年度 分類1 分類2 ナンバー
97 OJCS
001-CS-97

送付日

開催期間
01/23-25/1997

超音波ガイド下移植腎生 村上 徹・田辺一成・石 第３０回日本腎移植臨床
検の検討
川暢夫・阿部正浩・小池 研究会抄録集：７７，１
太郎・河合達郎・渕之上 ９９７
昌平・中沢速和・
寺岡 慧・阿岸鉄三・東
間 紘・太田和夫

97 AJ-

97 OJse- S

002-S-97

97 OJs-

CS

001-CS-97

CS

002-CS-97

97 AJ-

97 OJ-

タイトル
共著･共同発表者名等
掲載誌
超音波ガイド下移植腎生 村上 徹・田辺一成・石 第３０回日本腎移植臨床
検の検討
川暢夫・阿部正浩・小池 研究会，千葉，１９９７
太郎・河合達郎・渕之上
昌平・中沢速和・
寺岡 慧・阿岸鉄三・東
間 紘・太田和夫

透析患者の末梢血行障害 阿岸鉄三

（社）日本透析医会研修 *
セミナ−
"透析医療における
Current Topics '97"，東
京，１９９７
ラット抗モルモット赤血 早坂勇太郎・藤田省吾・ 第４回異種移植シンポジ *
球溶血抗体と凝集抗体に 新開真人・阿岸鉄三・太 ウム，名古屋，１９９７
関する検討
田和夫
ラット抗モルモット赤血 早坂勇太郎・藤田省吾・ 第４回異種移植シンポジ
球溶血抗体と凝集抗体に 新開真人・阿岸鉄三・太 ウム抄録集：１２，１９
関する検討
田和夫
９７
二重濾過血漿分離交換法 江口 圭・尾澤勝良・星 日本医工学治療学会第９
(DFPP)への連続的ヘマト 野敏久・金子岩和・峰島 回学術大会，広島，１９
クリットモニターの応用 三千男・廣谷紗千子・樋 ９７
口千恵子・佐中 孜・
阿岸鉄三・太田和夫

03/02/1997

02/07/1997

02/22-23/1997

口演分類

二重濾過血漿分離交換法 江口 圭・尾澤勝良・星 日本医工学治療学会第９
(DFPP)への連続的ヘマト 野敏久・金子岩和・峰島 回学術大会抄録集：５
クリットモニターの応用 三千男・廣谷紗千子・樋 ２，１９９７
口千恵子・佐中 孜・
阿岸鉄三・太田和夫

97 AJ-

97 OJ-

CS

003-CS-97

02/22-23/1997

潰瘍性大腸炎に対する白 深澤 篤・坂本あさよ・ 日本医工学治療学会第９
血球除去療法の試み
相場 泉・尾澤勝良・星 回学術大会抄録集：６
野敏久・金子岩和・峰島 ４，１９９７
三千男・波多野道康・
佐中 孜・飯塚文瑛・阿
岸鉄三・太田和夫

97 AJ-

97 OJse- S

001-S-97

血液浄化療法の基礎と実 阿岸鉄三
際（抗凝固療法を含む）

第１８回透析技術認定士 *
認定試験講習会，東京，
１９９７
顆粒球体外吸着療法（G 柏木伸仁・中村 洋・益 リウマチ ３７（２）２
−１）の検討（１）
山純一・阿岸鉄三・吉野 ４０，１９９７
治療経過に伴う単球TNFα 慎一・粕川禮司
（第４１回日本リウマチ
産生能の低下
学会総会抄録集）

02/25/1997

004-CS-97

顆粒球体外吸着療法（G 柏木伸仁・中村 洋・益 第４１回日本リウマチ学
−１）の検討（１）
山純一・阿岸鉄三・吉野 会総会，名古屋，１９９
治療経過に伴う単球TNFα 慎一・粕川禮司
７
産生能の低下

05/08-10/1997

97 AJ-

97 OJ-

潰瘍性大腸炎に対する白 深澤 篤・坂本あさよ・ 日本医工学治療学会第９
血球除去療法の試み
相場 泉・尾澤勝良・星 回学術大会，広島，１９
野敏久・金子岩和・峰島 ９７
三千男・波多野道康・
佐中 孜・飯塚文瑛・阿
岸鉄三・太田和夫

CS

来るべき脳死下臓器移植 寺岡 慧・八田光弘・阿 Organ Biology４（１）：
のためのネットワークシ 岸鉄三・東間 紘・小柳 ８９，１９９７
ステム
仁
（第４回日本臓器保存生
物医学会総会プログラ
ム・抄録集）

97 AJ-

97 OJs-

CS

002-CS-97

97 AJ-

97 OJ-

CS

025-CS-97

シンポジウム
寺岡 慧・八田光弘・阿 第４回日本臓器保存生物
来るべき脳死下臓器移植 岸鉄三・東間 紘・小柳 医学会総会，東京，１９
のためのネットワークシ 仁
９７
ステム
原発性高シュウ酸尿症Ⅰ
型（PH）に対する生体部
分肝・腎移植
−１年の経過からみた生
体ドナーの適正性−

白髪宏司・渕之上昌平・ 第１５回肝移植研究会抄
中島一朗・小池太郎・内 録集：５８，１９９７
田靖子・仁科裕之・提嶋
淳一郎・村上 徹・
赤松 眞・北島久視子・
藤田省吾・阿岸鉄三・谷
口由枝・高崎 健・林
直諒・東間 紘・
市山 新・田中紘一・伊
藤克己

原発性高シュウ酸尿症Ⅰ
型（PH）に対する生体部
分肝・腎移植
−１年の経過からみた生
体ドナーの適正性−

白髪宏司・渕之上昌平・ 第１５回肝移植研究会，
中島一朗・小池太郎・内 秋田，１９９７
田靖子・仁科裕之・提嶋
淳一郎・村上 徹・
赤松 眞・北島久視子・
藤田省吾・阿岸鉄三・谷
口由枝・高崎 健・林
直諒・東間 紘・
市山 新・田中紘一・伊
藤克己

05/30-31/1997

07/25-26/1997

97 OJ-

CS

026-CS-97

血液浄化をおこなった肝 谷口由枝・白髪宏司・渕 第１５回肝移植研究会，
移植小児１２例の検討
之上昌平・中島一朗・小 秋田，１９９７
池太郎・内田靖子・仁科
裕之・提嶋淳一郎・
村上 徹・赤松 眞・北
島久視子・藤田省吾・阿
岸鉄三・金子岩和・樋口
千恵子・秋岡祐子・
柳下 肇・此元隆雄・田
中紘一・伊藤克己

