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1
田村信司 肥満と非アルコール性脂肪肝炎－ｱﾃﾞｨﾎﾟｻｲﾄｶｲﾝの意義を中

心に－
日本未病システム学会雑誌 2010, 16(1):70-74

2
井端　剛、篠木敬三、畑　亜希子、
佐藤美幸、松岡美緒、飯島正平、
田村信司

地域中核病院における患者栄養食餌指導の現状と今後の展
望-内科医として、患者栄養食餌指導に期待するもの-
全国自治体病院協議会雑誌 2010, 49(11):1660-1664

3
井端　剛 箕面市立病院糖尿病センターについて

臨床栄養  117(5)：602,2010

4

井端　剛、檜山裕美、仲下知佐子、
見戸佐織、土井聖子、志貴さとみ、
畑　亜希子、佐藤美幸、小室竜太郎、
飯島正平

在宅療法中に摂食不良による脱水から腎排泄型薬物中毒を
起こした高齢者の2症例
癌と化学療法  37(12):224-226,2010

5

井端　剛、畑　亜希子、篠木敬三、
西島律子、見戸佐織、土井聖子、
仲下知佐子、小室竜太郎、飯島正平

高度肥満を有する2型糖尿病患者の入院超低カロリー食
(Very Low Calorie Diet:VLCD)療法から在宅低カロリー食
(Low Calorie Diet:LCD)療法への移行
癌と化学療法37(12):272-274,2010

6

Inoue Y, Hiramatsu N, Oze T,
Yakushijin T, Mochizuki K,
Hgiwara H, Oshita M, Mita E,
Fukui H, Inada M, Tamura S,
Yoshihara H, Hyashi E, Inoue A,
Imai Y, Kto M, Miyagi T,
HohsuiA, Ishida H, Kiso S,
Kanto T, Kasahara A, Takehara T,
Hayashi N.

Factors affecting efficacy in patients with genotype
2 chronic hepatitis C treated by pegylated interferon
alpha-2b and ribavirin: reducing drug doses has no
impact on rapid and sustained virological responses.J
Viral Hepat. 17(5):336-344,2010

7

Akasaka T, Nishida T, Tsutsui S,
Michida T, Yamada T, Ogiyama H,
Kitamura S, Ichiba M, Komori M,
Nishiyama O, Nakanishi F,
Zushi S, Nishihara A,
Iijima H, Tsujii M, Hayashi N.

Short-term outcomes of endoscopic submucosal
dissection (ESD) for early gastric noeplasm:
multicenter survey by Osaka university ESD study
group. Dig Endosc. 2011 Jan;23(1):73-7.

8

Kato M, Nishida T, Tsutsui S,
Komori M, Michida T, Yamamoto K,
Kawai N, Kitamura S, Zushi S,
Nishihara A, Nakanishi F,
Kinoshita K, Yamada T, Iijima H,
Tsujii M, Hayashi N.

Endoscopic submucosal dissection as a treatment for
gastric noninvasive neoplasia:a multicenter study by
Osaka University ESD Study Group. J Gastroenterol.
2011 Mar;46(3):325-31

9

山本威久、松岡太郎、松崎香士、
植村　隆、牧　一郎、玉井　浩、
大薗恵一

小児救急の広域化が後送病院小児科勤務医のモチベーショ
ンに及ぼす影響
～豊能広域こども急病センター後送病院小児科勤務医のQOL
に関する多変量解析～
日本小児救急医学会雑誌9巻3号

10
山本威久 骨軟化症

CLINICAL CALCIUM　2010年5月号

11
加藤健志 結腸癌術後補助化学療法とオキサリプラチンの有害事象に

関する最新知見
Oxaliplatin & Irinotecan Ardhive from 2010 ASCO

12

三代雅明、飯島正平、間狩洋一、
山口充洋、加藤文、阪本卓也、
土井貴司、星美奈子、三宅泰裕、
大島　聡、加藤健志、黒川英司、
吉川宣輝、小島治

胃癌化学療法中に発症したニューモシスチス肺炎の１例
癌と化学療法.37(12),2412-2414,2010
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13

大島　聡、間狩洋一、飯島正平、
加藤健志、三宅泰裕、星　美奈子、
土井貴司、三代雅明、阪本卓也、
加藤　文、黒川英司、吉川宣輝

残胃癌術後リンパ節再発に対して、ＣＰＴ－１１／ＣＤＤ
Ｐ併用療法が奏功した１例
癌と化学療法.37(12),2455-2457,2010

14

井端 剛、畑 亜希子、篠木敬二、
西島律子、見戸佐織、土井聖子、
仲下知佐子、小室竜太郎、飯島正平

高度肥満を有する２型糖尿病患者の入院超低カロリー食
（Very Low Calorie Diet:VLCD)療法から、在宅低カロリー
食（Low Calorie Diet:LCD)療法への移行
癌と化学療法.37(SupplementII),272-274,2010

