石山陽事：

深吸気による交感神経皮膚反応（���）につ

いての検討．第４０回関東甲信地区医学検査学

会，横浜，平成１５年１１月２２～２３日，第４０回関

東甲信地区医学検査学会抄録集，����，�７７，�

２００３．

　１２．　秋山秀知，高橋　恵，難波麻帆，三谷博子，

石山陽事：等価電流双極子からみた睡眠紡錘

波の発生源の検討．第４０回関東甲信地区医学

検査学会，横浜，平成１５年１１月２２～２３日，第

４０回関東甲信地区医学検査学会抄録集，

����，�７８，�２００３．

　１３．　澤田和也，新井史子，松山　徹，三谷博子，

石山陽事：生体信号の無拘束計測法の基礎的

検討―心拍，呼吸動態を対象として―．八王

子産学公連機構　第　３�回研究成果等発表講演

会　はちおうじ企業・地域活性化アイデア発

表会，八王子　平成１５年１２月　６�日，八王子産

学公連機構　第　３�回研究成果等発表講演会　

はちおうじ企業・地域活性化アイデア発表会

要旨集，１３２，２００３．

論　文

　　１�．　三谷博子，石山陽事，白井康之１（１虎の門病

院・臨床生理）：手背の精神性発汗に伴う交

感神経皮膚反応（���）に関する検討．臨床

神経生理学　３１�：１４４，２００３．

　　２�．　川名ふさ江１，白井康之１，中西成元１，成井浩

司１，野沢胤美２，石山陽事（１虎の門病院・臨

床生理，２昭和大・医・神経内科）：閉塞型睡

眠時無呼吸低呼吸症（�����）に見られる

入眠期の急速眼球運動（����）について．

臨床神経生理学　３１�：２１０，２００３．

　　３�．　三谷博子，石山陽事，白井康之１（１虎の門病

院・臨床生理）：在宅型睡眠時無呼吸検査．臨

床病理　５１�：７９０―７９７，２００３．

　　４�．　三谷博子，石山陽事，白井康之１（１虎の門病

院・臨床生理）：指先容積脈波と呼吸気速曲

線を用いた睡眠時無呼吸パターンの検出．医

工学治療　１５�：１３５―１４１，２００３．

　　５�．　水田　陽，三谷博子，石山陽事：口腔内を基

準電極とした����の導出法に関する検討．

臨床病理　５１�：１０８４―１０８９，２００３．

　　６�．　石山陽事：改訂臨床脳波検査基準２００２の改訂

内容．第４０回日本臨床神経生理学会技術講習

会テキスト，５１―６０，２００３．

　　７�．　石山陽事（委員長）：改訂臨床脳波検査基準

２００２．日本臨床神経生理学会　臨床脳波検査

基準改訂委員会，臨床神経生理学　２２１―

２４２，２００３．

その他

　　１�．　石山陽事（講習会）：計測診断機器（脳波計，筋

電計，呼吸機器等）の概要と管理技術．第　１�

種��講習会，東京，平成１５年　４�月１３日．

　　２�．　石山陽事（講習会）：修理業への期待．厚生労

働大臣指定修理業責任者技術専門講習会，�

医療機器センター，東京平成１５年　７�月　６�日．

　　３�．　石山陽事（テレビ）：足先の冷えと筋肉ポンプ

の働き，伊藤家の食卓，日本テレビ

　　４�．　石山陽事（テレビ）：飲酒運転と脳波につい

て，日本の歩きかた，テレビ朝日

　　５�．　石山陽事（書評）：代替医療―効果と利用法．

蒲原聖可著，中公新書，２００２発行，���������

�������������	
����	��������

　　６�．　石山陽事：臨床生理学専門部会講演会　司会

の言葉．臨床病理　５２�：７５―７６，２００４．

病態生化学教室

� ���������	��
���	��������

口　演

　　１�．　平岡　厚，吉玉国二郎１，誉田晴夫２，小柴共

一３（１熊本大・理・生物，２杏林大・医・生化

学第一，３都立大・理・生物）：ヒト血清脂質

の����による酸化に及ぼす植物ポリフェノ

ールの抑止効果の検討．第１４回日本微量元素

９４

　３�．　保健学部・保健学研究科



―　　―

学会，大阪，平成１５年　７�月２４日．

　　２�．　平岡　厚，竹本真澄，鈴木貴大，篠原厚子１，

千葉百子１，白尾美佳２，吉村吉博３（１順天堂大・

医・衛生学，２実践女子短大・食物栄養科，３星

薬科大・薬）：「活性水素による抗酸化作用が

ある」と宣伝されている諸水溶液系の性状と

実体の検討．フォーラム０３，仙台，平成１５年

１０月２４日．

　　３�．　横尾広光１，平岡　厚，李　貞範２，林　利光２，

林　京子３（１杏林大・保・基礎物理学，２富山

医薬大・薬，３富山医薬大・医）：抗ウィルス

活性のある藍藻硫酸多糖スピルランとその分

解産物のキャピラリーゾーン電気泳動におけ

る実効移動度とストークス半径．第２４回キャ

ピラリー電気泳動シンポジウム，岡山，平成

１５年１２月　２�日．

論　文
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［平成１４年度分追加］
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その他

　　１�．　平岡　厚：パーシヴァル・ローエルの「オカ

ルト・ジャパン」について（第　７�報）．杏林大

学研究報告教養部門　２１：２３―３０，２００４．

臨床検査学教室

� ��������	��
������

口　演

　　１�．　菰田照子，坂内久一，岩田　敏１，秋田博伸２，

佐藤吉壮３，砂川慶介４（１国立病院東京医療セ

ンター・小児科，２聖マリアンナ医大・横浜市

西部病院・小児科，３富士重工業健康保険組合

総合太田病院・小児科，４北里大・医・感染症

学 講 座）：���������	
��������	���検

出における���法の感度比較．第７７回日本

感染症学会総会，福岡，平成１５年　４�月１７日．

　　２�．　坂内久一：クラミジア感染症の検査法パネル

デッカッション�：リケッチアおよびクラミ

ジア感染症の疫学と検査法．第５２回日本医学

検査学会総会，大宮，平成１５年　５�月１７日．

　　３�．　宮沢　博，藤田真衣，梅宮梨可，阪口雅弘１，

大砂博之２，池澤善郎２，堀　久枝３（１国立感染

症研究所免疫部，２横浜市立大・医・皮膚

科，３東京医歯大・難治疾患研究所）：大正エ

ビ第　２�アレルゲン（�������������	�）の各種

魚介類との交差反応性の検討．第５３回日本ア

レルギー学会総会，岐阜，平成１５年１０月２３～

２５日．

　　４�．　菰田照子，大島俊文１，本村龍太郎２，坂内久

一，岩田　敏３，秋田博伸４，佐藤吉壮５，砂川

慶介６（１明治乳業，２もとむら産婦人科医

院， ３国立病院東京医療センター・小児

科， ４聖マリ医大・横浜市西部病院・小児

科，５富士重工業健康保険組合総合太田病院・

小児科，６北里大・医・感染症学講座）：�����

���������	
������子宮頚管炎患者血清にみ

る抗体応答について．第５２回日本感染症学会

東日本地方会総会，横浜，平成１５年１０月３１日．

　　５�．　坂内久一，菰田照子，斉藤十一１，秋田博伸２，

岩田　敏３，佐藤吉壮４，砂川慶介５（１斉藤ウイ

メンズクリニック，２聖マリ医大・横浜市西部

病院・小児科，３国立病院東京医療センター・

小児科，４富士重工業健康保険組合総合太田病

院・小児科，５北里大・医・感染症学講座）：

���������	
������
��に対する���医薬

品の抗菌活性．第２１回日本クラミジア研究

会・第１０回リケッチア研究会合同，東京，平

９５



―　　―

成１５年１１月　１�日．
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論　文

　　１�．　佐藤　梢，菰田照子，坂内久一，秋田博伸１，

岩田　敏２，佐藤吉壮３，砂川慶介４（１聖マリ医

大・横浜市西部病院・小児科，２国立病院東京

医療センター・小児科，３富士重工業健康保険

組合総合太田病院・小児科，４北里大・医・感

染症学講座）：���������	
������
��感染

細胞抽出液に見出された��������	
����感

染患者血清と反応する抗原の解析．感染症学

誌　７７：８３０―８３８，２００３．

　　２�．　坂内久一，菰田照子：特集・クラミジア感染

症の最近の動向，クラミジア感染症の診断の

最近の動向．化学療法の領域　２０：２６―

３２，２００４．

その他

　　１�．　坂内久一：看護・栄養・保健学部系統（保

健・衛生・鍼灸学分野）ガイダンス．蛍雪時

代　　４�月臨時増刊号全国大学学部・学科案内

号．東京，旺文社，２００３，��４９８―５００．

　　２�．　金森政人１，坂内久一：（１杏林大・保・臨床微

生物学）（インタビュー）特集　今，注目の学

部　保健衛生学部．学部学科がわかる本．四

谷学院，２００３，��２２．

　　３�．　阪口雅弘１，宮沢　博，堀　久枝２，井上　栄３

（１国立感染症研究所免疫部，２東京医歯大・難

治疾患研究所，３大妻女子大）：ゼラチンアレ

ルギー児におけるヒトＩ型コラーゲンに対す

る���反応性の検討．安全なワクチン確保と

その接種方法に関する総合的研究，厚生科学

研究医薬安全総合研究事業，平成１５年度研究

報告書，財団法人予防接種リサーチセンター，

　６� ―　９�，平成１６年．

　　４�．　井上　栄１，宮沢　博（１大妻女子大）：抗体測

定法研究会の開催．安全なワクチン確保とそ

の接種方法に関する総合的研究，厚生科学研

究医薬安全総合研究事業，平成１５年度研究報

告書，財団法人予防接種リサーチセンター，

３０，平成１６年．

　　５�．　宮沢　博，坂内久一，佐藤彰一郎１，井上　栄２

（１長野県衛生公害研究所，２大妻女子大）：逆

サンドイッチ�����による微量抗体の測定

―原理と応用．安全なワクチン確保とその接

種方法に関する総合的研究，厚生科学研究医

薬安全総合研究事業，平成１５年度研究報告書，

財団法人予防接種リサーチセンター，３５，平

成１６年．

分子生物学教室

� ���������	
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口　演
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　　３�．　相磯聡子，大木玲子：定常期特異的な���遺

