１．保健管理センター教職員研究業績
1)

著書・翻訳書・論文・学会発表

a) 著 書
齊藤 郁夫
1) 齊藤郁夫：降圧薬の選択・併用．高血圧専門
医ガイドブック．診断と治療社，82‑
91，2009
2) 齊藤郁夫：白衣高血圧．高血圧診療 Q and A．
中外医学社，74‑
75・78‑
79，2009
3) 齊藤郁夫：費用対効果の観点からみた降圧薬
の使い方．降圧薬のコンビネーションセラピー．
医薬ジャーナル社，147‑
152，2009
4) 齊藤郁夫：高血圧の生涯治療における利尿薬
の医療経済的位置づけは．EBM 循環器疾患の治療．
中外医学社，408‑
411，2009
5) 齊藤郁夫：新しい降圧薬 利尿薬と ARB の合
剤．新しい診断と治療の ABC−高血圧−．最新医
学社，140‑
147，2009
6) 齊藤郁夫：選択的アルドステロンブロッカー
による治療戦略の費用対効果をみる．選択的アル
ドステロンブロッカーのすべて．先端医学社，
207‑
211，2009
南里 清一郎
1) 南里清一郎 監修：海外赴任と予防接種．財
団法人海外邦人医療基金，2010
2) 南里清一郎：食育の在り方と多職種の連携−
医師の立場から−．
「子育て支援」の新たな職能
を学ぶ．ミネルヴァ書房，123−131，2009
3) 南里清一郎 編・著：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
−(第二版)．ライフマネージメント社，2009

3) 大野裕：認知療法−精神療法の実際−．専門
医のための精神科臨床リュミエール．中山書店，
70‑
79，2009
4) 大野裕：精神療法．標準精神医学第 4 版．医
学書院，145‑
158，2009
5) 佐渡充洋，大野裕：うつ状態．神経疾患最新
の治療．南江堂，346‑
350，2009
辻岡 三南子
1) 辻岡三南子：運動をする意外なメリット，EBM，
女性の身体の特性と運動メリット，運動中の身体
の中の変化，運動のエネルギー消費量，医療現場
の個人情報保護，セカンドオピニオン，高血圧，
糖尿病，脂質異常症，肥満，尿酸，アルコール，
慢性肝炎，更年期障害，骨粗鬆症．中高年のため
のスポーツ医学 Q&A．世界文化社，34‑
43，52‑
56，
116，126‑
157，172‑
177，2009
森 正明
1) 森 正明，他：結核，インフルエンザ，食中
毒，喫煙、気管支喘息，肺がん，アスベスト症，
COPD．保健衛生．慶應義塾大学出版会，33‑
36，
37‑
40，45‑
50，63‑
67，136‑
138，138‑
141，141‑
143，
143‑
144，2009
横山 裕一
1) 横山裕一：アルコール代謝の遺伝・生化学．
アルコール性肝障害．最新医学社，25‑
33，2009
森木 隆典
1) 森木隆典：血栓形成の分子機構−総論．脈管
専門医のための臨床脈管学．株式会社メディカル
トリビューン，28‑
30，2010

河邊 博史

西村 由貴

1) 齊藤郁夫，河邊博史：外来で診る高血圧症・
腎疾患．慶應義塾大学薬学部薬剤師継続学習通信
講座第Ⅲ講座．慶應義塾大学出版会，13‑
34，39‑
42，
2009
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−（第二版）
．ライフマネージメント社，
99‑
106，2009

1) 西村由貴：司法精神医学に求められるリスク
アセスメント．社団法人日本精神神経科診療所協
会医療観察法等検討委員会，2009

大野 裕
1) 大野裕，他：よくわかるＤＶ被害者への理解
と支援．明石書店，12‑
203，2010
2) 大野裕：認知・行動療法（の前提と目指すと
ころ）精神療法・心理社会療法ガイドライン．精
神科治療学．星和書店，42‑
43，2009