15

仲下知佐子、檜山裕美、篠木敬二、
見戸佐織、土井聖子、畑 亜希子、
日高久美、山倉弘子、井端 剛、
小室竜太郎、飯島正平

在宅中心静脈栄養法（HPN）の安全な施行への取り組み
癌と化学療法.37(SupplementII),128-129,2010

16

井端 剛、檜山裕美、仲下知佐子、
見戸佐織、土井聖子、志貴さとみ、
畑 亜希子、佐藤美幸、小室竜太郎、
飯島正平

在宅療養中に摂食不良による脱水から腎排泄型薬物中毒を
起こした高齢者の２例
癌と化学療法.37(SupplementII),224-226,2010

17

土井聖子、岩井明子、見戸佐織、
内海 司、篠木敬二、仲下知佐子、
畑 亜希子、井端 剛、小室竜太郎、
飯島正平

周術期における在宅療養のための摂食嚥下障害対策の重要
性
癌と化学療法.37(SupplementII),221-223,2010

18
篠木敬二、畑 亜希子、佐藤美幸、
仲下知佐子、土井聖子、見戸佐織、
井端 剛、小室竜太郎、飯島正平

退院後の継続した栄養管理のためのNST―退院サマリー提供
者の実態調査から―
癌と化学療法.37(SupplementII),281-283,2010

19
加藤健志 Comments

ASCO-GI 2010 NEWS FLASH

20
加藤健志 ASCO報告集

Oxaliplatin & Irinotecan Ardhive from 2010 ASCO

21
加藤健志 座談会：Expert Meeting『副作用対策』

外来化学療法.2(1)

22
加藤健志 特殊/消化管癌の外来化学療法「外来治療中止の判断とイン

フォームドコンセント」.12(6),2010

23
加藤健志 第65回日本消化器外科学会総会報告集

24
加藤健志 第47回日本癌治療学会学術集会記録集

25

逢坂悟郎、見戸佐織、飯島正平 (特集 口腔ケアと摂食・嚥下リハビリテーション) 急性期
病院における摂食・嚥下障害への対応－地域連携を意識し
て－
Monthly Book Medical Rehabilitation.116(13),13-
19,2010

26
小林美保、千葉佳恵、佐々木美幸、
飯島正平、山本威久

川崎病グロブリン投与群における収支に対するDPCの影響に
ついて
日本診療情報管理学会誌.21(3),43-46,2010

27
飯島正平 三代栄養素、それぞれの役割

実践！臨床栄養、東口高志編.87,56-69,2010

28
飯島正平 とくに重要なアミノ酸

実践！臨床栄養、東口高志編.87,69-70,2010

29

四宮 聡、佐藤久美子、安藤市代、
飯島正平

手術室内感染管理担当者に必要な知識と実践―手術室にお
ける清潔・不清潔の再確認―
メディア視覚教材＋実践手術看護―外回り・機械出し・物
品管理で専門性を発揮.5･6月号,43-48,2010
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30

四宮 聡、佐藤久美子、安藤市代、
飯島正平

手術室内感染管理担当者に必要な知識と実践―清掃の考え
方―看護師は何を行わなければならないか
メディア視覚教材＋実践手術看護―外回り・機械出し・物
品管理で専門性を発揮.7･8月号,89-93,2010

31

四宮 聡、佐藤久美子、安藤市代、
飯島正平

手術室内感染管理担当者に必要な知識と実践―感染対策の
徹底―継続した遵守を目指して
メディア視覚教材＋実践手術看護―外回り・機械出し・物
品管理で専門性を発揮.9･10月号,85-89,2010

32

東口高志、飯島正平、清水敦哉、
二村昭彦、祖父江和哉、岸 和廣、
名徳倫明、磯崎泰介、篠田純治、
児玉佳之

健康食品における安全性確保を目的とした基準等作成のた
めの行政的研究
厚生労働科学研究補助金食品の安心・安全性確保推進事業
(平成21年度総括・分担研究報告).100-150,2010

