
大阪府立急性期・総合医療センター医学雑誌　第32巻
内科　（2008.1.1-2008.12.31）

1. 学会・研究発表
学会名 開催日 開催地

肺癌と気胸

北井俊大、有住俊広、三浦慎也、
緒方良、大場雄一郎、児玉昌身、
谷尾吉郎、小間勝、武田伸一、島
本茂利、浅野雅敏、藤原桂樹、荒

有住俊広、谷尾吉郎、緒方良、大
場雄一郎、児玉昌身、小間勝、田
中康博、島本茂利、木村勇人、伏
見博彰

胸腔鏡下掻爬術を施行した急性膿胸

タイトル 参加者

大場雄一郎、緒方良、坂口悠介、
安田圭子、藤永哲治、鉄本訓史、
有住俊広、児玉昌身、谷尾吉郎

緒方良、有住俊広、大場雄一郎、
児玉昌身、谷尾吉郎、小間勝、武
田伸一、木村勇人、伏見博彰

緊急入院となった自然気胸159名 緒方良、谷尾吉郎、有住俊広、大
場雄一郎、児玉昌身、小間勝、木
村勇人、伏見博彰

全身痙攣で発症し開頭術・γナイフ施行後化学
療法を行った肺肉腫の１例

大阪市

有住俊広、谷尾吉郎、緒方良、大
場雄一郎、児玉昌身、小間勝、武
田伸一、西憲幸、島本茂利、島津
宏樹、伏見博彰

三浦慎也、中川慧、有住俊広、大
場雄一郎、児玉昌身、谷尾吉郎、
西憲幸、小間勝、島本茂利、木村
勇人、伏見博彰

高カルシウム血症を合併した肺癌患者

化学放射線治療が奏効したⅢB期大細胞神経内
分泌癌

骨転移合併肺癌患者に対する集中的治療

肺癌患者における市中肺炎・院内肺炎の死亡危
険因子検索

転移性肺腫瘍の気管支鏡診断

中原祐次郎、岸文久、緒方良、有
住俊広、大場雄一郎、児玉昌身、
谷尾吉郎

飯塚千乃、大場雄一郎、藤本忠
男、榎谷祐亮、緒方良、有住俊
広、児玉昌身、谷尾吉郎、小間
勝、武田伸一、島本茂利、伏見博

大阪市

北九州市

緒方良、榎谷祐亮、飯塚千乃、藤
本忠男、有住俊広、大場雄一郎、
児玉昌身、谷尾吉郎、横田章、原
田直毅

武田伸一、小間勝、田中康博、緒
方良、有住俊広、大場雄一郎、児
玉昌身、谷尾吉郎

集中的治療を行ったEGFR遺伝子変異を有する肺
腺癌患者

藤本忠男、有住俊広、緒方良、大
場雄一郎、児玉昌身、谷尾吉郎、
小間勝、武田伸一、島津宏樹、伏
見博彰、小松原千鶴子

重喫煙者肺癌に併存する上葉肺気腫と下葉間質
性肺炎

PET陽性で肺癌と間違われた移動性炎症性腫瘤
の一例

過敏性肺炎が疑われたニューモシスチス肺炎と
B型肺炎、HIV脳症合併の１例

緒方良、有住俊広、大場雄一郎、
児玉昌身、谷尾吉郎、木村賢二、
木戸高志、小間勝、武田伸一

神戸市

福岡市

京都市

京都市

北九州市

神戸市

東京都

大阪市

大阪市

神戸市

2008.2.2

2008.3.20

2008.9.6

2008.11.29

2008.11.13

2008.6.15

2008.6.14

2008.11.13

2008.4.11

2008.6.7

第31回日本呼吸器内
視鏡学会学術集会

第49回日本肺癌学会
総会

2008.12.13

2008.7.12

2008.7.5

第72回日本呼吸器学
会近畿地方会

第87回日本肺癌学会
関西支部会

第6回日本臨床腫瘍学
会総会

第186回日本内科学会
近畿地方会

第187回日本内科学会
近畿地方会

第105回日本内科学会
講演会

第185回日本内科学会
近畿地方会

第88回日本肺癌学会
関西支部会

第71回日本呼吸器学
会近畿地方会

第49回日本肺癌学会
総会

第48回日本呼吸器学
会学術講演会



大阪府立急性期・総合医療センター医学雑誌　第33巻
内科　（2009.1.1-2009.12.31）