伝子発現における����分解調節の役割．

第２６回日本分子生物学会年会，神戸，平成１５

年１２月１１日．

　　４�．　吉田健一，多木陽平，村田麻喜子，大木玲子，

山根國男，藤田泰太郎：枯草菌の多剤耐性に

関わる���制御因子����の制御ターゲ

ットの同定．第２６回日本分子生物学会年会，

神戸，平成１５年１２月１２日．

　　５�．　大木玲子，瀧澤輝哲，相磯聡子，村田麻喜子：

��������	��の����������	��
�特異的���

トランスポーター．第２６回日本分子生物学会

年会，神戸，平成１５年１２月１３日．

９６

　３�．　保健学部・保健学研究科



―　　―

　　６�．　村田麻喜子，大木玲子：枯草菌の��������	

特異的トランスポーター����の転写調節機

構．第２６回日本分子生物学会年会，神戸，平

成１５年１２月１３日．

論　文

　　１�．　����������	
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臨床遺伝学教室

� ��������	�
������

口　演

　　１�．　清水淑子：����遺伝子の機能解析：リンパ

芽球細胞における２１番染色体遺伝子の発現．

日本���アカデミー，銚子，平成１５年　７�月

　４�～　７�日．

　　２�．　清水淑子，田村高志，八巻明子，江澤真紀，

橋本郷美，東原英二１（１杏林大・医・泌尿器

科 学）：常 染 色 体 優 性 多 発 性 嚢 胞 腎

（�����）患者における����遺伝子の変異

解析．第１０回日本遺伝子診療学会，千里，平

成１５年　７�月２４～２５日．

　　３�．　田村高志，八巻明子，東原英二１，清水淑子

（１杏林大・医・泌尿器科学）：常染色体優性

多発性嚢胞腎患者における����遺伝子相同

領域エキソン２３から３３の変異解析．第１１回嚢

胞性腎疾患研究会，東京，平成１５年　９�月１３日．
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　　５�．　清水淑子：�����法による常染色体優性多

発性嚢胞腎原因遺伝子の変異解析．第　６�回

�����技法（����法）による最新の遺

伝子変異の解析，東京，平成１５年１０月　２�日．

　　６�．　田村高志，橋本郷美，八巻明子，東原英二１，

清水淑子（１杏林大・医・泌尿器科学）：日本

人常染色体優性遺伝性多発性嚢胞腎患者にお

ける����遺伝子の変異解析．第４８回日本人

類遺伝学会，平成１５年１０月２２～２４日．
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　　９�．　清水淑子，八巻明子，工藤　純１，清水信義１

（１慶應大・医・分子生物）：ヒト����，����

タンパクに見い出された新規核移行シグナ

ル．第２６回日本分子生物学会年会，神戸，平

成１５年１２月１０～１３日．

　１０．　八巻明子，永山ちひろ，工藤　純１，清水信義１，

清水淑子（１慶應大・医・分子生物）：ヒト

��������	
遺伝子プロモーター領域の

解析．第２６回日本分子生物学会年会，神戸，

平成１５年１２月１０～１３日．

　１１．　浅井聡子，清水　元，八巻明子，松田貴雄１，

工藤　純２，清水信義２，清水淑子（１九州大・

医・生体防御，２慶應大・医・分子生物）：ダ

ウン症関連領域に座位する�����遺伝子の

発現解析．第２６回日本分子生物学会，神戸，

平成１５年１２月１０～１３日．

　１２．　清水淑子：���，�����，���遺伝子の機

能解析．日本���アカデミー，須磨，平成

１６年　２�月１３～１６日．

論　文

　　１�．　����������	
����１����������	１���

�����������１��������	��
��	������������
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著　書

