
講座名
番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1【原著論文】
福田健, 田中亮子, 安部博晴,
井尻章悟

気管支喘息に対するサルメテ
ロールキシナホ酸塩・フルチカ
ゾンプロピオン酸エステルドラ
イパウダーインヘラー（アドエ

ア
R 
ディスカス

R
 ）の使用成績

調査（中間報告）．

アレルギー・免疫 17 1250 1265 2010

2【原著論文】

Ohta K, Bousquet PJ, Aizawa H,
Akiyama K, Adachi M, Ichinose M,
Ebisawa M, Tamura G, Nagai A,
Nishima S, Fukuda T, Morikawa A,
Okamoto Y, Kohno Y, Saito H,
Takenaka H, Grouse L, Bousquet J

Prevalence and impact of rhinitis in
asthma. SACRA, a cross-sectional
nation-wide study in Japan.

Allergy 66 1287 1295 2011

3【原著論文】
Chibana K, Ishii Y, Anraku Y,
Fukuda T

Prevalence of airflow limitation in
patients diagnosed and treated for
symptoms of chronic bronchitis by
general practitioners in tochigi
prefecture, japan.

Intern Medicine 50 2277 2283 2011

4【原著論文】

Seto T, Yoshitake M, Ogasawara T,
Ikari J, Sakamoto A, Hatano M,
Hirata H, Fukuda T, Kuriyama T,
Tatsumi K, Tokuhisa T, Arima M

Bcl6 in pulmonary epithelium
coordinately controls the expression
of the CC-type chemokine genes
and attenuates allergic airway
inflammation.

Clin Exp Allergy 41 1568 1578 2011

5【原著論文】

Ishii Y, Fujimoto S, Okazaki K,
Miyoshi M, Furihata T, Hase I,
Takizawa H, Kikkawa Y, Yamada I,
Fukuda T

Fractionated administration of
carboplatin/paclitaxel reduces
neurotoxicity in patients with
advanced non-small cell lung
cancer.

Anti-cancer Drugs 22 9 926 932 2011

6【原著論文】
Hirata H, Arima M, Fukushima Y,
Honda K, Sugiyama K, Tokuhisa T,
Fukuda T

 Over-expression of the LTC4
synthase gene in mice
reproduces human aspirin-
induced asthma.

Clin Exp Allergy 41 1133 1142 2011

7【原著論文】
Yamamoto M, Tochino Y, Chibana
K, Trudeau JB, Holguin F, Wenzel
SE

Nitric oxide and related enzymes in
asthma: relation to severity, enzyme
function and inflammation.

 Clin Exp Allergy 2011

10.1111/j.1
365-
2222.2011.
03860.x.
[Epub
ahead of
print]

内科学（呼吸器・アレルギー）

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21429049�


8【原著論文】

Fukushima Y, Shiobara K, Shiobara
T, Tatewaki M, Anzai M,
Fukushima F, Yamada I, Hirata H,
Sugiyama K, Fukuda T

Patients in whom active
tuberculosis was diagnosed after
admission to a Japanese university
hospital from 2005 through 2007.

J Infect Chemother 17 652 657 2011

9【原著論文】

降籏友恵、石井芳樹, 三好祐顕,
福島史哉, 林ゆめ子, 新井良,
神谷周良, 舘脇正充, 福島康次,
福田健

局所進行非小細胞肺癌に対する
Cisplatin, Vinorelbineの分割
投与と局部放射線同時併用療法
の臨床的検討．

癌と化学療法 38 8 1313 1316 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1【症例報告】

戸田正夫, 増田浩之, 田中彩絵,
大西祥五, 鹿島隆一, 町田優,
原澤寛, 中元隆明, 池野義彦,
梅津貴史, 倉沢和宏, 福田健

胸部下行大動脈に動脈瘤を合併
したWegener 肉芽腫症の1例．

獨協医学会 38 1 119 126 2011

2【症例報告】

戸田正夫, 大西祥五, 増田浩之,
原澤寛, 中元隆明, 曾田紗世,
神谷周良, 福島康次, 石井芳樹,
福田健

皮膚筋炎の発症を契機に診断さ
れた小細胞肺癌の1例．

獨協医学会 38 1 127 134 2011

3【症例報告】

池野義彦, 阿久津郁夫, 羽金和
彦, 眞塩一樹, 﨑尾浩由, 近江
史人, 平林健, 藤野明浩, 平田
博国, 杉山公美弥, 福島康次,
石井芳樹, 福田健

胸腔穿破による膿胸合併を認め
た成熟型縦隔奇形腫の1例．

獨協医学会 38 2 171 177 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1【総説等】 石井芳樹 間質性肺炎． 臨床と研究 88 1 29 32 2011

