
年度 分類1 分類2 ナンバー タイトル 共著･共同発表者名等 掲載誌 開催期間 備考
00 OJ- S -001 年間透析導入数が第１位

となった糖尿病腎症患者
の血管障害の実像とその
対策

阿岸鉄三 第３４回糖尿病学の進
歩，札幌，２０００

03/03-04/2000

00 OJ- S  -002 西洋医学よりみた気功 阿岸鉄三 日本代替・相補・伝統医
療連合会議　第１回北海
道支部会議，札幌，２０
００

01/22/2000

00 OJ- S  -003 透析患者の末梢循環障害 阿岸鉄三 第８９回鹿児島腎談話
会，鹿児島，２０００

01/18/2000

00 AJ- A -001 年間透析導入数が第１位
となった糖尿病腎症患者
の血管障害の実像とその
対策

阿岸鉄三 第３４回糖尿病学の進歩
プログラム・講演要旨：
１７２，２０００

00 OJ- CS -004 連日短時間血液透析の臨
床効果

秋澤忠男・越川昭三・黒
川　清・斉藤　明・浅野
泰・阿岸鉄三・川口良
人・鈴木正司・秋葉　隆
内藤秀宗　連日血液透析
（ＤＨＤ）研究会

第４３回日本腎臓学会学
術総会，名古屋，２００
０

05/11-13/2000

00 OJ- CS -005 タクロリムス変更直後に
全身性の不随意運動を認
めた腎移植症例

浦島良典・阿岸鉄三 第３３回日本腎移植臨床
研究会，名古屋，２００
０

02/03-05/2000

00 AJ- CA -002 タクロリムス変更直後に
全身性の不随意運動を認
めた腎移植症例

浦島良典・石田英樹・田
上正茂・辻　和彦・三宮
彰仁・唐仁原全・中島一
朗・渕之上昌平・阿岸鉄
三

第３３回日本腎移植臨床
研究会抄録集：８６，２
０００



00 OJ- CS -006 オキサローシスに対する
腎移植の治療戦略（第二
報）－成人例に対する経
験－

小山一郎・阿岸鉄三 第３３回日本腎移植臨床
研究会，名古屋，２００
０

02/03-05/2000

00 AJ- CA -003 オキサローシスに対する
腎移植の治療戦略（第二
報）－成人例に対する経
験－

小山一郎・渕之上昌平・
安藤哲郎・吉村直子・石
井保夫・川瀬友則・内藤
謙・唐仁原全・中島一朗
阿岸鉄三

第３３回日本腎移植臨床
研究会抄録集：９１，２
０００

00 OJ- CS -007 当科におけるABO 血液型
不適合腎移植および肝移
植の成績についての検討

石田英樹・阿岸鉄三 第３３回日本腎移植臨床
研究会，名古屋，２００
０

02/03-05/2000

00 AJ- CA -004 当科におけるABO 血液型
不適合腎移植および肝移
植の成績についての検討

石田英樹・小山一郎・三
宮彰仁・村上　徹・澤田
登起彦・北島久視子・唐
仁原全・中島一朗
渕之上昌平・東間　紘・
阿岸鉄三

第３３回日本腎移植臨床
研究会抄録集：９２，２
０００

00 OJ- CS  -008 １９９９年度東京女子医
大腎センタ－における腎
移植の臨床統計

古賀祥嗣・阿岸鉄三 第３３回日本腎移植臨床
研究会，名古屋，２００
０

02/03-05/2000

00 AJ- CA -005 １９９９年度東京女子医
大腎センタ－における腎
移植の臨床統計

古賀祥嗣・田辺一成・徳
本直彦・八木沢隆・中島
一朗・合谷信行・中沢速
和・渕之上昌平・
伊藤克己・二瓶　宏・東
間　紘・阿岸鉄三

第３３回日本腎移植臨床
研究会抄録集：９４，２
０００

00 OJ- CS -009 ドナーの摘出腎の腎結石
に対しbench  surgeryに
て切石術を施行した症例

田上正茂 第３３回日本腎移植臨床
研究会，名古屋，２００
０

02/03-05/2000



00 AJ- CA -006 ドナーの摘出腎の腎結石
に対しbench  surgeryに
て切石術を施行した症例

田上正茂・石田英樹・安
藤哲郎・浦島良典・加藤
容二郎・吉村直子・辻
和彦・石井保夫・川瀬友
則
三宮彰仁・内海　謙・小
山一郎・唐仁原全・中島
一朗・渕之上昌平・寺岡
慧・阿岸鉄三

