
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 送付日 開催期間 口演分類
95 OJ- CS 001-CS-95 CMV antigenemia 法によ

る腎移植後ＣＭＶ感染症
の早期診断・PCR法との
比較検討

田辺一成・高橋公太・尊
田和徳・鈴木万里・三和
奈穂子・大崎慎一・木全
直樹・東間　紘
阿岸鉄三・太田和夫

第２８回日本腎移植臨床
研究会，箱根，１９９５

01/26-28/1995 一般

95 OJ- CS 002-CS-95 CMV感染症の早期診断に
アンチゲネミア法が有用
であった１例

小山一郎・高橋公太・尊
田和徳・田辺一成・寺岡
慧・東間　紘・阿岸鉄
三・太田和夫

第２８回日本腎移植臨床
研究会，箱根，１９９５

01/26-28/1995 一般

95 OJ- CS 003-CS-95 腎移植後血漿交換療法依
存性の再発性巣状糸球体
硬化症の一例

渡邊法明・田辺一成・尊
田和徳・高橋公太・東間
紘・寺岡　慧・阿岸鉄
三・太田和夫

第２８回日本腎移植臨床
研究会，箱根，１９９５

01/26-28/1995 一般

95 OJ- CS 004-CS-95 術中凍結血漿輸血にて拒
絶反応を惹起させたABO
血液型不適合の２症例

高橋公太・川口　洋・尊
田和徳・田辺一成・鈴木
万里・三和奈穂子・大崎
慎一・木全直樹
東間　紘・伊藤克己・二
瓶　宏・阿岸鉄三・太田
和夫

第２８回日本腎移植臨床
研究会，箱根，１９９５

01/26-28/1995 一般

95 OJ- CS 005-CS-95 腎移植後の口腔カンジタ
症に対するミコナゾール
ゲルの予防効果の検討

市川由紀・高橋公太・尊
田和徳・田辺一成・鈴木
万里・三和奈穂子・大崎
慎一・木全直樹
東間　紘・二瓶　宏・阿
岸鉄三・太田和夫

第２８回日本腎移植臨床
研究会，箱根，１９９５

01/26-28/1995 一般

95 OJ- CS 006-CS-95 異種移植における
Immuno Affinity Gel によ
る異種抗体の吸着除去

船越陽一・ 水田敏信・早
坂勇太郎・君川正昭・菅
英育・阿岸鉄三・太田和
夫

第９５回日本外科学会総
会, 名古屋，１９９５

04/10-12/1995

95 OJsp S -034-S-95 特別講演
LDL吸着によるASOの治
療

阿岸鉄三 ASO-LDLアフェレシス研
究会，札幌，１９９５

03/17/1995



95 OJsp S -035-S-95 特別講演
血液浄化療法とコン
ピュータ

阿岸鉄三 第１２回臨床工学研究
会，千葉，１９９５

02/12/1995

95 OJ- CS 007-CS-95 連続的再循環腹膜透析の
可能性

峰島三千男・佐中　孜・
阿岸鉄三・太田和夫

第10回ハイパフォーマン
ス・メンブレン研究会，
東京，１９９５
第6回次世代人工腎研究
懇話会　合同研究会，東
京，１９９５

03/11-12/1995

95 OJ- CS 008-CS-95 血液濾過法におけるヒト
血液系濾過特性とその影
響因子の検討

江口　圭・光武　徹・加
藤文弘・吉川　学・石森
勇・星野敏久・金子岩
和・峰島三千男・
佐中　孜・阿岸鉄三・太
田和夫

第１０回ハイパフォーマ
ンス・メンブレン研究
会，東京，１９９５
第６回次世代人工腎研究
懇話会　合同研究会，東
京，１９９５

03/11-12/1995

95 OJ- CS 009-CS-95 抗異種血球ポリクロナー
ル抗体による異種移植心
の生着延長効果

藤田省吾・早坂勇太郎・
村上徹・船越陽一・中島
一朗・河合達郎・渕之上
昌平・寺岡　慧
阿岸鉄三・太田和夫

第２回日本臓器保存生物
医学会総会，東京，１９
９５

05/11-12/1995 一般

95 OJ- CS 010-CS-95 顆粒球体外吸着療法（Ｇ
－１療法）の検討（２）
慢性関節リウマチ（Ｒ
Ａ）患者に対するＧ－１
療法の免疫パラメーター
の変化および長期持続効
果について

大原守弘・粕川禮司・江
澤英光・江澤和彦・吉野
槙一・藤森十郎・岡野
昭・清水美津夫・
阿岸鉄三

第３９回日本リウマチ学
会総会，大阪，１９９５

05/10-12/1995 ワークショップ

95 OJ- S 011-S-95 アフェレシス療法の変遷
と展望

阿岸鉄三 日本アフェレシス学会九
州地方会第１回学術大
会，久留米，１９９５

