
Fukushima Medical University

福島県立医科大学 学術機関リポジトリ

This document is downloaded at: 2023-05-22T22:46:47Z

Title 性差医療センター( 論文・著書・発表等 )

Author(s)

Citation 福島県立医科大学業績集. 30: 524-525

Issue Date 2020-03-19

URL http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/1261

Rights ©2020 福島県立医科大学

DOI

Text Version publisher



questionnaire study. PLOS ONE. 201808; 13(8):e0202322. 
 
岡田浩一, 安田宜成, 旭 浩一, 伊藤孝史, 要 伸也, 神田英一郎, 菅野義彦, 四方賢一, 柴垣有吾, 土谷 

健, 鶴屋和彦, 長田太助, 成田一衛, 南学正臣, 服部元史, 濱野高行, 藤元昭一, 守山敏樹, 山縣邦弘, 山
本陵平, 若杉三奈子, 芦田 明, 臼井丈一, 川村和子, 北村健一郎, 今田恒夫, 鈴木祐介, 鶴岡秀一, 西尾

妙織, 藤井直彦, 藤井秀毅, 和田健彦, 横山 仁, 青木克憲, 秋山大一郎, 荒木信一, 有馬久富, 石川英二, 
石倉健司, 石塚喜世伸, 石本卓嗣, 石本 遊, 井関邦敏, 板橋美津世, 一岡聡子, 市川一誠, 市川大介, 井
上秀二, 今井利美, 今村秀明, 岩田恭宜, 岩津好隆, 臼井俊明, 内田啓子, 江川雅博, 大原信一郎, 大森教

雄, 岡田理恵子, 奥田雄介, 尾関貴哉, 小畑陽子, 甲斐平康, 加藤規利, 金崎啓造, 金子佳賢, 蒲澤秀門, 
川口武彦, 川崎幸彦, 川島圭介, 河野春奈, 菊地 勘, 木原正夫, 木村良紀, 栗田宜明, 小池健太郎, 小泉

賢洋, 小島智亜里, 後藤俊介, 此元隆雄, 古波蔵健太郎, 小松弘幸, 駒場大峰, 齋藤知栄, 酒井行直, 坂口

悠介, 里中弘志, 自見加奈子, 清水昭博, 清水さやか, 白井小百合, 新沢真紀, 杉山和寛, 鈴木 智, 鈴木 

仁, 陶山和秀, 瀬川裕佳, 高橋和也, 田中健一, 田中哲洋, 角田亮也, 鶴田悠木, 中倉兵庫, 長澤康行, 中
西浩一, 長浜正彦, 中屋来哉, 名波正義, 新畑覚也, 西 慎一, 西脇宏樹, 長谷川祥子, 長谷川みどり, 花
田 健, 林 宏樹, 原田涼子, 菱田 学, 平野大志, 平橋淳一, 平間章郎, 平山浩一, 深川雅史, 福田顕弘, 
藤井良幸, 藤崎毅一郎, 古屋文彦, 星野純一, 細島康宏, 本田謙次郎, 増田貴博, 松井浩輔, 松隈祐太, 松
村英樹, 三井亜希子, 三浦健一郎, 三戸部倫大, 宮里賢和, 宮本 聡, 三輪沙織, 谷澤雅彦, 矢田雄介, 山
本義浩, 渡邉公雄, CKD 診療ガイド・ガイドライン改訂委員会, 日本腎臓学会. エビデンスに基づくCKD
診療ガイドライン2018. 日本腎臓学会誌. 201811; 60(8):1037-1193. 
 

研究発表等 

 
〔その他〕 
 
大前憲史. セミナー講師. 論文の書き方勉強会（昭和大学リウマチ・膠原病内科）; 20180523; 東京. 
 
 
 

性差医療センター 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
Watanabe T, Ishibashi M, Suganuma R, Ohara M, Soeda S, Komiya H, Fujimori K. Mild phenotypes 
associated with an unbalanced X-autosome translocation, 46,X,der(X)t(X;8)(q28;q13). Clinical Case Reports. 
201808; 6(8):1561-1564. 
 
加茂矩士, 髙橋俊文, 鈴木 聡, 菅沼亮太, 大原美希, 小宮ひろみ, 水沼英樹, 藤森敬也. ラトケ嚢胞が原因

と考えられる低ゴナドトロピン性性腺機能低下症および成人成長ホルモン分泌低下症を合併した不妊症女性に対し

て凍結融解胚移植治療を行い妊娠・出産した1例. 福島医学雑誌. 201808; 68(2):97-104. 

－524－



 
〔症例報告〕 
 
坪 敏仁, 宇仁田明奈, 古田大河, 鈴木雅雄, 上野孝治, 鈴木朋子, 秋葉秀一郎, 佐橋佳郎, 小宮ひろみ, 
山口哲生, 三潴忠道. 烏頭剤を使用した関節痛・全身倦怠感を伴ったサルコイドーシス症例. 日本東洋医学雑誌. 
201807; 69(3):239-245. 
 

研究発表等 

 
〔研究発表〕 
 
坪 敏仁, 上野孝治, 鈴木朋子, 小宮ひろみ, 三潴忠道. 烏頭使用例の解析. 第69回日本東洋医学会学術総会; 
20180608-10; 大阪. 日本東洋医学雑誌. 69(別冊):323. 

 
 
 

臨床研究センター 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
Takahashi T, Yoshihisa A, Sugimoto K, Yokokawa T, Misaka T, Kaneshiro T, Oikawa M, Kobayashi A, 
Nakazato K, Ishida T, Takeishi Y. Associations between diabetes mellitus and pulmonary hypertension in 
chronic respiratory disease patients. PLOS ONE. 201810; 13(10):e0205008. 
 

研究発表等 

 
〔研究発表〕 
 
Takahashi T, Sugimoto K, Yoshihisa A, Negishi H, Nakazato K, Ishida T, Takeishi Y. Diabetes Mellitus is an 
Independent Predictor for Pulmonary Hypertension in the Patients with Chronic Lung Disease. 第82回日本

循環器学会学術集会; 20180324; 大阪. 
 
高橋智子, 杉本浩一, 義久精臣, 横川哲郎, 中里和彦, 石田隆史, 竹石恭知. 呼吸器関連肺高血圧症における

糖尿病の役割. 第3回日本肺高血圧・肺循環学会; 20180622; 大阪. 
 
 
 

－525－


	性差医療センター