第３３回日本腎移植臨床
研究会抄録集：９８，２
０００

00 OJ- CS -010 US腎にみるTIT時間と退
院時血清クレアチニン値
の相関関係について

三宮彰仁 第３３回日本腎移植臨床
研究会，名古屋，２００
０

02/03-05/2000

00 AJ- CA -007 US腎にみるTIT時間と退
院時血清クレアチニン値
の相関関係について

三宮彰仁・石田英樹・唐
仁原全・中島一朗・渕之
上昌平・東間　紘・阿岸
鉄三

第３３回日本腎移植臨床
研究会抄録集：１０１，
２０００

00 OJ- CS -011 君川正昭・阿岸鉄三 第３３回日本腎移植臨床
研究会，名古屋，２００
０

02/03-05/2000

00 AJ- CA -008 君川正昭・唐仁原全・中
島一朗・渕之上昌平・寺
岡　慧・阿岸鉄三

第３３回日本腎移植臨床
研究会抄録集：１０６，
２０００

00 OJ- CS -012 移植後抗ドナー抗体陽性
となり、OKT3および
DEPPによる治療が奏効
した１例

加藤容二郎・阿岸鉄三 第３３回日本腎移植臨床
研究会，名古屋，２００
０

02/03-05/2000



00 AJ- CA -009 移植後抗ドナー抗体陽性
となり、OKT3および
DEPPによる治療が奏効
した１例

加藤容二郎・渕之上昌
平・安藤哲郎・頓所
展・吉村直子・辻　和
彦・石井保夫・川瀬友則
内海　謙・小山一郎・唐
仁原全・中島一朗・寺岡
慧・阿岸鉄三

第３３回日本腎移植臨床
研究会抄録集：１０８，
２０００

00 OJ- CS -013 薬剤性骨髄抑制の回復期
に急性拒絶反応を生じた
腎移植レシピエントの一
症例

辻　和彦・阿岸鉄三 第３３回日本腎移植臨床
研究会，名古屋，２００
０

02/03-05/2000

00 AJ- CA -010 薬剤性骨髄抑制の回復期
に急性拒絶反応を生じた
腎移植レシピエントの一
症例

辻　和彦・浦島良典・田
上正茂・三宮彰仁・石田
英樹・唐仁原全・中島一
朗・渕之上昌平・阿岸鉄
三

第３３回日本腎移植臨床
研究会抄録集：１０８，
２０００

00 OJ- CS -014 生体腎移植後にCMLを発
症した患者の一例

石井保夫・阿岸鉄三 第３３回日本腎移植臨床
研究会，名古屋，２００
０

02/03-05/2000

00 AJ- CA -011 生体腎移植後にCMLを発
症した患者の一例

石井保夫・中島一朗・赤
松　真・唐仁原全・渕之
上昌平・阿岸鉄三・吉永
健太郎・岩部弘治
長谷川潔

第３３回日本腎移植臨床
研究会抄録集：１１７，
２０００

00 OJ- CS -015 アザチオプリンに過敏反
応を示した腎移植患者の
一例

安藤哲郎 第３３回日本腎移植臨床
研究会，名古屋，２００
０

02/03-05/2000

00 AJ- CA -012 アザチオプリンに過敏反
応を示した腎移植患者の
一例

安藤哲郎・渕之上昌平・
頓所　展・吉村直子・辻
和彦・石井保夫・川瀬友
則・内海　謙・小山一郎
唐仁原全・中島一朗・寺
岡　慧・阿岸鉄三

第３３回日本腎移植臨床
研究会抄録集：１１９，
２０００



00 OJ- CS -016 ステロイド剤にアレル
ギー反応を示した腎移植
症例

吉村直子 第３３回日本腎移植臨床
研究会，名古屋，２００
０

02/03-05/2000

00 AJ- CA -013 ステロイド剤にアレル
ギー反応を示した腎移植
症例

吉村直子・渕之上昌平・
安藤哲郎・石井保夫・川
瀬友則・内海　謙・小山
一郎・唐仁原全・中島一
朗
阿岸鉄三

第３３回日本腎移植臨床
研究会抄録集：１１９，
２０００

00 OJ- CS -017 腎移植可能であった重度
心機能低下を伴う慢性腎
不全症例

川瀬友則・阿岸鉄三 第３３回日本腎移植臨床
研究会，名古屋，２００
０

02/03-05/2000

00 AJ- CA -014 腎移植可能であった重度
心機能低下を伴う慢性腎
不全症例

川瀬友則・唐仁原全・頓
所　展・内海　謙・小山
一郎・中島一朗・渕之上
昌平・寺岡　慧・阿岸鉄