33
飯島正平 実践臨床Q&A・化学療法　Q13．外来化学療法での栄養管理

は？
癌と臨床栄養 丸山道生編.203-205,2010

34
飯島正平 がん治療の現状と栄養療法II・外科治療最前線―胃外科―

胃癌の現状と外科治療
臨床栄養.117(4),357-362,2010

35
飯島正平 NST回診日誌「投与された栄養素と利用された栄養素の違

い！」
Nutrition Care.3(1),102(102)-105(105),2010

36
飯島正平 NST回診日誌「検査値のもつ意味を考える！【中性脂肪：

TG】」
Nutrition Care.3(2),50(170)-55(175),2010

37
飯島正平 NST回診日誌「栄養サポートチーム加算算定のポイント」

Nutrition Care.3(4),104(444)-107(447),2010

38
飯島正平 NST回診日誌「栄養サポートチーム加算：専従者の役割と

は」
Nutrition Care.3(5),86(554)-91(559),2010

39
飯島正平 NST回診日誌「栄養サポートチーム加算：治療計画作成上の

注意点」
Nutrition Care.3(6),50(630)-55(635),2010

40
飯島正平 NST回診日誌「窒素平衡を考える」

Naturition care.4(1),88-93,2011

41
飯島正平 NST回診日誌「たんぱく質（窒素）投与量の見きわめ！」

Naturition care.4(2),50-55,2011

42
飯島正平 NST回診日誌「栄養指標としてのアルブミンを考える！」

Naturition care.4(3),94-99,2011

43
四宮 聡、梶原加代子、飯島正平 針刺し防止のためのポイントを教える

INFECTION CONTROL.19(4),58(370)-64(376),2010

44
飯島正平 栄養サポートチーム加算―平成22年度診療報酬改定より―

Nutrition Care.3(3),53(285)-60(292),2010

45
飯島正平 栄養サポートチーム加算―平成22年度診療報酬改定より―

消化器外科NURSING.15(6),97(633)-105(641),2010

46
飯島正平、篠木敬二、仲下知佐子、
見戸沙織、金井秀行、井端　剛、
小室竜太郎

栄養サポートチーム(NST)加算時代のNST像
日本クリニカルパス学会誌.13(1),53,2011

47
井端　剛、篠木敬二、畑　亜希子、
佐藤美幸、松岡美緒、飯島正平、
田村信司

地域中核病院における患者栄養食事指導の現状と今後の展
望―内科医として、患者栄養食事指導に期待するもの―
全自病協雑誌.49(11),104(1660)-108(1664),2010
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48
四宮 聡、飯島正平 感染予防技術Q53「マルチドーズバイアル製剤を使用する場

合、どのようなことに注意したらよいのでしょうか？」
看護技術.56(12)臨時増刊号,108-109,2010

49

四宮 聡、飯島正平 感染症のある患者への対応Q62「インフルエンザの感染経路
は通常飛沫感染ですが、接触感染や空気感染もあると聞き
ました。実際にはどのような対策が必要でしょうか？」
看護技術.56(12)臨時増刊号,128-129,2010

50

W.Koizumi,N.Boku,K.Yamaguchi,
Y.Miyata,A.Sawaki,T.kato,
Y.Toh,I.Hyodo,T.Nishina,
T.Huruhata,K.Miyashita and Y.Okada

Phase II study of S-1 plus leucovorin in patients
with metastatic colorectal cancer.
Annals of Oncology.21,766-771,2010

51

N.Okayama,M.Nishioka,S.Hazama
K.Sakai,Y.Suehiro,M.Maekawa
J.Sakamoto,S.Iwamoto,T.Kato
H.Mishima,M.Oka and Y.Hinoda

The Importance of Evaluation of DNA Amplificability
in KRAS Mutation Testing with Dideoxy
Japanese Journal of Clinical Oncology.October 5,2010

52

飯島正平 Q56　栄養材の物性測定の定義って？物性って？
ナーシングケアQ&A（37）胃瘻(PEG)管理Q&A 東口高志
編.136-137,2011

53

飯島正平 Q57　栄養材の粘度、堅さ、凝集性、付着性って？
ナーシングケアQ&A（37）胃瘻(PEG)管理Q&A 東口高志
編.138-139,2011

54

飯島正平 消化器疾患の重要な治療法　１．栄養療法（NST,経腸栄
養）
消化器疾患最新治療2011-2012 菅野健太郎／上西紀夫／井
廻道夫編.45-49,2011