97 AJ-

血液浄化をおこなった肝 谷口由枝・白髪宏司・渕 第１５回肝移植研究会抄
移植小児１２例の検討
之上昌平・中島一朗・小 録集：５１，１９９７
池太郎・内田靖子・仁科
裕之・提嶋淳一郎・
村上 徹・赤松 眞・北
島久視子・藤田省吾・阿
岸鉄三・金子岩和・樋口
千恵子・秋岡祐子・
柳下 肇・此元隆雄・田
中紘一・伊藤克己

97 AJ-

顆粒球吸着療法が奏功し 西田英一・小俣百代・樋 第１７回日本アフェレシ
たステロイド抵抗性潰瘍 口千恵子・久保和雄・佐 ス学会学術大会抄録集：
性大腸炎の３症例
中 孜・二瓶 宏・阿岸 ７５，１９９７
鉄三・太田和夫・
飯塚文瑛

97 OJ-

CS

005-CS-97

顆粒球吸着療法が奏功し 西田英一・小俣百代・樋 第１７回日本アフェレシ
たステロイド抵抗性潰瘍 口千恵子・久保和雄・佐 ス学会学術大会，長崎，
性大腸炎の３症例
中 孜・二瓶 宏・阿岸 １９９７
鉄三・太田和夫・
飯塚文瑛

07/25-26/1997

06/05-06/1997

97 AJ-

97 OJ-

CS

006-CS-97

97 AJ-

97 OJ-

CS

046-CS-97

97 AJ-

97 AJ-

97 OJ-

CS

056-CS-97

二重濾過血漿分離交換法
(DFPP)に連続的ヘマトク
リットモニター(CLMTM)
を応用した循環血液量
(BV)の監視

江口 圭・堀部浩司・横 第１７回日本アフェレシ
井 良・尾澤勝良・星野 ス学会学術大会抄録集：
敏久・金子岩和・峰島三 ７９，１９９７
千男・木全直樹・
廣谷紗千子・佐中 孜・
阿岸鉄三・太田和夫

二重濾過血漿分離交換法
(DFPP)に連続的ヘマトク
リットモニター(CLMTM)
を応用した循環血液量
(BV)の監視

江口 圭・堀部浩司・横 第１７回日本アフェレシ
井 良・尾澤勝良・星野 ス学会学術大会，長崎，
敏久・金子岩和・峰島三 １９９７
千男・木全直樹・
廣谷紗千子・佐中 孜・
阿岸鉄三・太田和夫

Recirculating peritoneal
dialysis (RPD) を施行し
た脳血管障害合併透析患
者の一例

寺田 茂・樋口千恵子・
鈴木 聡・峰島三千男・
安藤 稔・久保和雄・佐
中 孜・二瓶 宏・
阿岸鉄三

The Japanese Journal of
Nephrology：３９（６）
６４０，１９９７
（社）日本腎臓学会東部
会学術集会

透析患者における脛骨超
音波伝播速度測定法の検
討
透析患者における脛骨超
音波伝播速度測定法の検
討
家兎の感作関節炎モデル
に対する顆粒球体外吸着
療法（Ｇ−１）
家兎の感作関節炎モデル
に対する顆粒球体外吸着
療法（Ｇ−１）

春口洋昭・佐中 孜・久
保和雄・樋口千恵子・阿
岸鉄三
春口洋昭・佐中 孜・久
保和雄・樋口千恵子・阿
岸鉄三
井出達夫・柏木伸仁・田
中 進・橘 武彦・吉野
槙一・阿岸鉄三
井出達夫・柏木伸仁・田
中 進・橘 武彦・吉野
槙一・阿岸鉄三

第１６回腎と骨代謝研究
会

06/05-06/1997

10/04/1997

第１６回腎と骨代謝研究
会
第１８回日本炎症学会

第１８回日本炎症学会

11/20/21/1997

顆粒球体外吸着療法 (G1) の検討（１）
治療経過に伴う単球サイ
トカイン産生能の変化

田中 進・柏木伸仁・井 第１８回日本炎症学会
出達夫・佐藤順一・中村
洋・益山純一・阿岸鉄
三・吉野槙一・粕川禮司

057-CS-97

顆粒球体外吸着療法 (G1) の検討（１）
治療経過に伴う単球サイ
トカイン産生能の変化

田中 進・柏木伸仁・井 第１８回日本炎症学会
出達夫・佐藤順一・中村
洋・益山純一・阿岸鉄
三・吉野槙一・粕川禮司

001-S-97

特別講演
阿岸鉄三
アフェレシス治療の現況

97 AJ-

97 OJ-

CS

97 OJsp- S

97 AJ-

06/19/1997

肝移植小児における急性 谷口由枝・白髪宏司・渕 第８回急性血液浄化研究
血液浄化療法−非血液浄 之上昌平・中島一朗・小 会抄録集：４１，１９９
化施行例との比較−
池太郎・阿岸鉄三・清水 ７
幹夫・芝田正道・
星野敏久・金子岩和・樋
口千恵子・秋岡祐子・田
中紘一・伊藤克己

97 AJ-

97 OJ-

第６回山口県血液浄化研 *
究会，山口，１９９７

11/20/21/1997

CS

047-CS-97

肝移植小児における急性 谷口由枝・白髪宏司・渕 第８回急性血液浄化研究
血液浄化療法−非血液浄 之上昌平・中島一朗・小 会，大津，１９９７
化施行例との比較−
池太郎・阿岸鉄三・清水
幹夫・芝田正道・
星野敏久・金子岩和・樋
口千恵子・秋岡祐子・田
中紘一・伊藤克己

デキストラン水溶液を用 峰島三千男・金子岩和・ 人工臓器 ２６（４）：
いた大量濾過型血液浄化 佐中 孜・阿岸鉄三
S−１８０，１９９７
器の性能評価

10/08-09/1997

97 OJ-

CS

031-CS-97

97 AJ-

97 OJ-

97 AJ-

CS

032-CS-97

デキストラン水溶液を用
いた大量濾過型血液浄化
器の性能評価
早期移植腎機能廃絶に至
る拒絶反応の抗ドナーリ
ンパ球抗体の検討

峰島三千男・金子岩和・ 第３５回日本人工臓器学
佐中 孜・阿岸鉄三
会大会，横浜，１８９７
阿部正浩・小池太郎・内
田靖子・提嶋淳一郎・村
上 徹・佐藤純彦・仁科
裕之・石井保夫・
河合達郎・渕之上昌平・
寺岡 慧・阿岸鉄三・二
ツ山和也・田辺一成・東
間 紘

