
１. 保健管理センター教職員研究業績 

 

1） 受 賞 
     
演題名：女性教職員を対象とした骨粗鬆症予防プ

ログラムの評価－踵骨の超音波骨量測定法を用

いたスクリーニングとライフスタイル指導の評

価－ 
発表者：肥後綾子 
学会名：第43回全国大学保健管理研究集会 2005 
共同研究者：藤井香，柴田洋孝，久根木康子，高

山昌子，山岸あや，広瀬寛，横山裕一，森正明，

森木隆典，河邊博史，齊藤郁夫 
 

2） 著書・論文・学会発表 
 

a) 著 書 
 

齊藤 郁夫    

 

1) 齊藤郁夫：高血圧とうまくつき合うために読

む本．技術評論社，2005 

2) 齊藤郁夫：本態性高血圧症．今日の治療指針

2006．医学書院，302-305，2006 

 

南里 清一郎 

 

1) 南里清一郎編・著，他：海外生活における健

康管理―渡航にあたって心身の健康を守るために

―．ライフマネジメント社，2005 

2) 南里清一郎 監修：海外赴任と予防接種．海

外邦人医療基金，2005 

 

河邊 博史    

 

1) 柴田洋孝，河邊博史，他：学校内での急死．

慶應義塾BLS：CPR in Schools講演集．東京法令

出版，16，2005 

2) 河邊博史，他：生活習慣病．海外生活におけ

る健康管理－渡航にあたって心身の健康を守るた

めに－．ライフマネージメント社，81-87，2005 

 

大野 裕    

 

1) 菊地俊暁,大野裕：社会不安障害の症状に応じ

た薬剤の選択とその基準．社会不安障害治療のス

テラテジー．先端医学社，132-138，2005 

2) 大野裕：一般人口におけるうつ病有病率．精

神科／専門家に聞く最新の臨床．中外医学社，

42-44，2005 

3) 金井麻子，大野裕：SADの治療．認知行動療

法の理論と実際，SSRIとSAD，SSRI最前線．ライ

フ・サイエンス，72-78，2005 

4) 坂本真士，大野裕：抑うつとは．抑うつの臨

床心理学．東京大学出版会，7ー 28，2005 

5) 大野裕：認知行動療法．今日の治療指針 2006

年版．医学書院，692，2006 

 

德村 光昭 

 

1) 德村光昭：学校における予防と早期発見・介

入．厚生労働科学研究（子ども家庭総合研究事業）

思春期やせ症と思春期の不健康やせの実態把握お

よび対策に関する研究班 思春期やせ症の診断と

治療ガイド．文光堂，37-53，2005 

2)  Tokumura M, et al：Prescribed exercise 

training for convalescent children and 

adolescents with anorexia nervosa: reduced 

heart rate response to exercise is an important 

parameter for the early recurrence diagnosis of 

anorexia nervosa．Adolescent Eating Disorders．

Nova Science Publishers，69-83，2005 

 

森 正明 

 

1) 森正明，他：海外生活における健康管理－渡

航にあたって 心身の健康を守るために－．ライ

フマネージメント社，東京，2005 

 

柴田 洋孝 

 

1) 柴田洋孝：副腎インシデンタローマ．今日の

治療指針2005年版．医学書院，553-554，2005 

2) 柴田洋孝，他：内分泌疾患総論・各論．

Pharmacotherapy．ネオメディカル，508-545，2005

3) 柴田洋孝，他：学校内での急死．CPR in Schools

講演集．慶應義塾BLS，16，2005 

4) 柴田洋孝：副腎皮質におけるステロイドホル

モン産生調節因子の検討：核内受容体COUP-TFお

よびSUMO化酵素Ubc9, PIAS1の役割．三共生命科

学研究振興財団研究報告集．三共生命科学研究振

興財団，64-81，2005 

 

森木 隆典 

 

1) 森木隆典：常染色体劣性凝固因子欠損症・異

常症 －病態と治療．Annual Review 血液．中外医

学社，238-246，2006 

 

西村 由貴    

 

1) 西村由貴：犯行前後の精神状態 －正常か異

常か？－．生命の教養学へ．慶應義塾大学出版会，

129-161，2005 

2) 西村由貴：小児性愛とは何か－性嗜好障害は

治らない．月刊現代．講談社，104-111，2005 



3) 西村由貴：書評『犯罪精神医学入門 人はな

ぜ人を殺せるのか』 四つの犯罪事件を精神鑑定

書から読み解く．月刊現代．講談社，301-302，2005

4) 西村由貴：＜特集＞たいせつな家族のために

「うつ」と向き合う．家の光．家の光協会，33-38，

2005 

5) 西村由貴：心の健康．海外生活における健康

管理－渡航にあたって 心身の健康を守るために

－．株式会社ライフマネージメント社，53-60，2005

6) 西村由貴：DV（ドメスティック・バイオレン

ス）．心の病の現在１ ニート ひきこもり．新

書館，85-124，2005 

7) 西村由貴：PTSD 外傷後ストレス障害．心の

病の現在２ DV(ドメスティック バイオレン

ス）．新書館，11-58，2005 

8) 西村由貴：犯罪捜査 プロファイリング．心

の病の現在４ 刑法39条．新書館，123-179，2005

 

田中 徹哉 

 

1) 田中徹哉：発生頻度と早期発見，学校保健室

における早期発見・介入．思春期やせ症の診断と

治療ガイド．文光堂，5-10，40-41，2005 

3) Tokumura M, Tanaka T, et al：Prescribed 

exercise training for convalescent children 

and adolescents with anorexia nervosa．

Adolescent Eating Disorders．Nova Science 

Publishers，69-84，2005 

 

井ノ口 美香子 

 

1) 井ノ口美香子：小児科医による予防と早期発

見，初期治療．思春期やせ症の診断と治療ガイド．

文光堂，55-76，2005 

 

b） 論 文 
 

齊藤 郁夫     

 