2【総説等】 石井芳樹 COPDと喘息の鑑別診断． 綜合臨床 60 4 545 549 2011

3【総説等】
平田博国, 林ゆめ子, 渡部峰明,
福田健

典型的アレルギー疾患における
免疫療法-ハチアレルギー-．

喘息 24 1 28 35 2011

4【総説等】 福田健 エイジングと気管支喘息． 呼吸と循環 59 6 587 595 2011



5【総説等】 倉澤和宏 ベーチェット病の呼吸器病変． 呼吸器内科 19 3 222 228 2011

6【総説等】 石井芳樹
Ⅰ.病因と病態 2.基礎疾患と疫
学．

日本内科学会雑誌 100 6 1522 1528 2011

7【総説等】 降籏友恵, 福田健
コントロール状態の評価とコン
トロール良好を目指す治療のポ
イント．

アレルギーの臨床 31 8 26 31 2011

8【総説等】 倉沢和宏, 福田健
リウマチに対する生物学的製剤
と呼吸器病変．

呼吸 30 7 608 616 2011

9【総説等】
三好祐顕, 福島史哉, 武政聡浩,
福島康次, 石井芳樹, 福田健

局所麻酔下胸腔鏡の所見の取り
方．

気管支学 33 5 366 370 2011

10【総説等】 知花和行, 石井芳樹
Multiplex PCRを用いた呼吸器
感染症診断．

医学あゆみ 238 13 1223 1224 2011

11【総説等】 石井芳樹
ロイコトリエン受容体拮抗薬の
使い方のコツ．

医学のあゆみ 239 4 271 276 2011

12【総説等】 福田健 幅広いアレルギー学を目指して．アレルギー 60 11 1523 1526 2011

13【総説等】 石井芳樹
環境因子から見た気管支喘息－
樹状細胞の役割．

日本医事新報 4564 71 77 2011

14【総説等】 石井芳樹 ステロイド間質性肺炎． 臨床と研究 88 1 29 32 2011

15【総説等】 石井芳樹
急性肺損傷Ⅰ.病因と病態2.基
礎疾患と疫学．

日本内科学会雑誌 100 6 1522 1528 2011



番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1【その他の学術論文】
山口佳寿博, 福田健, 阿久津郁
夫, 山根昌江, 早乙女弘美

人口200万人の医療圏における
HOT診療の現状と問題点．

日本呼吸器学会雑誌 49 3 161 166 2011

2【その他の学術論文】 倉沢和宏 膠原病治療の最前線． SSKO膠原 栃木版 94 2 9 2011

3【その他の学術論文】 福田健 第60回大会記念冊子によせて．
第60回大会記念誌 日本アレ
ルギー学会の歩み

巻頭 2011

4【その他の学術論文】 福田健
他領域の疾患、研究にも興味を
持とう．

アレルギーの臨床 31 7 13 2011

5【その他の学術論文】 杉山公美弥
第60回日本アレルギー学会秋季
学術大会．

鼻アレルギーフロンティア 11 2 58 59 2011

6【その他の学術論文】 渡部峰明, 平田博国, 福田健 スズメバチ刺傷とIgE抗体. 日本医事新報 4529 99 100 2011

7【その他の学術論文】 平田博国 ハチに二度刺されたら危険．
プレジデントムック あなた
の体調不良にはワケがある
ニッポンの名医のつぶやき

72 36 2011

8【その他の学術論文】 平田博国 「ハチ刺されには小便」か？．
プレジデントムック あなた
の体調不良にはワケがある
ニッポンの名医のつぶやき

72 56 2011

9【その他の学術論文】 武政聡浩, 石井芳樹
生化学検査／H. 血液ガス関係
動脈血 pH．

臨床検査ガイド 2011～2012 317 322 2011

10【その他の学術論文】 武政聡浩
呼気一酸化窒素(FeNO) 測定の
喘息治療・管理における有用性
と問題点．

アレルギーの臨床 31 12 64 67 2011

11【その他の学術論文】 石井芳樹
コラム サルコイドーシス診断
のGold standardとなったEBUS-
TBNA．

日本サルコイドーシス／肉芽
腫性疾患学会雑誌

47 48 2011

12【その他の学術論文】 石井芳樹
羽隅ら“歯肉アメーバが同定さ
れたアメーバ性肺膿瘍の1
例”．

気管支学 303 2011

13【その他の学術論文】 石井芳樹 間質性肺炎治療後のX線影． 日本医事新報 4573 52 53 2011

14【その他の学術論文】 石井芳樹
急性呼吸促迫症候群(ARDS)の治
療薬シベレスタットの概要.