田中 徹哉
1) 渡辺久子，田中徹哉，他：小児の神経性無食
欲症診療ガイドライン．小児心身医学会ガイドラ
イン集．南江堂，86‑
119，2009
藤井 香
1) 藤井香，南里清一郎，他：資料・情報．海外
生活における健康管理．ライフマネージメント社，
133−142，2009

c） 論 文
齊藤 郁夫
1) 齊藤郁夫：高血圧治療ガイドライン 2009 の
ポイント．調剤と情報，15(5)：499‑
507，2009
2) 齊藤郁夫：主要降圧薬とその併用．Heart View，
13(5)：545‑
548，2009
3) 齊藤郁夫：β遮断薬・α遮断薬の使い方．
Medical Practice，26(6)：967‑
969，2009
4) 齊藤郁夫：降圧薬治療の進め方．Mebio，
26(6)：59‑
63，2009
5) 齊藤郁夫：第一選択薬の選択と併用慮法−コ
ンコーダンス，費用対効果をふまえた治療−．
Medico，40(7)：254‑
256，2009
6) 齊藤郁夫：降圧薬治療の進め方 第一選択薬
と併用療法．医学のあゆみ，230(5)：341‑
344，
2009
7) 齊藤郁夫：医療経済を考慮した降圧薬の選択
は．肥満と糖尿病，8(5)：715‑
716，2009
8) 齊藤郁夫：内分泌性高血圧症−甲状腺疾患−．
日本臨床 高血圧，67(7)：476‑
480，2009
9) 齊藤郁夫：二次性高血圧が疑われる場合 甲
状腺機能異常症．診断と治療，98(1)：55‑
62，2010
10) 齊藤郁夫：アドヒアランスとコンコーダン
ス．からだの科学，264：154‑
155，2010
11) 齊藤郁夫：合剤．レジデント，3(3)：84‑
88，
2010
12) Kushiro T, Saito I, et al：Influence of
guidelines on physicians' assessment of blood
pressure lowering effects and achievement rate
of blood pressure target during transitional
period of guidelines. Clin Exp Hypertens ，
31(2)：116‑
126，2009
13) Kushiro T, Saito I, et al：Blood pressure
lowering effects of angiotensin receptor
antagonist monotherapy and in combination with
other anti‑
hypertensive drugs in primary care
settings in Japan．Clin Exp Hypertens，31(2)：
127‑
141，2009
14) Morii T, Saito I, et al ： CD36 single
nucleotide polymorphism is associated with
variation
in low‑
density lipoprotein‑
cholesterol in young Japanese men．Biomarkers，
14(4)：207‑
212，2009
15) Saito T, Saito I, et al：Reliability of
family history of lifestyle‑
related diseases
on questionnaire．Pediatr Int，51(4)：514‑
519，
2009
16) Sugihara M, Saito I, et al：Estimating
antihypertensive effects of combination
therapy in an observational study using
marginal structural models．Biom J，51(5)：
789‑
800，2009

