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99 PJ- A -001 Culture Shock 阿岸鉄三 臨牀透析１５（１）：５

－６，１９９９

（OPINION）

1999.01.08

99 PJ- A -002 血液浄化の考え方 阿岸鉄三 実用血液浄化療法－チー

ム医療として－：１４－

２３，１９９９

（Clinical Engineering別
冊）

01/06/1999 1999.01.08 99.6月初旬刊行予定

99 PJ- A -003 伝統的原理による血液浄

化・血漿浄化

阿岸鉄三 透析会誌　３１

（suppl）：s５２９，１
９９８

（第４３回日本透析医会

シンポジウム）

01/05/1999 1999.01.08 総説

99 PJ- A -004 アフェレシス治療の現況 阿岸鉄三 臨床透析　１５（６）：

７－１３，１９９９
1999.02.02 筆頭

99 PJ- A -005 アフェレシスマニュアル

2.アフェレシスの現状と
将来

阿岸鉄三 アフェレシスマニュアル

１２－１６，秀潤社，１

９９９

（Clinical Engineering別
冊）

01/27/1999 1999.02.02 秀潤社
担当；須磨、小林

筆頭

99 PJ- A -006 現用ブラッドアクセスと

問題点

血液浄化におけるブラッ

ドアクセス

阿岸鉄三 ブラッドアクセスイン

ターベンション治療の実

際：８－１７，秀潤社，

１９９９

（Clinical Engineering別
冊）

1999.03.02 編集：阿岸鉄三
　　　天野　泉

筆頭

99 PJ- CA -007 生体腎移植後、移植腎に

腎癌を合併した1例
北島久視子・渕之上昌

平・加藤容二郎・提嶋淳

一郎・小山一郎・中村道

郎・唐仁原全・

中島一朗・阿岸鉄三・中

沢速和

移植　３４（１）：３８

－４５，１９９９
1999.03.08

99 PJ- CA -008 Hickman chatheterを用い
た小児透析の溶質除去特

性

芝田正道・清水幹夫・相

馬　泉・上坪寛輝・星野

敏久・金子岩和・永渕弘

之・高橋和浩・

秋岡祐子・白髪宏司・伊

藤克己・佐中　孜・峰島

三千男・阿岸鉄三

集中治療　１１

（suppl）：s５３－s５
４，１９９９

（第９回急性血液浄化研

究会 PROCEEDINGS-
1998）

1999.03.08



99 PJ- CA -009 APACHE Ⅱ prognostic
systemによる急性腎不全
（ARF）の生命予後評価

田中裕子・久保和雄・樋

口千恵子・佐中　孜・二

瓶　宏・阿岸鉄三

集中治療　１１

（suppl）：s１５５－s１
５６，１９９９

（第９回急性血液浄化研

究会 PROCEEDINGS-
1998）

1999.03.08

99 PJ- CA -010 新生児に対するpredilution
HFの臨床経験

相馬　泉・清水幹夫・芝

田正道・星野敏久・金子

岩和・永渕弘之・高橋和

浩・秋岡祐子・

白髪宏司・伊藤克己・佐

中　孜・峰島三千男・阿

岸鉄三

集中治療　１１

（suppl）：s１９５－s１
９６，１９９９

（第９回急性血液浄化研

究会 PROCEEDINGS-
1998）

1999.03.08

99 PJ- A -011 関口定美先生を追悼して 阿岸鉄三 日本アフェレシス学会雑

誌　１８（２）：１６

３，１９９９

03/08/1999 1999.03.08 原稿送付先
113-0032　文京区弥生
2-4-16
（財）学会誌刊行セン

ター

日本アフェレシス学会

雑誌編集部　野田のり

子

03-3817-5821
99 PJ- CA -012 腎移植 寺岡　慧・中島一朗・渕

之上昌平・阿岸鉄三・田

辺一成・東間　紘

Mebio　１６（４）：７５
－８０，１９９９

（特集；造血因子の臨

床）

1999.03.12 Medical View

99 PJ- CA -013 内部濾過促進型血液透析

の有用性

峰島三千男・金子岩和・

佐中　孜・阿岸鉄三・中

村　豊・玉村憲幸・櫻井

