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◆

著 書

1)

石木 学：アスタキサンチン「丈夫がいいね，老いを前に」北國新聞社，石川，2011．

◆

原 著

1)

Ito S., Seto K., Kigawa M., Fujita S., Hasegawa T., and Hasegawa T. : Development and applicability of Hospital Survey on
Patient Safety Culture (HSOPS) in Japan. BMC Health Services Research, 2011, 1, 28.

2)

堀口逸子，石川直子，馮 巧蓮，城川美佳，丸井英二：一般住民への普及啓発が必要な動物由来感染症は何か―獣
医師を対象とした質的調査―．日本衛生学雑誌，66：741-745，2011．

◆

総 説

1)

石木 学，藤坂志帆，薄井 勲，浦風雅春，戸邉一之：糖尿病の成因と病態の基礎知識．
「すべてがわかる最新・糖
尿病」門脇 孝，真田弘美編，照林社，東京，2011．

2)

石木 学：Bariatric Surgery とインクレチン効果「インクレチン研究と創薬への展開」
．最新医学，66（1）
：97-102，
2011，1．

◆

学会報告

1)

Ishiki M., Nishida Y., Ishibashi H., Usui I.,and Tobe K. : Astaxanthin, a strong antioxidant, enhances metabolic but inhibits
mitogenic pathway in insulin signaling in vitro. Keystone meeting, 2011, 1, 12-17, Keystone, CO.

2)

杉政美雪，川上克美，石木 学，北林正子：服薬コンプライアンスが悪く，療養生活継続困難な症例．第 83 回日本
糖尿病学会中部地方会，2011，4，2，富山．

3)

田中恵理香，矢後恵子，石木 学：1 型糖尿病患者における運動量に応じた捕食の重要性について．第 83 回日本糖

4)

竹腰真紀，赤川直次，石木 学，青山今日子，中西麻紀：糖尿病教室「DM 御飯会」の運営方法の見直し．第 83 回

尿病学会中部地方会，2011，4，2，富山．
日本糖尿病学会中部地方会，2011，4，2，富山．
5)

石木 学，石橋

博，小橋親晃，薄井

勲，浦風雅春，戸邉一之：抗酸化剤アスタキサンチンのインスリンシグナ

ルへの特異的な影響．第 53 回日本糖尿病学会年次学術集会，2011，5，19-21，札幌．
6)

宮 一志，原井朋美，藤木靖子，倉本 崇，本郷和久，宮脇利男：眼科的異常で発見された Septo-Optic Dysplasia の
2 乳児例．小児神経学会総会，2011，5，26-28，神奈川．

7)

原井朋美，宮 一志，倉本 崇，藤木靖子，田仲千秋，宮脇利男：新生児期に緑内障で発症した神経線維腫症 1 型
の 1 例．小児神経学会総会，2011，5，26-28，神奈川．

8)

本郷和久，宮

一志，原井朋美，藤木靖子，田中千秋，倉本

崇，宮脇利男：小児免疫性中枢神経疾患の臨床

最

近の進歩 溶連菌感染関連性精神神経疾患の臨床像およびリソガングリオシド抗体の陽性率．小児神経学会総会，
2011，5，26-28，神奈川．
9)

北條荘三，吉田

徹，関根慎一，渡邊智子，堀 亮太，松井恒志，吉岡伊作，奥村知之，澤田成朗，長田拓哉，魚

谷英之，嶋田 裕，塚田一博：イレウス管の長期留置を必要とした晩期放射線性腸炎の 2 例．第 36 回日本外科系連
合学会学術集会，2011，6，16-17，浦安．
10) Ishiki M., Nishida Y., Ishibashi O., Koshimizu Y., Fujisaka S., Usui I., and Tobe K. : Astaxanthin, a strong antioxidant,
possesses various effects on insulin signaling in vitro. 71st Scientific Sessions of American diabetes association, 2011, 6, 24-28,
SAN DIEGO, CA.

11) 北條荘三，吉田

徹，吉岡伊作，堀

亮太，奥村知之，澤田成朗，長田拓哉，魚谷英之，嶋田

裕，塚田一博：大

腸癌イレウス症例における，
術前対応法と modified Glasgow Prognostic Score 変化．
第 66 回日本消化器外科学会総会，
2011，7，13-15，名古屋．
12) 釣 浩之，宮 一志，原井朋美，仲岡佐智子，金兼弘和，宮脇利男，下島圭子，山本俊至：アレイ CGH により正確
に欠失部位を同定した 8 番染色体部分欠失の一例．第 47 回中部日本小児科学会，2011，8，21，名古屋．
13) 城川美佳：被災者調査における倫理と規制－医学系研究者による問題－（特別セッション：調査員調査の現状）
．日
本行動計量学会 第 39 回大会，2011，9，11-14，岡山．
14) 原井朋美，宮 一志，倉本 崇，藤木靖子，田仲千秋，宮脇利男，本郷和久：バルプロ酸ナトリウム投与中に Fanconi
症候群およびカルニチン欠乏症をきたした 3 例．第 45 回日本てんかん学会，2011，10，6-7，新潟．
15) 宮 一志，原井朋美，倉本 崇，本郷和久，八木信一，宮脇利男: 難治てんかんにおける levetiracetam の治療効果
の検討．第 45 回日本てんかん学会，2011，10，6-7，新潟．
16) 石木 学，西田康宏，小清水由紀子，藤坂志帆，岩田 実，薄井

