年度 分類1 分類2 ナンバー
96 OJCS
003-CS-96

タイトル
共著･共同発表者名等
掲載誌
生体部分肝移植予定の肝 中村道郎・船越陽一・尾 日本医工学治療学会第８
性脳症患者4症例に対す 崎倫孝・赤松 真・北島 回学術大会，札幌，１９
る血液浄化療法の検討
久視子・藤田省吾・中川 ９６
芳彦・中島一朗・
河合達郎・渕之上昌平・
白髪宏司・伊藤克己・阿
岸鉄三・太田和夫・高崎
健・鈴木英弘・
野崎幹弘・田中紘一・山
岡義生

開催期間
02/10-11/1996

日本医工学治療学会第８
回学術大会，札幌，１９
９６
血液濾過器のUFRに与え 光武 徹・江口 圭・星 日本医工学治療学会第８
る影響因子の検討
野敏久・金子岩和・峰島 回学術大会，札幌，１９
三千男・阿岸鉄三・太田 ９６
和夫・佐中 孜

02/10-11/1996

005-CS-96

連続的再循環腹膜透析の 鈴木 聡・石森 勇・石 日本医工学治療学会第８
溶質除去に対するシミュ 田和寛・金子岩和・峰島 回学術大会，札幌，１９
レーション解析
三千男・佐藤雄一・阿岸 ９６
鉄三・太田和夫

02/10-11/1996

006-CS-96

透析患者における非侵襲 大瀬良篤・尾澤勝良・金 日本医工学治療学会第８
的動脈硬化測定の試みと 子岩和・佐中 孜・阿岸 回学術大会，札幌，１９
検討（第２報）−超音波 鉄三・太田和夫
９６
測定法を含めて−

02/10-11/1996

96 OJws

S

-001-S-96

96 OJ-

CS

004-CS-96

96 OJ-

CS

96 OJ-

CS

ワークショップ
阿岸鉄三
外気功の西洋医学的翻訳

送付日

02/10-11/1996

口演分類

96 OJ-

CS

007-CS-96

血液透析中の非観血的ヘ 江口 圭・石田和寛・岡 日本医工学治療学会第８
マトクリットモニターの 美穂・光武 徹・佐藤良 回学術大会，札幌，１９
使用経験とその応用
孝・金子岩和・峰島三千 ９６
男・佐中 孜・
阿岸鉄三・太田和夫

02/10-11/1996

96 OJ-

CS

008-CS-96

血液浄化機器の安全性の
確保と保守管理の現状
−過去７年間における
1,000例のトラブル対処の
事例から−

金子岩和・芝田正道・佐 日本医工学治療学会第８
藤良幸・大瀬良 篤・深 回学術大会，札幌，１９
澤 篤・道小島明美・石 ９６
森 勇・星野敏久・
松本和之・峰島三千男・
佐中 孜・阿岸鉄三・二
瓶 宏・太田和夫

02/10-11/1996

96 OJ-

CS

001-CS-96

A-C bypass後に生体腎移 古賀祥嗣・田辺一成・八 第２９回日本腎移植臨床
植を施行した２例
木沢 隆・徳本直彦・井 研究会，札幌，１９９６
口靖弘・東間 紘・河合
達郎・渕之上昌平・
阿岸鉄三・太田和夫

02/01-03/1996

96 OJ-

CS

009-CS-96

脂質吸着療法によって明
らかにされた高脂血症性
ネフローゼ症候群の進展
における酸化LDLの
重要性

02/24/1996

96 OJ-

S

015-S-96

維持透析患者の閉塞性動 阿岸鉄三・北島久視子・ 第４１回日本透析医学会
脈硬化症・関節運動障害 太田和夫
総会，名古屋，１９９６
に対する外気功の効果

07/05-07/1996

96 OJsp

S

-001-S-96

特別講演
阿岸鉄三
外気功治療の西洋医学的
評価

03/09/1996

佐中 孜・篠部道隆・村 第９回腎と脂質研究会，
上 淳・金子岩和・樋口 東京，１９９６
千恵子・小俣正子・佐藤
孝子・松沢 史・
小俣百世・庭山 淳・二
瓶 宏・阿岸鉄三・内山
英樹・木村順治

第１回生命情報科学シン
ポジウム，東京，１９９
６

顆粒球体外吸着療法（G1）の作用機序について
の検討
HBsAgキャリアーにおけ
る腎移植の検討

柏木伸仁・井出達夫・大
井浩資・阿岸鉄三・粕川
禮司
八木沢隆・田辺一成・徳
本直彦・井口靖浩・石川
暢夫・古賀祥嗣・内藤
隆・尊田和徳・東間 紘
阿岸鉄三・太田和夫・高
橋公太