　　１�．　清水淑子：第　６�章�遺伝子の複製と修復．�

転写機構とその調節．�翻訳．スタンダード

生化学．原　諭吉，太田英彦編．東京，文光

堂，２００４，��２９５―３３２．

臨床内科学教室（第一）

� ���������	�
��������

口　演

　　３�．　柳澤厚生：医療・看護におけるコーチングと

は―「患者・家族と共に」をより明確に意識

化するコーチング技法．看護業務改善研究

会，東京，平成１５年１１月　５�日．

　　１�．　柳澤厚生：若者たちの食生活への警鐘．多摩

保健事業研究会，福生，平成１５年　７�月２０日．

　　２�．　田地野和宏，辻井岳雄１，下島裕美１，山上雅

子，柳澤厚生（１杏林大・医・心理学）：長鎖

飽和脂肪酸が心拍変動に与える影響～敵意性

の高い若年女子における検討～．日本脂質栄

養学会第１２回大会，東京，平成１５年　９�月　６�日．

　　４�．　柳澤厚生：病院のコーチングコミュニケーシ

ョン．看護師のためのコーチング・フォーラ

ム，東京，平成１５年１１月　８�日．

　　５�．　柳澤厚生：保健事業従事者のためのコーチン

グ，群馬県保健事業研究会，前橋，平成１６年

　３�月１８日．

論　文

　　１�．　����������	１���������１����������	��
�����

�����������	��
������������（１杏林大・

保・心 理 学）����������	�
�����������������

���������	��
������������������（�）�������

����

　　２�．　柳澤厚生，平野美由紀：コーチングとは，臨

床栄養　１０４：４６―１９，２００４．

　　３�．　柳澤厚生，平野美由紀：コーチングの基本ス

テップ，臨床栄養　１０４：１６８―１７２，２００４．

　　４�．　柳澤厚生，平野美由紀：コーチングの準備と

目 標 の 立 て 方，臨 床 栄 養　１０４：２９４―

２９７，２００４．

　　５�．　柳澤厚生，平野美由紀：コーチングのスキル

「傾聴」，臨床栄養　１０４：４２―４１５，２００４．

著　書

　　１�．　柳澤厚生（分担）：ナースと患者のコーチン

グ・コミュニケーション．ナースのためのコ

ーチング活用術，柳澤厚生編，東京，医学書

院，２００３，�１０―１５．

臨床内科学教室（第二）

� ���������	�
���������

口　演

　　１�．　辻井岳雄１，下島裕美１，小池秀海（１杏林大・

保・心理学）：����倒立効果と熟達化．他人

種効果の検討を通じて．第２１回日本生理心理

学会大会，つくば，平成１５年　５�月２６～２７日．

　　２�．　辻井岳雄１，下島裕美１，小池秀海（１杏林大・

保・心理学）：顔の典型性が����倒立効果

に及ぼす影響．日本心理学会第６７回大会，東

京，平成１５年　９�月１３～１５日．

　　３�．　木崎直人１，加藤里絵１，持田由美子１，吉田聖子１，

司茂幸英１，小池秀海，渡邉　卓２（１杏林大・

医・中央検査部，２杏林大・医・臨床検査医

学）：顔の認知に関係する大脳誘発電位：提

示画像の大きさによる変化．第３２回杏林医学

会総会，三鷹，平成１５年１１月　１�日．

　　４�．　加藤龍二１，村上千夏１，鎌田邦栄１，小池秀海，

中村幹雄１（１杏林大・保・薬理学）：����

受容体と神経型一酸化窒素合成酵素の学習・

記憶における役割．第３２回杏林医学会総会，

三鷹，平成１５年１１月　１�日．

　　５�．　加藤龍二１，村上千夏１，鎌田邦栄１，小池秀海，

中村幹雄１（１杏林大・保・薬理学）：����

受容体�����系が関与するラットの受動回

避学習・記憶過程に神経ステロイドである

�����がどのような効果を示すか？第７７回

日本薬理学会年会，大阪，平成１６年　３�月　８�～

１０日．

　　６�．　小池秀海：顔の認知に伴う事象関連電位

����．第　４�回学術フロンティアワークショッ

プ，八王子，平成１６年　３�月１９日．�

９８

　３�．　保健学部・保健学研究科



―　　―

救急医学教室

口　演

　　１�．　和田貴子，深澤政富，肥留川賢一１，櫻井

勝２，山口芳裕３，村田厚夫３，島崎修次３（１青梅

市立総合病院・救命センター，２救急振興財団

救急救命東京研修所，３杏林大・医・救急医

学）救急医学　４�年生大学における救急救命士

教育．第　６�回日本臨床救急医学会総会，横浜，

平成１５年　４�月２３～２４日．

　　２�．　田守唯一１，宮内　洋１，樽井武彦１，松田剛明１，

山口　均１，山口芳裕１，和田貴子，村田厚夫１，

島崎修次，高見佳宏２（１杏林大・医・救急医

学，２杏林大・医・形成外科学）：最近経験し

た重症高齢者熱傷の　３�例．第２９回日本熱傷学

会総会・学術集会，大阪，平成１５年　６�月　５�～

　６�日．

　　３�．　樽井武彦１，松田剛明１，山口　均１，和田貴子，

村田厚夫１，高見佳宏２，島崎修次１（１杏林大・

医・救急医学，２杏林大・医・形成外科）：経

過中に高度な気管狭窄を来した重症熱傷（非

気道熱傷）の一例．第２９回日本熱傷学会総会・

学術集会，大阪，平成１５年　６�月　５�～　６�日．

　　４�．　小泉健雄１，後藤英昭１，田中秀治１，榊　聖樹１，

和田貴子，島崎修次１（１杏林大・医・救急医

学）：重症広範囲熱傷に対する持続的血液濾

過透析（����）の治療的役割．第２９回日本

熱傷学会総会・学術集会，大阪，平成１５年　６�

月　５�～　６�日．

　　５�．　中澤千香１，高見佳宏２，田中恵津子３，内倉長

造４，城間敏子１，遠藤広美１，木村雅彦１，田中

秀治５，和田貴子，島崎修次５，里見和彦４，岡

島康友６（１杏林大・医・リハビリテーション

室，２杏林大・医・形成外科学，３杏林大・医・

アイセンター，４杏林大・医・整形外科学，５杏

林大・医・救急医学，６杏林大・医・リハビリ

テーション医学）：両前腕切断と両眼失明に

至った重症広範囲熱傷例に対するリハビリテ

ーション―������������手術例の経験―．

第２９回日本熱傷学会総会・学術集会，大阪，

平成１５年　６�月　５�～　６�日．

　　６�．　宮内　洋１，榊　聖樹１，後藤英昭１，山口芳裕１，

和田貴子，田中秀治１，高見佳宏２，島崎修次１，

松田博青１（１杏林大・医・救急医学，２杏林

大・医・形成外科学）：広範囲熱傷でロシア

より搬送され救命し得た一例．第２９回日本熱

傷学会総会・学術集会，大阪，平成１５年　６�月

　５�～　６�日．

　　７�．　今川理映子１，田中秀治２，和田貴子，浅水智絵１，

青木　大１，島崎修次２（１杏林大・医・臓器組

織移植センター，２杏林大・医・救急医学）：

東京スキンバンクネットワークの活動報告．

第２９回日本熱傷学会総会・学術集会，大阪，

平成１５年　６�月　５�～　６�日．

　　８�．　後藤英昭１，小泉健雄１，田中秀治１，和田貴子，

高見佳宏２，山口芳裕１，村田厚夫１，島崎修次１

（１杏林大・医・救急医学，２杏林大・医・形成

外科学）：杏林大学熱傷センターの現状と問

題点．第２９回日本熱傷学会総会・学術集会，

大阪，平成１５年　６�月　５�～　６�日．

　　９�．　吉澤美枝１，尾造由美子１，宮城博幸１，榊　聖樹２，

宮内　洋２，山口芳裕２，和田貴子，村田厚夫２，

島崎修次２，高木徹也３，梶原正弘３，佐藤喜宣３，

渡邊　卓１，４（１杏林大・医・中央検査部，２杏林

大・医・救急医学，３杏林大・医・法医学，４杏

林大・医・臨床検査医学）：乱用薬物が検出

された交通外傷の　２�症例．第２５回日本中毒学

会総会，福島，平成１５年　７�月１１～１３日．

　１０．　宮城博幸１，吉澤美枝１，尾造由美子１，宮内　洋２，

山口芳裕２，和田貴子，村田厚夫２，島崎修次２，

高木徹也３，梶原正弘３，佐藤喜宣３，渡邊　卓１，４

（１杏林大・医・中央検査部，２杏林大・医・救

急医学，３杏林大・医・法医学，４杏林大・医・

臨床検査医学）：除草剤ヨック粒剤を服用し

た　１�症例．第２５回日本中毒学会総会，福島，

平成１５年　７�月１１～１３日．

　１１．　和田貴子，村田厚夫１，宮内　洋１，松田剛明１，

山口芳裕１，島崎修次１（１杏林大・医・救急医

学）：２００２年に当院高度救命救急センターに

搬入された中毒患者の統計．第２５回日本中毒

学会総会，福岡，平成１５年　７�月１１～１２日．

　１２．　鈴木玲央１，田中秀治２，和田貴子，浅水智絵１，

青木　大１，今川理映子１，島崎修次２（１杏林大・

医・組織移植センター，２杏林大・医・救急医

学）：東京スキンバンクネットワークの活動

報告．第　２�回日本組織移植学会・学術集会，

９９



―　　―

神戸，平成１５年　８�月　８�～　９�日．

　１３．　冨田泰彦１，村田厚夫１，永山和樹２，坪川民治１，

山本明彦３，樽井武彦１，松田剛明１，和田貴子，

島崎修次１（１杏林大・医・救急医学，２杏林

大・医・脳神経外科学，３大阪大・医・保健学

科）：頭蓋内疾患における血漿，血腫および髄

液中サイトカインの変動．第３１回日本救急医

学会総会・学術集会，東京，平成１５年１１月１９

日～２１日．

　１４．　和田貴子，後藤英昭１，小泉健雄１，榊　聖樹１，

猪口貞樹２，山口芳裕１，村田厚夫１，島崎修次１

（１杏林大・医・救急医学，２東海大・医・救急

医学）：自家複合型培養皮膚移植を行った致

死的重症熱傷の一例．第３１回日本救急医学会

総会・学術集会，東京，平成１５年１１月１９日～

２１日．

　１５．　浅水智絵１，田中秀治２，和田貴子，青木　大１，

今川理映子１，鈴木玲央１，島崎修次２（１杏林大

学・医・臓器組織移植センター，２杏林大・

医・救急医学）：東京スキンバンクネットワ

ークの活動と今後の方向性について．第３１回

日本救急医学会総会・学術集会，東京，平成

１５年１１月１９日～２１日．

　１６．　宮城博幸１，吉澤美枝１，尾造由美子１，山口芳裕２，

和田貴子，村田厚夫２，島崎修次２，高木徹也３，

梶原正弘３，佐藤喜宣３，渡邊　卓１，４（１杏林大・

医・中央検査部，２杏林大・医・救急医学，３杏

林大・医・法医学，４杏林大・医・臨床検査医

学）：����を用いた尿素系除草剤������，

�������の定量分析．第１８回日本中毒学会東

日本地方会，新潟，平成１６年　１�月２４日．

　１７．　吉澤美枝１，宮城博幸１，尾造由美子１，宮内　洋２，

山口芳裕２，和田貴子，村田厚夫２，島崎修次２，

高木徹也３，梶原正弘３，佐藤喜宣３，渡邊　卓１，４

（１杏林大・医・中央検査部，２杏林大・医・救

急医学，３杏林大・法医学，４杏林大・臨床検査

医学）：�����による否定型抗精神病薬ク

エチアピン分析法の検討．第１８回日本中毒学

会東日本地方会，新潟，平成１６年　１�月２４日．

　１８．　大澤亜貴子，和田貴子，樽井武彦１，後藤英昭１，

宮内　洋１，松田剛明１，村田厚夫１（１杏林大・

医・救急医学）：最近　３�年間に当院高度救命

救急センターに搬入された中高年の薬物中毒

患者の統計．第１８回日本中毒学会東日本地方

会，新潟，平成１６年　１�月２４日．

　１９．　関谷恭介１，井上哲也１，松田岳人１，後藤英昭１，

高見佳宏２，山口芳裕１，村田厚夫１，和田貴子，

須藤憲一３，島崎修次１（１杏林大・医・救急医

学，２杏林大・医・形成外科学，３杏林大・医・

心臓血管外科学）：合併した心筋梗塞に対し

て����を行い救命し得た高齢者熱傷の一

例．第１２回日本熱傷学会関東地方会，東京，

平成１６年　１�月３１日．

　２０．　榊　聖樹１，田中秀治１，和田貴子，高見佳宏２，

村田厚夫１，島崎修次１（１杏林大・医・救急医

学，２杏林大・医・形成外科学）：好中球エラ

スターゼを使用した熱傷患者の検討．第１２回

日本熱傷学会関東地方会，東京，平成１６年　１�

月３１日．

論　文

　　１�．　村田厚夫１，樽井武彦１，和田貴子（１杏林大・

医・救急医学）：熱傷と���．医薬の門　４２

�：８２０―８２５，２００２．

　　２�．　和田貴子，村田厚夫１（１杏林大・医・救急医

学）：防虫剤，防腐剤．小児疾患治療のための

病態生理　２�　３５（増刊）：１３４０―１３４４，２００３．

　　３�．　和田貴子，村田厚夫１，島崎修次１（１杏林大・

医・救急医学）：凍傷���������．治療　８５�：

９９―１０５，２００３．

　　４�．　�������１����������１���������	１����������
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　　５�．　和田貴子：熱傷の治療．���������	�
�����	

