年
分類
-99 OJ-

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
CS
-001
生体肝移植前にCMV感 浅野貴子・白髪宏司・高 第１３回生体部分肝移植 01/16/1999
染症の治療を必要とした 橋和浩・秋岡祐子・伊藤 懇話会，東京，１９９８
胆道閉鎖症の1例
克己・工藤真司・甲斐耕
太郎・内海 謙・
小山一郎・中村道郎・中
島一朗・渕之上昌平・阿
岸鉄三・吉村 博

-99 OJ-

CS

-002

原発性高蓚酸尿症の成人 内海 謙・渕之上昌平・ 第１３回生体部分肝移植 01/16/1999
例に対する生体部分肝移 頓所 展・矢嶋 淳・辻 懇話会，東京，１９９９
植
和彦・小山一郎・唐仁原
全・中島一朗・阿岸鉄
三・林 直諒・高崎
健・市山 新

1999/01/18

-99 OJS-

S

-001

アフェレシスの現況と２ 阿岸鉄三
１世紀へのビジョン

1999/01/26

-99 OJ-

CS

-003

-99 OJ-

CS

-004

-99 OJ-

CS

-005

日本医工学治療学会第１ 02/06-07/1999
２回学術大会，神戸，１
９９９
透析における新規モニタ 峰島三千男・海老沢秀
日本医工学治療学会第１ 02/06-07/1999
リング技術の必要性
夫・村上 淳・金子岩
２回学術大会，神戸，１
和・阿岸鉄三
９９９
Blood accessとしての
三上朗子・芝田正道・清 日本医工学治療学会第１ 02/06-07/1999
Hichman catheterの特性 水幹夫・江口 圭・堀部 ２回学術大会，神戸，１
浩司・石田和寛・横井
９９９
良・横手卓也・小澤和
由・大谷千春・李 順
煕・星野敏久・金子岩
和・峰島三千男・阿岸鉄
三
各種透析装置における自 芝田正道・深澤 篤・高 日本医工学治療学会第１ 02/06-07/1999
己診断機能と除水制度と 野知夫・石森 勇・道子 ２回学術大会，神戸，１
の関係
島明子・近藤 修・星野 ９９９
敏久・金子岩和・
峰島三千男・阿岸鉄三

送付日

入力日
1999/01/07

1999/01/26

1999/01/26

1999/01/26

備考

-99 OJ-

CS

-006

過酢酸系透析装置用洗
深澤 篤・石和希伊子・ 日本医工学治療学会第１ 02/06-07/1999
浄、消毒剤の有用性につ 海老沢秀夫・芝田正道・ ２回学術大会，神戸，１
いて
星野敏久・金子岩和・峰 ９９９
島三千男・阿岸鉄三

1999/01/26

-99 OJ-

CS

-007

グラフトー静脈間におけ 春口洋昭・佐藤雄一・廣 ブラッドアクセスイン
02/20/1999
る新たな吻合法の試み
谷紗千子・小山一郎・石 ターベンション治療研究
田英樹・内海 謙・三宮 会，東京，１９９９
彰仁・辻 和彦・
甲斐耕太郎・阿岸鉄三

1999/01/28

-99 AJ-

CA

-001

成人間生体肝移植の問題 小山一郎・渕之上昌平・ 日消外会誌 ３２
点
三宮彰仁・内海 謙・澤 （２）：１９１，１９９
田登起彦・石田英樹・北 ９
島久視子・君川正昭・
（第５４回日本消化器外
唐仁原全・中島一朗・阿 科学会総会）
岸鉄三・高崎 健・林
直諒・田中紘一

1999/02/02

-99 OJ-

CS

-058

成人間生体肝移植の問題 小山一郎・渕之上昌平・ 第５４回日本消化器外科 07/15-16/1999
点
三宮彰仁・内海 謙・澤 学会総会，名古屋，１９
田登起彦・石田英樹・北 ９９
島久視子・君川正昭・
唐仁原全・中島一朗・阿
岸鉄三・高崎 健・林
直諒・田中紘一

1999/02/02

-99 AJ-

CA

-002

生体腎肝移植

1999/02/02

石田英樹・中島一朗・渕
之上昌平・三宮彰仁・澤
田登起彦・小山一郎・佐
藤純彦・星野智昭・
中村道郎・北島久視子・
春口洋昭・君川正昭・唐
仁原全・阿岸鉄三・白髪
宏司・伊藤克己・
高崎 健・林 直諒・野
崎幹弘・田中紘一

日消外会誌 ３２
（２）：４４８，１９９
９
（第５４回日本消化器外
科学会総会）

-99 OJ-

CS

-059

生体腎肝移植

石田英樹・中島一朗・渕 第５４回日本消化器外科 07/15-16/1999
之上昌平・三宮彰仁・澤 学会総会，名古屋，１９
田登起彦・小山一郎・佐 ９９
藤純彦・星野智昭・
中村道郎・北島久視子・
春口洋昭・君川正昭・唐
仁原全・阿岸鉄三・白髪
宏司・伊藤克己・
高崎 健・林 直諒・野
崎幹弘・田中紘一

1999/02/02

-99 AJ-

CA

-003

PTLDとの鑑別を要した
急性拒絶反応の1例

三宮彰仁・中島一朗・石 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
田英樹・佐藤純彦・矢嶋 研究会抄録集：８７，１
淳・頓所 展・工藤真
９９９
司・甲斐耕太郎・辻 和
彦
内海 謙・小山一郎・澤
田登起彦・北島久視子・
君川正昭・唐仁原全・渕
之上昌平・阿岸鉄三・
山口 裕・笠島 武

1999/02/19

-99 OJ-

CS

-008

PTLDとの鑑別を要した
急性拒絶反応の1例

三宮彰仁・中島一朗・石 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
田英樹・佐藤純彦・矢嶋 研究会，新潟，１９９９
淳・頓所 展・工藤真
司・甲斐耕太郎・辻 和
彦
内海 謙・小山一郎・澤
田登起彦・北島久視子・
君川正昭・唐仁原全・渕
之上昌平・阿岸鉄三・
山口 裕・笠島 武

1999/02/19

-99 AJ-

CA

-004

FK506からCYAへの変更 澤田登起彦・小山一郎・ 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
が有効であった腎移植5 内海 謙・三宮彰仁・辻 研究会抄録集：９０，１
例
和彦・甲斐耕太郎・石田 ９９９
英樹・唐仁原全・
中島一朗・渕之上昌平・
阿岸鉄三

1999/02/19

-99 OJ-

CS

-009

FK506からCYAへの変更 澤田登起彦・小山一郎・ 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
が有効であった腎移植5 内海 謙・三宮彰仁・辻 研究会，新潟，１９９９
例
和彦・甲斐耕太郎・石田
英樹・唐仁原全・
中島一朗・渕之上昌平・
阿岸鉄三

-99 AJ-

CA

-005

-99 OJ-

CS

-010

-99 AJ-

CA

-006

DFPP,DSG併用療法が有
効であった抗ドナー抗体
陽性移植腎機能障害患者
の2例
DFPP,DSG併用療法が有
効であった抗ドナー抗体
陽性移植腎機能障害患者
の2例
糖尿病性腎不全患者に対
する腎移植術の成績に関
する検討

-99 OJ-

CS

-011

君川正昭・小山一郎・唐
仁原全・中島一朗・渕之
上昌平・寺岡 慧・阿岸
鉄三
君川正昭・小山一郎・唐
仁原全・中島一朗・渕之
上昌平・寺岡 慧・阿岸
鉄三
村上 徹・佐藤純彦・甲
斐耕太郎・辻 和彦・三
宮彰仁・内海 謙・澤田
登起彦・小山一郎・
石田英樹・唐仁原全・中
島一朗・渕之上昌平・寺
岡 慧・朝長 修・馬場
園哲也・岩本安彦・
阿岸鉄三

1999/02/19

第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
研究会抄録集：９１，１
９９９

1999/02/19

第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
研究会，新潟，１９９９

1999/02/19

第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
研究会抄録集：９４，１
９９９

1999/02/19

糖尿病性腎不全患者に対 村上 徹・佐藤純彦・甲 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
する腎移植術の成績に関 斐耕太郎・辻 和彦・三 研究会，新潟，１９９９
する検討
宮彰仁・内海 謙・澤田
登起彦・小山一郎・
石田英樹・唐仁原全・中
島一朗・渕之上昌平・寺
岡 慧・朝長 修・馬場
園哲也・岩本安彦・
阿岸鉄三

1999/02/19

-99 AJ-

CA

-007

オキサローシスに対する 小山一郎・渕之上昌平・ 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
腎移植の治療戦略
頓所 展・辻 和彦・内 研究会抄録集：９５，１
海 謙・唐仁原全・中島 ９９９
一朗・白髪宏司・
伊藤克己・高崎 健・林
直諒・田中紘一・市山
新・阿岸鉄三