第４０回日本リウマチ学
会総会，福島，１９９６

05/23-25/1996

第３９回日本腎臓学会学
術総会，倉敷，１９９６

05/30-06/01/1996

96 OJ-

CS

010-CS-96

96 OJ-

CS

012-CS-96

96 OJs-

CS

-001-CS-96 シンポジウム
中川芳彦・寺岡 慧・河 第５回腎不全外科研究学
糖尿病性腎不全患者の手 合達郎・渕之上昌平・阿 会，北九州，１９９６
術−腎移植
岸鉄三・太田和夫・田辺
一成・八木沢隆・
東間 紘・朝長 修・馬
場園哲也・大森安恵

96 OJ-

CS

013-CS-96

大量腹水を認めた硬化性 後藤友希子・辻 和彦・ 第５回腎不全外科研究
腹膜炎に対し腹水ポンプ 古賀祐希子・内田靖子・ 会，北九州，１９９６
を留置した１例
村上 徹・内海 謙・石
田英樹・小池太郎・
阿部正浩・中川芳彦・阿
岸鉄三・太田和夫

06/15/1996

96 OJ-

CS

011-CS-96

非観血式連続的ヘマトク
リット測定装置を応用し
た血液透析中の血圧低下
の予防

岡 美穂・石田和寛・光 第７１回日本医科器械学
武 徹・江口 圭・佐藤 会大会，福岡，１９９６
良幸・金子岩和・峰島三
千男・久保和雄・
佐中 孜・阿岸鉄三・太
田和夫

05/23-25/1996

96 OJ-

CS

014-CS-96

Neo Red Cellを用いた心 船越陽一・藤田省吾・渕 第３回日本血液代替物学
単純浸漬保存の研究
之上昌平・阿岸鉄三・太 会年次大会，福島，１９
田和夫
９６

06/18-19/1996

06/15/1996

96 OJws

CS

-002-CS-96 ワークショップ
寺岡 慧・阿岸鉄三・太 第４１回日本透析医学会
透析患者の術後代謝変動 田和夫
総会，名古屋，１９９６
と栄養管理の基本的原則

07/05-07/1996

96 OJws

CS

-003-CS-96 ワークショップ
透析患者における術後栄
養，輸液の実際
001-CS-96 ランチョンセミナー
透析患者におけるTPN管
理
016-CS-96 透析患者における腎癌手
術症例の予後の検討

中川芳彦・阿岸鉄三・太 第４１回日本透析医学会
田和夫
総会，名古屋，１９９６

07/05-07/1996

寺岡 慧・阿岸鉄三・太
田和夫
共催：大塚製薬（株）
中沢速和・鬼塚史朗・伊
藤文夫・奥田比佐志・龍
治 修・木原 健・合谷
信行・東間 紘・
阿岸鉄三・太田和夫

第４１回日本透析医学会
総会，名古屋，１９９６

07/05-07/0996

第４１回日本透析医学会
総会，名古屋，１９９６

07/05-07/1996

96 OJse- CS

96 OJ-

CS

96 OJ-

S

017-S-96

維持透析患者における閉 阿岸鉄三・北島久視子・ 第４１回日本透析医学会
塞性動脈硬化症ではAPI 佐藤雄一・尾澤勝良・佐 総会，名古屋，１９９６
が低下しないことがある 中 孜・太田和夫

07/05-07/1996

96 OJ-

CS

018-CS-96

内シャント過剰血流に対 仁科裕之・中川芳彦・佐 第４１回日本透析医学会
する吻合部血管形成兼バ 藤雄一・廣谷紗千子・藤 総会，名古屋，１９９６
ンディング術
田省吾・河合達郎・渕之
上昌平・寺岡 慧・
阿岸鉄三・太田和夫

07/05-07/1996

96 OJ-

CS

019-CS-96

透析用として新たに開発 中川芳彦・太田和夫・佐 第４１回日本透析医学会
されたE-PTFE人工血管 藤雄一・春口洋昭・廣谷 総会，名古屋，１９９６
の臨床経験
紗千子・藤田省吾・河合
達郎・渕之上昌平・
寺岡 慧・阿岸鉄三

07/05-07/1996

96 OJ-

CS

020-CS-96

HD中の血圧監視モニター
としての非観血式連続的
Ht測定装置CRIT-LINETM
の有用性

佐藤良幸・石田和寛・岡 第４１回日本透析医学会
美穂・光武 徹・江口
総会，名古屋，１９９６
圭・金子岩和・久保和
雄・峰島三千男・
佐中 孜・阿岸鉄三・太
田和夫

