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◆ 著 書
1） 田中三千雄：十二指腸炎．内科学【特装版】，金澤一郎，北原光夫，山口 徹，小俣政男編，1313-1315,医学書院，
東京，2006.
2） Sarodia BD.，Usuda K.，Mehta AC.:Management of central airway obstruction with stents．In kadir S．Teaching atlas of
interventional radiology．Non-vascular interventional procedures. 32-43,Thieme Med.Pub．
，New York，2006．

◆ 原 著
1)

小川滋彦，伊藤重二，田中三千雄：北陸三県における（PEG）の実態（前編）
：消化器内視鏡医を対象としたアンケ
ート調査．在宅医療と内視鏡治療，10: 26-31, 2006.

2)

小川滋彦，伊藤重二，田中三千雄：北陸三県における（PEG）の実態（後編）
：消化器内視鏡技師・訪問看護ステー
ションを対象としたアンケート調査．在宅医療と内視鏡治療，10: 32-37, 2006.

3)

佐川元保，杉田 真，前田寿美子，薄田勝男，佐久間勉：肺がん検診の有効性評価．金医大誌，30: 365-369，2005．
(2005 年度追加)

◆ 症例報告
1)

坂東 正，長田拓哉，塚本一博，平野克治，杉山敏郎，田中三千雄，霜田光義：食道静脈瘤に対する Argon Plasma Beam
Coagulation Sclerotherapy の長期成績の検討．ENDOSCOPIC FORUM for digestive disease, 22: 1-5, 2006.

2)

三原 弘，吉田聖子，八木 満，伊藤博行，七澤 洋，澤崎拓郎，田中三千雄：穿通性十二指腸潰瘍の治癒過程を
拡大内視鏡を用いて経過観察し得た１例．ENDOSCOPIC FORUM for digestive disease, 22: 22-25, 2006.

3)

津田基晴，一木克之，土岐善紀，薄田勝男，三崎拓郎，荒井信貴，清水正司，尾矢剛志：甲状腺癌手術後 15 年に発
見された縦隔リンパ節転移の１例．胸部外科，59: 487-490，2006．

4)

津田基晴，山口敏之，一木克之，土岐善紀，薄田勝男，三崎拓郎：胸膜肺摘除術後に発生した横隔膜ヘルニアの１
例．胸部外科，59: 255-258，2006．

◆ 総 説
1） 田中三千雄：最新文献紹介 セリアック病に対する、生検によらない内視鏡的診断法の精度と経済効果への有効性．
Gastroenterol. Endosc.，48: 1489，2006．
2） 田中三千雄，堀内春美，大橋達子：座談会 “消化器内視鏡看護”を考える 〜内視鏡看護業務の確立に向けて〜．EWS
Scope，日本消化器内視鏡技師会安全管理委員会監修，Vol.11，2006．
3） 七澤 洋，田中三千雄：アニサキス症に対する緊急内視鏡．消化器内視鏡，18:1554-1557，2006．
4） 田中三千雄，薄田勝男，折原正周：小腸内視鏡―その歩み．消化器内視鏡，18:1669-1675，2006．
5） 田中三千雄，薄田勝男，小川浩平，宮嵜孝子，折原正周，工藤俊彦：小腸病変：色素内視鏡活用の基本と鑑別診断．
消化器内視鏡，18:1869-1879，2006．
6） 佐川元保，
杉田 真，
前田寿美子，
薄田勝男，
佐久間勉：胸部 CT 検診に認定制度は必要か？ 胸部 CT 検診，
13:113-115，
2006．
7） 七澤 洋，田中三千雄：胃の糸くずはアニサキス．消化器内視鏡，16:967-968, 2004．(2004 年度追加)

◆ 学会報告
1)

田中三千雄：特別講演 内視鏡による胃癌の発見は，胃炎を視ることから始まる．富山市施設検診 特別講演会，

2006,2，富山．
2)

田中三千雄：総括．第４回消化器内視鏡看護セミナー，2006，6，淡路．

3)

八木 満，伊藤博行，七澤 洋，田中三千雄：上腹部症状と胃炎・十二指腸炎の内視鏡所見の関連性．第 87 回日本
消化器内視鏡学会 北陸地方会，2006，6，福井．

4)

大橋達子，梅田加洋子，安東則子，岩城直子，高木妙子，三輪のり子，田中三千雄，永山くに子：内視鏡検査にお
ける「タッチ」の実際と看護師の意識に関する検討 −消化器内視鏡看護セミナーでのアンケート調査から−．第
37 回日本看護学会，2006，7，宮崎．

5)

河相てる美，岩城直子，田中三千雄：上部消化管内視鏡検査における不安に関する検討．第 32 回日本看護研究学会，
2006，8，別府．

6)

岩城直子，安東則子，梅田加洋子，大橋達子，河相てる美，楠 早苗，堅田智香子，高木妙子，寺嶋順子，細川佳
子，三輪のり子，山田真由美，稲土修嗣，高橋洋一，寺崎禎一，七澤 洋，野田八嗣，田中三千雄、永山くに子：
「富
山内視鏡看護研究会」の活動と今後の課題．第 7 回富山大学看護学会学術集会，2006，9，富山．

7)