1. 学会・研究発表

学会名 開催日 開催地

木村賢二、髙島純平、緒方良、大場
雄一郎、有住俊広、谷尾吉郎、武田
伸一、島本茂利、伏見博彰

第188回日本内科学会
近畿地方会

2009.6.13 大阪市 中枢気道狭窄を来した肺癌

有住俊広、谷尾吉郎、緒方良、高島
純平、武田伸一，島本茂利､島津宏
樹、伏見博彰

谷尾吉郎

第189回日本内科学会
近畿地方会

2009.9.26 大阪市

第50回日本肺癌学会総
会

2009.11.13 東京 胸腔内播腫を伴う胸腺腫の手術経験 武田伸一，緒方良、有住俊広、高島
純平、谷尾吉郎、島本茂利､伏見博
彰

第50回日本肺癌学会総
会

2009.11.13 東京 TS-1で長期SDが持続している肺癌

田畑優貴､申麒植、高島純平、緒方
良、有住俊広、谷尾吉郎、島津宏
樹､伏見博彰

第74回日本呼吸器学会
近畿地方会

2009.12.12 大阪市 EML4-ALK癌遺伝子陽性肺癌の治療経験

第190回日本内科学会
近畿地方会

2009.12.19 神戸市 血痰を主訴とし画像上肺膿瘍合併が疑われた器
質化肺炎

高島純平、緒方良、有住俊広、谷尾
吉郎、島津宏樹、伏見博彰、曽田
学、間野博行、竹内賢吾、石川雄
一、児玉昌身

粟粒結核様の肺内転移を来したEGFR遺伝子変異
陽性肺癌

山田修太郎､緒方良、酒井保葉､高島
純平、有住俊広、谷尾吉郎、伏見博
彰､中川隆司

第50回日本肺癌学会総
会

2009.11.13 東京 日本でのEML4-ALK肺がん第１例の治療経験

谷尾吉郎

第73回日本呼吸器学会
近畿地方会

2009.7.18 奈良市 頭部外傷で救命救急センター入院中義歯嵌頓を
来たした一例

緒方良、清水真理子､高島純平、有
住俊広、谷尾吉郎、原田直毅､西山
範､竹田晃､芝博子､今田耕介

第49回日本呼吸器学会
学術講演会

2009.6.14 東京 未治療進行非小細胞肺癌に対するS-1とイリノテ
カン併用療法の多施設共同第Ⅱ相臨床試験
(WJTOG3505)

大場雄一郎、谷尾吉郎、緒方良、西
岡理恵、有住俊広、児玉昌身、小間
勝、武田伸一、島本茂利

第49回日本呼吸器学会
学術講演会

2009.6.14 東京 肺癌と肺血症

タイトル 参加者

緒方良、谷尾吉郎、玉置祥子、高田
良司、西岡理恵、有住俊広、大場雄
一郎、児玉昌身

第106回日本内科学会
講演会

2009.4.11

第7回日本臨床腫瘍学
会総会

第89回日本肺癌学会関
西支部会

2009.2.7 大阪市

有住俊広、谷尾吉郎、緒方良、大場
雄一郎、児玉昌身、小間勝、武田伸
一、田中康博、島本茂利、島津宏
樹、伏見博彰

肺癌におけるオンコロジーエマージェンシーと
しての気道狭窄

名古屋市2009.3.20

東京 敗血症性塞栓症の6例

電気焼灼術で呼吸不全の改善をみた結腸癌の気
管支内転移

高田良司、有住俊広、緒方良、大場雄一
郎、児玉昌身、谷尾吉郎、中原裕次郎、新
畑覚也、玉川浩司、藤井眞、小間勝、武田
伸一、西山範、竹田晃、島本茂利、伏見博
彰



大阪府立急性期・総合医療センター医学雑誌　第34巻
内科　（2010.1.1-2010.12.31）

1. 学会・研究発表
学会名 開催日 開催地

湊健太，高島純平，尾本幸治，秋山
太助，多河広史，元根正晴，有住俊
広，谷尾吉郎，島津宏樹，伏見博
彰，谷川剛他1名

高島純平，青山怜奈，秋山太助，多
河広史，元根正晴，有住俊広，谷尾
吉郎，山中緑，河村光廣，島本茂利

中嶋隆(大阪市立総合医療センター
呼吸器外科)他12名(含む谷尾吉郎)