1) 齊藤郁夫：白衣高血圧について．Ther Res，

26(7)：1379-1383，2005 

2) 齊藤郁夫：ＶＡＬＵＥの結果をどう考える．

Hypertension Frontier，8：62-67，2005 

3) 齊藤郁夫：降圧薬の中断．綜合臨床，54(8)：

2289-2290，2005 

4) 齊藤郁夫：日本高血圧学会高血圧治療ガイド

ライン2004(JSH2004)とその問題点：医療経済か

らみて．血圧，12(9)：999-1002，2005 

5) 齊藤郁夫：医療経済から考える高血圧治療．

Progress in Medicine，25(10)：2593-2596，2005 

6) 齊藤郁夫：世界の高血圧ガイドラインと日本

高血圧学会高血圧治療ガイドライン2004．今月の

治療，13(11)：1093，2005 

7) 齊藤郁夫：ESH-ESC2003高血圧管理ガイドラ

インにおける降圧利尿薬の位置づけ．血圧，

13(1)：33-36，2006 

8) 齊藤郁夫，他：Metabolic syndromeの頻度－

1993年および2002年の成績－．慶應保健研究，

23(1)：29-32，2005 

9) 齊藤郁夫：降圧薬の使用動向調査－2001年春

秋，2003年春の成績．慶應保健研究，23(1)：33-38，

2005 

10) Saito I, et al：Pharmacoeconomical 

evaluation of combination therapy for lifetime 

hypertension treatment in Japan．JMAJ，48(12)：

574-585，2005 

11) 齊藤郁夫：医療経済から考える高血圧治療

－日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン

(JSH2004)に基づいて．東京都医師会雑誌，

59(2)：128-135，2006 

12) Hirokane K, Saito I, et al.：Influences 

of mothers' dieting behaviors on their junior 

high school daughters．Eating Weight Disord.，

10(9)：162-167，2005 

13) Kawabe H, Saito I, et al：Influence of 

repeated measurement on one occasion, on 

successive days, and on workdays on home blood 

pressure values．Clin Exp Hypertens，27 (2&3)：

215-222，2005 

14) Morii T, Saito I, et al：Cellular insulin 

resistance in Epstein-Barr virus-transformed 

lymphoblasts from young insulin-resistant 

Japanese men．Metabolism，54 (3)：370-375，2005

15) Kawabe H, Saito I, et al：Status of home 

blood pressure measured in morning and 

evening: evaluation in normotensives and 

hypertensives in Japanese urban population．

Hypertens Res，28 (6)：491-498，2005 

16) 河邊博史，齊藤郁夫,他：都市部在住の日本

人における仮面高血圧の頻度と再現性－６ヶ月

間隔で実施した家庭血圧測定による検討．慶應保

健研究，23 (1)：39-44，2005 

17) 広瀬寛，齊藤郁夫，他：高分子量アディポネ

クチンと生活習慣病．慶應保健研究，23 (1)：

009-015，2005 

18) 横山裕一，齊藤郁夫，他：生活習慣病として

の脂肪肝．慶應保健研究，23 (1)：1-7，2005 

19) 辻岡三南子，齊藤郁夫，他：高校から大学へ

の女子学生の血清コレステロールの変化．慶應保

健研究，23 (1)：45-50，2005 

20) 安藤美穂，齊藤郁夫，他：結核接触者検診－

QFT検査が予防内服に関する意思決定に与える影

響－．慶應保健研究，23 (1)：79-83，2005 

21) 柴田洋孝，齊藤郁夫，他：高血圧におけるア

ルドステロン症の診断．慶應保健研究，23(1)：

17-28，2005 

22) 森木隆典，齊藤郁夫，他：慶應義塾大学医学

部における病原体取り扱い研究者の健康管理およ



び安全対策について．慶應保健研究，23(1)：

109-113，2005 

23) 藤井香，齊藤郁夫,他：本大学における禁煙

活動とキャンパス別でみた喫煙率の推移．慶應保

健研究，23(1)：73-77，2005 

24) 肥後綾子，齊藤郁夫，他：高ＬＤＬコレステ

ロール血症患者における栄養摂取内容のＬＤＬコ

レステロール値に与える影響．慶應保健研究，

23(1)：91-95，2005 

25) 肥後綾子，齊藤郁夫，他：大学教職員を対象

とした「メタボリック・シンドローム予防プログ

ラム」の評価．Campus Health，42（2）：75-80，

2005 

 

南里 清一郎     

 

1) 廣金和枝，南里清一郎，他：子どもの健全育

成を目的とした親の学習活動への参画認識を規定

する要因．学校保健研究，47(1)：18-28，2005 

2) 南里清一郎：ヨウ素（ヨード）の過不足によ

る問題は？．小児内科，37(5)：625-627，2005 

3) 德村光昭，南里清一郎，他：神経性食欲不振

症患者の心拍数変化．慶應保健研究，23(1)：57-60，

2005 

4) 井ノ口美香子，南里清一郎，他：都市部女子

中学生の食事調査―食事調査における休日調査の

意義―．慶應保健研究，23(1)：61-64，2005 

5) 石井敬子，南里清一郎，他：中学校における

スポーツメディカルチェックの試み．慶應保健研

究，23(1)：85-90，2005 

6) 南里清一郎：海外留学時に必要な予防接種－

アメリカ合衆国留学を中心に－．慶應保健研究，

23(1)：97-108，2005 

7) Hirokane K, Nanri S, et al.：Influences of 

mothers' dieting behaviors on their junior high 

school daughters．Eating Weight Disord，10(3)：

162-167，2005 

8) 南里清一郎：感染制御―学校教育への期待．

小児科臨床，58(12)：2585-2593，2005 

9) 南里清一郎：子どもの食生活の実態について．

食の科学，335：22-27，2006 

10) 南里清一郎：子どもの食生活の実態と食育の

意味―医師の立場から．臨床栄養，108(3)：

273-278，2006 

 

河邊 博史 

 