1999/02/19

-99 OJ-

CS

-012

オキサローシスに対する 小山一郎・渕之上昌平・ 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
腎移植の治療戦略
頓所 展・辻 和彦・内 研究会，新潟，１９９９
海 謙・唐仁原全・中島
一朗・白髪宏司・
伊藤克己・高崎 健・林
直諒・田中紘一・市山
新・阿岸鉄三

1999/02/19

-99 AJ-

CA

-008

移植腎に腎細胞癌を発症 矢嶋 淳・渕之上昌平・ 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
した1例
工藤真司・石田英樹・中 研究会抄録集：１０２，
村道郎・北島久視子・唐 １９９９
仁原全・中島一朗・
阿岸鉄三

1999/02/19

-99 OJ-

CS

-013

移植腎に腎細胞癌を発症 矢嶋 淳・渕之上昌平・ 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
した1例
工藤真司・石田英樹・中 研究会，新潟，１９９９
村道郎・北島久視子・唐
仁原全・中島一朗・
阿岸鉄三

1999/02/19

-99 AJ-

CA

-009

CMV網膜症を初発とし
たCMV感染症の1例

工藤真司・渕之上昌平・ 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
矢嶋 淳・頓所 展・甲 研究会抄録集：１０７，
斐耕太郎・三宮彰仁・石 １９９９
田英樹・唐仁原全・
中島一朗・阿岸鉄三

1999/02/19

-99 OJ-

CS

-014

CMV網膜症を初発とし
たCMV感染症の1例

工藤真司・渕之上昌平・ 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
矢嶋 淳・頓所 展・甲 研究会，新潟，１９９９
斐耕太郎・三宮彰仁・石
田英樹・唐仁原全・
中島一朗・阿岸鉄三

1999/02/19

-99 AJ-

CA

-010

生体肝腎移植を施行した 石田英樹・小山一郎・澤 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
3例
田登起彦・村上 徹・内 研究会抄録集：１１５，
海 謙・三宮彰仁・辻
１９９９
和彦・北島久視子・
唐仁原全・中島一朗・渕
之上昌平・阿岸鉄三

1999/02/19

-99 OJ-

CS

-015

生体肝腎移植を施行した 石田英樹・小山一郎・澤 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
3例
田登起彦・村上 徹・内 研究会，新潟，１９９９
海 謙・三宮彰仁・辻
和彦・北島久視子・
唐仁原全・中島一朗・渕
之上昌平・阿岸鉄三

1999/02/19

-99 AJ-

CA

-011

第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
研究会抄録集：１１６，
１９９９

1999/02/19

-99 OJ-

CS

-016

第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
研究会，新潟，１９９９

1999/02/19

-99 AJ-

CA

-012

高抗体価のための移植に 内海 謙・渕之上昌平・
至らなかったABO不適合 小山一郎・石田英樹・唐
間腎移植の5例
仁原全・中島一朗・田辺
一成・東間 紘・阿岸鉄
三
高抗体価のための移植に 内海 謙・渕之上昌平・
至らなかったABO不適合 小山一郎・石田英樹・唐
間腎移植の5例
仁原全・中島一朗・田辺
一成・東間 紘・阿岸鉄
三
慢性拒絶反応における
川瀬友則・澤田登起彦・
TGFβ1の関与に関する検 唐仁原全・中島一朗・渕
討
之上昌平・阿岸鉄三

第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
研究会抄録集：１１８，
１９９９

1999/02/19

-99 OJ-

CS

-017

慢性拒絶反応における
川瀬友則・澤田登起彦・ 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
TGFβ1の関与に関する検 唐仁原全・中島一朗・渕 研究会，新潟，１９９９
討
之上昌平・阿岸鉄三

1999/02/19

-99 AJ-

CA

-013

耐糖能障害を有する腎移 廣谷紗千子・渕之上昌
植ドナー2症例の検討
平・朝長 修・君川正
昭・唐仁原全・中島一
朗・寺岡 慧・阿岸鉄
三・
馬場園哲也・岩本安彦

1999/02/19

第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
研究会抄録集：１２０，
１９９９

-99 AJ-

CA

-014

生体腎移植後顆粒球リン
パ球白血球合併赤芽球癆
に対し、タクロリムスを
使用した1例

-99 OJ-

CS

-018

生体腎移植後顆粒球リン
パ球白血球合併赤芽球癆
に対し、タクロリムスを
使用した1例

-99 AJ-

CA

-015

治療に抵抗性を示す重症
な薬剤性骨髄抑制をきた
した腎移植レシピエント
の2例

-99 OJ-

CS

-019

-99 AJ-

CA

-016

甲斐耕太郎・渕之上昌
平・工藤真司・内海
謙・小山一郎・石田英
樹・中村道郎・唐仁原
全・
中島一朗・阿岸鉄三
甲斐耕太郎・渕之上昌
平・工藤真司・内海
謙・小山一郎・石田英
樹・中村道郎・唐仁原
全・
中島一朗・阿岸鉄三
辻 和彦・渕之上昌平・
頓所 展・矢嶋 淳・吉
村直子・三宮彰仁・内海
謙・小山一郎・
石田英樹・佐藤純彦・唐
仁原全・中島一朗・阿岸
鉄三

第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
研究会抄録集：１２９，
１９９９

1999/02/19

第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
研究会，新潟，１９９９

1999/02/19

第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
研究会抄録集：１２９，
１９９９

1999/02/19

治療に抵抗性を示す重症
な薬剤性骨髄抑制をきた
した腎移植レシピエント
の2例

辻 和彦・渕之上昌平・ 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
頓所 展・矢嶋 淳・吉 研究会，新潟，１９９９
村直子・三宮彰仁・内海
謙・小山一郎・
石田英樹・佐藤純彦・唐
仁原全・中島一朗・阿岸
鉄三

1999/02/19

移植腎生検後、肉眼的血
尿を伴う腎動静脈瘻およ
び腎動脈腎杯瘻に対し動
脈塞栓術が奏功した1例

北島久視子・渕之上昌
第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
平・頓所 展・辻 和
研究会抄録集：１３１，
彦・内海 謙・小山一
１９９９
郎・唐仁原全・中島一
朗・
阿岸鉄三・白髪宏司・遠
田 譲

1999/02/19

移植腎生検後、肉眼的血
尿を伴う腎動静脈瘻およ
び腎動脈腎杯瘻に対し動
脈塞栓術が奏功した1例

北島久視子・渕之上昌
平・頓所 展・辻 和
彦・内海 謙・小山一
郎・唐仁原全・中島一
朗・
阿岸鉄三・白髪宏司・遠
田 譲
二重濾過血漿分離交換法 木全直樹・峰島三千男・
（DFPP）の安全置換液 鈴木浩一・廣谷紗千子・
量およびアルブミン濃度 三和奈穂子・江口 圭・
〜ヘマトクリットモニ
金子岩和・阿岸鉄三・
ターを用いた評価〜
二瓶 宏

第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
研究会，新潟，１９９９

1999/02/19

第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
研究会抄録集：１３３，
１９９９

1999/02/19

木全直樹・峰島三千男・ 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
鈴木浩一・廣谷紗千子・ 研究会，新潟，１９９９
三和奈穂子・江口 圭・
金子岩和・阿岸鉄三・
二瓶 宏

1999/02/19

-018

術後抗血液型抗体除去に 頓所 展・渕之上昌平・ 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
難渋したABO血液型不適 辻 和彦・内海 謙・小 研究会抄録集：１３３，
合腎移植の1例
山一郎・唐仁原全・中島 １９９９
一朗・寺岡 慧・
阿岸鉄三

1999/02/19

CS

-022

術後抗血液型抗体除去に 頓所 展・渕之上昌平・ 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
難渋したABO血液型不適 辻 和彦・内海 謙・小 研究会，新潟，１９９９
合腎移植の1例
山一郎・唐仁原全・中島
一朗・寺岡 慧・
阿岸鉄三

1999/02/19

-99 AJ-

CA

-019

1999/02/19

-99 OJ-

CS

-023

薬物治療に抵抗性の高脂 佐藤雄一・小山一郎・唐 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
血症を呈した腎移植患者 仁原全・中島一朗・渕之 研究会抄録集：１３３，
に対するLDL吸着療法
上昌平・阿岸鉄三・東間 １９９９
紘
薬物治療に抵抗性の高脂 佐藤雄一・小山一郎・唐 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
血症を呈した腎移植患者 仁原全・中島一朗・渕之 研究会，新潟，１９９９
に対するLDL吸着療法
上昌平・阿岸鉄三・東間
紘

-99 OJ-

CS

-020

-99 AJ-

CA

-017

-99 OJ-

CS

-021

二重濾過血漿分離交換法
（DFPP）の安全置換液
量およびアルブミン濃度
〜ヘマトクリットモニ
ターを用いた評価〜

-99 AJ-

CA

-99 OJ-

1999/02/19

-99 AJ-

CA

-020

1998年度東京女子医科 徳本直彦・田辺一成・鈴 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
大腎センターにおける腎 木浩一・北島将之・野崎 研究会抄録集：１３６，
移植の臨床統計
大司・原野正彦・乾 政 １９９９
志・石川暢夫・大島
直・
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