日本医事新報 4537 58 59 2011

15【その他の学術論文】 石井芳樹
COPDの早期発見と早期治療の意
義―スパイロメトリーのすすめ
―.

メディカルサロンななお 62 6 2011



番号 見出し 執筆者名
執筆タイトル（分担執筆の場

合）
開始頁（分担執筆の場合）

終了頁
（分担執

書名
著者・
編集

出版者名 出版地 出版年 備考

1【学術書】
Jutel M, Fukuda T, Frew A,
Bonadonna P, Lockey R Section 2.8. insect allergy. 62 65 WAO WhPawanker 

WORLD
ALLERGY
ORGANIZ
ATION

Milwauke
e 2011

2【学術書】 Fukushima Y, Kamiya K Eosinophilic Bronchiolitis in Asthma 15 22 ApproachGaça MD InTech Rijeka 2011

3【学術書】 武田昭
第12章 自己免疫・アレルギー
疾患 12-1臨床免疫学の基礎．

445 448シンプル寺野彰, 他南江堂 東京 2011

4【学術書】 福田健
第12章 自己免疫・アレルギー
疾患 12-1臨床免疫学の基礎．

448 451シンプル寺野彰, 他南江堂 東京 2011

5【学術書】 武田昭
第12章 自己免疫・アレルギー
疾患 12-1臨床免疫学の基礎．

451 453シンプル寺野彰, 他南江堂 東京 2011

6【学術書】 降籏友恵
第12章 自己免疫・アレルギー
疾患 12-2アレルギー疾患．

453 462シンプル寺野彰, 他南江堂 東京 2011

7【学術書】 前澤玲華
第12章 自己免疫・アレルギー
疾患 12-3膠原病．

462 471シンプル寺野彰, 他南江堂 東京 2011

8【学術書】 武田昭
第12章 自己免疫・アレルギー
疾患 12-4免疫不全症．

471 472シンプル寺野彰, 他南江堂 東京 2011

9【学術書】 福田健
第1章 概念・定義と疫学 概
念・定義．

13 19

新しい
診断と
治療の
ABC 2
喘息

泉英孝
編集

最新医学
社

大阪 2011



10【学術書】 平田博国
Ⅱ基礎編 1.5免疫の異常によっ
て発症する病気 1.5.2呼吸器疾
患．

105 108食品免疫上野川修 朝倉書店 東京 2011

11【学術書】 福田健
Ⅱ基礎編 1.5免疫の異常によっ
て発症する病気 1.5.2呼吸器疾
患．

105 108食品免疫上野川修 朝倉書店 東京 2011

12【学術書】 福田健, 石井芳樹, 荒川浩明
Ⅰ.総説 6.診断のためのアレル
ギー学的手技 2 一般臨床検
査．

67 71 職業アレ中村晋, 他 永井書店 大阪 2011

13【学術書】 平田博国, 林ゆめ子, 福田健
Ⅳ.社会医学的対応 2.従業員の
疫学調査 5 蜂アレルギーの疫
学調査と対応．

252 259 職業アレ中村晋, 他 永井書店 大阪 2011

14【学術書】 武政聡浩，石井芳樹 動脈血pH． 317 322 臨床検査和田攻，他文光堂 2011

15【学術書】 武政聡浩，石井芳樹
呼吸器疾患アプローチのための
解剖生理．

346 350

病気と
薬パー
フェク
トBOOK
2011

古川晶彦 南山堂 2011

16【学術書】 石井芳樹 気管支喘息． 351 358

病気と
薬パー
フェク
トBOOK
2011

古川晶彦 南山堂 2011

番号 見出し 著者名 論文名 資料名
代表研究

者
開始頁 終了頁 出版年 備考

1【研究報告等】 平田博国
林業従事者における蜂さされ症
例の研究．

厚生労働科学研究費補助金
労働安全衛生総合研究事業
林業従事者における蜂さされ
症例の研究 平成22年度総括
研究報告書

平田博国 1 40 2011



2【研究報告等】 平田博国
林業従事者における蜂さされ症
例の研究．

厚生労働科学研究費補助金
労働安全衛生総合研究事業
林業従事者における蜂さされ
症例の研究 平成21年度〜平
成22年度 総合研究報告書

平田博国 1 9 2011

3【研究報告書】 林ゆめ子，端みつ美，石井芳樹
サルコイドーシス症例における
末梢血樹状細胞サブセットの解
析．

厚生労働省科学研究費補助金
難治性疾患克服研究事業 び
まん性肺疾患に関する調査研
究 平成22年度研究報告書

杉山幸比
古

363 382 2011

番号 見出し 発表者名 論題 学会名 開催都市 年 月 日 備考

1【学会・研修会発表】

葉山牧夫, 井上尚, 荒木修, 田
村元彦, 小林哲, 小柳津毅, 石
濱洋美, 千田雅之, 知花和行,
石井芳樹, 福田健

妊娠合併肺腺癌の一例． TOTOF 宇都宮 2010 7 1

2【学会・研修会発表】
Owada T, Kurasawa K, Maezawa R,
Onisi S, Okada H, Arai S, Fukuda T

Limited usefulness of FDG-PET
imaging_for detection of
inflammation_in patients with
polymyositis and dermatomyositis.