高島純平，谷尾吉郎，秋山太助，多
河広史，元根正晴，有住俊広，武田
伸一，島本茂利，島津宏樹，伏見博
彰

谷尾吉郎

山本信之(静岡県立静岡がんセン
ター呼吸器内科)他11名(含む谷尾吉
郎)

武田伸一，有住俊広，元根正晴，谷
尾吉郎，島本茂利，伏見博彰，田中
康博

白山敬之(大阪警察病院呼吸器内科)
他16名(含む谷尾吉郎)

新しいがん治療

頚髄損傷を合併した肺癌患者

WJOG3405 EGFR遺伝子変異を持つNSCLCに対する
ゲフェチニブ(G)とCDDP+DOC(CD)のランダム化第
三相比較試験

肺結核を合併した肺癌と腎癌の二重癌の一例

癌研オープンアカデ
ミー

2010.7.25 東京都

第75回日本呼吸器学
会近畿地方会

肝転移による肝胆道系酵素上昇を来たした小細
胞肺癌

完全無気肺を来たした気管支粘液栓の一例

2010.7.17 大阪市

多河広史，秋山太助，高島純平，元
根正晴，有住俊広，谷尾吉郎，島本
茂利，中島賢吾，武田伸一，島津宏
樹，伏見博彰

第92回日本肺癌学会
関西支部

2010.7.10 大阪市 イレッサが奏効したEx21:L858R陽性の肺扁平上
皮癌

高島純平、秋山太助、多河弘史、元
根正晴、有住俊広、谷尾吉郎他1名

高島純平、緒方良、有住俊広、谷尾
吉郎

第33回日本呼吸器内
視鏡学会学術集会

2010.6.10 横浜市 反回神経麻痺の気管支鏡診断

青山怜奈、内藤尚、田畑優貴、高島
純平、緒方良、有住俊広、谷尾吉
郎、春名能通、小林久美子他1名

第191回日本内科学会
近畿地方会

2010.6.12 京都市

第107回日本内科学会
講演会

2010.4.11 東京 肺癌患者の死亡原因としての腸管壊死

タイトル 参加者

緒方良、加藤保弘、高島純平、有住
俊広、谷尾吉郎、中村幸生、武田伸
一、橋本宏之、島本茂利、島津宏
樹、伏見博彰

第91回日本肺癌学会
関西支部

2010.1.30 大津市 脳転移手術を先行させた大細胞神経内分泌癌

緒方良、谷尾吉郎、加藤保弘、高島
純平、有住俊広、高田良司、田畑優
貴、島津宏樹、伏見博彰

第50回日本呼吸器学
会学術講演会

第50回日本呼吸器学
会学術講演会

2010.4.23

有住俊広、谷尾吉郎、加藤保弘、高
島純平、緒方良、松田宏樹、藤見
聰、坂口悠介、甲田亨、横田章、伏
見博彰、児玉昌身

レジオネラ肺炎とクレアチンキナーゼ

京都市 高齢者進行・再発非小細胞肺癌に対するTS-1単
独療法の有効性の検討

白山敞之(大阪警察病院呼吸器内科)
他18名（含む谷尾吉郎）

京都市2010.4.25

第51回日本肺癌学会
総会

2010.11.3 広島市

第87回日本呼吸器内
視鏡学会近畿支部会

2010.7.3 大阪市

第192回日本内科学会
近畿地方会

2010.9.11 大阪市

第51回日本肺癌学会
総会

2010.11.3 広島市 未治療進行非小細胞肺がんに対するS-
1+carboplatinとpaclitaxel+carboplatinの第Ⅲ
相試験(WJTOG3605)