1) 河邊博史：家庭血圧の測定法．ドクターサロ

ン，49 （3）：1-5，2005 

2) Kawabe H, et al：Influence of repeated 

measurement on one occasion, on successive 

days, and on workdays on home blood pressure 

values．Clin Exp Hypertens，27 (2&3)：215-222，

2005 

3) Morii T, Kawabe H, et al：Cellular insulin 

resistance in Epstein-Barr virus-transformed 

lymphoblasts from young insulin-resistant 

Japanese men．Metabolism，54 (3)：370-375，2005

4) 河邊博史，他：都市部在住の日本人における

仮面高血圧の頻度と再現性－６ヶ月間隔で実施し

た家庭血圧測定による検討．慶應保健研究，23 

(1)：39-44，2005 

5) 齊藤郁夫，河邊博史，他：Metabolic syndrome

の頻度－1993年および2002年の成績－．慶應保

健研究，23 (1)：29-31，2005 

6) 広瀬寛，河邊博史，他：高分子量アディポネ

クチンと生活習慣病．慶應保健研究，23 (1)：9-15，

2005 

7) 横山裕一，河邊博史，他：生活習慣病として

の脂肪肝．慶應保健研究，23 (1)：1-7，2005 

8) 辻岡三南子，河邊博史，他：高校から大学へ

の女子学生の血清コレステロールの変化．慶應保

健研究，23 (1)：45-50，2005 

9) 安藤美穂，河邊博史，他：結核接触者検診－

QFT検査が予防内服に関する意思決定に与える影

響－．慶應保健研究，23 (1)：79-83，2005 

10) Kawabe H, et al：Status of home blood 

pressure measured in morning and evening: 

evaluation in normotensives and hypertensives 

in Japanese urban population．Hypertens Res，

28 (6)：491-498，2005 

11) 河邊博史，他：JSH2004を臨床にどう活かす

か？－家庭血圧を重視する－．Ther Res，26 (3)：

313-318，2005 

12) 肥後綾子，河邊博史，他：大学教職員を対象

とした「メタボリック・シンドローム予防プログ

ラム」の評価．CAMPUS HEALTH，42 (2)：75-80，

2005 

13) 河邊博史：血圧の捉え方と事後指導．診断と

治療，93 (9)：1395-1401，2005 

14) 河邊博史，他：血漿B型ナトリウム利尿ペプ

チド濃度の経年変化とメタボリックシンドローム

関連因子の関係－生活習慣病定期健康診断での検

討－．人間ドック，20 (4)：35-41，2005 

 

大野 裕  

    

1) Kawakami N,Ono Y, et al：Twelve-month 

prevalence,severity,and treatment of common 

mental disorders in communities in 

Japan:preliminary finding from the World 

Mental Health Japan Survey 2002-2003．

Psychiatry and Clinical Neuroseiences，59(4)：

441-452，2005 

2) Oyama H,Ono Y, et al：Community-based 

suicide prevention through group activity for 

the elderly successfully reduced the high 

suicide rate for females．Psychiatry and 



Clinical Neurosciences，59：337-344，2005 

3) Hakamata Y.Ono Y, et al：No association 

between monoamine oxidase A promoter 

polymorphism and personality traits in 

Japanese Females．Neuroscience Letters，389：

121-123，2005 

4) 大野裕：高齢者の自殺を防ぐ,高齢者のうつ－

その特徴と対策－．エイジングアンドヘルス，32：

16-20，2005 

5) 大野裕：認知行動療法の最近の話題,特集精神

疾患のエンドフェノタイプ．分子精神医学，5(2)：

124-129，2005 

6) 大野裕：神経症の病態と行動,精神科領域の薬

学的ケア．月間薬事，47(8)：73-76，2005 

7) 大野裕：うつ病の認知行動療法．分子精神医

学，5(3)：124-131，2005 

8) 大野裕：うつ病の認知行動療法．The Mainichi 

Medical Journal，1(4)：390-392，2005 

9) 大野裕：認知療法．Geriatric Medicine，

43(10)：1633-1635，2005 

10) 大野裕：精神療法の実施方法と有効性に関す

る研究．平成16年度厚生労働科学研究こころの健

康科学研究成果発表報告書，87-90，2005 

 

辻岡 三南子     

 

1) 辻岡三南子，他：高校から大学への女子学生

の血清コレステロールの変化．慶應保健研究，23

（1）：45-50，2005 

2) 齊藤郁夫，辻岡三南子，他：Metabolic 

syndromeの頻度－1993年および2002年の成績－．

慶應保健研究，23（1）：29-32，2005 

 

和井内 由充子     

 

1) 和井内由充子：健康診断におけるホルター心

電図検査の有効利用に関する検討．慶應保健研究，

23(1)：51-55，2005 

 

德村 光昭 

     

1) 德村光昭：思春期やせ症の早期発見：専門的

知識を必要としない学校保健室における早期発見

方法 思春期やせ症と思春期の不健康やせの実態

把握及び対策に関する研究：分担研究報告書．平

成16年度厚生労働科学研究（子ども家庭総合研究

事業）報告書，42-44，2005 

2) 德村光昭：思春期やせ症の診療指針と予防・

治療について．食生活，99(9)：79-84，2005 

3) 德村光昭，他：神経性食欲不振症患者の心拍

数変化．慶應保健研究，23(1)：57-60，2005 

4) Shinjoh M, Tokumura M, et al：Cryptococcal 

meningitis in an immunocompetent child．Eur J 

Pediatr，166(9)：596-597，2005 

5) Hirokane K, Tokumura M, et al：Influences 

of mothers’ dieting behaviors on their junior 

high school daughters．Eat Weight Disord，

10(3)：162-167，2005 

6) 廣金和枝，德村光昭，他：子どもの健全育成

を目的とした親の学習活動への参画認識を規定す

る要因．学校保健研究，47(2)：18-28，2005 

7) 井ノ口美香子，德村光昭，他：都市部女子中

学生の食事調査：食事調査による休日調査の意義．

慶應保健研究，23(1)：61-64，2005 
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響．慶應保健研究，23 (1)：79 

 

西村 由貴 

 

1) 西村由貴，他：高校生のストレスと対処解決
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7) 桶谷 肇，西村由貴：当事者家族に対する呼

称変更の普及効果に関する研究（その１）．厚生
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3) 徳村光昭，井ノ口美香子，他：神経性食欲不