09/13-15/1997

移植 ３２：１３４，１
９９７
（第３３回日本移植学会
総会臨時号）

早期移植腎機能廃絶に至 阿部正浩・小池太郎・内 第３３回日本移植学会総
る拒絶反応の抗ドナーリ 田靖子・提嶋淳一郎・村 会，大阪，１９９７
ンパ球抗体の検討
上 徹・佐藤純彦・仁科
裕之・石井保夫・
河合達郎・渕之上昌平・
寺岡 慧・阿岸鉄三・二
ツ山和也・田辺一成・東
間 紘
劇症肝不全に対する生体 春口洋昭・渕之上昌平・ 移植 ３２：１４８，１
肝移植の臨床経験
中島一朗・阿部正浩・小 ９９７
池太郎・北島久視子・藤 （第３３回日本移植学会
田省吾・唐仁原全・
総会臨時号）
阿岸鉄三・高崎 健・林
直諒・白髪宏司・伊藤克
己・田中紘一

09/16-18/1997

97 OJ-

CS

033-CS-97

CS

034-CS-97

肝切除術式からみた生体 唐仁原全・渕之上昌平・ 第３３回日本移植学会総
肝移植ドナーの残存肝機 中島一朗・藤田省吾・阿 会，大阪，１９９７
能の評価
部正浩・小池太郎・佐藤
純彦・北島久視子・
大坪毅人・阿岸鉄三・田
中紘一・高崎 健

09/16-18/1997

当施設における腎移植
石川暢夫・田辺一成・徳 移植 ３２：１９３，１
（二次移植）症例の臨床 本直彦・八木沢隆・河合 ９９７
的検討
達郎・渕之上昌平・中沢 （第３３回日本移植学会
速和・川口 洋・
総会臨時号）
寺岡 慧・高橋公太・東
間 紘・阿岸鉄三

97 AJ-

97 OJ-

09/16-18/1997

肝切除術式からみた生体 唐仁原全・渕之上昌平・ 移植 ３２：１４９，１
肝移植ドナーの残存肝機 中島一朗・藤田省吾・阿 ９９７
能の評価
部正浩・小池太郎・佐藤 （第３３回日本移植学会
純彦・北島久視子・
総会臨時号）
大坪毅人・阿岸鉄三・田
中紘一・高崎 健

97 AJ-

97 OJ-

劇症肝不全に対する生体 春口洋昭・渕之上昌平・ 第３３回日本移植学会総
肝移植の臨床経験
中島一朗・阿部正浩・小 会，大阪，１９９７
池太郎・北島久視子・藤
田省吾・唐仁原全・
阿岸鉄三・高崎 健・林
直諒・白髪宏司・伊藤克
己・田中紘一

CS

030-CS-97

当施設における腎移植
石川暢夫・田辺一成・徳 第３３回日本移植学会総
（二次移植）症例の臨床 本直彦・八木沢隆・河合 会，大阪，１９９７
的検討
達郎・渕之上昌平・中沢
速和・川口 洋・
寺岡 慧・高橋公太・東
間 紘・阿岸鉄三

09/06-18/1997

当施設における腎移植患 石川暢夫・田辺一成・徳 移植 ３２：１９５，１
者に発生した悪性腫瘍の 本直彦・八木沢隆・河合 ９９７
検討
達郎・渕之上昌平・中沢 （第３３回日本移植学会
速和・川口 洋・
総会臨時号）
寺岡 慧・高橋公太・東
間 紘・阿岸鉄三

97 AJ-

97 OJ-

CS

035-CS-97

生体部分肝移植後拒絶反 提嶋淳一郎・渕之上昌
応の病理組織学的検討
平・橋本悦子・阿部正
浩・小池太郎・中島一
朗・阿岸鉄三・田中紘一

97 AJ-

97 OJ-

97 AJ-

当施設における腎移植患 石川暢夫・田辺一成・徳 第３３回日本移植学会総
者に発生した悪性腫瘍の 本直彦・八木沢隆・河合 会，大阪，１９９７
検討
達郎・渕之上昌平・中沢
速和・川口 洋・
寺岡 慧・高橋公太・東
間 紘・阿岸鉄三

CS

036-CS-97

09/16-18/1997

移植 ３２：２１３，１
９９７
（第３３回日本移植学会
総会臨時号）

生体部分肝移植後拒絶反 提嶋淳一郎・渕之上昌
第３３回日本移植学会総
応の病理組織学的検討
平・橋本悦子・阿部正
会，大阪，１９９７
浩・小池太郎・中島一
朗・阿岸鉄三・田中紘一
慢性腎不全合併症例に対 小池太郎・渕之上昌平・ 移植 ３２：２１８，１
する生体部分肝移植
内田靖子・提嶋淳一郎・ ９９７
北島久視子・藤田省吾・ （第３３回日本移植学会
唐仁原全・中島一朗・
総会臨時号）
白髪宏司・伊藤克己・高
崎 健・田中紘一・阿岸
鉄三

09/16-18/1997

97 OJ-

CS

037-CS-97

97 AJ-

97 OJ-

CS

038-CS-97

CS

039-CS-97

97 AJ-

97 OJ-

97 AJ-

慢性腎不全合併症例に対 小池太郎・渕之上昌平・ 第３３回日本移植学会総
する生体部分肝移植
内田靖子・提嶋淳一郎・ 会，大阪，１９９７
北島久視子・藤田省吾・
唐仁原全・中島一朗・
白髪宏司・伊藤克己・高
崎 健・田中紘一・阿岸
鉄三
膵腎移植の糖尿病合併症 中川芳彦・寺岡 慧・阿 移植 ３２：２４１，１
に対する治療効果
岸鉄三・朝長 修・馬場 ９９７
園哲也・岩本安彦
（第３３回日本移植学会
総会臨時号）
膵腎移植の糖尿病合併症 中川芳彦・寺岡 慧・阿 第３３回日本移植学会総
に対する治療効果
岸鉄三・朝長 修・馬場 会，大阪，１９９７
園哲也・岩本安彦
Bio-artificial Endocrine
廣谷紗千子・大河原久
移植 ３２：２４７，１
Pancreasの免疫隔機能， 子・中川芳彦・渕之上昌 ９９７
血糖調節能と自己膵組織 平・赤池敏宏・阿岸鉄
（第３３回日本移植学会
への影響
三・宮崎純一
総会臨時号）
Bio-artificial Endocrine
廣谷紗千子・大河原久
第３３回日本移植学会総
Pancreasの免疫隔離能， 子・中川芳彦・渕之上昌 会，大阪，１９９７
血糖調節能と自己膵組織 平・赤池敏宏・阿岸鉄
への影響
三・宮崎純一
維持免疫療法の変更を
甲斐耕太郎・渕之上昌
移植 ３２：２８０，１
行った生体肝移植症例の 平・佐藤純彦・赤松
９９７
検討
眞・小池太郎・阿部正
（第３３回日本移植学会
浩・北島久視子・藤田省 総会臨時号）
吾・
唐仁原全・中島一朗・阿
岸鉄三・白髪宏司・伊藤
克己・橋本悦子・林 直
諒・高崎 健・
田中紘一