三

第３３回日本腎移植臨床
研究会抄録集：１２０，
２０００

00 OJ- CS -018 ＰＴＬＤの合併が疑われ
急性拒絶反応のため移植
腎摘出を行った生体腎移
植の１例

内海　謙 第３３回日本腎移植臨床
研究会，名古屋，２００
０

02/03-05/2000

00 AJ- CA -015 ＰＴＬＤの合併が疑われ
急性拒絶反応のため移植
腎摘出を行った生体腎移
植の１例

内海　謙・中島一朗・渕
之上昌平・安藤哲郎・加
藤容二郎・吉村直子・石
井保夫・川瀬友則
小山一郎・唐仁原全・阿
岸鉄三・笠島　武・山口
裕・大石　勉

第３３回日本腎移植臨床
研究会抄録集：１１４，
２０００

00 AJ- A -016 医療は、科学を越え超科
学（superscience）のパ
ラダイムへ

阿岸鉄三 医工学治療　１２
（suppl）：４１，２００
０
（日本医工学治療学会第
１４回学術大会抄録集）

02/25-26/2000



00 OJsp- S -044 医療は、科学を越え超科
学（superscience）のパ
ラダイムへ

阿岸鉄三 日本医工学治療学会第１
４回学術大会，新宿，２
０００

02/25-26/2000

00 AJ- A -017 外気功の西洋医学的評価 阿岸鉄三・北島久視子・
江口　圭・堀部浩司

医工学治療　１２
（suppl）：７８，２００
０
（日本医工学治療学会第
１４回学術大会抄録集）

02/25-26/2000

00 OJS- S -039 外気功の西洋医学的評価 阿岸鉄三・北島久視子・
江口　圭・堀部浩司

日本医工学治療学会第１
４回学術大会，新宿，２
０００

02/25-26/2000

00 AJ- CA -018 臨床におけるゲイジ場治
療装置の治療効果につい
て

川嶋　朗・斉藤　卓・阿
岸鉄三

医工学治療　１２
（suppl）：８０，２００
０
（日本医工学治療学会第
１４回学術大会抄録集）

02/25-26/2000

00 OJS- CS -040 臨床におけるゲイジ場治
療装置の治療効果につい
て

川嶋　朗・斉藤　卓・阿
岸鉄三

日本医工学治療学会第１
４回学術大会，新宿，２
０００

02/25-26/2000

00 AJ- CA -019 二重濾過血漿分離交換法
における循環血液量のモ
ニタリングから制御へ

江口　圭・堀部浩司・横
井　良・石森　勇・星野
敏久・金子岩和・君川正
昭・峰島三千男・阿岸鉄
三

医工学治療　１２
（suppl）：８７，２００
０
（日本医工学治療学会第
１４回学術大会抄録集）

02/25-26/2000

00 OJS- CS -041 二重濾過血漿分離交換法
における循環血液量のモ
ニタリングから制御へ

江口　圭・堀部浩司・横
井　良・石森　勇・星野
敏久・金子岩和・君川正
昭・峰島三千男・阿岸鉄
三

日本医工学治療学会第１
４回学術大会，新宿，２
０００

02/25-26/2000



00 AJ- CA -020 Pneumatic  lithotripsyを
用いた尿路結石破砕術

八木沢隆・小林千佳・石
川暢夫・東間　紘・阿岸
鉄三

医工学治療　１２
（suppl）：９６，２００
０
（日本医工学治療学会第
１４回学術大会抄録集）

02/25-26/2000

00 OJS- CS -042 Pneumatic  lithotripsyを
用いた尿路結石破砕術

八木沢隆・小林千佳・石
川暢夫・東間　紘・阿岸
鉄三

日本医工学治療学会第１
４回学術大会，新宿，２
０００

02/25-26/2000

00 AJ- CA -021 クローン技術を利用した
異種移植用和牛の作出に
関する研究

澤田登起彦・村上　徹・
横山尚彦・浦川真実・宇
留野勝好・青柳敬人・中
島一朗・渕之上昌平
阿岸鉄三

医工学治療　１２
（suppl）：１１７，２０
００
（日本医工学治療学会第
１４回学術大会抄録集）

00 OJS- CS -043 クローン技術を利用した
異種移植用和牛の作出に
関する研究

澤田登起彦・村上　徹・