振症患者の心拍数変化．慶應保健研究，23(1)：

57-60，2005 

4) 石井敬子，井ノ口美香子，他：中学校におけ

るスポーツメディカルチェックの試み．慶應保健

研究，23(1)：85-90，2005 

 

藤井 香     
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とした骨粗鬆症予防プログラムの評価 －踵骨の

超音波骨量測定法を用いたスクリーニングとライ

フスタイル指導の効果－ 第43回全国大学保健

管理研究集会 2005 

 

南里 清一郎     

 

1) 井ノ口美香子，南里清一郎，他：学校健診に

おける男子小･中学生の腹囲測定の意義 第32回

日本小児栄養消化器肝臓学会 2005 

2) 石井敬子，南里清一郎，他：中学校における

スポーツメディカルチェックの試み 第52回日

本学校保健学会 2005 



3) 藤井香，南里清一郎，他：QFT検査 (Quanti 

FERON-TB(2G)を用いた新しい結核スクリーニング

～一次スクリーニングとしてのツベルクリン反応

の検査を廃止して～ 第52回日本学校保健学会 

2005 

4) 肥後綾子，南里清一郎，他：医学部大学生，

教職員のウイルス感染症管理システム～一元管理

を目指して～ 第52回日本学校保健学会 2005 

5) 井ノ口美香子，南里清一郎，他：小・中学生

男子における腹囲と血清コレステロール値の関係 

第19回日本小児脂質研究会 2005 

6) 德村光昭，南里清一郎，他：中学校保健室に

おけるスポーツメディカルチェック 第12回日

本小児運動スポーツ研究会 2005 

 

河邊 博史 

 

1) 森正明，河邊博史，他：結核接触者検診にお

けるQuantiFERON-TB検査の効果 第102回日本内

科学会総会 2005 

2) 河邊博史：健康診断におけるBNP測定をいか

に有効利用するか 第78回日本産業衛生学会 

2005 

3) Kawabe H, et al：Reproducibility of home 

blood pressure change associated with repeated 

measurements over a 6-month period ASH 20th 

Annual Scientific Meeting 2005 

4) Kawabe H, et al：Prevalence and 

reproducibility of masked hypertension in 

urban Japanese general population - evaluation 

by home blood pressure measurement over a 

6-month period 15th European Meeting of 

Hypertension 2005 

5) Eguchi T, Kawabe H, et al：Association of 

insulin resistance, abnormalities in tumor 

necrosis factor network and TNF receptor 2 gene 

polymorphism with essential hypertension 

15th European Meeting of Hypertension 2005 

6) 河邊博史，他：家庭血圧の一機会での測定回

数と高血圧に診断される頻度の関係－７日間連続

測定での検討－ 第7回時間循環血圧研究会 

2005 

7) 河邊博史：臨床現場で役に立つ仮面高血圧の

診断と治療戦略 渋谷区・世田谷区家庭血圧医療

連携研究会 2005 

8) 河邊博史，他：就床前家庭血圧に及ぼす入浴

の影響：入浴後どのくらい待って測定すべきか？ 

第28回日本高血圧学会 2005 

9) 久根木康子，河邊博史，他：大学における学

生のストレスの対処方法の現状 第43回全国大

学保健管理研究集会 2005 

10) 高山昌子，河邊博史，他：平均赤血球容積

（MCV)はメタボリック・シンドロームを反映する

か 第43回全国大学保健管理研究集会 2005 

11) 肥後綾子，河邊博史，他：女性教職員を対象

とした骨粗鬆症予防プログラムの評価－踵骨の超

音波骨量測定法を用いたスクリーニングとライフ

スタイル指導の効果 第43回全国大学保健管理

研究集会 2005 

12) 河邊博史：健康診断におけるBNP測定の有効

活用－Metabolic syndromeとの関連も含めて 日

本総合健診医学会第34回大会 2006 

  

大野 裕    

 

1) Nakajima R, Ando J, Ono Y, et al：

Differences in genetic and environmental 

influences on smoking and drinking behaviors 

among Japanese adolescents and young adults 

A twin study,The 35th Annual Meeting of the 

Behavior Genetics Association 2005 

2) 田中江里子，大野裕，他：高齢者の抑うつ・

自殺の予防に関する研究―場面想定法を用いた援

助希求行動と抑うつ・自殺の危険性 日本心理学

会第69回大会 2005 

3) 大野 裕：シンポジウム「DSM-Ⅴの動向につい

て」DSMの弊害と問題点：10年後20年後の精神科

診断学を考える 第25回日本精神科診断学会 

2005 

4)  藤澤大介，大野裕，他：認知療法の普及とク

オリティ・コントロール 第5回日本認知療法学

会 2005 

5) 高岡美智子，大野裕，他：歯科外来での認知

行動療法により症状および日常生活の改善をみた

自臭（口臭）症の２症例 第5回日本認知療法学

会 2005 

6) 宗未来，大野裕：薬物治療抵抗性うつ病性障

害１２例に対する，対人関係療法（IPT）の効果 第

5回日本認知療法学会 2005 

7) 石井朝子，大野裕：わが国における弁証法的

行動療法の試み 第5回日本認知療法学会 2005 

8) 大野裕：精神医学研修ｺｰｽ「うつと不安の認知

療法」 第101回日本精神神経学会 2005 

9) 大野裕：シンポジウム「わが国における精神

療法効果研究の現状と展望」 第101回日本精神

神経学会 2005 

 

辻岡 三南子    

 

1) 玄葉道子，辻岡三南子，他：高校女子に対す

る保健室の援助について 第52回日本学校保健

学会 2005 

2) 森正明，辻岡三南子，他：結核接触者検診に

おけるQuantiFERON-TB検査の効果 第102回日本

内科学会講演会 2005 

3) 森正明，辻岡三南子，他：QuantiFERON-TB(2G)

検査による定期外健康診断 第43回全国大学保

健管理研究集会 2005 



4) 高山昌子，辻岡三南子，他：平均赤血球容積

(MCV)はメタボリックシンドロームをメタボリッ

ク･シンドロームを反映するか 第43回全国大学

保健管理研究集会 2005 

 