1999/02/19

-99 OJ-

CS

-024

1998年度東京女子医科 徳本直彦・田辺一成・鈴 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
大腎センターにおける腎 木浩一・北島将之・野崎 研究会，新潟，１９９９
移植の臨床統計
大司・原野正彦・乾 政
志・石川暢夫・大島
直・
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

1999/02/19

-99 OJ-

CS

-025

第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
研究会，新潟，１９９９

1999/02/19

-99 AJ-

CA

-021

耐糖能障害を有する腎移 廣谷紗千子・渕之上昌
植ドナー2症例の検討
平・朝長 修・君川正
昭・唐仁原全・中島一
朗・寺岡 慧・阿岸鉄
三・
馬場園哲也・岩本安彦
長期透析患者における腎 春口洋昭・渕之上昌平・
移植の成績
中島一朗・唐仁原全・君
川正昭・阿岸鉄三・田辺
一成・東間 紘

第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
研究会抄録集：１１５，
１９９９

1999/02/19

-99 OJ-

CS

-026

長期透析患者における腎 春口洋昭・渕之上昌平・ 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
移植の成績
中島一朗・唐仁原全・君 研究会，新潟，１９９９
川正昭・阿岸鉄三・田辺
一成・東間 紘

1999/02/19

-99 AJ-

CA

-022

ヒト血清中の抗ブタ赤血 早坂勇太郎・中島一朗・ 第２回日本異種移植研究
球凝集・阻害抗体と抗
渕之上昌平・寺岡 慧・ 会プログラム・抄録集：
TCR・自己抗体の検討
阿岸鉄三
１７，１９９９

1999/03/03

-99 OJ-

CS

-030

ヒト血清中の抗ブタ赤血 早坂勇太郎・中島一朗・ 第２回日本異種移植研究 03/07/1999
球凝集・阻害抗体と抗
渕之上昌平・寺岡 慧・ 会，広島，１９９９
TCR・自己抗体の検討
阿岸鉄三

1999/03/03

-99 AJ-

A

-023

アフェレシスの現況と２ 阿岸鉄三
１世紀へのビジョン

1999/03/03

-99 AJ-

CA

-024

-99 AJ-

CA

-025

-99 AJ-

CA

-026

日本医工学治療学会第１ 02/06-07/1999
２回学術大会抄録集：
６，１９９９
透析における新規モニタ 峰島三千男・海老沢秀
日本医工学治療学会第１ 02/06-07/1999
リング技術の必要性
夫・村上 淳・金子岩
２回学術大会抄録集：３
和・阿岸鉄三
２，１９９９
Blood accessとしての
三上朗子・芝田正道・清 日本医工学治療学会第１ 02/06-07/1999
Hichman catheterの特性 水幹夫・江口 圭・堀部 ２回学術大会抄録集：５
浩司・石田和寛・横井
９，１９９９
良・横手卓也・小澤和
由・大谷千春・李 順
煕・星野敏久・金子岩
和・峰島三千男・阿岸鉄
三
各種透析装置における自 芝田正道・深澤 篤・高 日本医工学治療学会第１ 02/06-07/1999
己診断機能と除水制度と 野知夫・石森 勇・道子 ２回学術大会抄録集：７
の関係
島明子・近藤 修・星野 ３，１９９９
敏久・金子岩和・
峰島三千男・阿岸鉄三

-99 AJ-

CA

-027

過酢酸系透析装置用洗
深澤 篤・石和希伊子・ 日本医工学治療学会第１ 02/06-07/1999
浄、消毒剤の有用につい 海老沢秀夫・芝田正道・ ２回学術大会抄録集：７
て
星野敏久・金子岩和・峰 ４，１９９９
島三千男・阿岸鉄三

1999/03/03

-99 OJ-

CS

-031

1999/03/03

-99 AJ-

CA

-028

セルローストリアセテー
ト（CTA）膜の単球
CD14発現および血中SCD14濃度への影響
和牛α13Galactosyltransferase(α
1-3GT)c-DNAの異種細胞
(COS7)に対する導入
ーα1-3GTノックアウト
ウシの作成ー

樋口千恵子・久保和雄・
二瓶 宏・星野智昭・海
老沢秀夫・金子岩和・阿
岸鉄三
村上 徹・澤田登起彦・
横山尚彦・小山一郎・石
田和寛・唐仁原全・中島
一朗・渕之上昌平
相川英三・青柳敬人・宇
留野勝好・阿岸鉄三

第１４回ハイパフォーマ 03/13-14/1999
ンス・メンブレン/次世
代人工腎臓研究会
東京，１９９８
日外会誌 １００
（suppl）：１８４，１
９９９
（第９９回日本外科学会
総会）

1999/03/03

1999/03/03

1999/03/03

1999/03/08

-99 OJ-

CS

-032

和牛α13Galactosyltransferase(α
1-3GT)c-DNAの異種細胞
(COS7)に対する導入
ーα1-3GTノックアウト
ウシの作成ー

村上 徹・澤田登起彦・ 第９９回日本外科学会総 03/24-26/1999
横山尚彦・小山一郎・石 会，福岡，１９９９
田和寛・唐仁原全・中島
一朗・渕之上昌平
相川英三・青柳敬人・宇
留野勝好・阿岸鉄三

1999/03/08

-99 AJ-

CA

-029

1999/03/08

-99 OJ-

CS

-033

-99 AJ-

CA

-030

腎移植後の慢性拒絶反応 君川正昭・唐仁原全・中 日外会誌 １００
における抗ドナー抗体の 島一朗・渕之上昌平・寺 （suppl）：２５０，１
関与
岡慧・阿岸鉄三
９９９
（第９９回日本外科学会
総会）
腎移植後の慢性拒絶反応 君川正昭・唐仁原全・中 第９９回日本外科学会総 03/24-26/1999
における抗ドナー抗体の 島一朗・渕之上昌平・寺 会，福岡，１９９９
関与
岡慧・阿岸鉄三
腎臓移植後拒絶反応の診 石田和寛・小山一郎・澤 日外会誌 １００
断と治療における末梢血 田登起彦・村上 徹・内 （suppl）：６５３，１
リンパ球上のCD15s抗原 海 謙・三宮彰仁・辻
９９９
検出の臨床における有用 和彦・北島久視子
（第９９回日本外科学会
性について
唐仁原全・中島一朗・渕 総会）
之上昌平・阿岸鉄三

-99 OJ-

CS

-034

腎臓移植後拒絶反応の診
断と治療における末梢血
リンパ球上のCD15s抗原
検出の臨床における有用
性について

石田和寛・小山一郎・澤 第９９回日本外科学会総 03/24-26/1999
田登起彦・村上 徹・内 会，福岡，１９９９
海 謙・三宮彰仁・辻
和彦・北島久視子・
唐仁原全・中島一朗・渕
之上昌平・阿岸鉄三

1999/03/08

-99 AJ-

CA

-031

Donor specific oral
hyporesponsiveness

1999/03/08

-99 OJ-

CS

-035

Donor specific oral
hyporesponsiveness

小山一郎・澤田登起彦・ 日外会誌 １００
金井孝夫・中島一朗・渕 （suppl）：６２０，１
之上昌平・阿岸鉄三
９９９
（第９９回日本外科学会
総会）
小山一郎・澤田登起彦・ 第９９回日本外科学会総 03/24-26/1999
金井孝夫・中島一朗・渕 会，福岡，１９９９
之上昌平・阿岸鉄三

-99 OJ-

S

-036

血液浄化療法の基礎と実 阿岸鉄三
際

第２０回透析技術認定士 03/24/1999
認定講習会，東京，１９
９９

1999/03/08

1999/03/08

1999/03/08

1999/03/25

-99 AJ-

CA

-032

ヒト副甲状腺細胞の培養 辻 和彦・澤田登起彦・ 第８回腎不全外科研究会 05/29/1999
北島久視子・春口洋昭・ プログラム・抄録集：１
唐仁原全・中島一朗・渕 ７，１９９９
之上昌平・阿岸鉄三

1999/04/23

-99 OJ-

CS

-039

ヒト副甲状腺細胞の培養 辻 和彦・澤田登起彦・ 第８回腎不全外科研究
北島久視子・春口洋昭・ 会，京都，１９９９
唐仁原全・中島一朗・渕
之上昌平・阿岸鉄三

1999/04/23

-99 AJ-

CA

-033

1999/05/13

-99 OJS-

CS

-004

急性・慢性移植腎機能障 君川正昭・唐仁原全・中 日本アフェレシス学会雑 06/10-11/1999
害に対するアフェレーシ 島一朗・渕之上昌平・寺 誌 １８（suppl）：４
ス療法
岡 慧・阿岸鉄三
５，１９９９
（第１９回日本アフェレ
シス学会学術大会）
急性・慢性移植腎機能障 君川正昭・唐仁原全・中 第１９回日本アフェレシ 06/10-11/1999
害に対するアフェレーシ 島一朗・渕之上昌平・寺 ス学会学術大会，大津，
ス療法
岡 慧・阿岸鉄三
１９９９