09/16-18/1997

09/16-18/1997

09/16-18/1997

97 OJ-

CS

040-CS-97

97 AJ-

97 OJ-

CS

041-CS-97

維持免疫療法の変更を
甲斐耕太郎・渕之上昌
行った生体肝移植症例の 平・佐藤純彦・赤松
検討
眞・小池太郎・阿部正
浩・北島久視子・藤田省
吾・
唐仁原全・中島一朗・阿
岸鉄三・白髪宏司・伊藤
克己・橋本悦子・林 直
諒・高崎 健・
田中紘一
劇症肝炎に対する生体肝 佐藤純彦・渕之上昌平・
移植後に発生した再生不 石井保夫・村上 徹・提
良性貧血の２例
嶋淳一郎・小池太郎・阿
部正浩・北島久視子・
赤松 眞・藤田省吾・唐
仁原全・中島一朗・中川
芳彦・阿岸鉄三・高崎
健・橋本悦子・林 直諒
白髪宏司・伊藤克己・田
中紘一

第３３回日本移植学会総
会，大阪，１９９７

09/16-18/1997

移植 ３２：２８３，１
９９７
（第３３回日本移植学会
総会臨時号）

劇症肝炎に対する生体肝 佐藤純彦・渕之上昌平・ 第３３回日本移植学会総
移植後に発生した再生不 石井保夫・村上 徹・提 会，大阪，１９９７
良性貧血の２例
嶋淳一郎・小池太郎・阿
部正浩・北島久視子・
赤松 眞・藤田省吾・唐
仁原全・中島一朗・中川
芳彦・阿岸鉄三・高崎
健・橋本悦子・林 直諒
白髪宏司・伊藤克己・田
中紘一

09/16-18/1997

97 AJ-

97 OJ-

CS

042-CS-97

97 AJ-

97 OJ-

97 AJ-

CS

043-CS-97

生体部分肝移植における 北島久視子・渕之上昌
血管吻合法の工夫
平・阿部正浩・小池太
郎・唐仁原全・藤田省
吾・中島一朗・河合達
郎・
阿岸鉄三・仲沢弘明・
佐々木健司・野崎幹弘・
田中紘一
生体部分肝移植における 北島久視子・渕之上昌
血管吻合法の工夫
平・阿部正浩・小池太
郎・唐仁原全・藤田省
吾・中島一朗・河合達
郎・
阿岸鉄三・仲沢弘明・
佐々木健司・野崎幹弘・
田中紘一
ウサギ抗ラットIgG・イ 早坂勇太郎・藤田省吾・
ディオタイプ異種抗体に 新開真人・小山一郎・唐
よるラットＢ細胞トレラ 仁原全・渕之上昌平・寺
ンス誘導の検討
岡 慧・阿岸鉄三

移植 ３２：２８４，１
９９７
（第３３回日本移植学会
総会臨時号）

第３３回日本移植学会総
会，大阪，１９９７

09/16-18/1997

移植 ３２：３１５，１
９９７
（第３３回日本移植学会
総会臨時号）

ウサギ抗ラットIgG・イ
ディオタイプ異種抗体に
よるラットＢ細胞トレラ
ンス誘導の検討

早坂勇太郎・藤田省吾・ 第３３回日本移植学会総
新開真人・小山一郎・唐 会，大阪，１９９７
仁原全・渕之上昌平・寺
岡 慧・阿岸鉄三

FK５０６血中濃度測定方
法の評価−LC/MS法，
ELISA法およびIMx法の比
較

佐藤純彦・渕之上昌平・
中島一朗・中川芳彦・河
合達郎・阿岸鉄三・林
哲朗・寺村善則・
岩崎一秀

移植 ３２：３２０，１
９９７
（第３３回日本移植学会
総会臨時号）

09/16-18/1997

97 OJ-

CS

044-CS-97

97 AJ-

97 OJ-

CS

007-CS-97

97 OJ-

CS

048-CS-97

FK５０６血中濃度測定方
法の評価−LC/MS法，
ELISA法およびIMx法の比
較

佐藤純彦・渕之上昌平・ 第３３回日本移植学会総
中島一朗・中川芳彦・河 会，大阪，１９９７
合達郎・阿岸鉄三・林
哲朗・寺村善則・
岩崎一秀

Diffusion Chamber型人工
膵島の液性免疫阻止能に
関する検討
Diffusion Chamber型人工
膵島の液性免疫阻止能に
関する検討
定量筒付輸液回路を用い
た低体重児に対するHDF
の経験

廣谷紗千子・大河原久
東京女子医科大学雑誌
子・中川芳彦・阿岸鉄三 ４９２，１９９７
廣谷紗千子・大河原久
東京女子医科大学学会第
子・中川芳彦・阿岸鉄三 ３１１回例会，東京，１
９９７
酒井一光・芝田正道・清 第８回急性血液浄化研究
水幹夫・相馬 泉・星野 会，大津，１９９７
敏久・金子岩和・峰島三
千男・佐中 孜・
阿岸鉄三・秋岡祐子・白
髪宏司・伊藤克己・太田
和夫

97 AJ-

定量筒付輸液回路を用い 酒井一光・芝田正道・清 第８回急性血液浄化研究
た低体重児に対するHDF 水幹夫・相馬 泉・星野 会抄録集：４１，１９９
の経験
敏久・金子岩和・峰島三 ７
千男・佐中 孜・
阿岸鉄三・秋岡祐子・白
髪宏司・伊藤克己・太田
和夫

97 AJ-

重症患者における持続的 内田靖子・寺岡 慧・石 第８回急性血液浄化研究
血液濾過の意義と適応に 森 勇・星野敏久・峰島 会抄録集：３０，１９９
関する検討
三千男・中川芳彦・藤田 ７
省吾・佐中 孜・
阿岸鉄三