���（��）�����������������	

　　６�．　樽井武彦１，村田厚夫１，松田剛明１，萩原章嘉１，

和田貴子，山口芳裕１，島崎修次１（１杏林大・

医・救急医学）：重症管理におけるポリミキ

１００

　３�．　保健学部・保健学研究科



―　　―

シンＢ固定化カラム（���）の有用性に関す

る検討．体液・代謝管理　１９：４５―４８，２００３．

その他

　　１�．　島崎修次１，村田厚夫１，和田貴子：評価による

技術的基盤整備に関する研究天然痘対応指針

―医療体制（��������	����
��	型構想）―．

厚生労働省科学研究緩急費補助金　新興・再

興感染研究事業国内での発生が気象のため知

見が乏しい感染症対応のための技術的基盤整

備に関する研究平成１４年度　総括・分担研究

報告書　２３―３０，２００３．

　　２�．　村田厚夫１，松田剛明１，和田貴子，奥村　徹２，

内藤俊夫２（１杏林大・医・救急医学，２順天堂

大・付属順天堂医院・総合診療科）：バイオ

テロリズム対応に関する国内外の資料収集に

関する研究．厚生労働科学研究補助金　新

興・再興感染症研究事業大規模感染症発生時

における行政機関，医療機関等の間の広域連

携に関する研究平成１４年度　総括・分担研究

報告書　１１９―１３７，２００３．

臨床外科学教室

� ����������	
��
�

口　演

　　１�．　藤原隆明：特別講演「画像からみた白内障」．

第　５�回西東京眼科フォーラム，三鷹，平成１５

年　９�月２０日．

　　２�．　藤原隆明：「白内障」．平成１５年度東京都眼科

医会卒後研修研究会，オーガナイザーならび

に講演，東京，平成１５年１０月２３日．

　　３�．　藤原隆明：特別講演「白内障の薬物療法」．第

３４回東京都眼科医会眼科講演，講習会，東京，

平成１５年１２月　６�日．

論　文

　　１�．　����������１���������	��
（１������
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著　書

　　１�．　藤原隆明（分担執筆）：　７�．水晶体．水晶体形

態異常．円錐水晶体・球状水晶体・先天無水

晶体，小水晶体，水晶体欠損．眼科診療ガイ

ド．眼科診療プラクティス編集委員会，東京，

文光堂，２００４，��２４０―２４２．

成人保健学教室

� ��������	��
�

口　演

　　１�．　川村治子：インシデントリポートを事故防止

にどう役立てるか．第２６回日本医学会総会，

福岡，平成１５年　４�月　４�～　６�日．

　　２�．　川村治子：看護のヒヤリ・ハット　１�万事例の

事実整理から学んだこと．第２９回日本看護研

究学会学術集会，大阪．平成１５年　７�月２４～２５

日．

　　３�．　川村治子：注射事故防止に求められる医師，

薬剤師と看護師の有効な連携．第２４年会日本

臨床薬理学会，横浜，平成１５年１２月１１～１２日．

　　４�．　川村治子：看護事故防止からみた情報のあり

方．第　１�回フォーカスチャーチング大会，大

阪，平成１５年１２月　６�～　７�日．

論　文

　　１�．　川村治子：薬剤のリスク管理．整形外科

５４：１０５０―１０５７，２００３．

　　２�．　川村治子：インシデントレポートの分析と対

策．医工学治療　１５：９５―９８，２００３．

　　３�．　川村治子：与薬エラー防止における病態と与

薬の一元的理解の重要性～求められる理解の

促進と共有を可能にする看護記録～．日本

���医療学会雑誌　　９�：２１―２３，２００４．

著　書

　　１�．　川村治子：事故防止・安全管理の方法．実践

臨床看護手技ガイド第　２�版，和田攻編，東京，

文光堂，２００３，�７８―８２．

　　２�．　川村治子：ヒヤリ・ハット１１，０００事例による

エラーマップ完全本．東京，医学書院，２００３．

　　３�．　川村治子：手術看護エラーの現状と対策～看

護のヒヤリ・ハット４１５事例より～．外科病

棟・手術室のリスクマネジメント，松田正紀，

押田茂實，根岸七雄編著，東京，中外医学社，

２００４，�１９―３０．

　　４�．　川村治子：医療におけるヒヤリ・ハット事例

分析．ヒューマンエラー防止のヒューマンフ

ァクターズ，行待武生監修，東京，テクノシ

１０１



―　　―

ステム，２００４，�５４５―５５２．

その他

　　１�．　１５年度厚生労働省科学研究費補助金（医療技

術評価総合研究事業）「病院における医療安全

と信頼構築に関する研究」報告書．

　　２�．　川村治子：インシデントリポートを事故防止

にどう役立てるか．第２６回日本医学会総会会

誌　　１�：３８９，２００４．

精神保健学教室

口　演

　　１�．　田島　治：うつ病と不安障害の薬物療法．日

本医学会総会，福岡，平成１５年　４�月　４�～　６�日．

　　２�．　田島　治：社会不安障害（���）の診断と治

療―最近の動向と治療の実際―．第　９�回房総

精神科研究会学術講演会，木更津，平成１５年

　４�月２３日．

　　３�．　田島　治：うつ病治療の最近の動向と新規抗

うつ薬の使い方．府中市医師会，府中，平成

１５年　４�月２５日．

　　４�．　田島　治：不安を伴ううつ病と不安障害に対

する���と����の併用療法．第４４回日本

心身医学会総会，宜野湾，平成１５年　５�月　８�日．

　　５�．　田島　治：���（��������	
������������：

不安障害）．ソルベイ製薬プレスセミナー，東

京，平成１５年　５�月２８日．

　　６�．　田島　治：双極性障害の医療最前線．第３０回

日本脳科学会，久留米，平成１５年　６�月　６�日．

　　７�．　田島　治：社会不安障害（���）の診断と治

療の最新の進歩．第　５�回二大学精神科フォー

ラム，大阪，平成１５年　６�月　７�日．

　　８�．　田島　治：プライマリ・ケアにおける抗うつ

薬と抗不安薬の使い方―抗不安，抗うつ作用

を併せもつ����―．朝日臨床医学セミナー，

東京，平成１５年　６�月１４日．

　　９�．　田島　治：プライマリ・ケアにおける抗うつ

薬と抗不安薬の使い方―抗不安：抗うつ作用

を併せもつ����―．日本医師会生涯教育講

座朝日臨床医学セミナー，名古屋，平成１５年

　７�月　５�日．

　１０．　田島　治：高齢者の精神障害について．三鷹

市社会福祉協議会，三鷹，平成１５年　７�月２２日．

　１１．　田島　治：うつ病研究の方向性を求めて．う

つ病アカデミー，東京，平成１５年　７�月１８～１９

日．

　１２．　田島　治：プライマリ・ケアにおける不安と

うつの治療―����とベンゾジアゼピンの位

置付け―．広島県内科会学術講演会，広島，

平成１５年　９�月１６日．

　１３．　田島　治：����と抗不安薬の併用療法．日

本心療内科学会中央研修会，東京，平成１５年

　９�月２８日．

　１４．　朝倉　聡，田島　治，小山　司：社会不安障

害（���）に対するフルボキサミンの臨床試

験―プラセボ対照二重盲検試験における検

討―．第１３回日本臨床精神神経薬理学会，青

森，平成１５年１０月　２�日．

　１５．　嘉手納志乃，辻　敬一郎，田島　治，他：ミ

アンセリンの投与によるジスキネジア，ジス

トニアの治療効果について．第１３回日本臨床

精神神経薬理学会，青森，平成１５年１０月　２�日．

　１６．　田島　治：プライマリ・ケアにおけるうつ病

治療の現状と課題．精神医療・悠久セミナー，

長岡，平成１５年１０月　７�日．

　１７．　田島　治：不安障害の薬物療法の最近の動

向．第３３回日本神経精神薬理学会年会，奈良，

平成１５年１０月　９�日．

　１８．　田島　治：プライマリ・ケアにおける不安と

うつの治療―����とベンゾジアゼピンの位

置付け―．メイラックス１５周年記念学術講演

会，岡山，平成１５年１０月１８日．

　１９．　田島　治：不安を伴ううつ病と不安障害に対

する���と����の併用療法．メイラック

ス１５周年記念学術講演会，川越，平成１５年１０

月２２日．

　２０．　田島　治：うつ病の診断と治療．東京都薬剤

師会第　２�回北多摩支部研修会，立川，平成１５

年１０月２４日．

　２１．　田島　治：ベンゾジアゼピン系抗不安薬と

����の効果的な使用法について．第　３�回鳥

取県東部精神神経疾患懇話会，鳥取，平成１５

年１０月２８日．

　２２．　田島　治：不安を伴ううつ病と不安障害に対

する���と����の併用療法．メイラック

ス１５周年記念学術講演会，仙台，平成１５年１１

月　７�日．

１０２

　３�．　保健学部・保健学研究科



―　　―

　２３．　田島　治：プライマリ・ケアにおける抗うつ

薬と抗不安薬の使い方―抗不安：抗うつ作用

を併せもつ����―．日本医師会生涯教育講

座朝日臨床医学セミナー，福岡，平成１５年１１

月　８�日．

　２４．　田島　治：社会不安障害（���）の診断と治

療の最近の進歩．第１６回日本総合病院精神医

学会，京都，平成１５年１１月２２日．

　２５．　田島　治：うつ病の診断と治療の最近の話

題．沼津中央病院学術講演会，沼津，平成１５

年１１月２７日．

　２６．　田島　治：うつ病の薬物療法の現状と課題．

���薬理研究所講演会，相模原，平成１５年１１

月２９日．

　２７．　田島　治：一般臨床における抗うつ薬の使い

方―そのポイントと注意点．第　３�回内科医の

ための心身医療勉強会，大阪，平成１６年　１�月

１４日．

　２８．　田島　治：うつ病治療のストラテジー．ベン

ゾジアゼピン系抗不安薬と����の効果的な

使用法について．神戸医師会学術講演会，神

戸，平成１６年　１�月１７日．

　２９．　田島　治：非定型抗精神病薬の現状と新たな

可能性を探る．第１６３回精翠会研究会，徳島，

平成１６年　１�月２１日．

　３０．　田島　治：精神障害とは．三鷹市社会福祉協

議会精神保健ボランティア講座，三鷹，平成

１６年　１�月３０日．
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　３２．　田島　治：全般性不安障害の診断と治療の最