-99 AJ-

CA

-034

劇症肝不全における生体 春口洋昭・渕之上昌平・ 日本アフェレシス学会雑 06/10-11/1999
肝移植までのbridgeとし 中島一朗・唐仁原全・北 誌 １８（suppl）：４
ての血液浄化療法
島久視子・阿岸鉄三・白 ７，１９９９
髪宏司・伊藤克己・
（第１９回日本アフェレ
樋口千恵子・久保和雄・ シス学会学術大会）
林 直諒・高崎 健・田
中紘一

1999/05/13

-99 OJS-

CS

-005

劇症肝不全における生体 春口洋昭・渕之上昌平・ 第１９回日本アフェレシ 06/10-11/1999
肝移植までのbridgeとし 中島一朗・唐仁原全・北 ス学会学術大会，大津，
ての血液浄化療法
島久視子・阿岸鉄三・白 １９９９
髪宏司・伊藤克己・
樋口千恵子・久保和雄・
林 直諒・高崎 健・田
中紘一

1999/05/13

-99 AJ-

CA

-035

ABO不適合腎移植におけ 新村浩明・田辺一成・徳 日本アフェレシス学会雑 06/10-11/1999
る移植腎生着率と移植前 本直彦・石川暢夫・渕之 誌 １８（suppl）：４
抗A／抗B抗体価
上昌平・東間 紘・阿岸 ７，１９９９
鉄三
（第１９回日本アフェレ
シス学会学術大会）

1999/05/13

05/29/1999

1999/05/13

ABO不適合腎移植におけ 新村浩明・田辺一成・徳 第１９回日本アフェレシ 06/10-11/1999
る移植腎生着率と移植前 本直彦・石川暢夫・渕之 ス学会学術大会，大津，
抗A／抗B抗体価
上昌平・東間 紘・阿岸 １９９９
鉄三
急性散在性脳脊髄炎
清水優子・太田宏平・原 日本アフェレシス学会雑 06/10-11/1999
（ADEM）における血漿 由紀子・吉澤浩志・大原 誌 １８（suppl）：７
浄化療法の有用性につい 久仁子・岩田 誠・樋口 ０，１９９９
て
千恵子・阿岸鉄三・
（第１９回日本アフェレ
山内照夫・相川隆司
シス学会学術大会）

1999/05/13

-041

急性散在性脳脊髄炎
（ADEM）における血漿
浄化療法の有用性につい
て

清水優子・太田宏平・原 第１９回日本アフェレシ 06/10-11/1999
由紀子・吉澤浩志・大原 ス学会学術大会，大津，
久仁子・岩田 誠・樋口 １９９９
千恵子・阿岸鉄三・
山内照夫・相川隆司

1999/05/13

CA

-037

各種血漿浄化療法施行時
における循環血液量
（BV）の変動とその予
防

堀部浩司・江口 圭・横
井 良・星野敏久・金子
岩和・峰島三千男・阿岸
鉄三

1999/05/13

-99 OJ-

CS

-042

-99 AJ-

CA

-038

各種血漿浄化療法施行時
における循環血液量
（BV）の変動とその予
防
二重濾過血漿分離交換法
（DFPP）施行時におけ
る低タンパク血症の成因
とその対策

-99 OJ-

CS

-043

-99 OJ-

S

-029

-99 OJ-

CS

-040

-99 AJ-

CA

-036

-99 OJ-

CS

-99 AJ-

二重濾過血漿分離交換法
（DFPP）施行時におけ
る低タンパク血症の成因
とその対策
透析患者における末梢血
管合併症の特異性

日本アフェレシス学会雑 06/10-11/1999
誌 １８（suppl）：７
２，１９９９
（第１９回日本アフェレ
シス学会学術大会）
堀部浩司・江口 圭・横 第１９回日本アフェレシ 06/10-11/1999
井 良・星野敏久・金子 ス学会学術大会，大津，
岩和・峰島三千男・阿岸 １９９９
鉄三
江口 圭・堀部浩司・横 日本アフェレシス学会雑 06/10-11/1999
井 良・星野敏久・金子 誌 １８（suppl）：７
岩和・峰島三千男・阿岸 ３，１９９９
鉄三
（第１９回日本アフェレ
シス学会学術大会）
江口 圭・堀部浩司・横 第１９回日本アフェレシ 06/10-11/1999
井 良・星野敏久・金子 ス学会学術大会，大津，
岩和・峰島三千男・阿岸 １９９９
鉄三
阿岸鉄三
第１回透析患者の血管合 03/06/1999
併症フォーラム，東京，
１９９９

1999/05/13

1999/05/13

1999/05/13

1999/05/13

1999/05/13

阿岸鉄三・春口洋昭・佐 第４２回日本糖尿病学会 05/13-15/1999
藤雄一・廣谷紗千子
総会・年次学術集会，横
浜，１９９９

1999/05/17

阿岸鉄三・春口洋昭・佐 第４２回日本糖尿病学会 05/13-15/1999
藤雄一・廣谷紗千子
総会・年次学術集会，横
浜，１９９９
潅流保存液のviscosityに 唐仁原全・三宮彰仁・澤 Organ Biology
05/27-28/1999
およぼす温度変化の影
田登起彦・村上 徹・小 6(2):60,1999
響：心停止ドナーからの 山一郎・甲斐耕太郎・辻 （第６回日本臓器移植保
ブタ肝移植モデルを用い 和彦・内海 謙・
存生物医学会総会）
た検討
石田英樹・中島一朗・渕
之上昌平・阿岸鉄三

1999/05/17

-003

潅流保存液のviscosityに
およぼす温度変化の影
響：心停止ドナーからの
ブタ肝移植モデルを用い
た検討

唐仁原全・三宮彰仁・澤 第６回日本臓器移植保存 05/27-28/1999
田登起彦・村上 徹・小 生物医学会総会，大阪，
山一郎・甲斐耕太郎・辻 １９９９
和彦・内海 謙・
石田英樹・中島一朗・渕
之上昌平・阿岸鉄三

1999/06/04

CA

-040

心停止ドナーからのブタ 三宮彰仁・唐仁原全・澤 Organ Biology
05/27-28/1999
同所性肝移植
田登起彦・村上 徹・甲 6(2):103,1999
斐耕太郎・矢嶋 淳・工 （第６回日本臓器移植保
藤真司・頓所 展・
存生物医学会総会）
辻 和彦・小山一郎・内
海 謙・石田英樹・中島
一朗・渕之上昌平・阿岸
鉄三

1999/06/04

CS

-037

心停止ドナーからのブタ 三宮彰仁・唐仁原全・澤 第６回日本臓器移植保存 05/27-28/1999
同所性肝移植
田登起彦・村上 徹・甲 生物医学会総会，大阪，
斐耕太郎・矢嶋 淳・工 １９９９
藤真司・頓所 展・
辻 和彦・小山一郎・内
海 謙・石田英樹・中島
一朗・渕之上昌平・阿岸
鉄三

1999/06/04

-99 OJws- S

-001

-99 OJS-

S

-002

-99 AJ-

CA

-039

-99 OJS-

CS

-99 AJ-

-99 OJ-

糖尿病性腎症由来持続血
液透析患者における下肢
閉塞性動脈硬化症の特異
性
糖尿病性腎症透析患者に
おける末梢循環障害

1999/06/04

-99 AJ-

CA

-041

-99 OJ-

CS

-038

-99 AJ-

CA

-042

-99 OJS-

CS

-006

-99 AJ-

CA

-043

-99 OJws- CS

-002

-99 AJ-

CA

-044

-99 OJws- CS

-003

-99 AJ-

-045

CA

ヒト副甲状腺同種細胞移 辻 和彦・澤田登起彦・ Organ Biology
05/27-28/1999
植に関する基礎的研究
唐仁原全・中島一朗・渕 6(2):122,1999
之上昌平・阿岸鉄三
（第６回日本臓器移植保
存生物医学会総会）
ヒト副甲状腺同種細胞移 辻 和彦・澤田登起彦・ 第６回日本臓器移植保存 05/27-28/1999
植に関する基礎的研究
唐仁原全・中島一朗・渕 生物医学会総会，大阪，
之上昌平・阿岸鉄三
１９９９