55
四宮　聡、佐藤久美子、飯島正平 適正な予防的抗菌薬投与のために実施した看護師の介入―

予防的抗菌薬投与尊守から―
手術医学.32(3),230-233,2011

56

木村 豊、清水潤三、宮本敦史、
飯島正平、中口和則、田中伸生、
柏崎正樹、森田俊治、山田晃生、
青木太郎、中平 伸、梅下浩司、
伊藤壽記、土岐祐一郎

胃手術における予防的抗菌薬の検討―SSIサーベイランスの
結果から―
日本外科感染症学会誌.8(2),93-98,2011

57

Junya Fujita,Yukinori Kurokawa,
Tomoyuki Sugimoto,Isao Miyashiro,
Shohei Iijima,Yutaka Kimura,
Shuji Takiguchi,
Yoshiyuki Fujiwara,
Masaki Mori,Yuichiro Doki

Survival benefit of bursectomy in patients with
resectable gastric cancer
interim analysis results of a randomized controlled
trial Gastric Canser(2012)15:42-48
Published online:15 May 2011

58

M.Fujii,Y.H.Kim,T.Satoh,
H.Hosaka,T.Kim,A.Tsuji,
M.Inokuchi,A.Takagane,S.C.Oh,
K.Tanabe,T.Okuno,K.Chin,T.Ura,
J.I.Lee,Y.Kakudo,K.Yamaguchi,
S.Iijima,M.Takeuchi,H.Kim,
T.Nakajima

Randomized phaseⅢ study of S-1 alone versus S-1 plus
docetaxel (DOC) in the treatment for advanced gastric
cancer (AGC)
The START trial update.
J Clin Oncol 29:2011(suppl;abstr 4016)

59
許 太如、佐藤 巌、黒田泰生、
藤原達司、難波二郎、津田隆之

頚椎椎体骨折を来たしたsynovitis acne pustulosis
hyperostosis（SAPHO)症候群の１例
整形外科 61巻4号 331-331,2010

60
藤原達司、難波二郎、杉本瑞生、
佐藤 巌、津田隆之

AO分類type C 橈骨遠位端関節内骨折に対する掌側locking
plateの固定法について
臨床整形外科 45巻5号 467-473,2010

61
上杉和弘、佐藤　巌、岡本恭典、
津田隆之

鎖骨遠位端骨折に対する手術成績　ｽｺｰﾋﾟｵﾝﾌﾟﾚｰﾄの有用性
と問題点
中部日本整形外科災害外科学会雑誌 53巻4号 897-898,2010
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62
桑江克樹 皮膚潰瘍

糖尿病フットケア外来スタートブック:118-119,2010

63
桑江克樹 巻き爪、陥入爪

糖尿病フットケア外来スタートブック:120-122,2010

64
桑江克樹 蜂窩織炎、壊死性筋膜炎、ガス壊疽

糖尿病フットケア外来スタートブック:123-125,2010

65
松本考平、井下哉恵、松本千穂、
川島佳代子

「頬部皮下腫瘤を主訴に皮膚科受診された副鼻腔炎術後性
上顎嚢胞の１例」
皮膚科の臨床　第52号　第4号　平成22年4月発行

66
山口唯一郎、湊　のり子、
古賀　実、菅尾英木

巨大な腎Solitary fibrous tumorの1例
泌尿器科紀要,56 (8) 435-438,2010

67

川村憲彦、中井康友、湊　のり子、
角田洋一、河嶋厚成、中山雅志、
高尾徹也、高山仁志、辻畑正雄、
西村和郎、野々村祝夫、奥山明彦

前立腺Stromal tumor of uncertain malignant
potential(STUMP)の1例
泌尿紀要　56（4）237-240,2010

68
湊　のり子、高山仁志、向井雅俊、
宮川　康、辻畑正雄、野々村祝夫、
奥山明彦

IgG4関連硬化性疾患と考えられた後腹膜線維症の1例
泌尿紀要　56（7）371-375,2010

69
菅尾英木 男性の健康長寿に最近の泌尿器科関連薬剤が寄与するか

も？
箕面医師会マンスリー　433（2）13-16,2011

70
足立和繁、増田安紀子、金山智子、
陳　日華、雨宮京夏

子宮鏡下手術で判明した子宮体癌の3症例
産婦人科の進歩　Vol.62(3)248-252,2010

71
足立和繁、渡辺正洋、金山智子、
緒方誠司、雨宮京夏、横井　猛、
森重健一郎

腹腔鏡下手術で腫瘍摘出を行ったGrowing teratoma
syndromeの1例
日本産科婦人科内視鏡学会誌　Vol.26(2)370-373,2010

72
足立和繁、渡辺正洋、吉岡恵美、
雨宮京夏、三代雅明、三宅泰裕

卵巣腫瘍との鑑別に苦慮し、腹腔鏡下手術で診断した虫垂
粘液嚢胞腺腫の1例
産婦人科の実際　Vol.60(1)145-148,2011

73
緒方誠司、渡辺正洋、増田安紀子、
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