09/16-18/1997

06/12/1997

10/08-09/1997

10/08-09/1997

97 OJ-

CS

049-CS-97

重症患者における持続的 内田靖子・寺岡 慧・石 第８回急性血液浄化研究
血液濾過の意義と適応に 森 勇・星野敏久・峰島 会，大津，１９９７
関する検討
三千男・中川芳彦・藤田
省吾・佐中 孜・
阿岸鉄三

10/08-09/1997

97 OJ-

CS

045-CS-97

超高分解能マイクロ
永野貞子・石井哲夫・芝 東京女子医科大学学会第
フォーカスX線CTスキャ 田高志・阿岸鉄三・高山 ６３回総会，東京，１９
ナの臨床医学への応用
幹子
９７

09/27/1997

慢性腎不全合併症例に対 提嶋淳一郎・渕之上昌
第１５回肝移植研究会抄
する生体部分肝移植
平・小池太郎・石井保
録集：５０，１９９７
夫・内田靖子・村上
徹・仁科裕之・佐藤純
彦・
阿部正浩・北島久視子・
藤田省吾・唐仁原全・中
川芳彦・中島一朗・秋岡
祐子・白髪宏司・
伊藤克己・高崎 健・田
中紘一・阿岸鉄三

97 AJ-

97 OJ-

CS

027-CS-97

慢性腎不全合併症例に対 提嶋淳一郎・渕之上昌
第１５回肝移植研究会，
する生体部分肝移植
平・小池太郎・石井保
秋田，１９９７
夫・内田靖子・村上
徹・仁科裕之・佐藤純
彦・
阿部正浩・北島久視子・
藤田省吾・唐仁原全・中
川芳彦・中島一朗・秋岡
祐子・白髪宏司・
伊藤克己・高崎 健・田
中紘一・阿岸鉄三

07/25-26/1997

97 AJ-

97 OJ-

97 AJ-

CS

028-CS-97

肝移植患児におけるブ
ラッドアクセスとしての
Hickmanカテーテルの有
用性

藤田省吾・小池太郎・阿 第１５回肝移植研究会抄
部正浩・佐藤純彦・村上 録集：５６，１９９７
徹・提嶋淳一郎・仁科裕
之・内田靖子・
石井保夫・北島久視子・
唐仁原全・中島一朗・中
川芳彦・渕之上昌平・寺
岡 慧・阿岸鉄三・
秋岡祐子・

肝移植患児におけるブ
ラッドアクセスとしての
Hickmanカテーテルの有
用性

藤田省吾・小池太郎・阿 第１５回肝移植研究会，
部正浩・佐藤純彦・村上 秋田，１９９７
徹・提嶋淳一郎・仁科裕
之・内田靖子・
石井保夫・北島久視子・
唐仁原全・中島一朗・中
川芳彦・渕之上昌平・寺
岡 慧・阿岸鉄三・
秋岡祐子・白髪宏司・伊
藤克己

生体肝移植におけるステ 阿部正浩・渕之上昌平・ 第１５回肝移植研究会抄
ロイド離脱の検討
小池太郎・内田靖子・村 録集：９９，１９９７
上 徹・仁科裕之・石井
保夫・提嶋淳一郎・
佐藤純彦・北島久視子・
春口洋昭・唐仁原全・藤
田省吾・中島一朗・阿岸
鉄三・白髪宏司・
伊藤克己・田中紘一

07/25-26/1997

97 OJ-

CS

029-CS-97

生体肝移植におけるステ 阿部正浩・渕之上昌平・ 第１５回肝移植研究会，
ロイド離脱の検討
小池太郎・内田靖子・村 秋田，１９９７
上 徹・仁科裕之・石井
保夫・提嶋淳一郎・
佐藤純彦・北島久視子・
春口洋昭・唐仁原全・藤
田省吾・中島一朗・阿岸
鉄三・白髪宏司・
伊藤克己・田中紘一

07/25-26/1997

97 OJ-

CS

008-CS-97

CS

009-CS-97

第４２回日本透析医学会
学術集会・総会，札幌，
１９９７
第４２回日本透析医学会
学術集会・総会，札幌，
１９９７

07/18-20/1997

97 OJ-

シャント血管狭窄部の非
手術的拡大についての検
討
表在化された上腕、大腿
動脈の瘤形成についての
検討

97 OJ-

CS

010--CS-97 人工血管を用いた内シャ
ント造設術における静脈
側Double outlet吻合法の
成績とその問題点

内田靖子・中川芳彦・春 第４２回日本透析医学会
口洋昭・藤田省吾・唐仁 学術集会・総会，札幌，
原 全・渕之上昌平・寺 １９９７
岡 慧・阿岸鉄三

07/18-20/1997

97 OJ-

CS

011-CS-97

二次性副甲状腺機能亢進 古賀祐希子・大崎慎一・ 第４２回日本透析医学会
症に合併した副甲状腺癌 白柳慶之・茅野嗣雄・高 学術集会・総会，札幌，
の１例
田真行・阿部正浩・石田 １９９７
英樹・渕之上昌平・
阿岸鉄三・太田和夫

07/18-20/1997

廣谷紗千子・上山美智
子・戸田芳子・中川芳
彦・阿岸鉄三
阿部正浩・中川芳彦・春
口洋昭・南里正之・石井
保夫・内田靖子・佐藤純
彦・唐仁原 全・
渕之上昌平・寺岡 慧・
阿岸鉄三

07/18-20/1997

97 OJ-

CS

012-CS-97

二次性上皮小体機能亢進
症に対する上皮小体全摘
出後の骨代謝マーカーの
検討

春口洋昭・渕之上昌平・ 第４２回日本透析医学会
藤田省吾・中川芳彦・小 学術集会・総会，札幌，
池太郎・阿部正浩・佐藤 １９９７
純彦・提嶋淳一郎・
村上 徹・内田靖子・石
井保夫・中島一朗・阿岸
鉄三・太田和夫

07/18-20/1997

97 OJ-

CS

013-CS-97

二重濾過血漿分離交換法
（DFPP）施行時におけ
る循環血液量（BV）の変
動の監視による低血圧の
防止

堀部浩司・横井 良・江 第４２回日本透析医学会
口 圭・尾澤勝良・星野 学術集会・総会，札幌，
敏久・金子岩和・峰島三 １９９７
千男・木全直樹・
廣谷紗千子・佐中 孜・
阿岸鉄三・太田和夫

07/18-20/1997

97 OJ-

CS

014-CS-97

エリスロポエチン抵抗症 西田英一・三和奈穂子・ 第４２回日本透析医学会
例の臨床病態
芳田 工・松上桂子・樋 学術集会・総会，札幌，
口千恵子・久保和雄・佐 １９９７
中 孜・二瓶 宏・
阿岸鉄三・太田和夫