17) Yokoyama H, Saito I, et al：Two types of
unsafe drinker judged to have metabolic
syndrome or alcohol‑
related syndrome．Med Sci
Monit，15(6)：57‑
64，2009
18) Miyashita Y, Saito I, et al：Comparison
of effects of low dose of spironolactone and
a thiazide diuretic in patients with
hypertension treated with an angiotensin
converting enzyme inhibitor or angiotensin
type I receptor blocker．Clin Exp Hypertens，
31(8)：648‑
656，2009
19)
Eguchi T, Saito I, et al ： Possible
association of tumor necrosis receptor‑
2 gene
polymorphism with severe hypertension using
the extreme discordant phenotype design ．
Hypertens Res，32(9)：775‑
779，2009
20) Kawabe H, Saito I ： Determinants of
exaggerated difference in morning and evening
home blood pressure in Japanese normotensives．
Hypertens Res ，32 (11)：1028‑
1031，2009
21) 齊藤郁夫：第１選択薬としての使用降圧薬
と併用内容の動向―2001 年から 2007 年までの調
査―慶應保健研究, 27(1): 7‑
10, 2009
22) 齊藤郁夫：過去 20 年間の大学生の健診受診
率の推移. 慶應保健研究, 27(1): 11‑
12, 2009
23) 河邊博史，齊藤郁夫：高血圧患者の外来血
圧コントロール状況に関与する因子−一般職域
施設における検討−．慶應保健研究，27 （1）：
13‑
20，2009
24) 横山裕一,齊藤郁夫, 他：睡眠時間とメタ
ボリックシンドローム．慶應保健研究，27：21‑
30，
2009
25) 広瀬寛，齊藤郁夫，他：血清の酸化ストレ
スマーカー（d‑
ROMs）と各種代謝指標および炎症
マーカー等との関係．慶應保健研究，27 （1）：
31‑
36，2009
26) 森木隆典，齊藤郁夫，他：高校生の修学旅
行で発生した腸管出血性大腸菌 O26 感染症につい
ての検討．慶應保健研究，27(1)：37‑
40，2009
27) 藤井香，齊藤郁夫，他：大学教職員の体格
と運動習慣の状況．慶應保健研究，27 （1）
：51‑
57，
2009
28) 小坂桃子，齊藤郁夫，他：文化祭模擬店に
おける食品衛生指導の現状．慶應保健研究，
27(1)：65‑
68，2009
29) 和井内由充子，齊藤郁夫，他：一般学生に
よる自動体外式除細動器(AED)の使用により救命
に成功した学内心停止事例．慶應保健研究，
27(1)：69‑
74，2009
30) 森正明，齊藤郁夫，他：高等学校生徒に対
する麻疹対策−2008 年 4 月からの期間限定措置対
応マニュアル−．慶應保健研究，27 （1）
：81‐
89，2009
31)
Yokoyama H, Saito I, et al ：
Characteristics of reference intervals of

metabolic factors in healthy Japanese − A
proposal
to
set
generation‑
and
gender‑
specific diagnostic criteria for
metabolic syndrome−．J Atheroscler Thromb，
16 (2)：113‑
120，2009
32) Komiya N, Saito I, et al ： Effects of
telmisartan therapy on metabolic profiles and
serum high molecular weight (HMW)‑
adiponectin
level in Japanese male hypertensive subjects
with abdominal obesity．J Atheroscler Thromb，
16 (2)：137‑
142，2009
33) Hirose H, Saito I, et al ： Relations
between serum reactive oxygen metabolites
(ROMs) and various inflammatory and metabolic
parameters in a Japanese population ． J
Atheroscler Thromb，16 (2)：77‑
82，2009
南里 清一郎
1) 南里清一郎：小児科医が係る食育．慶應保健
研究，27(1)：91‑
96，2009
2) 南里清一郎：集団生活と予防接種．小児科診
療，53(12)：2273−2280 2009
3) 南里清一郎：思春期のやせ．臨床栄養，
115(2)：137−143，2009
4) 南里清一郎：離乳食ノート−食物アレルギー
への対応−．赤ちゃんとママ，12 月号：37，2009
5) 南里清一郎：肥満・やせと生活習慣病．日本
国際医学協会誌，439：5，2010
6) 南里清一郎：QUESTION&ANSWER「やせたい」
願望を持つ生徒に，どう対応すればよいでしょう
か．健，2 月号：13−14，2010
7) 南里清一郎：QUESTION&ANSWER やせているの
に「やせたい」という生徒への指導に悩んでいま
す．健，1 月号：30−31，2010
8) 森正明，南里清一郎，他：高等学校生徒に対
する麻疹対策−2008 年 4 月からの期間限定措置対
応マニュアル−．慶應保健研究，27(1)：81‑90，
2009
9) 森木隆典，南里清一郎，他：高校生の修学旅
行で発生した腸管出血性大腸菌 O26 感染症につい
ての検討．慶應保健研究，27(1)：37‑
40，2009
10) 井ノ口美香子，南里清一郎，他：学校健診
における男子中学生の腹囲測定の意義（第３報）
−内臓肥満判定法の違いによる検討−．慶應保健
研究，27(1)：47‑
50，2009
11) 外山千鈴，南里清一郎，他：小学生におけ
る食物アレルギーの推移．慶應保健研究，27(1)：
59‑
63，2009
12) 小坂桃子，南里清一郎，他：文化祭模擬店
における食品衛生指導の現状．慶應保健研究，
27(1)：65‑
68，2009
河邊 博史
1) Kawabe H, et al：Role of high molecular