第51回日本肺癌学会
総会

2010.11.3 広島市 分子標的治療で長期生存を得ている肺癌患者

第51回日本肺癌学会
総会

2010.11.3 広島市 高齢者進行・再発非小細胞肺癌に対するTS-1単
独療法の有効性の検討　Ccr値による投与量設定
の妥当性の検討

第51回日本肺癌学会
総会

2010.11.3 広島市 縦隔腫瘍手術症例の検討



2. 論文発表

雑誌名 号 ページ

3.単行本
 縦隔気腫

タイトル

EML4-ALK Mutations in Lung Cancer That
Confer Resistance to ALK Inhibitors

疾病と治療Ⅰ(南江
堂)

 

N ENGL J MED 1734-9

124

416-421

第76回日本呼吸器学
会近畿地方会

2010.12.11 大阪市 Immunocompromised　hostsに合併した肺クリプ
トコッカス症

第88回日本呼吸器内
視鏡学会学術集会

　vol.363     

大阪市 早期診断･治療が有用だった肺アスペルギルス症

気管支学 32

2010.12.18

共著者

緒方良、高島純平、有住俊広、谷尾
吉郎

明暗を分けた脳卒中を合併した肺癌患者

中畠賢吾，武田伸一，元根正晴，有
住俊広，谷尾吉郎，田中康博，門田
嘉久

気管支に嵌頓した歯牙の摘出に消化器内視鏡用
採石バスケットを使用した１例

大野原岳史，武田伸一，田中康博，
高島純平，有住俊広，谷尾吉郎，島
本茂利，高野弘志

高島純平，吉田智子，松本玲子，秋
山太助，多河広史，元根正晴，谷尾
吉郎，廣澤太輔，野口和子，島本茂
利
多河広史，秋山太助，高島純平，元
根正晴，有住俊広，谷尾吉郎，林拓
自,廣澤太輔,小林久美子,島津宏樹,
伏見博彰
秋山太助，高島純平，多河広史，元
根正晴，谷尾吉郎,　島津宏樹,　伏
見博彰,　児玉昌身

第51回日本肺癌学会
総会

2010.11.3 広島市 Unilatearal lung volume reduction
surgery(LVRS)を同時に施行した高齢者浸潤型胸
腺腫の１例

第51回日本肺癌学会
総会

2010.11.3 広島市 胸腺癌の手術経験

第193回日本内科学会
近畿地方会

2010.12.4 神戸市

谷尾吉郎科学評論社 第18巻 375-382  ALK肺癌の治療：海外治験参加の経験

谷尾吉郎

Choi YL, Soda M, Yamashita Y,
Ueno T, Takashima J, Nakajima T,
Yatabe Y, Takeuchi K, Hamada T,
Haruta H, Ishikawa Y, Kimura H,
Mitsudomi T, Tanio Y, Mano H