1999/06/04

糖尿病性腎不全に対する 寺岡 慧・馬場園哲也・ 透析会誌 ３２
腎移植/膵腎複合移植
阿岸鉄三・岩本安彦
（Suppl）：５７３，１
９９９
（第４４回日本透析医学
会学術集会・総会）
糖尿病性腎不全に対する 寺岡 慧・馬場園哲也・ 第４４回日本透析医学会
腎移植/膵腎複合移植
阿岸鉄三・岩本安彦
学術集会・総会，横浜，
１９９９
透析液再生型腹膜透析の 峰島三千男・鈴木 聡・ 透析会誌 ３２
今後の展開
佐藤雄一・阿岸鉄三
（Suppl）：５８７，１
９９９
（第４４回日本透析医学
会学術集会・総会）
透析液再生型腹膜透析の 峰島三千男・鈴木 聡・ 第４４回日本透析医学会
今後の展開
佐藤雄一・阿岸鉄三
学術集会・総会，横浜，
１９９９
透析液廃液中溶質濃度の 村上 淳・海老沢秀夫・ 透析会誌 ３２
連続モニタリングを利用 峰島三千男・阿岸鉄三
（Suppl）：５８９，１
した適正透析への模索
９９９
（第４４回日本透析医学
会学術集会・総会）
透析液廃液中溶質濃度の 村上 淳・海老沢秀夫・ 第４４回日本透析医学会
連続モニタリングを利用 峰島三千男・阿岸鉄三
学術集会・総会，横浜，
した適正透析への模索
１９９９

06/25-27/1999

1999/06/08

06/25-27/1999

1999/06/08

06/25-27/1999

1999/06/08

06/25-27/1999

1999/06/08

06/25-27/1999

1999/06/08

06/25-27/1999

1999/06/08

ブラッドアクセス再建に 廣谷紗千子・春口洋昭・ 透析会誌 ３２
06/25-27/1999
おける三次元CT血管造 佐藤雄一・中島一朗・渕 （Suppl）：６０３，１
影法の有用性に関する検 之上昌平・阿岸鉄三
９９９
討
（第４４回日本透析医学
会学術集会・総会）

1999/06/08

1999/06/04

廣谷紗千子・春口洋昭・ 第４４回日本透析医学会 06/25-27/1999
佐藤雄一・中島一朗・渕 学術集会・総会，横浜，
之上昌平・阿岸鉄三
１９９９

1999/06/08

小澤和由・鈴木 聡・石
森 勇・奥田幸正・石田
和寛・金子岩和・峰島三
千男・佐藤雄一・
阿岸鉄三・増田利明・服
部博行

透析会誌 ３２
06/25-27/1999
（Suppl）：６１０，１
９９９
（第４４回日本透析医学
会学術集会・総会）

1999/06/08

-046

CRPD容量変動装置の開 小澤和由・鈴木 聡・石 第４４回日本透析医学会 06/25-27/1999
発
森 勇・奥田幸正・石田 学術集会・総会，横浜，
和寛・金子岩和・峰島三 １９９９
千男・佐藤雄一・
阿岸鉄三・増田利明・服
部博行

1999/06/08

CA

-047

各種血液浄化器における 星野敏久・石森 勇・金
サイトカイン除去特性の 子岩和・峰島三千男・佐
実験的検討
藤雄一・寺岡 慧・阿岸
鉄三

1999/06/08

-99 OJ-

CS

-047

-99 AJ-

CA

-048

-99 OJ-

CS

-045

-99 AJ-

CA

-046

-99 OJ-

CS

-99 AJ-

ブラッドアクセス再建に
おける三次元CT血管造
影法の有用性に関する検
討
CRPD容量変動装置の開
発

透析会誌 ３２
06/25-27/1999
（Suppl）：６１１，１
９９９
（第４４回日本透析医学
会学術集会・総会）
各種血液浄化器における 星野敏久・石森 勇・金 第４４回日本透析医学会 06/25-27/1999
サイトカイン除去特性の 子岩和・峰島三千男・佐 学術集会・総会，横浜，
実験的検討
藤雄一・寺岡 慧・阿岸 １９９９
鉄三
同種移植を目的としたヒ 辻 和彦・澤田登起彦・ 透析会誌 ３２
06/25-27/1999
ト副甲状腺細胞の培養
増田昭博・甲斐耕太郎・ （Suppl）：６１３，１
北島久視子・春口洋昭・ ９９９
林 哲朗・唐仁原全・
（第４４回日本透析医学
中島一朗・渕之上昌平・ 会学術集会・総会）
笠島 武・阿岸鉄三

1999/06/08

1999/06/08

-99 OJ-

CS

-048

同種移植を目的としたヒ 辻 和彦・澤田登起彦・ 第４４回日本透析医学会 06/25-27/1999
ト副甲状腺細胞の培養
増田昭博・甲斐耕太郎・ 学術集会・総会，横浜，
北島久視子・春口洋昭・ １９９９
林 哲朗・唐仁原全・
中島一朗・渕之上昌平・
笠島 武・阿岸鉄三

1999/06/08

-99 AJ-

CA

-049

透析会誌 ３２
06/25-27/1999
（Suppl）：６１３，１
９９９
（第４４回日本透析医学
会学術集会・総会）

1999/06/08

-99 OJ-

CS

-049

第４４回日本透析医学会 06/25-27/1999
学術集会・総会，横浜，
１９９９

1999/06/08

-99 AJ-

CA

-050

フローサイトメトリーを 甲斐耕太郎・澤田登起
用いた副甲状腺回収細胞 彦・辻 和彦・北島久視
の解析
子・春口洋昭・唐仁原
全・中島一朗・渕之上昌
平・
阿岸鉄三
フローサイトメトリーを 甲斐耕太郎・澤田登起
用いた副甲状腺回収細胞 彦・辻 和彦・北島久視
の解析
子・春口洋昭・唐仁原
全・中島一朗・渕之上昌
平・
阿岸鉄三
二次性副甲状腺機能亢進 春口洋昭・渕之上昌平・
症の手術成績と術後管理 君川正昭・石田英樹・小
の問題点
山一郎・内海 謙・三宮
彰仁・辻 和彦・
甲斐耕太郎・唐仁原全・
中島一朗・阿岸鉄三

透析会誌 ３２
06/25-27/1999
（Suppl）：６８１，１
９９９
（第４４回日本透析医学
会学術集会・総会）

1999/06/08

-99 OJ-

CS

-050

二次性副甲状腺機能亢進 春口洋昭・渕之上昌平・ 第４４回日本透析医学会 06/25-27/1999
症の手術成績と術後管理 君川正昭・石田英樹・小 学術集会・総会，横浜，
の問題点
山一郎・内海 謙・三宮 １９９９
彰仁・辻 和彦・
甲斐耕太郎・唐仁原全・
中島一朗・阿岸鉄三

1999/06/08

-99 AJ-

CA

-051

生体部分肝移植の患者に
施行されたビルビリン吸
着による凝固能障害につ
いて

矢嶋 淳・石田英樹・三
宮彰仁・甲斐耕太郎・工
藤真司・唐仁原全・中島
一朗・渕之上昌平・
阿岸鉄三

透析会誌 ３２
06/25-27/1999
（Suppl）：６９４，１
９９９
（第４４回日本透析医学
会学術集会・総会）

1999/06/08

-99 OJ-

CS

-051

生体部分肝移植の患者に
施行されたビルビリン吸
着による凝固能障害につ
いて

矢嶋 淳・石田英樹・三 第４４回日本透析医学会 06/25-27/1999
宮彰仁・甲斐耕太郎・工 学術集会・総会，横浜，
藤真司・唐仁原全・中島 １９９９
一朗・渕之上昌平・
阿岸鉄三

1999/06/08

-99 AJ-

CA

-052

穿孔性腹膜炎にて手術に 工藤真司・石田英樹・三 透析会誌 ３２
06/25-27/1999
至った3例
宮彰仁・甲斐耕太郎・矢 （Suppl）：７６０，１
嶋 淳・唐仁原全・中島 ９９９
一朗・渕之上昌平・
（第４４回日本透析医学
阿岸鉄三
会学術集会・総会）

1999/06/08

-99 OJ-

CS

-052

穿孔性腹膜炎にて手術に 工藤真司・石田英樹・三 第４４回日本透析医学会 06/25-27/1999
至った3例
宮彰仁・甲斐耕太郎・矢 学術集会・総会，横浜，
嶋 淳・唐仁原全・中島 １９９９
一朗・渕之上昌平・
阿岸鉄三

1999/06/08

-99 AJ-

CA

-053

透析会誌 ３２
06/25-27/1999
（Suppl）：７７１，１
９９９
（第４４回日本透析医学
会学術集会・総会）

1999/06/08

-99 OJ-

CS

-053

透析再導入に難渋した死 内海 謙・頓所 展・矢
体腎移植後の1例
嶋 淳・辻 和彦・小山
一郎・唐仁原全・中島一
朗・渕之上昌平・寺岡
慧
阿岸鉄三
透析再導入に難渋した死 内海 謙・頓所 展・矢
体腎移植後の1例
嶋 淳・辻 和彦・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４４回日本透析医学会 06/25-27/1999
学術集会・総会，横浜，
１９９９