近の動向．希徳（セディール）上市会，上海，

平成１６年　２�月１９日．

　３３．　田島　治：全般性不安障害の診断と治療の最

近の動向．希徳（セディール）上市会，北京，

平成１６年　２�月２０日．

　３４．　田島　治：現代社会とうつ病―ストレスとこ

ころの健康を考える―．武蔵野市障害者福祉

講演会，武蔵野，平成１６年　３�月　５�日．

　３５．　田島　治：社会不安障害の診断と治療の最近

の話題．第５７回千葉県精神科病院薬剤師会例

会，千葉，平成１６年　３�月１９日．

　３６．　田島　治：抗うつ薬と中断症候群について．

第　５�回ムードディスオーダー・カンファレン

ス，東京，平成１６年　３�月１３日．

　３７．　田島　治：中高年のうつ病・うつ状態．板橋

区こころの健康講座，東京，平成１６年　３�月２２

日．

論　文

　１．　田島　治：不安を伴ううつ病と不安障害に対

するベンゾジアゼピン（���）と����の併

用療法．分子精神医学　　３�：４２―５１，２００３．

　２．　田島　治：公募論文から見た不安とうつの治

療．臨床精神薬理　　６�：５２９―５３６，２００３．

　３．　田島　治：パニック障害はどこまでわかった

か．最新精神医学　　８�：２２３―２３０，２００３．

　４．　辻　敬一郎，田島　治：気分循環症．日本臨

床 領 域 別 症 候 群 シ リ ー ズ　３８：２８４―

２８６，２００３．

　５．　辻　敬一郎，田島　治：気分変調症．日本臨

床 領 域 別 症 候 群 シ リ ー ズ　３８：２８０―

２８３，２００３．

　６．　辻　敬一郎，田島　治：持続性気分（感情）

障害．日本臨床領域別症候群シリーズ　３８：

２７５―２７９，２００３．
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　８．　田島　治：気分障害の臨床におけるエビデン