大阪府立急性期・総合医療センター医学雑誌　第34巻
内科　（2011.1.1-2011.12.31）

1. 学会・研究発表
学会名 開催日 開催地

高島純平、谷尾吉郎、秋山太助、多
河広史、元根正晴、田中康博、島本
茂利、島津宏樹、伏見博彰、有住俊
広

第9回日本臨床腫瘍学
会

2011.7.21 横浜市 TS-1による長期生存肺癌患者

橋本展洋、林賢、橋本明佳、河合
努、高島純平、秋山太助、多河広
史、中西大亮、元根正晴、谷尾吉
郎、藤田洋平、加藤保宏、島津宏

第78回日本呼吸器学
会近畿地方会

2011.12.3 大阪市 ステロイド補充療法で改善した器質化肺炎合併
の自己免疫性視床下部下垂体炎の一例

市中肺炎を契機に診断されたgood症候群の1例

第77回日本呼吸器学
会近畿地方会

2011.7.23

自己免疫性肝炎の経過中に間質性肺炎と骨髄異
型性症候群を合併した１例

第90回日本呼吸器内
視鏡学会近畿支部会

第196回日本内科学会
近畿地方会

TS-1単剤治療が奏効した胃癌による癌性リンパ
管症+DIC

癌性リンパ管症、DICをきたした進行胃癌の一
例

第89回日本呼吸器内
視鏡学会近畿支部会

2011.7.16

2011.12.10 大阪府第90回日本呼吸器内
視鏡学会近畿支部会

中枢気道狭窄をきたした肺大細胞神経内分泌癌
の一例

第77回日本呼吸器学
会近畿地方会

2011.7.23

第34回日本呼吸器内
視鏡学会学術集会

2011.6.7 浜松市

大阪市

第195回日本内科学会
近畿地方会

2011.9.10

第94回日本肺癌学会
関西支部会

大阪市

大阪市

第93回日本肺癌学会
関西支部会

2011.2.19 神戸市 透析患者の肺癌治療

多河広史、谷尾吉郎、秋山太助、高
島純平、元根正晴、加藤保宏、島津
宏樹、伏見博彰、有住俊広、緒方
良、児玉昌身

第108回日本内科学会
講演会

震災の影響
で開催され

ず

東京都 直接死因と推定された肺癌患者の肝不全 元根正晴、谷尾吉郎、秋山太助、多
河広史、高島純平、春名能通、島津
宏樹、伏見博彰、有住俊広、緒方良

2011.7.9 大阪市 胸膜原発腺癌を疑う１例

タイトル 参加者

山本泰士、丸山直子、多河広史、高
島純平、秋山太助、元根正晴、谷尾
吉郎

肺真菌症診断における気管支鏡検査の有用性

第52回日本肺癌学会
総会号

2011.11.3

気管支粘膜上皮壊死と気道狭窄をきたした小細
胞肺癌の一例

大阪府

梶山裕太、清水幹人、橋本明佳、多
河広史、秋山太助、高島純平、中西
大亮、元根正晴、谷尾吉郎、星拓、
島本茂利、大森謙一、武田伸一、島

筋無力症を合併した肺神経内分泌腫瘍大阪市2011.7.9

中西大亮、他4名第94回日本肺癌学会
関西支部会

第43回医療近代化シ
ンポジウム

2011.11.6 大阪府

2011.12.10

2011.12.17 京都市

谷尾吉郎、他10名

谷尾吉郎

秋山太助、高島純平、野本英俊、多
河広史、中西大亮、元根正晴、谷尾
吉郎、島本茂利、島津宏樹、伏見博
彰、他1名
林賢、橋本展洋、河合努、高島純
平、秋山太助、多河広史、中西大
亮､元根正晴、谷尾吉郎、野崎泰俊