横山尚彦・浦川真実・宇
留野勝好・青柳敬人・中
島一朗・渕之上昌平・阿
岸鉄三

日本医工学治療学会第１
４回学術大会，新宿，２
０００

02/25-26/2000

00 AJ- CA -022 ブラッドアクセス血液再
循環率測定法の比較

近藤　修・芝田正道・鈴
木　聡・天野雄介・星野
敏久・金子岩和・峰島三
千男・阿岸鉄三

医工学治療　１２
（suppl）：１４０，２０
００
（日本医工学治療学会第
１４回学術大会抄録集）

00 OJ- CS -019 ブラッドアクセス血液再
循環率測定法の比較

近藤　修・芝田正道・鈴
木　聡・天野雄介・星野
敏久・金子岩和・峰島三
千男・阿岸鉄三

日本医工学治療学会第１
４回学術大会，新宿，２
０００

02/25-26/2000



00 AJ- CA -023 医療廃棄物内に誤入した
注射針を検知する装置

今津吉昭・百瀬忠雄・阿
岸鉄三

医工学治療　１２
（suppl）：１４２，２０
００
（日本医工学治療学会第
１４回学術大会抄録集）

00 OJ- CS -020 医療廃棄物内に誤入した
注射針を検知する装置

今津吉昭・百瀬忠雄・阿
岸鉄三

日本医工学治療学会第１
４回学術大会，新宿，２
０００

02/25-26/2000

00 AJ- CA -024 連続的再生型腹膜透析に
おけるブドウ糖イン
フューザを用いた除水制
御の可能性

鈴木　聡・石森　勇・奥
田幸正・石田和寛・小澤
和由・横手卓也・金子岩
和・峰島三千男・佐藤雄
一
阿岸鉄三

医工学治療　１２
（suppl）：１４５，２０
００
（日本医工学治療学会第
１４回学術大会抄録集）

00 OJ- CS -021 連続的再生型腹膜透析に
おけるブドウ糖イン
フューザを用いた除水制
御の可能性

鈴木　聡・石森　勇・奥
田幸正・石田和寛・小澤
和由・横手卓也・金子岩
和・峰島三千男・佐藤雄
一・阿岸鉄三

日本医工学治療学会第１
４回学術大会，新宿，２
０００

02/25-26/2000

00 AJ- CA -025 消化管穿孔術後のエンド
トキシン吸着療法－早期
実施が奏効したと考えら
れるハイリスク症例－

吉村直子・唐仁原全・内
海　謙・三宮彰仁・田上
正茂・安藤哲郎・中島一
朗・渕之上昌平・阿岸鉄
三

医工学治療　１２
（suppl）：１５９，２０
００
（日本医工学治療学会第
１４回学術大会抄録集）

00 OJ- CS -022 消化管穿孔術後のエンド
トキシン吸着療法
－早期実施が奏効したと
考えられるハイリスク症
例－

吉村直子・唐仁原全・内
海　謙・三宮彰仁・田上
正茂・安藤哲郎・中島一
朗・渕之上昌平・阿岸鉄
三

日本医工学治療学会第１
４回学術大会，新宿，２
０００

02/25-26/2000

00 OJ- S -023 「気功医学の展開方法
論」

阿岸鉄三 第８回「気の医学会」，
東京女子医科大学，２０
００

02/27/2000



00 OJ- S -024 近代科学としての医学を
みる視点

阿岸鉄三 東京女子医科大学医学部
退任教授最終講義

03/04/2000

00 AJ- A -026 西洋医学よりみた気功 阿岸鉄三 （日本代替・相補・伝統
医療連合会議　第１回北
海道支部会議）

00 AJ- CA -027 連日短時間血液透析の臨
床効果

秋澤忠男・越川昭三・黒
川　清・斉藤　明・浅野
泰・阿岸鉄三・川口良
人・鈴木正司・秋葉　隆
内藤秀宗　連日血液透析
（ＤＨＤ）研究会

第４３回日本腎臓学会学
術総会

00 AJ- A -028 透析患者の末梢循環障害 阿岸鉄三 （第８９回鹿児島腎談話
会）

00 OJ- CS -025 連続短時間血液透析の効
果（１）

斉藤　明･黒川　清･小倉
裕幸･越川　昭三･衣笠
えり子･浅野 秦･赤井　洋
一･東海林　隆雄･笹岡
拓雄･中西　太一･秋葉
隆･篠田　俊雄･川口　良
人･今村　典嗣･北條　敏
夫 ･阿岸　鉄三･船越
洋一･鈴木　正司･甲田
豊･小川　洋史･水口　潤･
武本　佳昭･内藤　秀宗･
我妻　真幸･秋澤　忠男