スの使い方．臨床精神薬理　　６�：１０１９―

１０２６，２００３．

　９．　辻　敬一郎，嘉手納志乃，田島　治：������

�����単剤投与への切り替えの試み：２１症例

の比較．臨床精神薬理　　７�：６３５―６４１，２００３．

　１０．　田島　治，中野広一，大坪天平：知って起き

たい全般性不安障害の知識．日本醫事新報　

４１４３：����８，２００３．

　１１．　田島　治：新しい抗うつ薬����．臨床と研

究　８０：８３―８６，２００３．

１０３



―　　―

　１２．　田島　治：社会不安障害（���）の診断と治

療．���������	�
�１０：�３６�３９，�２００３．

　１３．　田島　治：ベンゾジアゼピン系抗不安薬．臨

床雑誌「内科」９２：６６４―６６８，２００３．

　１４．　田島　治：身体表現性障害．日本医師会雑誌　

１３１：��３７―４０，２００３．

　１５．　田島　治，石郷岡　純，加藤忠史，坂元　薫，

山田和男：抗うつ薬（����）のリスク＆ベネ

フィットに基づいた適正使用．臨床精神薬理　

　７�：２８３―２９４，２００３．

　１６．　田島　治：プライマリ・ケアにおける抗うつ

薬と抗不安薬の使い方．臨床雑誌「内科」

９２：１―６，２００３．
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著　書

　１．　田島　治：新しい抗うつ薬の薬理作用の特徴

とパーキンソン病に伴ううつの治療．パーキ

ンソン病―認知と精神医学的側面―．山本光

利編，東京，中外医学社，２００３，��１５９―１６７．

　２．　田島　治（監訳）：セロトニンを標的とした抗

精神病薬の作用．統合失調症　最新精神薬理

学．村崎光邦監修，東京，オフィスエム・ア

イ・ティ，２００３，��３４８―３６６．

　３．　田島　治：断眠療法．気分障害治療ガイドラ

イン．上島国利編，東京，医学書院，２００４，

��１２４―１３１．

　４．　田島　治：精神疾患と脳―脳の機能と構造か

らみた精神疾患治療薬の作用．精神看護学�．

川野雅資編，東京，ヌーヴェルヒロカワ，

２００４，��７２―７５．

　５．　田島　治：脳波検査．精神看護学�．川野雅

資編，東京，ヌーヴェルヒロカワ，２００４，

��１１６．

　６．　田島　治：薬物療法．精神看護学�．川野雅

資編，東京，ヌーヴェルヒロカワ，２００４，��１２４

―１３４．

　７．　田島　治，林　建郎（共訳）：抗うつ薬の時代

―うつ病治療薬の光と影―．���������	


著，東京，星和書店，２００４．

その他

　１．　田島　治：うつ病と新しい薬．暮しと健康，

保健同人社，２００３，��２７―２９．

　２．　田島　治：不安障害について．寿，寿出版，

２００３，��２０―２３．

　３．　田島　治：現代社会のストレスとうつ病．

���������	
����
	���，２００３，��４４

―４７．

　４．　田島　治：適切な治療で人生が変わる「社会

不安障害」を知ってください．栄養と料理，

女子栄養大学出版部，２００３，��１６５―１６６．

　　５�．　田島　治：極度の上がり症は病気の　１�つ．日

経ビジネス，日経��社，２００３，��７０．

　　６�．　田島　治：����の離脱症状．���������，ヤ

ンセンファーマ株式会社，２００３，��１６．

　　７�．　田島　治：社会不安障害，����．日経ヘルス，

２００３，��１７．

　　８�．　田島　治：高齢者のうつ病．毎日ライフ，毎

日新聞社，２００３，��９０．

　　９�．　田島　治：薬物療法で不安をやわらげる．暮

しと健康，保健同人社，２００３，��１７―１９．

　１０．　田島　治：うつの時代　豊かさの中の憂鬱を

乗り越える第　７�回　自殺を減らす最大の課

題．ぜんかれん　　４�：４０―４３．２００３．

　１１．　田島　治：うつの時代　豊かさの中の憂鬱を

乗り越える第　８�回　薬物療法の効果と時間．

ぜんかれん　　５�：４０―４３，２００３．

　１２．　田島　治：うつの時代　豊かさの中の憂鬱を

乗り越える第　９�回　薬物療法の種類と量．ぜ

んかれん　　６�：３８―４１，２００３．

　１３．　田島　治：うつの時代　豊かさの中の憂鬱を

乗り越える第１０回　古いタイプの抗うつ薬の

役割．ぜんかれん　　７�：３８―４１，２００３．

　１４．　田島　治：うつの時代　豊かさの中の憂鬱を

乗り越える第１１回　����の光と影．ぜんか

れん　　８�：４０―４３，２００３．

　１５．　田島　治：うつの時代　豊かさの中の憂鬱を

乗り越える第１２回　����の光と影�月�．ぜん

かれん　　９�：３８―４１，２００３．

　１６．　田島　治：うつの時代　豊かさの中の憂鬱を

乗り越える第１３回　社会不安障害（���）に

ともなううつ病．ぜんかれん　１０：３８―

１０４

　３�．　保健学部・保健学研究科



―　　―

４１，２００３．

　１７．　田島　治：うつの時代　豊かさの中の憂鬱を

乗り越える第１４回　社会不安障害（���）の

原因．ぜんかれん　１１：３８―４１，２００３．

　１８．　田島　治：うつの時代　豊かさの中の憂鬱を

乗り越える第１５回　社会不安障害（���）の

治療法．ぜんかれん　１２：３８―４１，２００３．

　１９．　田島　治：不安とうつ病に対するベンゾジア

ゼピンと����の併用療法―日米両国におけ

る再検討―（������），ヘスコインターナ

ショナル，東京，２００３．

　２０．　田島　治：うつ病治療の現在と未来．����

日本語版，毎日新聞社，２００４，��６４―６９．

　２１．　田島　治：抗うつ薬の副作用を知って正しく

使用する．毎日ライフ，毎日新聞社，２００４，

��４５―４９．

　２２．　田島　治：うつの時代　豊かさの中の憂鬱を

乗り越える第１６回　人生の危機―中高年のう

つ病・うつ状態．ぜんかれん　　１�：３８―

４１，２００４．

　２３．　田島　治：うつの時代　豊かさの中の憂鬱を

乗り越える第１７回　老年期のうつを乗り越え

る．ぜんかれん　　２�：４０―４３，２００４．

　２４．　田島　治：うつの時代　豊かさの中の憂鬱を

乗り越える第１８回　老年期の治りにくいうつ

病と治療の工夫．ぜんかれん　　３�：４０―

４３，２００４．

その他

　　１�．　����������	
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保健栄養学教室

� ����������	�
����
�������

口　演

　　１�．　中谷弥栄子，西川浩昭，手嶋登志子：学生に

よる栄養指導実習授業評価の試み―教育目標

の評価について―．第５７回日本栄養・食糧学

会大会，福岡，平成１５年　５�月１７日．

　　２�．　中谷弥栄子：効果的な栄養指導を考える―肥

満を例として―．東京産業保健推進センタ

ー，東京，平成１５年１２月１７日．

著　書

　　１�．　中谷弥栄子：栄養教育実施のための技術，栄

養科学シリーズ����栄養教育論，笠原賀

子・川野因編．東京，講談社，２００３，��４０―

４８．

　　２�．　中谷弥栄子：栄養教育の実施，栄養科学シリ

ーズ����栄養教育論，笠原賀子，川野因．

東京，講談社，２００３，��７９―８１．

　　３�．　中谷弥栄子：健康教育のための計画づくり，

健康教育―ヘルスプロモーションの展開，日

本健康教育学会編．東京，保健同人社，２００３，

��２２―６０．

　　４�．　中谷弥栄子：公衆衛生学，平成１６年版管理栄

養士国家試験問題と解答，�日本栄養士会栄

養指導研究所編．東京，第一出版，２００３，

��４６５―５１０．

　　５�．　中谷弥栄子：公衆衛生学，平成１６年版管理栄

養士国家試験練習問題集，�日本栄養士会栄

養指導研究所編．東京，第一出版，２００４，

��１１９―１４４．

成人・高齢者看護学教室

� ����������	
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口　演

　　１�．　堤　かおり，近藤ふさえ：外来通院患者の　２�

型糖尿病患者の実態調査―壮年期有職患者の

疾病に対する認識と生活上の変化―その　１�．

第３４回日本看護学会成人看護�，和歌山，平

成１５年　８�月２８～２９日．

　　２�．　近藤ふさえ，堤　かおり：外来通院患者の　２�

型糖尿病患者の実態調査―壮年期有職患者の

疾病に対する認識と生活上の変化―その　２�．

第３４回日本看護学会成人看護�，和歌山，平

成１５年　８�月２８～２９日．

　　３�．　近藤ふさえ，堤　かおり：　２�型糖尿病を持つ

壮年期有職患者の抱える治療上の困難―職場

における他者との関係，食事療法，薬物療法，

１０５



―　　―

定期検診から―．第　８�回日本糖尿病教育・看

護学会，新潟，平成１５年　９�月２７～２８日．

　　４�．　坂本祐子，富　律子１，吉田久美子，高田みつ

子（１横浜市立大・看護短期大）：看護基礎教

育における看護倫理教育の導入―成人看護学

実習における学生が捉えた倫理的問題の分

析―．第１３回日本看護学教育学会，長野，平

成１５年　８�月　２�～　３�日．

　　５�．　高田みつ子：福田思想にみる行基と忍性の布

施屋の比較―古代と鎌倉時代―．第２３回日本

看護科学学会学術集会，津，平成１５年１２月　６�

～　７�日．

　　６�．　東　利江：手術患者の痛み対処とコントロー

ル感覚に関する研究．第２３回日本看護科学学

会学術集会，津，平成１５年１２月　６�～　７�日．

論　文

　　１�．　近藤ふさえ：看護師国家試験サクセスガイ

ド．老年看護学　２８―２９，３４：５７―５８，２００３．

　　２�．　近藤ふさえ：てこずり糖尿病と治療中断―働

き盛りの糖尿病患者の対処法は？肥満と糖尿

病　　３��：２２８―２３０，２００４．

著　書（電子メディアを含む）

　　１�．　高田みつ子監修，坂本祐子指導：看護リスク

マネジメント�概論編．東京，ビデオパッ

ク・ニッポン，平成１５年　９�月．

　　２�．　高田みつ子監修，坂本祐子指導：看護リスク

マネジメント�実践編．東京，ビデオパック・

ニッポン，平成１５年　９�月．

その他

　　１�．　岡美智代１，伊波早苗２，滝口成美３，近藤ふさ

え，中野裕子４，神田清子５，患者教育研究会

（１北里大・看護学部，２滋賀医大・医・付属病

院，３日本赤十字看護大，４千葉大・院・看護学

研究科修士課程，５群馬大・医・保健学科）：

行動変容を促す技法とその理論・概念的背

景．看護研究　３６：２１３―２２３，２００３．

　　２�．　高田みつ子：福田思想にみる行基と忍性の福

祉的実践の比較―奈良時代と鎌倉時代を比較

して―．杏林大学研究報告教養部門　２１：　１�

―１１，２００４．