肺がんの分子標的治療

第52回日本肺癌学会
総会号

2011.11.3

高島純平、秋山太助、多河広史、中
西大亮、元根正晴、谷尾吉郎、藤村
哲治、廣澤太輔、島津宏樹、伏見博
彰他1名

大阪市

野本英俊、中西大亮、多河広史、、
秋山太助、高島純平、元根正晴、谷
尾吉郎、島本茂利、島津宏樹、伏見
博彰、他2名

多河広史、橋本明佳、秋山太助、高
島純平、中西大亮、元根正晴、谷尾
吉郎、田畑優貴、齋藤義修、伏見博
彰

多河広史、橋本明佳、秋山太助、高
島純平、中西大亮、元根正晴、谷尾
吉郎、田畑優貴、齋藤義修、西口充
久、島本茂利、島津宏樹、伏見博彰

肺癌患者の直接死因に対する後ろ向き調査:肝
不全

元根正晴、谷尾吉郎、秋山太助、多
河広史、高島純平、中西大亮、大森
謙一、武田伸一､島本茂利、春名能
通、島津宏樹、伏見博彰、有住俊

大阪市 日本人のALK融合遺伝子陽性NSCLC患者における
PF-02341066(クリゾチニブ)の有効性および安
全性

大阪市 急性呼吸不全を来たし腫瘍性血栓性肺微小血管
症が疑われた原発不明癌の一例

中西大亮、他5名



2. 論文発表
雑誌名 号 ページ タイトル 共著者

癌と化学療法 VOL.38 緒方良、谷尾吉郎、高島純平、加藤
保宏、有住俊広、高田良司、田畑優
貴、島津宏樹、伏見博彰

987-990 肺癌患者の直接死因対するレトロスペクティブ
な検討－腸管壊死で死亡した肺癌患者の2例－



大阪府立急性期・総合医療センター医学雑誌　第34巻
内科　（2012.1.1-2012.12.31）

1. 学会・研究発表
学会名 開催日 開催地

2012.12.8 大阪市 発症4年後と発症早期に急変し死亡に至ったANCA
関連血管炎の2剖検例

秋山太助，多河広史，高島純平，元根正
晴，上野清伸，谷尾吉郎、坂口悠介、片

岡隆太郎, 畑崎聖弘、伏見博彰

高カルシウム血症を合併した肺癌患者

大阪市

田中庸弘、高島純平、島田果林、秋山太
助、多河広史、元根正晴、上野清伸、谷
尾吉郎、大森謙一、橋本展洋

島田果林、大草卓也、秋山太助、高島純
平、多河広史、元根正晴、上野清伸、谷
尾吉郎、廣澤太輔、田代恵子、丸岡真太
郎、島本茂利、中村聡明、島津宏樹、伏

山道　岳、秋山太助、多河広史、高島純
平、元根正晴、上野清伸、谷尾吉郎、岩
西利親、松井美紗、伏見博彰

高島純平、谷尾吉郎、秋山太助、田中庸
弘、島田果林、多河広史、元根正晴、上
野清伸、大森謙一、武田伸一、島本茂
利、中村聡明、島津宏樹、伏見博彰

第80回日本呼吸器学会近畿地
方会

2012.12.15 神戸市 腎移植後に胸部多発空洞性病変を認めたクリプト
コッカス症合併の一例

二度の喀血で緊急手術を回避できなかった腎後性
腎不全合併の肺腺癌の1例

第198回 日本内科学会　近畿地
方会

2012.9.8 京都市

EBUS-TBNAで診断がついたLEMS合併小細胞肺
癌の一例

第199回日本内科学会近畿地
方会

第79回日本呼吸器学会近畿地
方会

2012.6.30 京都市

第92回日本呼吸器内視鏡学会
近畿支部会

2012.12.1

第53回日本肺癌学会総会 2012.11.8 岡山市

急性呼吸不全にHFO,急性腎不全にCHDFを併用し
て救命しえたレジオネラ肺炎の一例

肺癌患者の緊急入院と組織型との関係

第91回日本呼吸器内視鏡学会
近畿支部会

2012.7.21 大阪市 粘稠痰による無気肺を繰り返した抗酸球増多症の一
例

2012.7.26 大阪市

第197回日本内科学会近畿地
方会

2012.6.9

タイトル 参加者
多河広史、野本英俊、秋山太助、高島純
平、中西大亮、元根正晴、谷尾吉郎、木
村新、梶山裕太、廣澤太輔、島本茂利、
大森謙一、武田伸一、島津宏樹、伏見博

第94回日本肺癌学会関西支部
会

2012.2.25 大阪市 脳転移の再手術が必要となった肺巨細胞癌の1例

第109回日本内科学会総会 2012.4.13

東京都 中枢発生肺癌に対する気管支鏡検査の有用性と放
射線治療

第35回日本呼吸器内視鏡学会 2012.5.30

元根正晴、谷尾吉郎、秋山太助、高島純
平、多河広史、中西大亮、島本茂利、大
森謙一、武田伸一、、伏見博彰

神戸市 肝内胆管癌の肺腫瘍塞栓症による肺高血圧症の１例

高島純平、谷尾吉郎、秋山太助、多河広
史、中西大亮、元根正晴、島本茂利、大
森謙一、武田伸一、島津宏樹、伏見博彰

京都市 緊急入院となった肺癌患者

秋山太助、高島純平、多河広史、元根正
晴、上野清伸、谷尾吉郎、清水盛浩

河合務、中西大亮、秋山太助、多河広
史、高島純平、元根正晴、谷尾吉郎、近
藤匠巳、他1名

高島純平、谷尾吉郎、秋山太助、多河広
史、中西大亮、元根正晴、大森謙一、武
田伸一、田中康博、島本茂利、島津宏
樹、伏見博彰

第96回日本肺癌学会関西支部
会

高カルシウム血症を来たした肺扁平上皮癌の三例 多河広史、秋山太助、高島純平、元根正
晴、上野清伸、谷尾吉郎、島本茂利、中
村聡明、大森謙一、武田伸一、島津宏
樹、伏見博彰
元根正晴、島田果林、田中康博、多河広
史、秋山太助、高島純平、上野清伸、谷
尾吉郎、島津宏樹、島本茂利、伏見博