德村 光昭    

 

1) Tokumura M：Screening for anorexia nervosa 

using physical measurement values in school 

health practice. Simposium for school care 

programmes for anorexia nervosa, Meetings of 

The Keio Medical Society 2005 

2) 德村光昭，他：中学校保健室におけるスポー

ツメディカルチェック 第12回日本小児運動ス

ポーツ研究会 2005 

3) 德村光昭：子どもの体力や生活習慣病をめぐ

って シンポジウム「ダウンサイジングな時代に

即応するレジャーレクリエーション」 

 第35回日本レジャー・レクリエーション学会大

会 2005 

4) Fukushima H, Tokumura M, et al：Bradycardia 

due to antonomic imbalance in relapsed cases of 

anorexia nervosa in children and adolescents 

The 7th London International Eating Disorders 

Conference 2005 

5) 福島裕之，德村光昭，他：思春期やせ症の早

期診断における睡眠時脈拍数の有用性 第108回 

日本小児科学会学術集会 2005 

6) 渡辺久子，德村光昭，他：慶應方式(Anorexia 

Nervosa Intensive Care Unit(ANICU))の11年 第

108回日本小児科学会学術集会 2005 

7) 井ノ口美香子，德村光昭，他：学校健診にお

ける男子小中学生の腹囲測定の意義 第32回日

本小児栄養消化器肝臓学会 2005 

8) 田中徹哉，德村光昭，他：学校で発見された

神経性食欲不振症に対する早期介入の効果 第

533回日本小児科学会東京都地方会講話会 2005 

9) 石井敬子，德村光昭，他：中学校におけるス

ポーツメディカルチェックの試み 第52回日本

学校保健学会 2005 

10) 井ノ口美香子，德村光昭，他：小・中学生男

子における腹囲と血清コレステロール値の関係 

第19回小児脂質研究会 2005 

 

森 正明    

 

1) 森正明，他：結核接触者検診における

QuantiFERON-TB検査の効果 第102回日本内科学

会講演会 2005 

2) 西村知泰，森正明，他：一般病院の結核診断

におけるQuantiFERON-CMIの有用性の検討 第45

回日本呼吸器学会総会 2005 

3) 山本洋美，森正明，他：大学内における服薬

支援の実施についての報告 第80回日本結核病

学会総会 2005 

4) 船山和志，森正明，他：大学での結核集団感

染のQuantiFERON-TB第二世代による解析につい

て 第80回日本結核病学会総会 2005 

5) 森正明，他：QuantiFERON-TB検査による定期

外健康診断 第43回全国大学保健管理研究集会 

2005 

6) 高山昌子，森正明，他：平均赤血球容積(MCV)

はメタボリックシンドロームを反映するか 第

43回全国大学保健管理研究集会 2005 

7) 藤井香，森正明，他：医療関係者の結核対策

におけるツベルクリン反応検査と

QuantiFERON-TB(2G)検査の比較 第43回全国大

学保健管理研究集会 2005 

8) 山岸あや，森正明，他：結核集団感染におけ

る服薬支援について－大学キャンパス内診療所に

おける抗結核薬予防内服実施事例から－第43回

全国大学保健管理研究集会 2005 

9) 肥後綾子，森正明，他：女性教職員を対象と

した骨粗鬆症予防プログラムの評価 －踵骨の超

音波骨量測定法を用いたスクリーニングとライフ

スタイル指導の効果－ 第43回全国大学保健管

理研究集会 2005 

10) 玄葉道子，森正明，他：高校女子に対する保

健室の援助について 第52回日本学校保健学会 

2005 

11) 藤井香，森正明，他：QFT検査

(QuantiFERON-TB(2G))を用いた新しい結核スクリ

ーニング－一次スクリーニングとしてのツベルク

リン反応検査を廃止して 第52回日本学校保健

学会 2005 

12) 肥後綾子，森 正明，他：医学部大学生，教

職員のウイルス感染症管理システム － 一元化

管理を目指して 第52回日本学校保健学会，仙台

2005 

 

横山 裕一 

 

1) 横山裕一，他：生活習慣病と肝臓病 第13

回日本消化器関連学会週間 2005 

2) 横山裕一，他：食道におけるレチノイン酸産

生系全貌の解明 第26回アルコール医学生物学

会議 2006 

3) 松本道長，横山裕一，他：胃粘膜のアルコー

ル脱水素酵素活性の変化と病理学的変化の関連 

第37回胃病態機能研究会 2005 

4) Yokoyama H：γGTP and lifestyle 17th 

Meeting of International Health Evaluation and 

Promotion Association 2006 

 

広瀬 寛     

 