07/18-20/1997

97 OJ-

CS

015-CS-97

血尿を主訴に発見された 井口靖浩・戸田房子・西 第４２回日本透析医学会
透析患者の腎盂腫瘍の一 尾整一・鬼塚史朗・木原 学術集会・総会，札幌，
例
健・合谷信行・中沢速
１９９７
和・阿岸鉄三・東間 紘

07/18-20/1997

97 OJ-

CS

016-CS-97

腹部大動脈瘤から両腎虚
血を来し透析導入された
後、左腎動脈ー脾動脈接
合術にて透析を離脱した
１例

07/18-20/1997

天野裕之・唐仁原 全・ 第４２回日本透析医学会
近藤典子・上原 徹・東 学術集会・総会，札幌，
間 紘・阿岸鉄三・太田 １９９７
和夫

腎移植後C型肝炎に対す
るインターフェロン療法
中、急速な経過をたどり
血液透析再導入に至った
１例
ABO血液型不適合腎移植
症例の臨床的検討（移植
成績を中心に）

戸田房子・田邊一成・松 第４２回日本透析医学会
上桂子・徳本直彦・石川 学術集会・総会，札幌，
暢夫・東間 紘・阿岸鉄 １９９７
三・太田和夫

07/18-20/1997

石川暢夫・田邊一成・高 第４２回日本透析医学会
橋公太・八木沢 隆・河 学術集会・総会，札幌，
合達郎・渕之上昌平・中 １９９７
沢速和・阿岸鉄三・
東間 紘・太田和夫

07/18-20/1997

019-CS-97

腹膜線維芽細胞に対する
グルコース及びグルコー
ストランスポーター
（GLUT）の影響

樋口千恵子・佐中 孜・ 第４２回日本透析医学会
小俣百世・篠部道隆・佐 学術集会・総会，札幌，
藤孝子・安藤 稔・二瓶 １９９７
宏・阿岸鉄三・
太田和夫・渡辺みつ子・
鈴木利明

07/18-20/1997

CS

020-CS-97

透析用E-PTFE人工血管 小池太郎・中川芳彦・春 第４２回日本透析医学会
（ダイアスタット）にお 口洋昭・内田靖子・村上 学術集会・総会，札幌，
ける使用上の問題点
徹・提嶋淳一郎・廣谷紗 １９９７
千子・渕之上昌平・
寺岡 慧・阿岸鉄三

07/18-20/1997

CS

021-CS-97

人工血管を用いた内シャ
ント造設術後における静
脈側吻合部近傍の組織変
化

07/18-20/1997

97 OJ-

CS

017-CS-97

97 OJ-

CS

018-CS-97

97 OJ-

CS

97 OJ-

97 OJ-

提嶋淳一郎・中川芳彦・ 第４２回日本透析医学会
春口洋昭・甲斐耕太郎・ 学術集会・総会，札幌，
仁科裕之・村上 徹・北 １９９７
島久視子・渕之上昌平・
寺岡 慧・阿岸鉄三

97 OJ-

CS

022-CS-97

透析そう痒症に対するラ 浅見二巳子・大橋信子・ 第４２回日本透析医学会
クツロースの有用性
木全直樹・樋口千恵子・ 学術集会・総会，札幌，
久保和雄・佐中 孜・二 １９９７
瓶 宏・阿岸鉄三・
北野優里・須田昭夫・金
沢久美子・鈴木利明

07/18-20/1997

97 OJ-

CS

023-CS-97

新しいポリマーアロイ膜 吉川 学・石森 勇・星 第４２回日本透析医学会
透析器Polyflux-Sの臨床 野敏久・金子岩和・芳田 学術集会・総会，札幌，
評価
工・峰島三千男・久保和 １９９７
雄・佐中 孜・
二瓶 宏・阿岸鉄三・太
田和夫・衣笠えり子・秋
澤忠男・出浦昭國

07/18-20/1997

97 OJ-

CS

024-CS-97

幼児に対する血液浄化法
の技術的な工夫
（幼児オキザローシスに
対する血液浄化の経験か
ら）

07/18-20/1997

97 AJ-

97 AJ-

清水幹夫・芝田正道・星
野敏久・金子岩和・谷口
由枝・白髪宏司・伊藤克
己・佐中 孜・
峰島三千男・阿岸鉄三・
太田和夫
シャント血管狭窄部の非 廣谷紗千子・上山美智
手術的拡大についての検 子・戸田芳子・中川芳
討
彦・阿岸鉄三

表在化された上腕、大腿 阿部正浩・中川芳彦・春
動脈の瘤形成についての 口洋昭・南里正之・石井
検討
保夫・内田靖子・佐藤純
彦・唐仁原 全・
渕之上昌平・寺岡 慧・
阿岸鉄三

第４２回日本透析医学会
学術集会・総会，札幌，
１９９７

日本透析医学会誌 ３０
（suppl）５７５，１９９
７
（第４２回日本透析医学
会学術集会・総会抄録
集）
日本透析医学会誌 ３０
（suppl）５７６，１９９
７
（第４２回日本透析医学
会学術集会・総会抄録
集）

97 AJ-

人工血管を用いた内シャ
ント造設術における静脈
側Double outlet吻合法の
成績とその問題点

内田靖子・中川芳彦・春
口洋昭・藤田省吾・唐仁
原 全・渕之上昌平・寺
岡 慧・阿岸鉄三

日本透析医学会誌 ３０
（suppl）５７８，１９９
７
（第４２回日本透析医学
会学術集会・総会抄録
集）
日本透析医学会誌 ３０
（suppl）６０５，１９９
７
（第４２回日本透析医学
会学術集会・総会抄録
集）
日本透析医学会誌 ３０
（suppl）６２６，１９９
７
（第４２回日本透析医学
会学術集会・総会抄録
集）

97 AJ-

二次性副甲状腺機能亢進 古賀祐希子・大崎慎一・
症に合併した副甲状腺癌 白柳慶之・茅野嗣雄・高
の１例
田真行・阿部正浩・石田
英樹・渕之上昌平・
阿岸鉄三・太田和夫