彰、他1名

2012.7.14 大阪市

第10回日本臨床腫瘍学会学術
集会



3. 腎臓・高血圧内科論文 

和文 

1) 中井 滋 他. わが国の慢性透析療法の現況 (2005 年 12 月 31 日現

在) 日本透析医学会統計調査委員会, 同小委員会. 透析会誌 40: 1308, 

2007 

2) 椿原美治 他. わが国の慢性透析療法の現況 (2005 年 12 月 31 日現

在). 日透会誌 40: 1-30, 2007 

3) 勝二達也 他. 末期腎不全腎代替療法選択外来の経験 (「特集」患

者指導). 阪透析会誌 25: 131-135, 2007 

4) 岡田倫之. 日本透析医学会「二次性副甲状腺機能亢進症のガイド

ライン」をどう読むか. 阪透析会誌 25: 29-34, 2007 

5) 椿原美治. わが国の腎性貧血治療ガイドライン. 阪透析会誌 26: 

7-15, 2008 

6) 椿原美治 他. 2008 年版日本透析医学会「慢性腎臓病患者における

腎性貧血治療のガイドライン」. 透析会誌 41: 661-716, 2008 

7) 中井 滋 他. わが国の慢性透析療法の現況 (2006 年 12 月 31 日現

在) 日本透析医学会統計調査委員会, 同小委員会. 透析会誌 41: 1-28, 

2008 

8) 椿原美治 . 透析患者のリハビリテ－ションの現況と課題～



Nutritional Rehabilitation. 透析会誌 41: 54-61, 2008 

9) 坂口悠介 他. 関連血管炎の経過中、特発性腹直筋血腫を合併した

1 剖検例. 日本腎臓学会誌 51: 550-556, 2009  

10)中井 滋 他. わが国の慢性透析療法の現況 (2008 年 12 月 31 日現

在). 透析会誌 43: 1-35, 2010 

11)下村明弘 他. 血液透析導入後にコレステロ－ル塞栓症が増悪し

た一例. 大阪府立急性期総合医療センタ－医学雑誌 32: 52- 57, 2010 

12)林 晃正, 他 3 名. 透析導入基準を考える－早期透析導入は有効

か？－. 透析会誌 44: 130-132, 2011 

13)林 晃正, 他 3 名. 高血圧性心肥大－透析導入時の心肥大と予後

についての検討－. 透析会誌 44: 294-297, 2011 

14)安田圭子, 他5名. 血液透析導入1か月後に上腸間膜動脈閉塞症を

きたした 1 例. 透析会誌 44: 323-328, 2011 

15)安田圭子, 他 10 名. LDL アフェレシスとステロイド療法の併用が

有効であったコレステロ－ル結晶塞栓症の 1 例 . 透析会誌  44: 

1185-1191, 2011 

16)佐々木公一. 他 5 名. 長期腹膜透析患者の腹腔鏡肉眼所見. 大阪

CAPD 研究会会誌 24: 28-33, 2011 



17)林 晃正. 透析患者の心不全死を減らすには. 阪透析会誌 30: 

103-107 2012 

英文 

1) Nakai S et al. Overview of regular dialysis treatment in Japan (as of 31 

Dec 2005). Ther Apher Dial 11: 411-441, 2007 

 

2) Kobiri H et al. Enhanced intrarenal oxidative stress and angiotensinogen 

in IgA nephropathy patients. Biophys Res Commun 358: 156-163, 2007 

 

3) Shoji T et al. Prospective randomized study evaluating the efficacy of the 

spherical adsorptive carbon ATS-120 in chronic kidney disease patients 

with moderate decrease in renal function. Nephron Clin Pract 105: 

c99-c107, 2007 

 

4) Nakai S et al. Overview of regular dialysis treatment in Japan as of 31 

December 2006. Ther Apher Dial 12: 428-456, 2008 

 

5) Shoji T et al. Reverse epidemiology in hemodialysis patients. Lessons 

from Japanese registries. Nephrol Ther 4: 223-227, 2008 

 

6) Furumatsu Y et al. Effect of renin-angiotensin-aldosterone system triple 

blockade on non-diabetic renal disease, addition of an aldosterone blocker, 

spironolactone, to combination treatment with an angiotensin-converting 

enzyme inhibitor and angiotensin II receptor blocker. Hypertens Res 31: 