1) 森正明，広瀬寛，他：結核接触者検診におけ

るQuantiFERON-TB検査の効果 第102回日本内科

学会 2005 

2) 小川健夫，広瀬寛，他：GPR40遺伝子Arg211His



多型は健常男性においてインスリン分泌能と関連

する 第48回日本糖尿病学会 2005 

3) 松岡幸子，広瀬寛，他：糖尿病性大血管障害

の成因におけるCX3CR1遺伝子T280M多型の関与に

ついて 第48回日本糖尿病学会 2005 

4) 田畑光久，広瀬寛，他：Candesartanのイン

スリン抵抗性に及ぼす影響 第48回日本糖尿病

学会 2005 

5) 税所芳史，広瀬寛，他：2型糖尿病患者にお

けるプロインスリン，プロインスリン/インスリン

比と酸化ストレスマーカーとの関連についての検

討 第48回日本糖尿病学会 2005 

6) Kawai T, Hirose H, et al：Effects of 

candesartan, an angiotensin II receptor 

blocker, versus diet only on insulin resistance 

assessed by HOMA 65th Annual Meeting of the 

American Diabetes Association 2005 

7) Saisho Y, Hirose H, et al：Relationships 

between proinsulin, proinsulin-to-insulin 

ratio and oxidative stress markers in Japanese 

type 2 diabetic patients 65th Annual Meeting 

of the American Diabetes Association 2005 

8) 清野芳江，広瀬寛，他：メタボリックシンド

ローム構成因子と高分子量アディポネクチンとの

関連性について 第78回日本内分泌学会 2005 

9) 広瀬寛，他：高分子量アディポネクチンの

Metabolic syndromeにおける意義： PPARγの影

響も含めて（シンポジウム） 第78回日本内分泌

学会 2005 

10) 清野芳江，広瀬寛，他：メタボリックシンド

ロームと高分子量，全量アディポネクチン値との

関連 第26回日本肥満学会 2005 

11) 広瀬寛，他：血中の高分子量アディポネクチ

ン濃度測定の臨床的意義 第26回日本肥満学会 

2005 

12) 森正明，広瀬寛，他：QuantiFERON-TB（2G）

検査による定期外健康診断 第43回全国大学保

健管理研究集会 2005 

13) 高山昌子，広瀬寛，他：平均赤血球容積（MCV）

はメタボリック・シンドロームを反映するか 第

43回全国大学保健管理研究集会 2005 

14) 藤井香，広瀬寛，他：医療関係者の結核対策

におけるツベルクリン反応検査と

QuantiFERON-TB（2G）検査の比較 第43回全国大

学保健管理研究集会 2005 

15) 肥後綾子，広瀬寛，他：女性教職員を対象と

した骨粗鬆症予防プログラムの評価～踵骨の超音

波骨量測定法を用いたスクリーニングとライフス

タイル指導の効果～ 第43回全国大学保健管理

研究集会 2005 

16) 広瀬寛：メタボリックシンドロームと体質改

善（シンポジウム） 第55回日本体質医学会 

2005 

17) 広瀬寛，他：db/dbマウスにおけるPPARγ/

αアゴニストの効果 第20回日本糖尿病動物研

究会 2006 

 

柴田 洋孝     

 

1) 須田徳子，柴田洋孝，他：副腎偶発腫瘍の実

態調査 第102回日本内科学会講演会 2005 

2) 横田健一，柴田洋孝，他：リガンド依存性に

ミネラルコルチコイド受容体(MR)の転写活性を増

強する新規coactivator Ubc9の機能解析 第78

回日本内分泌学会学術総会 2005 

3) 村井彩乃，柴田洋孝，他：原発性アルドステ

ロン症の確定診断における経口食塩負荷試験およ

び立位フロセミドレニン刺激試験の有用性の検討 

第78回日本内分泌学会学術総会 2005 

4) 須田徳子，柴田洋孝，他：褐色細胞腫の診断

における生化学的検査および画像検査の有用性：

当院の４７症例の検討 第78回日本内分泌学会

学術総会 2005 

5) 小林佐紀子，柴田洋孝，他：副腎腫瘍症例に

おけるACTH負荷血中

17-hydroxyprogesterone(17-OHP)および尿中

pregnanetriolone (Ptl)の検討 第78回日本内分

泌学会学術総会 2005 

6) 柴田洋孝，他：SUMO化酵素Ubc9, PIAS1によ

る核内受容体の作用調節 第78回日本内分泌学

会学術総会 2005 

7) 柴田洋孝，他：原発性アルドステロン症の診

断の問題点：副腎静脈サンプリングの役割 第78

回日本内分泌学会学術総会 2005 

8) 横田健一，柴田洋孝，他：男性化を主症状と

し，子宮嚢胞状腫瘤，下垂体腫大を合併したアン

ドロゲン産生副腎腫瘍の一例 第2回副腎腫瘍研

究会 2005 

9) Yokota K, Shibata H, et al.：Ubc9 interacts 

with human mineralocorticoid receptor and 

activates receptor-mediated transcription 

independently of SUMOylation. The Endocrine 

Society’s 87th Annual Meeting 2005 

10) Suda N, Shibata H, et al.：Usefulness of 

biochemical and imaging tests in the diagnosis 

of pheochromocytoma The Endocrine Society’s 

87th Annual Meeting 2005 

11) Murai A, Shibata H, et al.：Usefulness of 

oral salt loading and of renin stimulation test 

by furosemide and upright posture in 

confirmatory diagnosis of primary 

aldosteronism The Endocrine Society’s 87th 

Annual Meeting 2005 

12) Kobayashi S, Shibata H, et al.：

Exaggerated 17-hydroxyprogesterone response 

to ACTH and high urine pregnanetriolone as 

evidence of decreased 21-hydroxylase activity 

in adrenocortical tumors. The Endocrine 

Society’s 87th Annual Meeting 2005 

13) 柴田洋孝，他：Ubc9によるミネラルコルチ



コイド受容体(MR)の転写調節 第３回SUMO研究

会 2005 

14) 柴田洋孝，他：SUMO化酵素Ubc9によるアル

ドステロン調節機構 第６回東京アルドステロン

フォーラム 2005 

15) 本間康夫，柴田洋孝，他：MIBGにおいて取

り込みを認めなかった肝臓原発の悪性褐色細胞腫

の一例 第35回日本腎臓学会東部学術大会 

2005 

16) 肥後綾子，柴田洋孝，他：女性教職員を対象

とした骨粗鬆症予防プログラムの評価～踵骨の超

音波骨量測定法を用いたスクリーニングとライフ

スタイル指導の効果～ 第43回全国大学保健管

理研究集会 2005 

17) 柴田洋孝，他：術後にアルドステロン分泌過

剰が顕在化したクッシング症候群の一例 第９回

日本内分泌病理学会学術集会 2005 

18) 柴田洋孝：高血圧症におけるアルドステロン

の再評価 多摩腎臓高血圧研究会 2005 

19) 柴田洋孝：原発性アルドステロン症の診断・

治療のポイント PHAS-J研究コアメンバー会議 

2006 

20) 柴田洋孝，他：経口食塩負荷試験の有用性 

第３回副腎静脈サンプリング研究会 2006 

21) 村井彩乃，柴田洋孝，他：NF-YCによるミネ

ラルコルチコイド受容体の作用調節 第５回ステ

ロイドホルモンを考える会 2006 

22) Murai A, Shibata H, et al.：NF-YC functions 

as a transcriptional corepressor of 

mineralocorticoid receptor Keystone Symposia 

2006: Nuclear Receptors: Steroid Sisters 2006

 