97 AJ-

二次性上皮小体機能亢進
症に対する上皮小体全摘
出後の骨代謝マーカーの
検討

春口洋昭・渕之上昌平・
藤田省吾・中川芳彦・小
池太郎・阿部正浩・佐藤
純彦・提嶋淳一郎・
村上 徹・内田靖子・石
井保夫・中島一朗・阿岸
鉄三・太田和夫

97 AJ-

二重濾過血漿分離交換法
（DFPP）施行時におけ
る循環血液量（BV）の変
動の監視による低血圧の
防止

堀部浩司・横井 良・江
口 圭・尾澤勝良・星野
敏久・金子岩和・峰島三
千男・木全直樹・
廣谷紗千子・佐中 孜・
阿岸鉄三・太田和夫

97 AJ-

エリスロポエチン抵抗症 西田英一・三和奈穂子・ 日本透析医学会誌 ３０
例の臨床病態
芳田 工・松上桂子・樋 （suppl）６６９，１９９
口千恵子・久保和雄・佐 ７
中 孜・二瓶 宏・
（第４２回日本透析医学
阿岸鉄三・太田和夫
会学術集会・総会抄録
集）

日本透析医学会誌 ３０
（suppl）６６７，１９９
７
（第４２回日本透析医学
会学術集会・総会抄録
集）

97 AJ-

97 AJ-

97 AJ-

97 AJ-

97 AJ-

血尿を主訴に発見された 井口靖浩・戸田房子・西 日本透析医学会誌 ３０
透析患者の腎盂腫瘍の一 尾整一・鬼塚史朗・木原 （suppl）６７９，１９９
例
健・合谷信行・中沢速
７
和・阿岸鉄三・東間 紘 （第４２回日本透析医学
会学術集会・総会抄録
集）
腹部大動脈瘤から両腎虚 天野裕之・唐仁原 全・ 日本透析医学会誌 ３０
血を来し透析導入された 近藤典子・上原 徹・東 （suppl）６８０，１９９
後、左腎動脈ー脾動脈接 間 紘・阿岸鉄三・太田 ７
合術にて透析を離脱した 和夫
（第４２回日本透析医学
１例
会学術集会・総会抄録
集）
腎移植後C型肝炎に対す 戸田房子・田邊一成・松 日本透析医学会誌 ３０
るインターフェロン療法 上桂子・徳本直彦・石川 （suppl）６８１，１９９
中、急速な経過をたどり 暢夫・東間 紘・阿岸鉄 ７
血液透析再導入に至った 三・太田和夫
（第４２回日本透析医学
１例
会学術集会・総会抄録
集）
ABO血液型不適合腎移植 石川暢夫・田邊一成・高 日本透析医学会誌 ３０
症例の臨床的検討（移植 橋公太・八木沢 隆・河 （suppl）６８２，１９９
成績を中心に）
合達郎・渕之上昌平・中 ７
沢速和・阿岸鉄三・
（第４２回日本透析医学
東間 紘・太田和夫
会学術集会・総会抄録
集）
腹膜線維芽細胞に対する 樋口千恵子・佐中 孜・ 日本透析医学会誌 ３０
グルコース及びグルコー 小俣百世・篠部道隆・佐 （suppl）７０６，１９９
ストランスポーター
藤孝子・安藤 稔・二瓶 ７
（GLUT）の影響
宏・阿岸鉄三・
（第４２回日本透析医学
太田和夫・渡辺みつ子・ 会学術集会・総会抄録
鈴木利明
集）

97 AJ-

97 AJ-

97 AJ-

透析用E-PTFE人工血管 小池太郎・中川芳彦・春 日本透析医学会誌 ３０
（ダイアスタット）にお 口洋昭・内田靖子・村上 （suppl）７３０，１９９
ける使用上の問題点
徹・提嶋淳一郎・廣谷紗 ７
千子・渕之上昌平・
（第４２回日本透析医学
寺岡 慧・阿岸鉄三
会学術集会・総会抄録
集）
人工血管を用いた内シャ 提嶋淳一郎・中川芳彦・ 日本透析医学会誌 ３０
ント造設術後における静 春口洋昭・甲斐耕太郎・ （suppl）７３０，１９９
脈側吻合部近傍の組織変 仁科裕之・村上 徹・北 ７
化
島久視子・渕之上昌平・ （第４２回日本透析医学
寺岡 慧・阿岸鉄三
会学術集会・総会抄録
集）
透析そう痒症に対するラ 浅見二巳子・大橋信子・ 日本透析医学会誌 ３０
クツロースの有用性
木全直樹・樋口千恵子・ （suppl）７３５，１９９
久保和雄・佐中 孜・二 ７
瓶 宏・阿岸鉄三・
（第４２回日本透析医学
北野優里・須田昭夫・金 会学術集会・総会抄録
沢久美子・鈴木利明
集）

97 AJ-

新しいポリマーアロイ膜 吉川 学・石森 勇・星
透析器Polyflux-Sの臨床 野敏久・金子岩和・芳田
評価
工・峰島三千男・久保和
雄・佐中 孜・
二瓶 宏・阿岸鉄三・太
田和夫・衣笠えり子・秋
澤忠男・出浦昭國

日本透析医学会誌 ３０
（suppl）７３７，１９９
７
（第４２回日本透析医学
会学術集会・総会抄録
集）

97 AJ-

幼児に対する血液浄化法
の技術的な工夫
（幼児オキザローシスに
対する血液浄化の経験か
ら）

日本透析医学会誌 ３０
（suppl）７４８，１９９
７
（第４２回日本透析医学
会学術集会・総会抄録
集）

清水幹夫・芝田正道・星
野敏久・金子岩和・谷口
由枝・白髪宏司・伊藤克
己・佐中 孜・
峰島三千男・阿岸鉄三・
太田和夫

97 AJ-

97 OJ-

CS

050-CS-97

術前に急性腎不全を呈し 星野智昭・中村道郎・佐 第１２回生体部分肝移植
た原発性胆汁性肝硬変の 藤純彦・澤田登起彦・小 懇話会・抄録集；１９９
一例
山一郎・提嶋淳一郎・三 ７
宮彰仁・吉武 理・
川瀬友則・田上正茂・加
藤容二郎・北島久視子・
春口洋昭・君川正昭・藤
田省吾・唐仁原 全・
中島一朗・渕之上昌平・
阿岸鉄三・林 直諒・高
崎 健・田中紘一

10/25/1997

術前に急性腎不全を呈し 星野智昭・中村道郎・佐 第１２回生体部分肝移植
た原発性胆汁性肝硬変の 藤純彦・澤田登起彦・小 懇話会 １９９７
一例
山一郎・提嶋淳一郎・三
宮彰仁・吉武 理・
川瀬友則・田上正茂・加
藤容二郎・北島久視子・
春口洋昭・君川正昭・藤
田省吾・唐仁原 全・
中島一朗・渕之上昌平・
阿岸鉄三・林 直諒・高
崎 健・田中紘一