1999/06/08

-99 AJ-

CA

-054

-99 OJ-

CS

-054

-99 AJ-

CA

-055

-99 OJ-

CS

-055

-99 AJ-

CA

-056

-99 OJ-

CS

-063

免疫吸着療法により症状 宮原倫子・木全直樹・三 透析会誌 ３２
06/25-27/1999
が改善したボツリヌス中 和奈穂子・樋口千恵子・ （Suppl）：７７８，１
毒神経障害患者の1例
久保和雄・阿岸鉄三・高 ９９９
橋元秀・二瓶 宏
（第４４回日本透析医学
会学術集会・総会）
免疫吸着療法により症状 宮原倫子・木全直樹・三 第４４回日本透析医学会 06/25-27/1999
が改善したボツリヌス中 和奈穂子・樋口千恵子・ 学術集会・総会，横浜，
毒神経障害患者の1例
久保和雄・阿岸鉄三・高 １９９９
橋元秀・二瓶 宏

1999/06/08

腎移植後糖尿病患者にお 朝長 修・馬場園哲也・
けるインスリン療法から 武田将伸・作家有実子・
troglitazoneへの切り替え 宇治原典子・高橋千恵
子・寺岡 慧・阿岸鉄
三・
岩本安彦
腎移植後糖尿病患者にお 朝長 修・馬場園哲也・
けるインスリン療法から 武田将伸・作家有実子・
troglitazoneへの切り替え 宇治原典子・高橋千恵
子・寺岡 慧・阿岸鉄
三・
岩本安彦
肝移植（LT）施行後の計 白髪宏司・鈴木俊明・大
画的ワクチン接種（V） 西麻紀子・松本尚子・近
本裕子・永渕弘之・高橋
和浩・深澤 哲・渡辺誠
司
秋岡祐子・服部元史・中
島一朗・渕之上昌平・阿
岸鉄三・伊藤克己

透析会誌 ３２
06/25-27/1999
（Suppl）：８３２，１
９９９
（第４４回日本透析医学
会学術集会・総会）

1999/06/08

第４４回日本透析医学会 06/25-27/1999
学術集会・総会，横浜，
１９９９

1999/06/08

第２６回日本小児栄養消 09/11-12/1999
化器病学会抄録←
'99.9.11-12開催，倉敷

1999/06/14

肝移植（LT）施行後の計 白髪宏司・鈴木俊明・大 第２６回日本小児栄養消 09/11-12/1999
画的ワクチン接種（V） 西麻紀子・松本尚子・近 化器病学会，倉敷，１９
本裕子・永渕弘之・高橋 ９９
和浩・深澤 哲・渡辺誠
司
秋岡祐子・服部元史・中
島一朗・渕之上昌平・阿
岸鉄三・伊藤克己

1999/06/14

1999/06/08

-99 AJ-

CA

-057

成人間生体部分肝移植の 中島一朗・渕之上昌平・ 移植 ３４（２）：９
07/30-31/1998
問題点−成人生体肝移植 三宮彰仁・澤田登起彦・ ５，１９９９
11症例の経過−
小山一郎・佐藤純彦・星 （第１６回肝移植研究会
野智昭・中村道郎・
記録−07/30-31/1998，
北島久視子・春口洋昭・ 徳島）
君川正昭・唐仁原全・阿
岸鉄三・白髪宏司・伊藤
克己・高崎 健・林 直
諒
田中紘一

1999/06/15

-99 AJ-

CA

-058

小児肝移植（LT）後のワ 白髪宏司・高橋和浩・永 移植 ３４（２）：１０ 07/30-31/1998
クチン接種（V）の試み 渕弘之・秋岡祐子・伊藤 ２，１９９９
克己・渕之上昌平・三宮 （第１６回肝移植研究会
彰仁・澤田登起彦・
記録−07/30-31/1998，
小山一郎・星野智昭・中 徳島）
村道郎・佐藤純彦・春口
洋昭・北島久視子・君川
正昭・唐仁原全・中島一
朗
阿岸鉄三・田中紘一

1999/06/15

-99 AJ-

CA

-059

原発性胆汁性肝硬変にお
ける抗ミトコンドリア抗
体とIgMの生体部分肝移
植後の変動の検討

移植 ３４（２）：１０ 07/30-31/1998
４，１９９９
（第１６回肝移植研究会
記録−07/30-31/1998，
徳島）

1999/06/15

-99 AJ-

CA

-060

腎不全合併症例に対する 佐藤純彦・渕之上昌平・ 移植 ３４（２）：１０ 07/30-31/1998
成人生体肝移植2症例
頓所 展・矢嶋 淳・吉 ９，１９９９
村直子・辻 和彦・川瀬 （第１６回肝移植研究会
友則・三宮彰仁・小山一 記録−07/30-31/1998，
郎
徳島）
中村道郎・石田英樹・北
島久視子・君川正昭・唐
仁原全・中島一朗・阿岸
鉄三・橋本悦子・林 直
諒
高崎 健・田中紘一

1999/06/15

野口三四郎・橋本悦子・
谷合麻紀子・林 直諒・
次田 正・高崎 健・渕
之上昌平・阿岸鉄三・
田中紘一

-99 AJ-

CA

-061

生体肝移植後肝静脈吻合
部狭窄に対する経皮経静
脈的バルーン拡張術の検
討

三宮彰仁・佐藤純彦・矢
嶋 淳・頓所 展・加藤
容二郎・田上正茂・吉村
直子・辻 和彦・川瀬友
則
内海 謙・小山一郎・星
野智昭・中村道郎・石田
英樹・北島久視子・廣谷
紗千子・春口洋昭・
君川正昭・唐仁原全・中
島一朗・渕之上昌平・阿
岸鉄三・遠田 譲・高崎
健・白髪宏司・伊藤克己
田中紘一

移植 ３４（２）：１１ 07/30-31/1998
３，１９９９
（第１６回肝移植研究会
記録−07/30-31/1998，
徳島）

1999/06/15

-99 AJ-

CA

-062

生体肝腎移植術3例の経
験

中村道郎・渕之上昌平・
中島一朗・三宮彰仁・吉
武 理・澤田登起彦・小
山一郎・佐藤純彦・
北島久視子・春口洋昭・
君川正昭・唐仁原全・阿
岸鉄三・白髪宏司・伊藤
克己・高崎 健・林 直
諒
野崎幹弘・田中紘一

移植 ３４（２）：１１ 07/30-31/1998
６，１９９９
（第１６回肝移植研究会
記録−07/30-31/1998，
徳島）

1999/06/15

-99 AJ-

CA

-063

糖尿病性腎不全に対する 寺岡 慧・馬場園哲也・ 日腎会誌 ４１（３）： 06/26-28/1999
腎移植/膵腎複合移植
阿岸鉄三・岩本安彦
２１３，１９９９
（第４２回日本腎臓学会
学術総会）

1999/06/15

-99 OJS-

CS

-007

糖尿病性腎不全に対する 寺岡 慧・馬場園哲也・ 第４２回日本腎臓学会学 06/26-28/1999
腎移植/膵腎複合移植
阿岸鉄三・岩本安彦
術総会，横浜，１９９９

1999/06/15

-99 AJ-

CA

-064

高齢者ドナーの長期生着 山口 裕・田辺一成・堀 日腎会誌 ４１（３）： 06/26-28/1999
移植腎に関する病理組織 田 茂・鬼塚史朗・東間 ２４５，１９９９
学的検討
紘・阿岸鉄三
（第４２回日本腎臓学会
学術総会）

1999/06/15

高齢者ドナーの長期生着
移植腎に関する病理組織
学的検討
全国規模調査による維持
血液透析用ブラッドアク
セスの使用状況
血液浄化用ブラッドアク
セスについての諸問題

山口 裕・田辺一成・堀 第４２回日本腎臓学会学 06/26-28/1999
田 茂・鬼塚史朗・東間 術総会，横浜，１９９９
紘・阿岸鉄三
阿岸鉄三・春口洋昭
第３７回日本人工臓器学 10/14-16/1999
会大会，名古屋，１９９
９
阿岸鉄三・春口洋昭・佐 脈管学 ３９（１０）： 12/08-10/1999
藤雄一・廣谷紗千子
５９５，１９９９
（第４０回日本脈管学会
総会）

-99 OJ-

CS

-056

-99 OJ-

S

-075

-99 AJ-

A

-065

-99 OJ-

S

-080

血液浄化用ブラッドアク 阿岸鉄三・春口洋昭・佐 第４０回日本脈管学会総 12/08-10/1999
セスについての諸問題
藤雄一・廣谷紗千子
会，広島，１９９９

1999/06/28

-99 OJ-

CS

-044

慢性拒絶反応における
川瀬友則・澤田登起彦・ 東京女子医科大学学会第 06/24/1999
TGFβ1の関与に関する検 唐仁原全・中島一朗・渕 ３１９回例会，東京，１
討
之上昌平・阿岸鉄三
９９９