森木 隆典    

 

1) 肥後綾子，森木隆典, 他：踵骨超音波骨量測

定法を用いたスクリーニング，ビスフォスフォネ

ート治療効果について 第43回全国大学保健管

理研究集会 2005 

 

西村 由貴    

 

1) 西村由貴，他：高校生の悩みと対処・解決方

法 保健管理センター校医分科会 2005 

2) 西村由貴：呼称変更で病名告知の実態は変わ

った：3年間の追跡結果 第10１回日本精神神経

学会 2005 

3) 西村由貴：ワークショップ２：バイオレント

な事例にどう対処するか？リスクマネジメントの

実際 第10１回日本精神神経学会 2005 

4) 西村由貴：Psychopathy in Japan; 

Introducing PCL-R into Japanese System  

International Symposium on Crime and 

Psychopaty 2005 

5) 西村由貴，他：学生のメンタルヘルスと大学

への適応状況に関する実態調査 Hisyoshi 

Research Portfolio 2005 2005 

6) 西村由貴：サイコパスの現在－わが国の犯

罪・非行臨床における「サイコパス」概念の活用

可能性をめぐって－ 第43回日本犯罪心理学会 

2005 

 

田中 徹哉    

 

1) 田中徹哉，他：神経性食欲不振症回復期の危

機管理：家族介入について 第527回日本小児科

学会東京都地方会 2005 

2) 田中徹哉，他：思春期やせ症の早期発見と集

中治療の連携について 第2回関東子ども精神保

健学会学術集会 2005 

3) 田中徹哉，他：学校で発見された神経性食欲

不振症に対する早期介入の効果 第533回日本小

児科学会東京都地方会 2005 

4) 石井敬子，田中徹哉，他：中学校におけるス

ポーツメディカルチェックの試み 第52回日本

学校保健学会 2005 

 

井ノ口 美香子 

 

1) Inokuchi M，et al：Standardized centile 

curves of body mass index for Japanese children 

and adolescents based on the 1978-1981 national 

survey data. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting 

Paediatric Endocrinology in collaboration with 

APEG, APPES, JSPE and SLEP 2005 

2) 井ノ口美香子，他：学校健診における男子小

中学生の腹囲測定の意義 第32回日本小児栄養

消化器肝臓学会 2005 

3) 井ノ口美香子，他：10代日本人男女における

やせ増加の有無 第39回日本小児内分泌学会 

2005 

4) 井ノ口美香子，他：小・中学生男子における

腹囲と血清コレステロール値の関係 第19回日

本小児脂質研究会 2005 

5) 堀尚明，井ノ口美香子，他：TSHおよびゴナ

ドトロピン不応を合併した偽性副甲状腺機能低下

症Ibの兄妹例 第108回日本小児科学会学術集会

2005 

6) 吉田真，井ノ口美香子，他：法律上の性を男

性から女性に変更した46,XX P450 

oxidoreductase異常症の1例 第529回日本小児

科学会東京都地方会 2005 

7) 木津りか，井ノ口美香子，他：高インスリン

血症性低血糖症におけるジアゾキシドの薬物動態 

第39回日本小児内分泌学会 2005 

8) 天野直子，井ノ口美香子，他：思春期女児の

多嚢胞性卵巣症候群における骨盤MRI検査の有用

性 第39回日本小児内分泌学会 2005 

9) 田中徹哉，井ノ口美香子，他：学校で発見さ

れた神経性食欲不振症に対する早期介入の効果 



第533回日本小児科学会東京都地方会講和会  

2005 

10) 石井敬子，井ノ口美香子，他：中学校におけ

るスポーツメディカルチェックの試み 第52回

日本学校保健学会 2005 

11) 天野直子，井ノ口美香子，他：IMAGe症候群

の1例における骨所見の経時的変化 第23回小児

代謝性骨疾患研究会 2005 

 

田中 由紀子 

 

1) 山岸あや，田中由紀子，他：結核集団感染に

おける服薬支援について－大学キャンパス内診

療所における抗結核薬予防内服実施事例から－ 

第43回全国大学保健管理研究集会 2005 

 

高山 昌子 

 

1) 高山昌子，他：平均赤血球容積（ＭＣＶ）は

メタボリック・シンドロームを反映するか 第43

回全国大学保健管理研究集会 2005 

2) 藤井香，高山昌子，他：医療従事者の結核対

策におけるツベルクリン反応検査と

QuantiFERON-TB(2G)検査の比較 第43回全国大

学保健管理研究集会 2005 

3) 山岸あや，高山昌子，他：結核集団感染にお

ける服薬支援について－大学キャンパス内診療所

における抗結核薬予防内服実施事例から－ 第

43回全国大学保健管理研究集会 2005 

4) 肥後綾子，高山昌子，他：女性教職員を対象

とした骨粗鬆症予防プログラムの評価－踵骨の超

音波骨量測定法を用いたスクリーニングとライフ

スタイル指導の評価－ 第43回全国大学保健管

理研究集会 2005 

5) 久根木康子，高山昌子，他：大学における学

生のストレスの現状と対処方法 第43回全国大

学保健管理研究集会 2005 

 

藤井 香    

 