第４５回（社）日本透析
医学会学術集会･総会，福
岡，２０００

06/16-18/2000



00 OJ- CS -026 連日短時間血液透析の効
果（２）

秋澤　忠男･越川　昭三･
衣笠　えり子･浅野　秦･
赤井　洋一･東海林　隆
男･笹岡　拓雄･中西　太
一･秋葉　隆･篠田　俊雄･
川口　良人･今村　典嗣･
北條　敏夫･阿岸　鉄三･
船越　陽一･鈴木　正司･
甲田　豊･小川　洋史･水
口　潤･武本　佳昭･内藤
秀宗･我妻　真幸･小倉
裕幸･斉藤　明･黒川　清

第４５回（社）日本透析
医学会学術集会･総会，福
岡，２０００

06/16-18/2000

00 OJ- CS -027 二重濾過血漿交換法にお
ける置換液設定の検討

君川　正昭･江口　圭･峰
島　三千男･阿岸　鉄三

第４５回（社）日本透析
医学会学術集会･総会，福
岡，２０００

06/16-18/2000

00 OJ- CS -028 ブラッドアクセスの統計
調査に基づく２次解析
―糖尿病と慢性糸球体腎
炎の比較検討―

春口　洋昭･佐藤　雄一・
廣谷　紗千子・赤松
真・唐仁原　全・中島
一朗・渕之上　昌平・寺
岡　慧・阿岸　鉄三

第４５回（社）日本透析
医学会学術集会・総会，
福岡，２０００

06/16-18/2000

00 OJ- CS -029 連続的ヘマトクリットモ
ニターを利用した新しい
除水自動制御システム

天野　雄介・江口　圭・
星野　敏久・金子　岩
和・斉藤　まどか・川嶋
朗・峰島　三千男・阿岸
鉄三

第４５回（社）日本透析
医学会学術集会・総会，
福岡，２０００

06/16-18/2000

00 OJ- CS -030 糖尿病性腎症透析
患者に対する新しい自動
除水制御システムの有用
性

―連続的Hctモニター
を利用した新しい自動除
水制御システム―

江口　圭・天野　雄介・
星野　敏久・金子　岩
和・斉藤　まどか・川嶋
朗・峰島　三千・阿岸
鉄三

第４５回（社）日本透析
医学会学術大会・総会，
福岡，２０００

06/16-18/2000



00 OJ- CS -031 各種ダブルアクシャル型
長期留置用ダブルルーメ
ンカテーテルにおける流
動特性

相馬　泉・芝田 正道・清
水　幹夫・松本　尚子・
服部　元史・星野　敏
久・金子　岩和・峰島
三千男・久保　和男・白
髪　宏司・伊藤　克巳・
阿岸　鉄三

第４５回（社）日本透析
医学会学術集会・総会，
福岡，２０００

06/16-18/2000

00 OJ- CS -032 前腕スティー ル症候群
と上腕静脈高血圧症を合
併した内シャント血流過
剰症例の一手術経験

廣谷　紗千子・春口　洋
昭・佐藤　雄一・渕之上
昌平・阿岸　鉄三

第４５回（社）日本透析
医学会学術集会・総会，
福岡，２０００

06/16-18/2000

00 OJ- CS -033 消化管穿孔術後のエンド
トキシン吸着療法が奏功
したと考えられるハイリ
スク症例

吉村　直子・唐仁原
全・内海　謙・三宮　彰
仁・田上　正茂・安藤
哲郎・中島　一朗・渕之
上　昌平・阿岸　鉄三

第４５回（社）日本透析
医学会学術集会・総会，
福岡，２０００

06/16-18/2000

00 OJ- CS -034 大血流シャントの閉鎖に
より心症状の改善した１
長期透析例

池添　正哉・久保　和
雄・二瓶　宏・春口　洋
昭・金子　岩和・江口
圭・阿岸　鉄三

第４５回（社）日本透析
医学会学術集会・総会，
福岡，２０００

06/16-18/2000

00 OJ- CS -035 抗血栓療法中に肝被膜下
血腫を発症後、下大静脈
血栓症を合併した維持透
析患者の１例

内海　謙・渕之上　昌
平・安藤　哲郎・頓所
展・吉村　直子・石井
保夫・川瀬　友則・小山
一郎・唐仁原　全・中島
一朗・阿岸　鉄三

第４５回（社）日本透析
医学会学術集会・総会，
福岡，２０００

06/16-18/2000

00 OJsp- S -045 全人的医療のための患者
理解