秀彦・増田利明・

服部博行

人工臓器　２８（１）：

１２７－１３３，１９９

８

1999.03.15

99 PJ- A -014 血液浄化効率の評価 阿岸鉄三 Clinical Engneering １０
（４）：３２９－３３

５，１９９９

1999.03.23 秀潤社

99 PJ- A -015 関口定美先生の死を惜し

む

阿岸鉄三 人工血液　７（１）：故

関口定美先生を偲んで

（特設ページ），１９９

９

1999.05.20



99 PJ- CA -016 透析患者に対する消化器

外科手術時の周術期管理

－術前検査値の再検討と

術後合併症－

中島一朗・春口洋昭・渕

之上昌平・小山一郎・澤

田登起彦・佐藤純彦・星

野智昭・石田英樹・

中村道郎・廣谷紗千子・

北島久視子・君川正昭・

唐仁原全・寺岡　慧・阿

岸鉄三

腎不全外科'99（腎と透析
vol.46 別冊）：２２－２
５，１９９９

1999.05.21

99 PJ- CA -017 異所性上皮小体を伴った

二次性上皮小体機能亢進

症の２例

佐藤純彦・田上正茂・辻

和彦・川瀬友則・三宮彰

仁・星野智昭・石田英

樹・北島久視子・

唐仁原全・中島一朗・渕

之上昌平・阿岸鉄三・前

昌宏・毛井純一・大貫恭

正・新田澄郎

腎不全外科'99（腎と透析
vol.46 別冊）：３８－４
０，１９９９

1999.05.21

99 PJ- CA -018 腎不全合併肝硬変患者に

生体肝移植を施行し透析

離脱に至った１例

中村道郎・星野智昭・佐

藤純彦・澤田登起彦・小

山一郎・北島久視子・春

口洋昭・君川正昭・

唐仁原全・中島一朗・渕

之上昌平・田中紘一・林

直諒・高崎　健・阿岸鉄

三

腎不全外科'99（腎と透析
vol.46 別冊）：９１－９
３，１９９９

1999.05.21

99 PJ- CA -019 二次性上皮小体（副甲状

腺）機能亢進症に対する

経皮的エタノール注入療

法（PEIT）の効果と問題
点

北島久視子・渕之上昌

平・阿岸鉄三・林　哲朗

透析会誌３２（６）：１

０２１－１０２７，１９

９９

1999.07.01

99 PJ- CA -020 腹部大動脈瘤により左腎

動脈狭窄をきたし透析導

入になった症例に対し、

左腎動脈－脾動脈吻合術

を施行し腎機能を回復し

た１例

天野裕之・唐仁原全・近

藤典子・上原　徹・渕之

上昌平・東間　紘・阿岸

鉄三

透析会誌３２（６）：１

０２９－１０３３，１９

９９

1999.07.01

99 PJ- CA -021 肝移植とアフェレシス 渕之上昌平・春口洋昭・

阿岸鉄三

アフェレシスマニュア

ル：１５５－１５８，１

９９９

1999.07.01



99 PJ- A -022 ブラッドアクセスに由来

する末梢循環異常

中川芳彦、阿岸鉄三 実用血液浄化療法－チー

ム医療として－：２２５

－２２９，１９９９

（Clinical Engineering別
冊）

1999.07.05

99 PJ- CA -023 －透析の分野で活躍する

臨床工学技士への提言－

血液浄化療法の実務者と

しての責任と自負

久保和雄・金子岩和・阿

岸鉄三

Clinical Engineering　１０
（７）：６３４－６３

８，１９９９

1999.07.27

99 PJ- CA -024 血液透析患者のかゆみに

対するウレパールＲプラ

スローションの使用経験

大橋信子・鳥海奈緒美・

松井洋子・星井英里・川

口名緒子・阿岸鉄三

透析ケア　５（８）：７

１－７５，１９９９
1999.07.27

99 PJ- CA -025 当センターにおける血液

透析用患者監視装置の保

守点検・修理内容の検討

近藤　修・芝田正道・深

澤　篤・石森　勇・高野

知夫・道小島明美・星野

敏久

金子岩和・峰島三千男・

佐中　孜・二瓶　宏・阿

岸鉄三・大瀬良　篤

医工学治療　１１

（２）：４１１－４１

３，１９９９

1999.07.27

99 PJ- CA -026 腎移植における経口タク

ロリムス導入療法

唐仁原全・君川正昭・小

山一郎・石田英樹・内海

謙・三宮彰仁・川瀬友則