1999/06/28

-99 OJ-

S

-057

末期腎不全治療の現況

阿岸鉄三

07/07/1999

1999/07/08

-99 OJ-

S

-060

阿岸鉄三

07/19/1999

1999/07/27

-99 OJ-

S

-061

07/21/1999

1999/07/27

-99 OJ-

CS

-064

日本における血液浄化療
法
日本における血液透析療
法
移植腎生検後の動静脈瘻
に対する動脈塞栓術およ
びその適応に関する検討

09/15-17/1999

1999/08/30

-99 AJ-

CA

-066

阿岸鉄三
北島久視子・渕之上昌
平・辻 和彦・川瀬友
則・三宮彰仁・内海
謙・小山一郎・石田英樹
君川正昭・唐仁原全・中
島一朗・阿岸鉄三・遠田
譲

移植腎生検後の動静脈瘻 北島久視子・渕之上昌
に対する動脈塞栓術およ 平・辻 和彦・川瀬友
びその適応に関する検討 則・三宮彰仁・内海
謙・小山一郎・石田英樹
君川正昭・唐仁原全・中
島一朗・阿岸鉄三・遠田
譲

社団法人東京都看護協会
（東看協研第５号），東
京，１９９９
学術講演，上海，１９９
９
学術講演，ウルムチ，１
９９９
第３５回 日本移植学会
総会, 筑波, １９９９

移植 ３４：１５９,
１９９９
（第３５回日本移植学会
総会）

1999/06/15

06/18/1999

1999/06/28

06/23/1999

1999/06/28

1999/08/30

-99 OJ-

CS

-065

心停止ドナーからの移植
肝グラフトProcurement
におけるSodium
Lactobionate Sucrose
(SLS)液の有効性

唐仁原全・三宮彰仁・澤 第３５回 日本移植学会 09/15-17/1999
田登起彦・村上 徹・辻 総会, 筑波, １９９９
和彦・小山一郎・内海
謙・石田英樹
中島一朗・渕之上昌平・
阿岸鉄三

1999/08/31

-99 AJ-

CA

-067

心停止ドナーからの移植
肝グラフトProcurement
におけるSodium
Lactobionate Sucrose
(SLS)液の有効性

唐仁原全・三宮彰仁・澤
田登起彦・村上 徹・辻
和彦・小山一郎・内海
謙・石田英樹
中島一朗・渕之上昌平・
阿岸鉄三

1999/08/31

-99 OJ-

CS

-066

経口的ドナー抗原投与の 澤田登起彦・中島一朗・ 第３５回 日本移植学会 09/15-17/1999
皮膚移植片への効果
渕之上昌平・阿岸鉄三
総会, 筑波, １９９９

1999/08/31

-99 AJ-

CA

-068

1999/08/31

-99 OJ-

CS

-067

経口的ドナー抗原投与の 澤田登起彦・中島一朗・ 移植 ３４：２２３,
皮膚移植片への効果
渕之上昌平・阿岸鉄三
１９９９
（第３５回日本移植学会
総会）
腎移植後拒絶反応の診断 石田英樹・小山一郎・澤 第３５回 日本移植学会 09/15-17/1999
と治療における末梢血リ 田登起彦・村上 徹・唐 総会, 筑波, １９９９
ンパ球上のＣＤ１５s抗 仁原全・中島一朗・渕之
原検出の
上昌平・阿岸鉄三
有用性について
田辺一成・東間 紘

-99 AJ-

CA

-069

腎移植後拒絶反応の診断
と治療における末梢血リ
ンパ球上のＣＤ１５s抗
原検出の
有用性について

1999/08/31

-99 OJ-

CS

-068

術前輸血（ＤＳＴ）患者 早坂勇太郎・中島一朗・ 第３５回 日本移植学会 09/15-17/1999
血清中の抗ドナーＴ細
渕之上昌平・寺岡 慧・ 総会, 筑波, １９９９
胞・阻害抗体と抗ヒトＴ 阿岸鉄三
ＣＲ・自己
抗体の検討

石田英樹・小山一郎・澤
田登起彦・村上 徹・唐
仁原全・中島一朗・渕之
上昌平・阿岸鉄三
田辺一成・東間 紘

移植 ３４：２０８,
１９９９
（第３５回日本移植学会
総会）

移植 ３４：２２９,
１９９９
（第３５回日本移植学会
総会）

1999/08/31

1999/08/31

術前輸血（ＤＳＴ）患者
血清中の抗ドナーＴ細
胞・阻害抗体と抗ヒトＴ
ＣＲ・自己
抗体の検討
腎移植後急性期における
抗基底膜抗体による移植
腎染色性の変化

早坂勇太郎・中島一朗・ 移植 ３４：２３９,
渕之上昌平・寺岡 慧・ １９９９
阿岸鉄三
（第３５回日本移植学会
総会）

1999/08/31

内海 謙・安達栄治郎・ 第３５回 日本移植学会 09/15-17/1999
堀田 茂・川瀬友則・唐 総会, 筑波, １９９９
仁原全・中島一朗・渕之
上昌平・阿岸鉄三
澤田登起彦

1999/08/31

-99 AJ-

CA

-070

-99 OJ-

CS

-069

-99 AJ-

CA

-071

腎移植後急性期における 内海 謙・安達栄治郎・
抗基底膜抗体による移植 堀田 茂・川瀬友則・唐
腎染色性の変化
仁原全・中島一朗・渕之
上昌平・阿岸鉄三
澤田登起彦

-99 OJ-

CS

-070

長期移植腎生着患者にお 君川正昭・唐仁原全・中 第３５回 日本移植学会 09/15-17/1999
けるステロイド離脱の功 島一朗・渕之上昌平・寺 総会, 筑波, １９９９
罪
岡 慧・阿岸鉄三

1999/08/31

-99 AJ-

CA

-072

1999/08/31

-99 OJ-

S

-062

-99 AJ-

A

-073

-99 AJ-

CA

-074

長期移植腎生着患者にお 君川正昭・唐仁原全・中 移植 ３４：２４４,
けるステロイド離脱の功 島一朗・渕之上昌平・寺 １９９９
罪
岡 慧・阿岸鉄三
（第３５回日本移植学会
総会）
気功のパラダイムからみ 阿岸鉄三
第３回JACT大会'９９,
08/28-29/1999
た西洋医学
東京女子医科大学弥生記
念講堂
気功のパラダイムからみ 阿岸鉄三
抄録集：２５, １９９
た西洋医学
９
（第３回 JACT大会'９
９）
血液浄化用ブラッドアク 春口洋昭・佐藤雄一・廣 第６５回東京女子医科大
セストラブルに対する経 谷紗千子・三宮彰仁・川 学学会総会抄録
皮的血管形成術（ＰＴ
瀬友則・内海 謙・石田
Ａ）
英樹・小山一郎
辻 和彦・中島一朗・渕
之上昌平・阿岸鉄三

移植 ３４：２４３,
１９９９
（第３５回日本移植学会
総会）

1999/08/31

1999/08/31

1999/08/31

1999/09/07

-99 OJ-

CS

-073

血液浄化用ブラッドアク
セストラブルに対する経
皮的血管形成術（ＰＴ
Ａ）

春口洋昭・佐藤雄一・廣 第６５回東京女子医科大 09/25/1999
谷紗千子・三宮彰仁・川 学学会総会, 東京, １
瀬友則・内海 謙・石田 ９９９
英樹・小山一郎
辻 和彦・中島一朗・渕
之上昌平・阿岸鉄三

-99 OJS-

CS

-008

血液代替物臨床評価ガイ 中島一朗・阿岸鉄三
ドライン

1999/09/07

-99 AJ-

CA

-075

血液代替物臨床評価ガイ
ドライン

1999/09/07

-99 OJ-

S

-071

医工学治療の夢を語る

-99 AJ-

A

-076

医工学治療の夢を語る

-99 OJ-

CS

-072

連続再循環腹膜透析にお
ける容量変動量を考慮し
た溶質除去に対するシ
ミュレーション解析

-99 AJ-

CA

-077

連続再循環腹膜透析にお
ける容量変動量を考慮し
た溶質除去に対するシ
ミュレーション解析

-99 AJ-

CA

-078

培養ヒト副甲状腺細胞に
おける抗原性の変化

第６回日本血液代替物学 09/10-11/1999
会年次大会, 東京, １
９９９
中島一朗・阿岸鉄三
人工血液 ７（３）：７
４, １９９９
（第６回日本血液代替物
学会年次大会）
阿岸鉄三
日本医工学治療学会第１ 09/17-19/1999
３回学術大会, 東京,
１９９９
阿岸鉄三
医工学治療 １１
（suppl）：２７, １９
９９
（日本医工学治療学会第
１３回学術大会）
石田英樹・鈴木 聡・石 日本医工学治療学会第１ 09/17-19/1999
森 勇・奥田幸正・小澤 ３回学術大会, 東京,
和由・金子岩和・峰島三 １９９９
千男・阿岸鉄三
増田利明・山本英俊
石田英樹・鈴木 聡・石 医工学治療 １１
森 勇・奥田幸正・小澤 （suppl）：５１, １９
和由・金子岩和・峰島三 ９９
千男・阿岸鉄三
（日本医工学治療学会第
増田利明・山本英俊
１３回学術大会）
辻 和彦・澤田登起彦・ 第１８回 腎と骨代謝研
北島久視子・春口洋昭・ 究会学術集会, １９９
唐仁原全・中島一朗・渕 ９
之上昌平・阿岸鉄三
プログラム抄録集