阿岸　鉄三 第４５回（社）日本透析
医学会学術集会・総会，
福岡，２０００

06/16-18/2000

00 OJsp- S -046 EBM（Evidence-Based
Medicine）は医療の進歩
を妨げる

阿岸　鉄三 JACT代替医療の理論と実
際の研究会，東京電機大
学，２０００

07/08/2000



00 OJsp- S -047 医工学治療の過去・現在
および未来

阿岸　鉄三・渥美　和彦 日本医工学治療学会第１
５回学術大会，札幌，２
０００

08/25-26/2000

00 OJsp- S -048 血液浄化療法の近未来展
望

渥美　和彦・阿岸　鉄三 日本医工学治療学会第１
５回学術大会，札幌，２
０００

08/25-26/2000

00 AJ- A -029 血液浄化療法の近未来展
望

阿岸　鉄三 医工学治療　１２
（Suppl-2）：２９，２０
００
（日本医工学治療学会第
１５回学術大会抄録集）

08/25-26/2000 　 札幌、北海道

00 AJ- CA -030 ハイリスク症例における
緊急手術後の予防的エン
ドトキシン吸着療法

村上　徹・唐仁原　全・
内海　謙・吉村　直子・
川瀬　友則・加藤　容二
郎・田上　正茂・安藤
哲郎・浦島　良典・中島
一朗・渕之上　昌平・阿
岸　鉄三

日本アフェレシス学会雑
誌　１９（Suppl）：４
３，２０００
第２０回日本アフェレシ
ス学会学術大会抄録集

6/10-11/2000         幕張、千葉

00 AJ- CA -031 劇症肝不全症例における
Bridge Use としての血液
浄化療法の有用性

内海　謙・渕之上　昌
平・春口　洋昭・君川
正昭・唐仁原　全・中島
一朗・阿岸　鉄三

日本アフェレイス学会雑
誌　１９（Suppl）：５
２，２０００
第２０回日本アフェレシ
ス学会学術大会抄録集

6/10-11/2000 　　幕張、千葉

00 AJ- CA -032 保険診療におけるアフェ
レシス療法の問題点―ア
ンケート調査の結果を踏
まえて―

津田　裕士・阿岸　鉄
三・澁谷　統寿

日本アフェレシス学会雑
誌　１９（Suppl）：５
４，２０００
第２０回日本アフェレシ
ス学会学術大会抄録集

6/10-11/2000 　　幕張、千葉



00 AJ- CA -033 二重濾過血漿分離交換法
における適性置換液量／
アルブミン濃度の設定法
―早見表の作成とその妥
当性

江口　圭・君川　正昭・
堀部　浩司・横井　良・
石森　勇・星野　敏久・
金子　岩和・峰島
三千男・阿岸　鉄三

日本アフェレシス学会雑
誌　１９（Suppl）：６
６，２０００
第２０回日本アフェレシ
ス学会学術大会抄録集

6/10-11/2000 　　幕張、千葉

00 OJ- S -036 最近の血液浄化療法とME 阿岸　鉄三 第２４回ME講座、東京電
気大学、２０００

09/26/2000 東京電気大学公開講
座

00 OJ- S -037 透析患者の末梢循環障害 阿岸鉄三 第８９回鹿児島腎談話
会，鹿児島，２０００

01/18/2000

00 AJ- A -034 応用医学哲学のすすめ 阿岸鉄三 医工学治療　１３
（suppl）：３５，２００
１
（医工学治療学会第１６
回学術大会抄録集）

2001/2/9-10 　　名古屋、愛知

00 OJ- CS -038 軟組織も撮影可能な医学
用超高分解能X線コン
ピュータ断層撮影装置の
開発研究

芝田高志、高山幹子、阿
岸鉄三、小川智哉、高倉
公明、永野貞子

文部科学省科学研究費補
助基盤研究A（2）研究成
果平成11･12年報告書：
1-111、2000（研究報
告）

00 AJ- CA -035 軟組織も撮影可能な医学
用超高分解能X線コン
ピュータ断層撮影装置の
開発研究

芝田高志、高山幹子、阿
岸鉄三、小川智哉、高倉
公明、永野貞子

文部科学省科学研究費補
助基盤研究A（2）研究成
果平成11･12年報告書：
1-111、2000（研究報
告）