辻　和彦・甲斐耕太郎・

澤田登紀彦・村上　徹・

中島一朗・渕之上昌平・

寺岡　慧

阿岸鉄三・東間　紘

移植　３４（３）：１３

６－１４０，１９９９
1999.07.28

99 PJ- A -027 血液浄化による移植時の

Immunomodulation
阿岸鉄三 医薬の門　３９（４）：

２４－２９, １９９９
1999.08.31

99 PJ- CA -028 腎移植後長期生着例にお

けるステロイド減量、離

脱に関する検討

君川正昭・阿岸鉄三 移植　３４（４）：２０

０－２０７, １９９９
1999.09.20



99 PJ- CA -029 各種透析装置における自

己診断機能と除水精度と

の関係

芝田正道・深澤　篤・高

野知夫・石森　勇・道子

島明美・近藤　修・星野

敏久

金子岩和・峰島三千男・

阿岸鉄三

医工学治療　１１

（３）：５２７－５３３,
１９９９

1999.10.26

99 PJ- CA -030 腎移植における医療経済 中島一朗・赤松　真・唐

仁原全・渕之上昌平・東

間　紘・阿岸鉄三

医工学治療　１１

（３）：５５８－５６３,
１９９９

1999.10.26

99 PJ- CA -031 ヒト副甲状腺細胞の培養 辻　和彦・澤田登起彦・

増田昭博・甲斐耕太郎・

北島久視子・春口洋昭・

林　哲郎・唐仁原全・中

島一朗・笠島　武・渕之

上昌平・阿岸鉄三

Organ  Biology　６
（３）：７３－８０,　１
９９９

1999.11.05

99 PJ- A -032 伝統的原理による血液浄

化・血漿浄化

－第４３回日本透析医学

会シンポジウムより－

阿岸鉄三 透析会誌　３２（１

１）：１３５９－１３６

０，１９９９

1999.11.29

99 PJ- CA -033 Enhanced  CAPD
－第４３回日本透析医学

会シンポジウムより－

峰島三千男・鈴木　聡・

佐中　孜・阿岸鉄三

透析会誌　３２（１

１）：１３６３－１３６

４，１９９９

1999.11.29

99 PJ- CA -034 Bi－directional  peritoneal
dialysisシステムにおける
溶質除去特性

鈴木　聡・峰島三千男・

佐藤雄一・樋口千恵子・

石森　勇・奥田幸正・石

田和寛・

金子岩和・阿岸鉄三・佐

中　孜

透析会誌　３２（１

１）：１３８５－１３９

０，１９９９

1999.11.29

99 PJ- CA -035 Blood  accessとしての
Hickman  catheterの特性

三上朗子・芝田正道・清

水幹夫・江口　圭・堀部

浩司・石田和寛・横井

良・横手卓也

小澤和由・大谷千春・李

順熙・星野敏久・金子岩

和・峰島三千男・阿岸鉄

三

医工学治療　１１

（４）：６０６－６１

１，１９９９

1999.12.28



99 PJ- CA -036 生体部分肝移植患者に施

行されたビリルビン吸着

後の凝固能障害について

石田英樹・佐藤純彦・三

宮彰仁・辻　和彦・吉村

直子・小山一郎・北島久

視子・唐仁原全・中島一

朗・渕之上昌平・阿岸鉄

三

薬理と治療　Japanese
Pharmacology  &
Therapeutics　２７（７）
Suppl，１９９９

99.12.20 1900.01.18

99 PJ- CA -037 ウシ胎児線維芽細胞にお

けるαGal 抗原に関する検
討

村上　徹・澤田登起彦・

宇留野勝好・浦川真実・

青柳敬人・中島一朗・渕

之上昌平

阿岸鉄三

移植　３４（６）：３６

７－３７１，１９９９
1900.01.28

99 PJ- 物質輸送型人工臓器とし

ての血液浄化法の基礎論

（第１０章）

阿岸鉄三 岩波講座［現代医学の基

礎］第１４巻［移植と人

工臓器］，岩波書店，東

京，１９９９

★03/01/00現在未発行

03/30/1999 1900.03.08

99 PJ- A -38 調査報告「わが国の維持

血液透析患者におけるブ

ラッドアクセスの現状に

ついての調査報告」

阿岸鉄三・春口洋昭 透析会誌　 ３３（６）：
１０５９－１０６８，２

０００

1900.03.08