　　３�．　近藤ふさえ：看護研究講座―基礎・専門コー

ス―．国立精神・神経センター武蔵病院，小

平，平成１５年　５�月１９日，　５� 月２９日，　６� 月２６日，

　７�月２４日，　９� 月１９日，１１月　７�日，１２月１１日，

平成１６年　２�月　６�日．

　　４�．　近藤ふさえ：看護研究講座―卒後　３�年コー

ス―．国立精神・神経センター武蔵病院，小

平，平成１６年　９�月２５日，　２� 月２３日．

精神看護学教室

� ��������	
����

口　演

　　１�．　浅沼奈美：精神障害者の地域生活を支える．

平成１５年地域福祉権利擁護事業現任生活支援

員研修会，東京都社会福祉協議会，平成１５年

１０月２５日．

　　２�．　浅沼奈美：人を育てる役割に求められる対人

援助技術（個別援助に対するスーパービジョ

ン）．平成１５年度南多摩保健医療圏地域保

健・医療・福祉推進研修，東京都南多摩保健

所，平成１５年１２月　１�日．

　　３�．　松尾令子，浅沼奈美，大澤亜貴子，大瀧純一：

慢性状態にある統合失調症患者の前頭葉機能

について―かなひろいテストを用いて―．第

３２回杏林医学会総会，三鷹，平成１５年１１月　１�

日．

論　文

　　１�．　浅沼奈美，中山順子，柏木由美子１，八重田

淳２（１東京都狛江調布保健所，２筑波大・院・

教育研究科）：措置入院を繰り返してきた精

神障害者の就労援助―社会適応訓練事業を活

用した職業レディネスの形成―．職業リハビ

リテーション学会誌　１６：６０―６６，２００３．

　　２�．　宮本ふみ１，森田　桂，甲斐静江２，浅沼奈美，

塚原洋子２，他（１多摩・保健師の活動を考える

会，２杏林・保・地域看護学）：保健師の援助

技法を考える������保健師の専門性はどこ

にあるのか．保健婦雑誌　５９：４４０―４４４，２００３．

　　３�．　宮本ふみ１，森田　桂，浅沼奈美，塚原洋子２，

他（１多摩・保健師の活動を考える会，２杏林・

保・地域看護学）：保健師の援助技法を考え

る������「生活」を対象とした個別援助の技

術．保健婦雑誌　５９：５２８―５３４，２００３．

　　４�．　宮本ふみ１，森田　桂，浅沼奈美，塚原洋子２，

他（１多摩・保健師の活動を考える会，杏林・

保・地域看護学）：保健師の援助技法を考え

１０６

　３�．　保健学部・保健学研究科



―　　―

る������個別の支援から地域全体へ．保健婦

雑誌　５９：６２８―６３４，２００３．

その他

　　１�．　浅沼奈美：自殺防止プロジェクト．東京都多

摩川保健所，平成１６年　１�月～　２�月．

　　２�．　浅沼奈美：地域保健と産業保健の連携による

うつ病対策に向けて―うつ対策に求められる

保健所の役割―．東京都多摩川保健所自殺防

止プロジェクト報告書（西多摩地域に働く人

の自殺予防をめざして―地域保健と産業保健

の連携によるうつ病対策―）��３６―�３８，平成

１６年　３�月．

　　３�．　浅沼奈美：平成１５年度厚生労働科学研究「触

法行為を行った精神障害者の精神医学的評

価・治療，社会復帰等に関する研究」分担研

究班「触法精神障害者の看護ならびに地域支

援の手法に関する研究」．東京，平成１５年　９�月

～平成１６年　３�月．

　　４�．　浅沼奈美：未治療・医療中断事例研究会．東

京都狛江調布保健所，平成１５年　５�月～　８�月．

　　５�．　浅沼奈美，松尾令子：未治療・医療中断事例

研究会．東京都精神医学研究所，平成１５年　６�

月～　７�月．

母子看護・助産学教室

� �����������	�
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口　演

　　１�．　今　美希，田中美和１，山岡裕美１，西林有佳，

佐々木裕子，土屋有利子，佐藤喜美子，竹内

千恵子，高橋康一，岩下光利２，中村幸雄２（１杏

林大・保・看護学科，２杏林大・医・産科婦人

科学）：大学生の月経随伴症状に関する検討．

第２１回東京母性衛生学会，東京，平成１５年　５�

月２５日．

　　２�．　田中美和１，山岡裕美１，今　美希，西林有佳，

佐々木裕子，土屋有利子，佐藤喜美子，竹内

千恵子，高橋康一（１杏林大・保・看護学

科）：大学生の月経前の月経随伴症状に教育，

意識が与える影響に関する検討．第２１回東京

母性衛生学会，東京，平成１５年　５�月２５日．

　　３�．　佐々木裕子，田中美和１，山本由香１，向井加奈

子１，千本松美樹１，今　美希，西林有佳，土屋

有利子，佐藤喜美子，竹内千恵子，高橋康一

（１杏林大・保・看護学科）：共働き家庭にお

ける夫婦の愛着と子への愛着に関連する要

因．第２１回東京母性衛生学会，東京，平成１５

年　５�月２５日．

　　４�．　田中美和１，山本由香１，向井加奈子１，千本松

美樹１，佐々木裕子，今　美希，西林有佳，土

屋有利子，佐藤喜美子，竹内千恵子，高橋康

一（１杏林大・保・看護学科）：共働き家庭に

おける夫婦の愛着と子への愛着との関連性．

第２１回東京母性衛生学会，東京，平成１５年　５�

月２５日．

　　５�．　西林有佳，今　美希，佐々木裕子，土屋有利

子，佐藤喜美子，竹内千恵子，高橋康一，岩

下光利１，中村幸雄１（１杏林大・医・産科婦人

科学）：多変量解析による日産婦更年期スコ

アの指数化の試み．第２１回東京母性衛生学

会，東京，平成１５年　５�月２５日．

　　６�．　日浦彩子１，星野奈美１，山本絵美１，今　美希，

西林有佳，佐々木裕子，土屋有利子，佐藤喜

美子，竹内千恵子，高橋康一（１杏林大・保・

看護学科）：大学生とその母親の更年期・更

年期障害の認識に関する検討．第２１回東京母

性衛生学会，東京，平成１５年　５�月２５日．

　　７�．　佐藤喜美子，土屋有利子，鈴木美恵子１，鈴木

幹子１，恵美須文枝２（１日本赤十字武蔵野短期

大，２東京都立保健科学大）：助産基礎教育に

おける「避妊法・経口避妊薬」に関する教育

の実態．第３９回全国助産師教育協議会総会，

東京，平成１５年　５�月１６日．

　　８�．　関澤浩一１，岸　邦和１，朝野　聰２，竹内千恵

子（１杏林大・保・細胞遺伝学，２杏林大・保・

健康教育学）：大学生への遺伝教育に有用と

考えられるグループディスカッションの一

例．第２７回日本遺伝カウンセリング学会，東

京，平成１５年　６�月　５�～　６�日．

　　９�．　今　美希，西林有佳，佐々木裕子，土屋有利

子，佐藤喜美子，竹内千恵子，高橋康一：女

子大学生の月経随伴症状についての検討．第

２２回思春期学会総会，京都，平成１５年　８�月１８

日．

　１０．　渡辺純一１，堀内成子３，江藤宏美３，竹内千恵

子，片桐麻洲美３，高村寿子３（１井之頭病院，２聖

路加看護大，３自治医大・看護学）：ピアカウ

１０７
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ンセラー養成セミナー受講後フォローアップ

評価．第　５�回日本ヒューマン・ケア心理学会，

東京，平成１５年　９�月２２～２３日．

　１１．　竹内千恵子：急変患者対応技術の検討―熟練

看護師の判断過程に焦点を当てて―．第　５�回

日本ヒューマン・ケア心理学会，東京，平成

１５年　９�月２２～２３日．

　１２．　今　美希，西林有佳，佐々木裕子，土屋有利

子，佐藤喜美子，竹内千恵子，高橋康一，岩

下光利１，中村幸雄１（１杏林大・医・産科婦人

科学）：女子大学生の月経随伴症状の出現時

期と頻度に関する研究．第４４回日本母性衛生

学会，宇都宮，平成１５年１０月　９�～１０日．

　１３．　西林有佳，今　美希，佐々木裕子，土屋有利

子，佐藤喜美子，竹内千恵子，高橋康一，岩

下光利１，中村幸雄１（１杏林大・医・産科婦人

科学）：更年期障害の客観的評価と背景因子

に関する検討．第４４回日本母性衛生学会，宇

都宮，平成１５年１０月　９�～１０日．

　１４．　佐々木裕子，今　美希，西林有佳，土屋有利

子，佐藤喜美子，竹内千恵子，高橋康一：共

働き家庭における夫婦愛着と子への愛着に関

する検討．第４４回日本母性衛生学会，宇都宮，

平成１５年１０月　９�～１０日．

　１５．　佐藤喜美子，大賀明子１，諏訪きぬ２（１横浜市

立大・看護短期大，２明星大・院・人文学

部）：低出生体重児をもつ父親の「親となる」

過程―半構成的面接から見出した父親の体験

とのめり込み感情―．第４４回日本母性衛生学

会，宇都宮，平成１５年１０月　９�～１０日．

　１６．　大脇淳子，太田ひろみ１，橋本佳美，石垣信

男２，（１杏林大・保・地域看護学，２稲城市立病

院・小児科）：小児慢性疾患専門外来に対す

る保護者の期待．第６１回日本公衆衛生学会総

会，さいたま，平成１５年１０月２３～２５日．

　１７．　佐藤菜穂子１，大脇淳子（１五霞町保健センタ

ー）：２２時以降に就寝する幼児の生活リズム

の実態．第６１回日本公衆衛生学会総会，さい

たま，平成１５年１０月２３～２５日．

　１８．　大脇淳子，太田ひろみ１，橋本佳美，石垣信男２

（１杏林大・保・地域看護学，２稲城市立病院・

小児科）：小児アレルギー専門外来に対する

保護者の期待．第４０回日本小児アレルギー学

会，岩手，平成１５年１１月　１�～　２�日．

　１９．　岡木章江１，佐藤博子１，橋本佳美，清水克江

（１杏林大・保・看護学科）：母親の共食に対

する意識と子どもの食事の楽しさの関係―保

育園児とその母親の食事場面に関する実態調

査から―．第５０回日本小児保健学会，鹿児島，

平成１５年１１月１３～１５日．

　２０．　武市洋美１，平沢美恵子１，新田真弓１，村上睦

子２，長内佐斗子２，橋本佳美３（１日本赤十字看

護大，２日本赤十字社医療センター，３杏林大・

保・看護学科）：極低出生体重児を出産した

母親への支援―母乳栄養推進に向けて―．第

５０回日本小児保健学会，鹿児島，平成１５年１１

月１３～１５日．

　２１．　大竹美幸１，佐藤菜穂子１，忍足香澄１，大脇淳

子（１杏林大・保・看護学科）：保育園児の就

寝時刻に影響を及ぼす要因―保護者の養育行

動に着目して―．第５０回小児保健学会，鹿児

島，平成１５年１１月１３～１５日．

　２２．　忍足香澄１，佐藤菜穂子１，大竹美幸１，大脇淳

子（１杏林大・保・看護学科）：就寝時刻が幼

児の身体状況に与える影響―保育園児の体

温，脈拍，活動量の測定から―．第５０回小児

保健学会，鹿児島，平成１５年１１月１３～１５日．

　２３．　土屋有利子，高坂宏一１（１杏林大・総合政策学

部）：東京都の出生力にみられる地域差の検

討　第　２�報．第６８回日本民族衛生学会総会，

熊本，平成１５年１１月２７～２８日．

　２４．　鈴木美恵子１，鈴木幹子１，佐藤喜美子，土屋有

利子，恵美須文枝２（１日本赤十字武蔵野短期

大，２東京都立保健科学大）：助産教育におけ