04/22/1995 特別



95 OJ- CS 012-CS-95 One Bag方式Push/Pull
HDFにおける溶質除去特
性

佐々木淳・峰島三千男・
金子岩和・佐中　孜・阿
岸鉄三・太田和夫・小野
信行・今村和夫
酒井清孝

第３３回日本人工臓器学
会大会，大阪，１９９５

11/07-09/1995 一般

95 OJ- CS 013-CS-95 大量濾過を伴うHF, HDF
の溶質除去に及ばす希釈
方，濾過流量の影響

峰島三千男・星野畝久・
寺岡　慧・阿岸鉄三・太
田和夫

第３３回日本人工臓器学
会大会，大阪，１９９５

11/07-09/1995 一般

95 OJ- CS 014-CS-95 新しいポリスルホン膜ハ
イフラックス型ダイアラ
イザ（FSー１０５）の溶
質除去能および接着分子
の発現

芝田正道・星野畝久・金
子岩和・佐中　孜・峰島
三千男・佐藤雄一・阿岸
鉄三・太田和夫

第３３回日本人工臓器学
会大会，大阪，１９９５

11/07-09/1995 一般

95 OJ- CS 015-CS-95 慢性腎不全患者における
肝切除術自験例１２例の
検討

中村道郎・中島一朗・船
越陽一・阿部正浩・新開
真人・渕之上昌平・寺岡
慧・阿岸鉄三・
太田和夫

第４回腎不全外科研究
会，札幌，１９９５

06/17/1995

95 OJsp S -036-S-95 特別講演
維持透析患者の高脂血症
とASO

阿岸鉄三 第４７回北海道透析療法
学会，札幌，１９９５

06/04/1995 特別講演

95 OJ- CS 016-CS-95 ブラッドアクセス穿刺後
の偽性動脈瘤

清水朋一・中川芳彦・佐
藤雄一・春口洋昭・河合
達郎・渕之上昌平・寺岡
慧・阿岸鉄三・
太田和夫

第４０回日本透析医学会
総会，横浜，１９９５

06/23-25/1995

95 OJ- CS 017-CS-95 LDL吸着療法における
oxidized (O)-LDL の検討

樋口千恵子・佐中　孜・
二瓶　宏・阿岸鉄三・内
山英樹・島村京子・木村
順治

第４０回日本透析医学会
総会，横浜，１９９５

06/23-25/1995



95 OJ- CS 018-CS-95 透析患者の消化管手術に
おける縫合不全例と創傷
治癒抑制因子の検討

春口洋昭・君川正昭・新
開真人・赤松　真・尾崎
倫孝・小池太郎・阿部正
浩・中島一朗・
渕之上昌平・寺岡　慧・
阿岸鉄三・太田和夫

第４回腎不全外科研究
会，札幌，１９９５

06/17/1995 追加発言

95 OJ- CS 020-CS-95 当院における下肢ブラッ
ドアクセスの開存機関に
対する検討

廣谷紗千子・中川芳彦・
佐藤雄一・春口洋昭・寺
岡　慧・阿岸鉄三・太田
和夫

第４０回日本透析医学会
総会，横浜，１９９５

06/23-25/1995 一般

95 OJsp S -037-S-95 特別講演
臓器移植とアフェレシス

阿岸鉄三 第１５回日本アフェレシ
ス学会学術大会,  札幌，
１９９５

06/08-09/1995 特別（市民公開講座）

95 OJ- CS 021-CS-95 腎移植後血漿交換療法依
存性の再発性巣状糸球体
硬化症の一例

渡邊法明・田辺一成・尊
田和徳・高橋公太・寺岡
慧・阿岸鉄三・東間
紘・太田和夫

第４０回日本透析医学会
総会，横浜，１９９５

06/23-25/1995 一般

95 OJ- CS 022-CS-95 Discordant-異種移植にお
ける超急性拒絶反応抑制
に関する検討

早坂勇太郎・藤田省吾・
阿岸鉄三・太田和夫

第１５回学内免疫談話
会，東京，１９９５

07/01/1995

95 OJws CS -039-CS-95 ワークショップ
抗異種赤血球／白血球ポ
リクロナール抗体による
異種移植心の生着延長効
果

藤田省吾・早坂勇太郎・
村上　徹・船越陽一・中
島一朗・河合達郎・渕之
上昌平・寺岡　慧・
阿岸鉄三・太田和夫

第３１回日本移植学会総
会，京都，１９９５

09/04-06/1995



95 OJws CS -040-CS-95 ワークショップ
生体部分肝移植における
問題点の検討

渕之上昌平・中島一朗・
河合達郎・中川芳彦・藤
田省吾・北島久視子・船
越陽一・赤松　眞・
尾崎倫孝・白髪宏司・伊
藤克己・寺岡　慧・阿岸
鉄三・太田和夫・仲沢弘
明・野崎幹弘・
川真田美和子・鈴木英
弘・林　直諒・高崎
健・羽生富士夫・田中紘
一・山岡義生