1999/09/07

1999/09/07

1999/09/07

1999/09/07

1999/09/07

1999/09/20

-99 OJ-

CS

-074

培養ヒト副甲状腺細胞に 辻 和彦・澤田登起彦・ 第１８回 腎と骨代謝研 10/02/1999
おける抗原性の変化
北島久視子・春口洋昭・ 究会学術集会, 東京,
唐仁原全・中島一朗・渕 １９９９
之上昌平・阿岸鉄三

-99 AJ-

A

-079

全国規模調査による維持 阿岸鉄三・春口洋昭
血液透析用ブラッドアク
セスの使用状況

人工臓器 ２８（４）： 10/15-16/1999
１６５, １９９９
（第３７回人工臓器学会
大会）

-99 OJ-

CS

-076

Bi-directional Peritoneal
峰島三千男・阿岸鉄三
Dialysis (BPD)システムの
開発とその溶質除去特性

第３７回日本人工臓器学 10/14-16/1999
会大会, 名古屋, １９
９９

1999/09/28

-99 AJ-

CA

-080

Bi-directional Peritoneal
峰島三千男・鈴木 聡・
Dialysis (BPD)システムの 金子岩和・佐藤雄一・阿
開発とその溶質除去特性 岸鉄三・増田利明・服部
博行

人工臓器 ２８（４）：
１１１, １９９９
（第３７回人工臓器学会
大会）

1999/09/28

-99 OJ-

CS

-077

-99 AJ-

CA

-081

血液濾過によるサイトカ
イン除去に関する実験的
検討
血液濾過によるサイトカ
イン除去に関する実験的
検討

-99 OJS-

CS

-009

-99 AJ-

CA

-082

-99 OJws- CS

-004

-99 AJ-

-083

CA

寺岡

慧・阿岸鉄三

第３７回日本人工臓器学 10/14-16/1999
会大会, 名古屋, １９
９９
寺岡 慧・峰島三千男・ 人工臓器 ２８（４）：
星野敏久・石森 勇・金 １５８, １９９９
子岩和・佐藤雄一・春口 （第３７回人工臓器学会
洋昭・阿岸鉄三
大会）

1999/09/20

06/18/1999

1999/09/28

1999/09/28

1999/09/28

二元的ブラッドアクセス 春口洋昭
の現状と考え方
二元的ブラッドアクセス 春口洋昭・佐藤雄一・廣
の現状と考え方
谷紗千子・赤松 真・唐
仁原全・君川正昭・中島
一朗・渕之上昌平
阿岸鉄三

第３回アクセス研究会, 10/31/1999
福岡, １９９９
第３回アクセス研究会プ
ログラム・抄録集：２
９, １９９９

1999/09/28

腹腔鏡下CAPDカテーテ 中島一朗・阿岸鉄三
ル留置術
腹腔鏡下CAPDカテーテ 中島一朗・赤松 真・春
ル留置術
口洋昭・渕之上昌平・阿
岸鉄三

第３回アクセス研究会, 10/31/1999
福岡, １９９９
第３回アクセス研究会プ
ログラム・抄録集：４
０, １９９９

1999/09/28

1999/09/28

1999/09/28

前腕内シャント造設時に
おける背側中手静脈血紮
切離の意義についての検
討
前腕内シャント造設時に
おける背側中手静脈血紮
切離の意義についての検
討
糖尿病症例における生体
腎移植ドナーとしての適
応と予後

廣谷紗千子・春口洋昭・ 第３回アクセス研究会,
佐藤雄一・阿岸鉄三
福岡, １９９９

-99 OJ-

CS

-078

10/31/1999

-99 AJ-

CA

-084

-99 AJ-

CA

-085

-99 OJ-

CS

-027

糖尿病症例における生体
腎移植ドナーとしての適
応と予後

-99 AJ-

CA

-086

二次性汎血球減少症をき
たした腎移植レシピエン
トの２症例

-99 OJ-

CS

-028

二次性汎血球減少症をき 辻 和彦・渕之上昌平・ 第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
たした腎移植レシピエン 頓所 展・矢嶋 淳・吉 研究会，新潟，１９９９
トの２症例
村直子・三宮彰仁・内海
謙・小山一郎・
石田英樹・佐藤純彦・唐
仁原全・中島一朗・阿岸
鉄三

1999/09/28

廣谷紗千子・春口洋昭・ 第３回アクセス研究会プ
佐藤雄一・阿岸鉄三
ログラム・抄録集：７
４, １９９９

1999/09/28

廣谷紗千子・渕之上昌
平・君川正昭・唐仁原
全・中島一朗・寺岡
慧・阿岸鉄三・朝永
修・馬場園哲也・岩本安
彦
廣谷紗千子・渕之上昌
平・君川正昭・唐仁原
全・中島一朗・寺岡
慧・阿岸鉄三・朝永
修・馬場園哲也・岩本安
彦
辻 和彦・渕之上昌平・
頓所 展・矢嶋 淳・吉
村直子・三宮彰仁・内海
謙・小山一郎・
石田英樹・佐藤純彦・唐
仁原全・中島一朗・阿岸
鉄三

移植 ３４（５）：３０ 03/03-05/1999
９−３１０，１９９９
（第３２回日本腎移植臨
床研究会）

1999/11/05

第３２回日本腎移植臨床 03/03-05/1999
研究会，新潟，１９９９

1999/11/05

移植 ３４（５）：３１
９，１９９９
（第３２回日本腎移植臨
床研究会）

1999/11/05

1999/11/05
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CA
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CS
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-011
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-081

-99 AJ-

CA

-088

-99 AJ-

A

-089

-99 AJ-

CA

-090

-99 AJ-

CA

-091

腹水ポンプ留置後に臍ヘ 内海 謙・渕之上昌平・ 日本臨床外科学会雑誌
ルニアが嵌頓し不幸の転 辻 和彦・小山一郎・唐 ６０巻増刊号：４６５，
帰をとった肝硬変の１例 仁原全・中島一朗・阿岸 １９９９
鉄三
（第６１回日本臨床外科
学会総会）
腹水ポンプ留置後に臍ヘ 内海 謙・渕之上昌平・ 第６１回日本臨床外科学
ルニアが嵌頓し不幸の転 辻 和彦・小山一郎・唐 会総会，東京，１９９９
帰をとった肝硬変の１例 仁原全・中島一朗・阿岸
鉄三
伝統的原理による血液浄 阿岸鉄三
第４３回日本透析医学会
化・血漿浄化
シンポジウム，横浜，１
９９８
Enhanced CAPD
峰島三千男・鈴木 聡・ 第４３回日本透析医学会
佐中 孜・阿岸鉄三
シンポジウム，横浜，１
９９８
LDL吸着による高脂血症 阿岸鉄三
学術講演会，尾道，１９
の治療
９９
セルローストリアアセ
樋口千恵子・久保和雄・ 第１４回ハイパフォーマ
テート（CTA）膜の単球 二瓶 宏・星野敏久・海 ンス・メンブレン／次世
ＣＤ14発現および血中Ｓ 老沢秀夫・金子岩和・阿 代人工腎臓研究会 抄録
-ＣＤ14濃度
岸鉄三
集：２９，１９９９
への影響
透析患者における末梢血 阿岸鉄三
Medical Tribune ３２
管合併症の特異性
（１９）：２８，１９９
９
（第１回透析患者の血管
合併症フォーラム）
糖尿病性腎症透析患者に 阿岸鉄三・春口洋昭・佐 糖尿病 ４２（Suppl
おける末梢循環障害
藤雄一・廣谷紗千子
１）：s９７，１９９９
（第４２回日本糖尿病学
会総会・年次学術集会）

1999/11/25

11/24-26/1999

1999/11/25

5/30-31/1998

1999/11/29 抄録は文献99年度に
有

5/30-31/1998

1999/11/29 抄録は文献99年度に
有

12/08/1999

1999/12/15
2000/02/29

1900/03/01

05/13-15/1999

1900/03/03

糖尿病性腎症由来持続血 阿岸鉄三・春口洋昭・佐 糖尿病 ４２（Suppl
05/13-15/1999
液透析患者における下肢 藤雄一・廣谷紗千子
１）：s６８，１９９９
閉塞性動脈硬化症の特異
（第４２回日本糖尿病学
性
会総会・年次学術集会）

1900/03/03