安東則子，岩城直子，梅田加洋子，大橋達子，河相てる美，楠 早苗，堅田智香子，高木妙子，寺嶋順子，細川佳
子，三輪のり子，山田真由美，稲土修嗣，高橋洋一，寺崎禎一，七澤 洋，野田八嗣，田中三千雄，永山くに子：
看護におけるタッチの文献検討．第 7 回富山大学看護学会学術集会，2006，9，富山．

8)

田中三千雄：会長講演 みること．第 72 回日本消化器内視鏡学会総会．2006，10，札幌．

9)

八木 満，七澤 洋，田中三千雄： 上腹部症状と 胃炎・十二指腸炎の内視鏡所見 との関係．シンポジウム 9 内
視鏡でみた胃炎・十二指腸炎と腹部症状の関係．第 72 回日本消化器内視鏡学会総会．2006，10，札幌．

10) 酒徳光明，太田英樹，田中三千雄：拡大内視鏡でとらえた胃癌部の微小血管構造の定量解析．シンポジウム 13 拡
大内視鏡による胃癌診断のエビデンス．第 72 回日本消化器内視鏡学会総会．2006，10，札幌．
11) 田中三千雄：特別発言．シンポジウム 13 拡大内視鏡による胃癌診断のエビデンス．第 72 回日本消化器内視鏡学
会総会．2006，10，札幌．
12) 折原正周，田中三千雄，杉山敏郎：胃癌診断におけるメチレンブルー染色を用いた拡大内視鏡観察所見．第 72 回日
本消化器内視鏡学会総会．2006，10，札幌．
13) 坂東 正，島多勝夫，増山喜一，田近貞克，菓子井良郎，松能久雄，塚田一博，田中三千雄：胆のう印環細胞癌の
１例．第 72 回日本消化器内視鏡学会総会．2006，10，札幌．
14) 岩城直子，大橋達子，田中三千雄：
「富山内視鏡看護研究会」の活動と今後の課題．シンポジウム 26 消化器内視
鏡におけるチーム医療の在り方．第 72 回日本消化器内視鏡学会総会．2006，10，札幌．
15) 岩城直子，河相てる美，大橋達子，山田真由美，稲土修嗣，寺崎禎一，田中三千雄：鎮静剤を前投与する患者にお
ける咽頭麻酔の必要性の有無に関する研究．第 57 回日本消化器内視鏡技師研究会，2006，10，札幌．
16) 梅田加洋子，大橋達子，安東則子，高木妙子，三輪のり子，田中三千雄，永山くに子：内視鏡検査における「タッ
チ」の実際と看護師の意識に関する検討 −消化器内視鏡看護セミナーでのアンケート調査から−．第 26 回北陸消
化器内視鏡技師研究会，2006，11，津幡．
17) 小尾龍右，藤本 誠，岡 洋志，井上博喜，渡辺哲郎，野上達也，八木清貴，野崎和也，嶋田 豊，田中三千雄：
胃腺腫の内視鏡的切除術後の瘢痕部に生じた過形成性ポリープの一例．第 88 回日本消化器内視鏡学会北陸地方会，
2006，11，金沢．
18) 三輪重治，安藤孝将，蓮本祐史，澤崎拓郎，中嶋隆彦，藤浪 斗，西川 潤，金山雅美，山田一樹，小川浩平，宮
嵜孝子，細川 歩，折原正周，工藤俊彦，杉山敏郎，高野康雄，田中三千雄：当院において内視鏡治療を行った胃
生検診断 GroupⅢ病変の検討．第 88 回日本消化器内視鏡学会北陸地方会，2006，11，金沢．
19) 安田智美，布澤奈緒美，三輪のり子，若林理恵子，泉野 潔，田中三千雄：使用済みストーマ装具の分別・廃棄方
法の現状と課題（第一報）−北陸三県の市町村における調査―．第 23 回日本ストーマリハビリテーション学会．2006，
2，名古屋．
20) 布澤奈緒美，安田智美，三輪のり子，若林理恵子，泉野 潔，田中三千雄：使用済みストーマ装具の分別・廃棄方
法の現状と課題（第二報）−北陸三県在住のオストメイトによる調査―．第 23 回日本ストーマリハビリテーション
学会．2006，2，名古屋．
21) 吉沢 環，泉野 潔，安田智美，田中三千雄：血液透析患者のセルフケアスキル尺度について．第 51 回日本透析医
学会．2006，6，横浜．
22) 岩崎清美，上田葵子，安田智美，寺境夕紀子，田中三千雄：同一体位保持によるストレスの実験的研究．第 8 回日
本褥瘡学会．2006，9，大宮．

23) 吉井 忍，寺境夕紀子，安田智美，泉野 潔，田中三千雄，窪田明代，増川美加子，塚田一博：スキントラブルを
起こしたオストメイトへのストーマ外来での関わりと今後の課題．第 22 回北陸ストーマ研究会．2006， 8，金沢．
24) 鍋谷友希，伊井みず穂，鈴木由香里，寺境夕紀子，吉井 忍，泉野 潔，安田智美，田中三千雄：外来通院透析患
者の QOL 関連する要因．第 7 回富山大学看護学会．2006，10，富山．

◆ その他
1)

田中三千雄:学会だより 第 70 回日本消化器内視鏡学会総会．臨牀消化器内科，3:332，2006．