weight adiponectin in the correlation between
higher B‑
type natriuretic peptide level and
accumulation of metabolic syndrome‑
related
factors – Examination in Japanese mass
screening．Ningen Dock，23 (6)：1‑
6，2009
2)
Yokoyama H, Kawabe H, et al ：
Characteristics of reference intervals of
metabolic factors in healthy Japanese − A
proposal
to
set
generation‑
and
gender‑
specific diagnostic criteria for
metabolic syndrome−．J Atheroscler Thromb，
16 (2)：113‑
120，2009
3) Komiya N, Kawabe H, et al ： Effects of
telmisartan therapy on metabolic profiles and
serum high molecular weight (HMW)‑
adiponectin
level in Japanese male hypertensive subjects
with abdominal obesity．J Atheroscler Thromb，
16 (2)：137‑
142，2009
4) Hirose H, Kawabe H, et al ： Relations
between serum reactive oxygen metabolites
(ROMs) and various inflammatory and metabolic
parameters in a Japanese population ． J
Atheroscler Thromb，16 (2)：77‑
82，2009
5) 河邊博史：ストレスと血圧の関係を知る．血
圧情報誌アミールＳ，3 月号 12 巻：(電子媒体）
，
2009
6) 河邊博史：血圧を知る．血圧情報局，4 月号：
(電子媒体）
，2009
7) 河邊博史，他：高血圧患者の外来血圧コント
ロール状況に関与する因子−一般職域施設にお
ける検討−．慶應保健研究，27 （1）
：13‑
20，2009
8) 広瀬寛，河邊博史，他：血清の酸化ストレス
マーカー（d‑
ROMs）と各種代謝指標および炎症マ
ーカー等との関係．慶應保健研究，27 （1）
：31‑
36，
2009
9) 藤井香，河邊博史，他：大学教職員の体格と
運動習慣の状況．慶應保健研究，27 （1）
：51‑
57，
2009
10) 森正明，河邊博史，他：高等学校生徒に対
する麻疹対策−2008 年 4 月からの期間限定措置対
応マニュアル−．慶應保健研究，27 （1）
：81‐
89，2009
11) Morii T, Kawabe H, et al：CD36 single
nucleotide polymorphism is associated with
variation
in
low‑
density
lipoprotein‑
cholesterol in young Japanese men．Biomarkers，
14 (4)：207‑
212，2009
12) 河邊博史：血圧ケア講座：ストレス‐スト
レスと高血圧の関係．生活習慣‐ダイエットは血
圧降下の近道．血圧情報局，5 月号：
（電子媒体）
，
2009
13) 河邊博史：血圧ケア講座：ストレス‐スト
レス対処法．生活習慣‐ヒートショックにご用心．
血圧情報局，6 月号：
（電子媒体）
，2009
14) 河邊博史：血圧ケア講座：ストレス‐スト