勲，戸邉一之：抗酸化剤アスタキサンチンのイ

ンスリン作用への特異的な影響．第 26 回日本糖尿病合併症学会，2011，10，14-15，大宮．
17) 城川美佳，鵜沢貴恵子，武笠亜企子：東京都 S 地区における路上生活者の結核既往と治療状況．第 70 回日本公衆衛
生学会総会，2011，10，19-21，秋田．
18) 湯浅資之，城川美佳，星 旦二，北島 勉，田中誠二，丸井英二：都道府県別パネルデータを用いた日本人 0 歳と
65 歳時平均余命と関連する要因分析．第 70 回日本公衆衛生学会総会，2011，10，19-21，秋田．
19) 湯浅資之，城川美佳，Chaturanga Irish，小林 博：スリランカ国学校保健プロジェクトにおける Child to Parents に関
する質的研究（ミニシンポジウム：途上国における学校保健で今必要なこと-政策から実践まで-）
．第 52 回日本熱帯
医学会大会第 26 回日本国際保健医療学会学術大会合同大会，2011，11，4-6，東京．
20) 岡 真澄，富田 茂，大脇甲哉，沢田貴志，本田 徹，城川美佳：在日外国人無料健康相談会受診者における肥満，
高血圧と生活習慣．第 52 回日本熱帯医学会大会第 26 回日本国際保健医療学会学術大会合同大会，2011，11，4-6，
東京．
21) 田口裕樹，鳥羽直弥，松本 新，大脇甲哉，城川美佳：健康相談会を複数回利用した中国籍者の特徴．第 52 回日本
熱帯医学会大会第 26 回日本国際保健医療学会学術大会合同大会，2011，11，4-6，東京．
22) 大脇甲哉，富田 茂，沢田貴志，城川美佳，本田 徹：在日外国人結核健診・健康相談活動報告（1992－2010） 受
診者の背景．第 52 回日本熱帯医学会大会第 26 回日本国際保健医療学会学術大会合同大会，2011，11，4-6，東京．
23) 吉永加那，青野真奈美，山本亜矢子，早坂美保，城川美佳：在日外国人の食生活と健康．第 52 回日本熱帯医学会大
会第 26 回日本国際保健医療学会学術大会合同大会，2011，11，4-6，東京．
24) 堀口逸子，城川美佳，丸井英二：ゲーミングシミュレーションを活用したメンタルヘルス教育教材開発（ラウンド
テーブル）
．第 76 回日本民族衛生学会総会，2011，11，23-4，福岡．
25) 北條荘三，吉田

徹，橋本伊佐也，松井恒志，塚田一博：直腸脱に対する手術によって症状改善が得られた全身性

強皮症に併存した小腸偽性腸閉塞の 1 例．第 66 回日本大腸肛門病学会学術集会，2011，11，25-26，東京．
26) 北條荘三，吉田

徹，渡邊智子，堀

亮太，松井恒志，吉岡伊作，奥村知之，澤田成朗，長田拓哉，魚谷英之，嶋

田 裕，塚田一博：stageIV 大腸癌症例における modified Glasgow Prognostic Score の意義．第 111 回日本外科学会定
期学術集会，誌上発表．

◆

その他
その他

1)

石木 学：
「文部科学省 GP 高度医療人養成推進事業報告」
．富山大学附属病院専門研修説明会，2011，6，18，富山．

2)

石木 学：「糖尿病と漢方治療」．新川地区漢方を学ぶ会，2011，6，9，魚津．

3)

北條荘三：大腸癌手術患者における術後貧血改善効果．富山臨床外科フォーラム，2011，8，19，富山．

4)

西田康宏，石橋

5)

石木 学：「2 型糖尿病の治療戦略」
．滑川医師会学術講演会，2011，11，11，滑川．

6)

北條荘三：
「たかが便・されど便」早期発見．富山県医学市民公開講座がん治療最前線「大腸がん」
，2011，12，18，

7)

丸井英二，堀口逸子，城川美佳：統合医療の利用状況および統合医療に関する情報提供に係る研究．厚生労働科学

博，石木 学，薄井

勲，戸邉一之：アスタキサンチンの骨格筋におけるインスリン増強作用の

詳細な検討．第 7 回アスタキサンチン研究会，2011，9，9，名古屋．

富山．
研究費補助金厚生労働科学特別研究事業統合医療の情報発信等の在り方に関する調査研究（研究代表者：福井次矢）
平成 22 年度総括・分担研究報告書，44-46，2011．

8)

丸井英二，堀口逸子，城川美佳：一般の統合医療の利用状況に係る研究．厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学
特別研究事業統合医療の情報発信等の在り方に関する調査研究（研究代表者：福井次矢）平成 22 年度総括・分担研
究報告書，47-60，2011．

9)

丸井英二，堀口逸子，城川美佳：医療者を対象とした統合医療の利用状況に係る研究．厚生労働科学研究費補助金
厚生労働科学特別研究事業統合医療の情報発信等の在り方に関する調査研究（研究代表者：福井次矢）平成 22 年度
総括・分担研究報告書，61-65，2011．

10) 丸井英二，堀口逸子，城川美佳：一般の統合医療に対するイメージに係る研究．厚生労働科学研究費補助金厚生労
働科学特別研究事業統合医療の情報発信等の在り方に関する調査研究（研究代表者：福井次矢）平成 22 年度総括・
分担研究報告書，66-74，2011．
11) 丸井英二，堀口逸子，城川美佳：統合医療等のキーワードの新聞記事検索による情報提供の現状把握．厚生労働科
学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業統合医療の情報発信等の在り方に関する調査研究（研究代表者：福井次
矢）平成 22 年度総括・分担研究報告書，75-78，2011．