10/25/1997

97 AJ-

97 OJ-

97 AJ-

CS

051-CS-97

当施設における生体部分 中村道郎・佐藤純彦・星 第１２回生体部分肝移植
肝移植の現況
野智昭・小山一郎・澤田 懇話会・抄録集：２６，
登起彦・提嶋淳一郎・三 １９９７
宮彰仁・吉武 理・
北島久視子・春口洋昭・
唐仁原 全・藤田省吾・
中島一朗・渕之上昌平・
阿岸鉄三・伊藤克己・
林 直諒・高崎 健・田
中紘一

10/25/1997

当施設における生体部分 中村道郎・佐藤純彦・星 第１２回生体部分肝移植
肝移植の現況
野智昭・小山一郎・澤田 懇話会 １９９７
登起彦・提嶋淳一郎・三
宮彰仁・吉武 理・
北島久視子・春口洋昭・
唐仁原 全・藤田省吾・
中島一朗・渕之上昌平・
阿岸鉄三・伊藤克己・
林 直諒・高崎 健・田
中紘一

10/25/1997

生体肝移植(LT)と生体腎
移植(RT)を施行した
ARPKDの２歳児例（初例
報告）

1998/1/22-24

白髪宏司・渕之上昌平・ 第３１回日本腎移植臨床
永渕弘之・小池太郎・提 研究会 横浜， １９９
嶋淳一郎・北島久視子・ ７
藤田省吾・中島一朗・
田辺一成・東間 紘・樋
口千恵子・金子岩和・阿
岸鉄三・田中紘一・伊藤
克己

97 OJ-

CS

058-CS-97

97 AJ-

CS

11/21-22/1997

1997/11/29

002-S-97

アフェレーシス治療への 阿岸鉄三
期待

第１回日本アフェレーシ *
ス学会 中部地方会 名
古屋，１９９７
小児期臓器捻転症におけ 藤田省吾・阿部正浩・石 日本臨牀外科医学会雑誌
る画像診断の有用性とそ 井 保・内田靖子・村上 ５８：１４２ １９９７
の限界
徹・渕之上昌平・寺岡
（第５９回総会日程・抄
慧・阿岸鉄三・
録 ５８巻増刊号）
新開真人・大浜用克

11/08/1997

052-CS-97

小児期臓器捻転症におけ 藤田省吾・阿部正浩・石 第５９回日本臨牀外科医
る画像診断の有用性とそ 井 保・内田靖子・村上 学会総会 大阪，１９９
の限界
徹・渕之上昌平・寺岡
７
慧・阿岸鉄三・
新開真人・大浜用克

11/13-15/1997

97 AJ-

97 OJ-

寺田 茂・樋口千恵子・ 第２７回日本腎臓学会東
鈴木 聡・峰島三千男・ 部学術大会，東京，１９
安藤 稔・久保和雄・佐 ９７
中 孜・二瓶 宏・
阿岸鉄三

生体肝移植の周術期管理 春口洋昭・渕之上昌平・ 第６回日本アフェレシス
におけるアフェレシス
中島一朗・阿部正浩・小 学会 関東甲信越地方会
池太郎・北島久視子・藤 千葉，１９９７
田省吾・唐仁原全・
阿岸鉄三・高崎 健・林
直諒・白髪宏司・伊藤克
己・田中紘一

97 AJ-

97 OJsp- S

Recirculating peritoneal
dialysis (RPD) を施行し
た脳血管障害合併透析患
者の一例

器械吻合器VCSクリップ 中川芳彦・阿部正浩・春 日本臨牀外科医学会雑誌
を用いたブラッドアクセ 口洋昭・内田靖子・提嶋 ５８：２３４ １９９７
ス手術の経験
淳一郎・村上 徹・渕之 （第５９回総会日程・抄
上昌平・寺岡 慧・
録 ５８巻増刊号）
阿岸鉄三

97 OJ-

CS

053-CS-97

11/13-15/1997

医原性動静脈瘻２例の経 内田靖子・中川芳彦・小 日本臨牀外科医学会雑誌
験
池太郎・廣谷紗千子・寺 ５８：２３５ １９９７
岡 慧・阿岸鉄三
（第５９回総会日程・抄
録 ５８巻増刊号）

97 AJ-

97 OJ-

器械吻合器VCSクリップ 中川芳彦・阿部正浩・春 第５９回日本臨牀外科医
を用いたブラッドアクセ 口洋昭・内田靖子・提嶋 学会総会 大阪，１９９
ス手術の経験
淳一郎・村上 徹・渕之 ７
上昌平・寺岡 慧・
阿岸鉄三

CS

054-CS-97

医原性動静脈瘻２例の経 内田靖子・中川芳彦・小 第５９回日本臨牀外科医
験
池太郎・廣谷紗千子・寺 学会雑誌 大阪，１９９
岡 慧・阿岸鉄三
７

11/13-15/1997

難治性の十二指腸潰瘍出
血に対し動脈塞栓術が有
用であった腎不全患者の
１例

佐藤純彦・阿部正浩・村
上 徹・提嶋淳一郎・石
井保夫・南里正之・中川
芳彦・中島一朗・
渕之上昌平・阿岸鉄三

055-CS-97

難治性の十二指腸潰瘍出
血に対し動脈塞栓術が有
用であった腎不全患者の
１例

佐藤純彦・阿部正浩・村 第５９回日本臨牀外科医
上 徹・提嶋淳一郎・石 学会総会 大阪，１９９
井保夫・南里正之・中川 ７
芳彦・中島一朗・
渕之上昌平・阿岸鉄三

11/13-15/1997

97 OJsp- S

003-S-97

体外免疫調節

阿岸鉄三

11/20/1997

97 OJp-

001-S-97

大会長講演
阿岸鉄三
透析医療におけるパラダ
イムの拡大を考える

97 AJ-

97 OJ-

CS

S

日本臨牀外科医学会雑誌
５８：４７９ １９９７
（第５９回総会日程・抄
録 ５８巻増刊号）

第５回新潟腎移植研究会 *
新潟，１９９７
第４２回日本透析医学会 *
学術集会・総会，札幌，
１９９７

07/18-20/1997

97 AJ-

会長講演
阿岸鉄三
透析医療におけるパラダ
イムの拡大を考える

日本透析医学会誌 ３０
（suppl）４９３，１９９
７
（第４２回日本透析医学
会学術集会・総会抄録
集）

07/18-20/1997