59-67, 2008 

 

7) Nakai S et al. Effects of serum calcium, phosphorus, and intact 

parathyroid hormone levels on survival in chronic hemodialoysis patients 

in Japan. Ther Apher Dial 12: 49-54, 2008 

 



8) Yamamoto R et al. A candidate gene approach to genetic prognostic 

factors of IgA nephropathy--a result of Polymorphism REsearch to 

DIstinguish genetic factors Contributing To progression of IgA Nephropathy 

(PREDICT-IgAN). Nephrol Dial Transplant 24: 3686-3694, 2009 

 

9) Nakai S et al. Overview of regular dialysis treatment in Japan (as of 31 

Dec 2008). Ther Apher Dial 14:505-540, 2010 

 

10) Tsubakihara Y. To treat or not to treat renal anemia of chronic kidney 

disease patients? Ther Apher Dial 14: 235-239, 2010 

 

11) Tsubakihara Y et al. 2008 Japanese Society for Dialysis Therapy; 

Guidelines for renal anemia in chronic kidney disease. Ther Apher Dial 14: 

240-275, 2010 

 

12) Yamamoto R et al. Cigarette smoking and progression of IgA 

nephropathy. Am J Kidney Dis 56: 313-324, 2010 

 

13) Furumatsu Y et al. Urinary type-IV collagen in nondiabetic kidney 

disease. Nephron Clinc Pract 117: 160-166, 2010. 

 

14) Sakaguchi Y et al. An autopsy-proven case of 

myeloperoxidase-antineutrophil cytoplasmic antibody-positive 

polyarteritis nodosa with acute renal failure and alveolar hemorrhage. Clin 

Exp Nephrol 15: 281-284, 2011. 

 

15) Yasuda K et al. Tubulointerstitial nephritis and uveitis syndrome with 

transient hyperthyroidism in an elderly patient. Clin Exp Nephrol 15: 

927–932, 2011. 

 

16) Sakaguchi Y et al. High prevalence of obstructive sleep apnea and its 



association with renal function among nondialysis chronic kidney disease 

patients in Japan: a cross-sectional study. Clin J Am Soc Nephrol. 6: 

995-1000, 2011. 

 

17) Sakaguchi Y et al. An autopsy-proven case of 

myeloperoxidase-antineutrophil cytoplasmic antibody-positive 

polyarteritis nodosa with acute renal failure and alveolar hemorrhage. Clin 

Exp Nephrol 15: 281-284, 2011. 

 

18) Yasuda K et al. Tubulointerstitial nephritis and uveitis syndrome with 

transient hyperthyroidism in an elderly patient. Clin Exp Nephrol 

15:927–932, 2011. 

 

19) Sakaguchi Y et al. High prevalence of obstructive sleep apnea and its 

association with renal function among nondialysis chronic kidney disease 

patients in Japan: a cross-sectional study. Clin J Am Soc Nephrol. 6: 

995-1000, 2011. 

Yasuda K et al. Distal renal tubular acidosis associated with Sjogren’s 

syndrome. Intern Med 51: 675-676, 2012 

 

20) Yasuda K et al. A case of nephrocalcinosis associated with primary 

aldosteronism. Intern Med 51:625-627, 2012 

 

21) Sakaguchi Y et al. A case of kidney failure and glycosuria. Am J Kidney 

Dis 59: xxxiii-xxxvi, 2012 

 

22) Yasuda K et al. Unusual abdominal masses. Clin Kidney J 5: 174-175, 

2012 

 

23) Niihata K et al. Serum hepcidin-25 levels predict the progression of 

renal anemia in patients with non-dialysis chronic kidney disease. Nephrol 



Dial Transplant 27: 4378-4385, 2012 

 

24) Sakaguchi Y et al. Hypomagnesemia in type 2 diabetic nephropathy: a 

novel predictor of end-stage renal disease. Diabetes Care 35: 1591-1597, 

2012 

 

25) Yasuda K et al. Plasma B-type natriuretic peptide level predicts kidney 

prognosis in patients with predialysis chronic kidney disease. Nephrol Dial 

Transplant 27: 3885-3891, 2012 

 