1) 森正明，藤井香，他：QuantiFERON-TB(2G)検

査による定期外結核健康診断 第43回全国大学

保健管理研究集会 2005 

2) 高山昌子，藤井香，他：平均赤血球容積（Ｍ

ＣＶ）はメタボリック・シンドロームを反映する

か 第43回全国大学保健管理研究集会 2005 

3) 藤井香，他：医療従事者の結核対策における

ツベルクリン反応検査とQuantiFERON-TB(2G)検

査の比較 第43回全国大学保健管理研究集会 

2005 

4) 山岸あや，藤井香，他：結核集団感染におけ

る服薬支援について－大学キャンパス内診療所に

おける抗結核薬予防内服実施事例から－ 第43

回全国大学保健管理研究集会 2005 

5) 肥後綾子，藤井香，他：女性教職員を対象と

した骨粗鬆症予防プログラムの評価－踵骨の超音

波骨量測定法を用いたスクリーニングとライフス

タイル指導の評価－ 第43回全国大学保健管理

研究集会 2005 

6) 久根木康子，藤井香，他：大学における学生

のストレスの現状と対処方法 第43回全国大学

保健管理研究集会 2005 

7) 藤井香，他：院内感染対策を目的とした大学

病院職員のウイルス感染症管理システムとその運

用 医療情報学会第6回看護情報研究会 2005 

8) 肥後綾子，藤井香，他：医学部大学生，教職

員のウイルス感染症管理システム－一元化管理を

目指して－ 第52回日本学校保健学会 2005 

9) 藤井香，他：QFT検査（QuantiFERON-TB(2G)）

を用いた新しい結核スクリーニング－一次スクリ

ーニングとしてのツベルクリン反応検査を廃止し

て－ 第52回日本学校保健学会 2005 

10) 新庄正宜，藤井香，他：インフルエンザの院

内感染と抗インフルエンザ薬の予防投与  ～当院

における2005年5月のA香港（H3)型インフルエ

ンザの発生と対策について～ 第21回日本環境

感染学会総会 2006 

 

岩佐 好恵 

 

1) 石井敬子，岩佐好恵，他：中学校におけるス

ポーツメディカルチェックの試み 第52回日本

学校保健学会 2005 

 

久根木 康子 

 

1) 久根木康子，他：大学における学生のストレ

スの現状と対処方法 第43回全国大学保健管理

研究集会 2005 

2) 高山昌子，久根木康子，他：平均赤血球容積

（ＭＣＶ）はメタボリック・シンドロームを反映

するか 第43回全国大学保健管理研究集会 

2005 

3) 藤井香，久根木康子，他：医療従事者の結核

対策におけるツベルクリン反応検査と

QuantiFERON-TB(2G)検査の比較 第43回全国大

学保健管理研究集会 2005 

4) 山岸あや，久根木康子，他：結核集団感染に

おける服薬支援について－大学キャンパス内診療

所における抗結核薬予防内服実施事例から－ 第

43回全国大学保健管理研究集会 2005 

5) 肥後綾子，久根木康子，他：女性教職員を対

象とした骨粗鬆症予防プログラムの評価－踵骨の

超音波骨量測定法を用いたスクリーニングとライ

フスタイル指導の評価－ 第43回全国大学保健

管理研究集会 2005 

 

玄葉 道子 

 



1) 玄葉道子，他：高校女子に対する保健室の援

助について 第52回学校保健学会 2005 

 

松本 可愛 

 

1) 山岸あや，松本可愛，他：結核集団感染にお

ける服薬支援について－大学キャンパス内診療

所における抗結核薬予防内服実施事例から－ 

第43回全国大学保健管理研究集会 2005 

 

肥後 綾子 

 

1) 森正明，肥後綾子，他：QuantiFERON-TB(2G)

検査による定期外結核健康診断 第43回全国大

学保健管理研究集会 2005 

2) 高山昌子，藤井香，他：平均赤血球容積（Ｍ

ＣＶ）はメタボリック・シンドロームを反映する

か 第43回全国大学保健管理研究集会 2005 

3) 藤井香，肥後綾子，他：医療従事者の結核対

策におけるツベルクリン反応検査と

QuantiFERON-TB(2G)検査の比較 第43回全国大

学保健管理研究集会 2005 

4) 肥後綾子，他：女性教職員を対象とした骨粗

鬆症予防プログラムの評価－踵骨の超音波骨量測

定法を用いたスクリーニングとライフスタイル指

導の評価－ 第43回全国大学保健管理研究集会 

2005 

5) 藤井香，肥後綾子他：院内感染対策を目的と

した大学病院職員のウイルス感染症管理システム

とその運用 医療情報学会第6回看護情報研究会 

2005 

6) 肥後綾子，他：医学部大学生，教職員のウイ

ルス感染症管理システム－一元化管理を目指して

－ 第52回日本学校保健学会 2005 

7) 藤井香，肥後綾子他：QFT検査

（QuantiFERON-TB(2G)）を用いた新しい結核スク

リーニング－一次スクリーニングとしてのツベル

クリン反応検査を廃止して－ 第52回日本学校

保健学会 2005 

8) 山岸あや，肥後綾子，他：結核集団感染にお

ける服薬支援について－大学キャンパス内診療所

における抗結核薬予防内服実施事例から－ 第

43回全国大学保健管理研究集会 2005 

 
山岸 あや 
 
1) 山岸あや，他：結核集団感染における服薬支

援について－大学キャンパス内診療所における抗

結核薬予防内服実施事例から－ 第43回全国大

学保健管理研究集会 2005 

2) 高山昌子，山岸あや，他：平均赤血球容積（Ｍ

ＣＶ）はメタボリック・シンドロームを反映する

か 第43回全国大学保健管理研究集会 2005 

3) 藤井香，山岸あや，他：医療従事者の結核対

策におけるツベルクリン反応検査と

QuantiFERON-TB(2G)検査の比較 第43回全国大

学保健管理研究集会 2005 

4) 久根木康子，山岸あや，他：大学における学

生のストレスの現状と対処方法 第43回全国大

学保健管理研究集会 2005 

5) 肥後綾子，山岸あや，他：女性教職員を対象

とした骨粗鬆症予防プログラムの評価－踵骨の超

音波骨量測定法を用いたスクリーニングとライフ

スタイル指導の評価－ 第43回全国大学保健管

理研究集会 2005 

 
青木 和美 
 
1) 山岸あや，青木和美，他：結核集団感染にお

ける服薬支援について－大学キャンパス内診療所

における抗結核薬予防内服実施事例から－ 第

43回全国大学保健管理研究集会 2005 

 
外山 千鈴 

 

1) 石井敬子，外山千鈴，他：中学校におけるス

ポーツメディカルチェックの試み 第52回日本

学校保健学会 2005 

 
土屋 実穂 

 

1) 石井敬子，土屋実穂，他：中学校におけるス

ポーツメディカルチェックの試み 第52回日本

学校保健学会 2005 

 