07/05-07/1996

96 OJ-

CS

021-CS-96

ブラッドアクセスとして 廣谷紗千子・中川芳彦・ 第４１回日本透析医学会
の人工血管移植術におけ 佐藤雄一・春口洋昭・藤 総会，名古屋，１９９６
る手術手技上の考察
田省吾・河合達郎・渕之
上昌平・寺岡 慧・
阿岸鉄三・太田和夫

07/05-07/1996

96 OJse- S

002-S-96

多様化する血液浄化療法 阿岸鉄三

09/07-08/1996

96 OJ-

CS

022-CS-96

出口応答特性からみた
Push/Pull HDF溶解除去
メカニズムの解明

第１３回医工学治療研修
セミナー，松本，１９９
６
第３４回日本人工臓器学
会大会，東京，１９９６

96 OJ-

CS

023-CS-96

再循環腹膜透析の溶質除 鈴木 聡・峰島三千男・ 第３４回日本人工臓器学
去における高効率化の検 佐藤雄一・金子岩和・佐 会大会，東京，１９９６
討
中 孜・阿岸鉄三・太田
和夫・増田利明・
福井 清

10/02-04/1996

96 OJ-

CS

024-CS-96

透析用として新たに開発 中川芳彦・太田和夫・河 第３４回日本人工臓器学
されたE-PTFE人工血管 合達郎・渕之上昌平・寺 会大会，東京，１９９６
の物理的特性
岡 慧・阿岸鉄三

10/02-04/1996

峰島三千男・海老沢秀
夫・金子岩和・佐中
孜・阿岸鉄三・太田和夫

10/02-04/1996

96 OJ-

CS

025-CS-96

糖尿病腎不全に対する膵 寺岡 慧・中村道郎・石 第３２回日本移植学会総
腎複合移植
田英樹・星野智昭・佐藤 会，鹿児島，１９９６
純彦・阿部正浩・小池太
郎・赤松 眞・尾崎倫考
北島久視子・廣谷紗千
子・春口洋昭・新開真
人・船越陽一・君川正
昭・藤田省吾・唐仁原
全・
中川芳彦・中島一朗・河
合達郎・渕之上昌平・阿
岸鉄三・太田和夫・朝長
修・大森安恵

10/24-25/1996

96 OJ-

CS

026-CS-96

10/24-25/1996

96 OJ-

CS

027-CS-96

Neo Red Cellを用いた心 船越陽一・藤田省吾・渕 第３２回日本移植学会総
単純浸漬保存
之上昌平・阿岸鉄三・太 会，鹿児島，１９９６
田和夫
生体肝，腎移植における 二ツ山和也・阿部正浩・ 第３２回日本移植学会総
抗ドナー抗体と移植臓器 早坂勇太郎・安尾美年
会，鹿児島，１９９６
の機能
子・河合達郎・田辺一
成・渕之上昌平・中沢速
和・寺岡 慧・阿岸鉄
三・東間 紘・太田和夫

96 OJ-

CS

028-CS-96

生体腎移植における抗ド 阿部正浩・河合達郎・田 第３２回日本移植学会総
ナー抗体と長期移植腎機 辺一成・二ツ山和也・早 会，鹿児島，１９９６
能に関する研究
坂勇太郎・渕之上昌平・
寺岡 慧・阿岸鉄三・
東間 紘・太田和夫

10/24-25/1996

96 OJsp

S

-002-S-96

基調講演
血液浄化療法とコン
ピュータ

10/27/1996

阿岸鉄三

第１４回血液浄化技術研
究会岡山シンポジウム，
岡山，１９９６

10/24-25/1996

96 OJs-

S

002-S-96

96 OJ-

CS

002-CS-96

医療パラダイムの拡大

阿岸鉄三

第３回第三医学研究会シ
ンポジウム，東京，１９
９６
A-C bypass後に生体腎移 古賀祥嗣・田辺一成・八 第２９回日本腎移植臨床
植術を施行した２例
木沢隆・徳本直彦・井口 研究会，札幌，１９９６
靖弘・東間 紘・渕之上
昌平・阿岸鉄三・
太田和夫・河合達郎

11/03/1996

11/23/1996

96 OJse- S

003-S-96

教育講演
医工学的に見た気功

96 OJ-

029-S-96

アフェレシス治療の現況 阿岸鉄三

S

阿岸鉄三

第１４回医工学治療研修
セミナー，福岡，１９９
６
第１回中四国ECT研究
会，岡山，１９９６
（主催：鳥居薬品株式会
社）

02/01-03/1996

11/28/1996