る「避妊法・経口避妊薬」に関する教育の実

態（第　１�報）．第１１回東京保健科学学会，東

京，平成１６年　２�月　７�日．

　２５．　鈴木幹子１，鈴木美恵子１，佐藤喜美子，土屋有

利子，恵美須文枝２（１日本赤十字武蔵野短期

大，２東京都立保健科学大）：助産教育におけ

る「避妊法・経口避妊薬」に関する教育の実

態（第　２�報）．第１１回東京保健科学学会，東

京，平成１６年　２�月　７�日．

論　文

　１．　岸　邦和１，関澤浩一１，竹内千恵子，朝野　

聰２（１杏林大・保・細胞遺伝学，２杏林大・

１０８
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保・健康教育学）：大学における遺伝教育へ

の提言―学習指導要領・教科書・大学入学試

験及び大学生への調査を基に―．日本遺伝カ

ウンセリング学会誌　２４：１０１―１０８，２００３．

　２．　奥西紋佳１，毛利恭子１，井上雅子１，武山美保１，

大脇淳子（１杏林大・保・看護学科）：汗のふ

き取り方の違いによる皮膚水分量，皮脂量，

皮膚��の変化に関する研究．幼児と保育　

　９��：５７―６０，２００３．

　３．　中村久美子１，竹内千恵子，吉田直子２，飯田加

奈恵１（１杏林大・保・基礎看護学，２杏林大・

保・地域看護学）：新卒看護師の看護能力の

特徴　第　３�報自己評価と他者評価より．杏林

大学研究報告教養部門　２１：１３―２１，２００４．

著　書

　１．　丸山昭子：グループインタビュー法により事

業を評価する―夜間保育ニーズの複合評

価―．ヒューマンサービスにおけるグループ

インタビュー法�／活用事例編．安梅勅江　１�

編（１浜松医科大），東京，医歯薬出版株式会

社，２００３，��６１―７７．

その他

　１．　高坂宏一１，出嶋靖志２，土屋有利子（１杏林大・

総合政策学部，（２杏林大・保・人類生態学）：

日本・韓国・インドネシアにおける出生力低

下メカニズムに関する比較人口生態学研究．

科学研究費補助金研究成果報告書．２００３．

　２．　堀内成子１，高村寿子２，竹内千恵子，渡辺純一３，

片桐麻洲美１（１聖路加看護大，２自治医大・看

護学部，３井之頭病院）：ピア・カウンセラー

養成マニュアル作成に関する研究．平成１４年

度厚生労働省科学研究子ども家庭総合事業研

究報告書．２００３，��１９３―２０６．

地域看護学教室

� ���������	
����	��������

口　演

　１．　山口佳子，河野啓子１，錦戸典子，佐々木美奈

子２，櫻井尚子３，荒井澄子４（１東海大・健・

看，２東京大・院・医・健，３慈恵医大・医・

看，４東京都健康局）：都道府県保健所，政令市

型保健所，市町村における職域保健との連携

の実態．日本地域看護学会第　６�回学術集会，

横浜，平成１５年　６�月　７�日．

　２．　塚原洋子：現任教育のあり方．国立保健医療

科学院，埼玉，平成１５年　６�月１３日．

　３．　塚原洋子：新人教育に対するリーダーの役

割．南多摩圏域研修，東京，平成１５年　９�月１６

日．

　４．　大脇淳子，太田ひろみ，橋本佳美，石垣信男：

小児アレルギー専門外来診療に対する保護者

の期待．第４０回小児アレルギー学会，岐阜，

平成１５年１０月　４�日．

　５．　山口佳子，太田ひろみ，吉田直子，塚原洋子：

市町村保健師に対する現任教育の現状と課

題．第６２回日本公衆衛生学会総会，京都，平

成１５年１０月２２日．

　　６�．　大木幸子，阿部まり子，松島郁子，桜山豊夫１，

太田ひろみ，山口佳子，塚原洋子（１東京都八

王子保健所）：健康な地域づくり活動におけ

る保健所の市への支援機能について．第６２回

日本公衆衛生学会総会，京都，平成１５年１０月

２２日．

　　７�．　齋藤和佳子，吉田　郁，塚原洋子：親の介護

に対する男性の介護意識～男性の介護参加を

高めるには～．第６２回日本公衆衛生学会総

会，京都，平成１５年１０月２２日．

　　８�．　吉原恭子，佐藤亜津子，笹谷雅子，佐賀サヨ

子，梅沢ぬゑ，田中重子，渡部裕之１，塚原洋

子（１東京都多摩東村山保健所）：多摩東村山

保健所における虐待対策事業への取り組みの

報告（第　３�報）．第６２回日本公衆衛生学会総

会，京都，平成１５年１０月２１日．

　　９�．　大脇淳子，太田ひろみ，橋本佳美：小児慢性

疾患専門外来の診療に対する保護者の期待．

第６２回日本公衆衛生学会総会，京都，平成１５

年１０月２２日．

　１０．　金木美穂，橋本尚子，太田ひろみ：自主グル

ープ活動の効果と専門職による活動への支援

を考える．第６２回日本公衆衛生学会総会，京

都，平成１５年１０月２２日．

　１１．　山口佳子：自由集会「公衆衛生看護を語ろ

う」：東京都多摩地区市町村における保健師

現任教育の現状と課題．第６２回日本公衆衛生

学会総会，京都，平成１５年１０月２３日．

　１２．　山口佳子，浅沼奈美：リーダー保健師の力量

１０９
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形成に向けて．平成１５年度南多摩保健医療圏

人材育成研修，多摩市，平成１５年１２月　１�日．

　１３．　太田ひろみ：健康づくり推進員養成講座．日

野市健康づくり推進員研修，東京，平成１５年

１２月　８�日．

　１４．　塚原洋子：���を考える．宮城県保健師研究

会，宮城，平成１６年　１�月　７�日．

　１５．　塚原洋子：現任教育と中堅保健師の役割．長

崎県保健師研修会，長崎，平成１６年　２�月２５日．

　１６．　塚原洋子：みんなでつくる健康な地域．長房

いきいき健康づくり事業報告会，東京，平成

１６年　２�月２７日．

論　文

　　１�．　山口佳子，塚原洋子，太田ひろみ，吉田直子，

島田美喜：市町村新任保健師の活動上の困難

からみた看護大学に求められる保健師教育に

関する研究．杏林医学会雑誌　３４：３８６，２００３．

　　２�．　櫻井尚子１，佐々木美奈子２，河野啓子３，山口

佳子，錦戸典子３，荒井澄子４（１慈恵医大・医・

看，２東京大・院・医・健，３東海大・健・

看，４東京都健康局）：市町村の地域活動に焦

点を当てた職域保健との連携の要因ヘルスプ

ロモーションの視点からの分析．日本地域看

護学会誌　　５�：２１―２７，２００２．

　　３�．　河野啓子１，山口佳子，錦戸典子，佐々木美奈

子２，櫻井尚子３，荒井澄子，倉下美和子４（１東

海大・健・看，２東京大・院・医・健，３慈恵医

大・医・看，４東京都健康局）：働く人を支え

る「地域」と「産業」の連携　地域保健と産

業保健の連携事例にみる現状と課題．保健婦

雑誌　５８：１１０―１１６，２００２．

　　４�．　宮本ふみ，森田　桂，小林啓子，甲斐静江１，

小宮山桂子２，大木幸子，菊谷玲子３，中板育美４，

大谷貴冶５，岩下裕子６，浅沼奈美，塚原洋子

（１東京都多摩川保健所，２秋川保健所，３八王子

保健所，４南多摩保健所，５しょ保健所三宅出張

所，６東京都職員共済組合健康管理センタ

ー）：保健師の援助方法を考える…������

保健師の専門性はどこにあるのか．保健婦雑

誌　５９�：４４０―４４４，２００３．

　　５�．　宮本ふみ，森田　桂，小林啓子，甲斐静江１，

小宮山桂子２，大木幸子，菊谷玲子３，中板育美４，

大谷貴冶５，岩下裕子６，浅沼奈美，塚原洋子

（１東京都多摩川保健所，２秋川保健所，３八王子

保健所，４南多摩保健所，５しょ保健所三宅出張

所，６東京都職員共済組合健康管理センタ

ー）：保健師の援助方法を考える…������

「生活」を対象とした個別援助の技術．保健婦

雑誌　５９�：５２８―５３４，２００３．

　　６�．　宮本ふみ，森田　桂，小林啓子，甲斐静江１，

小宮山桂子２，大木幸子，菊谷玲子３，中板育美４，

大谷貴冶５，岩下裕子６，浅沼奈美，塚原洋子

（１東京都多摩川保健所，２秋川保健所，３八王子

保健所，４南多摩保健所，５しょ保健所三宅出張

所，６東京都職員共済組合健康管理センタ

ー）：保健師の援助方法を考える…������：

個別の支援から地域全体へ．保健婦雑誌 ５９

�：６２８―６３４，２００３．

著　書

　　１�．　山口佳子・塚原洋子：地域診断の現状．地域

特性に応じた保健活動，平野かよ子，横浜，

ライフサイエンスセンター，２００４，�７５―８５．

その他

　　１�．　塚原洋子：保健所長に求められる役割と期

待．全国保健所長会研修会講演記録集，日本

公衆衛生協会，２００４．

　　２�．　山口佳子，太田ひろみ・吉田直子・塚原洋

子：平成１４年度杏林大学保健学部プロジェク

ト研究報告書「東京都多摩地区市町村におけ

る新任保健師の現任教育に関する実態調査」，

２００４．

　　３�．　大木幸子１，片岡幸子２，塚原洋子，山口佳子，

太田ひろみ（１東京都八王子保健所，２八王子

市）：「地域住民と協働で行う健康づくり活動

を進めるために」長房・並木・城山手地域い

きいき健康づくり事業報告書，２００４．

１１０

　３�．　保健学部・保健学研究科



１１１―　　―

Ⅰ．　文部科学省及び日本私立学校振興・共済事業団等の助成（保健学部平成１５年度分）

補助額（千円）研究代表者研究課題，設備等種目

２２，０９３西山　文朗電子顕微鏡��������私立大学研究設備整備費補助金

大学院高度化推進特別経費

２，０６７大木　玲子大腸菌���アレイを用いた，����の分解
調節の網羅的解析研究科特別経費（研究科分）

４６５清水　淑子��������	�
������ アメリカ合衆国外国人研究員等特別招へい経費

（短期） ４５０柳澤　厚生����������	
�	� アメリカ合衆国

学術研究推進特別経費

８，７００金森　政人生活環境に起因する健康障害に関する包括的
解析

学術フロンティア推進事業

大学教育高度化推進特別経費

２，９９５丘島　晴雄「抗酸化活性検定法」を利用した分光分析学教
授法の開発に関する研究

高等教育研究改革推進経費
１，５１５大河戸光章

病理・細胞検査学における視覚的授業とホーム
ページおよび�����を利用した個別学習の
教育効果に関する研究

３，５２５高見　　茂独創性を育む保健解剖学教育法の開発

３，４６５和田　貴子大学教育における救急救命士課程教育の高度
化シュミレーション実習の展開

（　２ ）研究費の助成

補助額（千円）研究代表者研究課題種目

３，６００清水　淑子ダウン症関連遺伝子の発現調節と蛋白の機能
解析基盤研究（Ｂ）

１，１００下島　裕美自伝的記憶の検索過程とその神経的基盤―事
象関連電位を用いて―若手研究（Ｂ）

１，０００一條　優華体格と味覚との関連についての実験的研究若手研究（Ｂ）

１，６００八巻　明子ダウン症発症における２１番染色体�����領域ヒ
ト����遺伝子の関与若手研究（Ｂ）

Ⅱ．　科学研究費補助金（保健学部平成１５年度分）