第３１回日本移植学会総
会，京都，１９９５

09/04-06/1995

95 OJ- CS 023-CS-95 Long Term DSTによる抗
ドナー異種既存（赤血球
凝集）抗体の抑制に関す
る検討

早坂勇太郎・藤田省吾・
村上　徹・新開真人・船
越陽一・河合達郎・渕之
上昌平・寺岡　慧・
阿岸鉄三・太田和夫

第３１回日本移植学会総
会，京都，１９９５

09/04-06/1995 一般演題・示説

95 OJE- CS 031-CS-95 教育講演
慢性透析症例に合併した
血管合併症の手術

遠藤真弘・野々山真樹・
西田　博・北村昌也・小
柳　仁・河口正雄・住吉
徹哉・阿岸鉄三・
太田和夫

第７回アクセス研究会，
東京，１９９５

03/05/1995

95 OJ- CS 024-CS-95 持続的血液除去法におけ
る溶質除去特性の実験的
検討

星野敏久・峰島三千男・
清水幹夫・芝田正道・石
森　勇・金子岩和・佐中
孜・寺岡　慧・
阿岸鉄三・太田和夫

第６回急性血液浄化研究
会，東京，１９９５

10/06-07/1995

95 OJ- CS 025-CS-95 維持血液透析患者の虚血
性末梢血行障害の特異性

阿岸鉄三・佐藤雄一・北
島久視子・太田和夫

第３６回日本脈管学会総
会，那覇，１９９５

10/31-11/02/1995



95 OJS- CS 033-CS-95 シンポジウム
急性重症膵炎に対する治
療ー持続的腹腔内洗浄と
非経腹的後腹腔ドレナー
ジ

寺岡　慧・藤田省吾・中
川芳彦・小池太郎・阿部
正浩・佐藤雄一・尾崎倫
孝・春口洋昭・船越陽一
中島一朗・河合達郎・渕
之上昌平・阿岸鉄三・太
田和夫

第５７回日本臨床外科医
学会総会，福島，１９９
５

11/08-10/1995

95 OJ- CS 026-CS-95 臓器移植と血液浄化法 寺岡　慧・阿岸鉄三・佐
藤雄一・船越陽一・小池
太郎・阿部正浩・尾崎倫
孝・藤田省吾・中川芳彦
中島一朗・河合達郎・早
坂勇太郎・渕之上昌平・
太田和夫・田辺一成・東
間　紘・川口　洋・
伊藤克己

第５７回日本臨床外科医
学会総会，福島，１９９
５

11/08-10/1995

95 OJ- CS 027-CS-95 濾過型血液浄化器のみか
けのふるい係数に及ぼす
操作条件の影響

峰島三千男・星野敏久・
石森　勇・金子岩和・佐
中　孜・寺岡　慧・阿岸
鉄三・太田和夫

第３３回日本人工臓器学
会大会，大阪，１９９５

11/07-09/1995

95 OJsp S -038-S-95 特別発言
　パネルディスカッショ
ン
　「各種疾病に対するア
フェレーシス療法の開発
と評価」

阿岸鉄三 第３３回日本人工臓器学
会大会，大阪，１９９５

11/07-09/1995

95 OJ- CS 028-CS-95 改良型ポリウレタン人工
血管の開発
－透析用AVシャントとし
て－

星野智明・太田和夫・中
川芳彦・佐藤雄一・寺岡
慧・阿岸鉄三・今井
清・斉藤義明

第３３回日本人工臓器学
会大会，大阪，１９９５

11/07-09/1995



95 OJws CS -041-CS-95 ワークショップ
顆粒球体外吸着療法（G-
1）の作用機序について
の検討

柏木伸二・井出達夫・大
井浩資・阿岸鉄三・粕川
禮司

第３９回リウマチ学会総
会，大阪，１９９５

05/10-12/1995

95 OJws CS -042-CS-95 ワークショップ
膜型血液浄化器の性能評
価法における問題点

峰島三千男・阿岸鉄三・
太田和夫

第４０回日本透析医学会
総会，横浜，１９９５

06/23-25/1995

95 OJ- CS 029-CS-95 超音波ドップラー法によ
る透析患者の動脈硬化度
の測定

松本和之・尾澤勝良・星
野敏久・金子岩和・濱野
慶朋・佐中　孜・峰島三
千男・阿岸鉄三・
太田和夫

第４０回日本透析医学会
総会，横浜，１９９５

06/23-25/1995

95 OJpr S -032-S-95 大会長講演
人工血液の単純補充以外
の使用法

阿岸鉄三 第２回日本血液代替物学
会年次大会，東京，１９
９５

06/19-20/1995

95 OJ- CS 030-CS-95 家兎の関節炎モデルに対
する顆粒球体外吸着療法
(G-1)の効果と免疫調節作
用について

柏木伸仁・井出達夫・阿
岸鉄三・吉野槙一・粕川
禮司

第１６回日本炎症学会，
東京，１９９５

07/20-21/1995

95 OJ- CS 019-CS-95 食堂壁内に気管支嚢胞を
合併した血液透析患者の
１例

石田英樹・尾崎倫孝・小
池太郎・小山一郎・中島
一朗・渕之上昌平・寺岡
慧・阿岸鉄三・
太田和夫

第４回腎不全外科研究
会，札幌，１９９５

06/17/1995