レスを寄せつけない方法．生活習慣‐飲酒がおよ
ぼす血圧への影響．血圧情報局，7 月号：
（電子媒
体）
，2009
15) 河邊博史，齊藤郁夫：仮面高血圧．日本臨
床，67(増刊号 7)：181‑
184，2009
16) Eguchi T, Kawabe H, et al ： Possible
association of tumor necrosis factor receptor
2 gene polymorphism with severe hypertension
using the extreme discordant phenotype design．
Hypertens Res，32 (9)：775‑
779，2009
17)
Kawabe H, Saito I ： Determinants of
exaggerated difference in morning and evening
home blood pressure in Japanese normotensives．
Hypertens Res ，32 (11)：1028‑
1031，2009
18) 河邊博史：学生定期健康診断の事後指導・
保健指導への取組−血圧．第 47 回全国大学保健
管理協会関東甲信越地方部会研究集会報告書：
35‑
40，2009
19) 河邊博史：専門医へのコンサルテーション
を考慮すべきケース−レニン‐アンジオテンシ
ン系抑制薬で腎機能が悪化した場合−．診断と治
療，98 （1)：87‑
90，2010
20) 河邊博史：外来診療のワンポイントアドバ
イス−高血圧患者への対応−．診断と治療，98
（1）
：141‑
144，2010
大野 裕
1) Soraya Seedat，Ono Y，et al：Cross‑
National
Associations Between Gender and Mental
Disorders in the World Health−Organization
World Mental Health Surveys − ． Arch Gen
Psychiatry，66(7)：785‑
795，2009
2) Okumura Y, Ono Y，et al：Latent structure
of depression in a Japanese population sample
−taxometric procedures−．Australian and New
Zealand Journal of Psychiatry，43：666‑
673，
2009
3) 石井朝子・大野裕：日本における弁証法的行
動療法の実践と課題．認知療法研究，2：41‑
47，
2009
4) 大野裕：高齢者のうつ病の精神療法−高齢者
のうつ病をめぐって−．Geriatric Medicine 老
年医学，47(11)：1463‑
1465，2009
5) 大野裕：認知・行動療法（の前提と目指すと
ころ）精神療法・心理社会療法ガイドライン．精
神科治療学，24：42‑
43，2009
6) 大野裕：携帯を用いた認知療法・認知行動療
法と、世界的なコンピューターを使った精神療法
のねがれについて．心と社会，40(3)：46‑
51，2009
7) 大野裕：うつと不安の時代を生きる．東京自
殺予防センター十周年記念誌，49‑
71，2006
8) 大野裕：女性のうつと認知療法．女性心身医
学，14(1)：77‑
80，2009
9) 大野裕：精神療法の可能性をひろげるために

−一般外来における応用とＩＴの活用の可能性
−．心療内科，13(2)：89‑
94，2009
10) 田島美幸・大野裕：自殺対策．うつ病の診
断と治療，61(1)：41‑
45，2009
11) Tominaaga M，Ono Y，et al：Prevalence and
correlates of iillicit and non−medical use of
Psychotropic drugs inJapan Findings from the
waorld Mentasl Health Japan Survey 2002‑
2004
−．Soc Psychiatry Psychiatr Epideniol，44：
777‑
783，2009
辻岡 三南子
1) 辻岡三南子：太極拳の健康効果−転倒とバラ
ンス機能を中心として−． 慶應保健研究，
27(1)：75‑
80，2009
2) 森正明，辻岡三南子，他：高等学校生徒に対
する麻疹対策−2008 年 4 月からの期間限定措置対
応マニュアル−．慶應保健研究，27(1)：81‑
90，
2009
3) 和井内由充子，辻岡三南子，他：一般学生に
よる自動体外式除細動器(AED)の使用により救命
に成功した学内心停止事例．慶應保健研究，
27(1)：69‑
74，2009
4) 小坂桃子，辻岡三南子，他：文化祭模擬店に
おける食品衛生指導の現状．慶應保健研究，
27(1)：65‑
68，2009
5) 藤井香，辻岡三南子，他：大学教職員の体格
と運動習慣の状況．慶應保健研究，27(1)：51‑
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