APLAR 2010 14th congress of
Asia Pacific League of
Associations for Rheumatology

Hong Kong 2010 7 14

3【学会・研修会発表】

葉山牧夫, 井上尚, 荒木修, 田
村元彦, 小林哲, 小柳津毅, 石
濱洋美, 知花和行, 石井芳樹,
福田健, 千田雅之

急速に進展した妊娠合併肺腺癌
の一例．

第51回日本肺癌学会総会 広島 2010 11 3

4【学会・研修会発表】
Watanabe M, Hirata H, Hayashi Y,
Sugiyama K, Fukushima Y, Fukuda
T

Epidemiologic investigation of
hornet and paper wasp stings in
forest workers and electrical facility
field workers in Japan.

AAAAI 67th annual meeting San
Francisco 2011 3 22

5【学会・研修会発表】

Tatewaki M, Kurasawa K, Hirata H,
Watanabe M, Maezawa R,
Sugiyama K, Fukushima Y, Fukuda
T

 Clinical features of the relationship
between IgG4 and sclerosing
lesions.

AAAAI 67th annual meeting San
Francisco 2011 3 22



6【学会・研修会発表】
Owada T, Kurasawa K, Maezawa R,
Arai S, Fukuda T

Low detection sensitivity for
inflammation by FDG-PET imaging
in patients with inflammatory
myopathy.

EULAR 2011 Annual European
Congress of Rheumatology, London 2011 3 28

7【学会・研修会発表】 石井芳樹
ALI/ARDSの治療戦略-ガイドラ
イン改訂をふまえて-．

第51回日本呼吸器学会学術講演 東京 2011 4 22
ランチョ
ンセミ
ナー

8【学会・研修会発表】 福田健
エキスパートにとってのガイド
ライン．

第51回日本呼吸器学会学術講演 東京 2011 4 23
パネル
ディス
カッショ
ン

9【学会・研修会発表】 平田博国
ハチアレルギー患者における免
疫療法の現状と将来の展望．

第23回日本アレルギー学会春
季臨床大会

千葉 2011 5 15シンポジ
ウム

10 【学会・研修会発表】 福田健 成人気管支喘息．
第23回日本アレルギー学会春
季臨床大会

千葉 2011 5 15シンポジ
ウム

11【学会・研修会発表】 福田健 気管支喘息の最近の話題．
第5回相模原臨床アレルギー
セミナー

横浜 2011 8 5
ランチョ
ンセミ
ナー

12【学会・研修会発表】 三好祐顕, 石井芳樹, 福田健
結核性胸膜炎の診断における局
所麻酔下胸腔鏡検査の有用性に
ついて．

第86回日本結核病学会総会 東京 2011 6 2ミニシン
ポジウム



13【学会・研修会発表】 石井芳樹
喫煙と喘息－禁煙指導の実際
－．

第44回日本小児呼吸器疾患学会宇都宮 2011 10 15教育講演

14【学会・研修会発表】 石井芳樹 喘息の発症・増悪と喫煙．

第48回日本小児アレルギー学
会 第16回アジア太平洋小児
アレルギー呼吸器免疫学会
合同学術大会

福岡 2011 10 シンポジ
ウム

15【学会・研修会発表】 石井芳樹
免疫学的にみた喘息とCOPDの類
似点、相違点．

第61回日本アレルギー学会秋
季学術大会

東京 2011 11 12シンポジ
ウム

16【学会・研修会発表】 石井芳樹 難治性喘息．
アスピリン不耐症・難治性喘
息研究会2011

東京 2011 11 12シンポジ
ウム

17【学会・研修会発表】 福田健
レスピロロジストの視点からの
喘息、膠原病肺病態の解明．

平成23年度アレルギー・膠原
病内科例会 第1233回千葉医
学会例会

千葉 2011 12 3特別講演



18【学会・研修会発表】
Chibana K, Ishii Y, Anraku Y,
Fukuda T

The Morbidity of airway
obstruction in chronic bronchitis
(CB) subjects in general practiciner
(GP) in Tochigi prefecture, Japan.

ATS 2010 International Confaren New
Orleans 2010 5 18

19【学会・研修会発表】
Chibana K, Ishii Y, Takemasa A,
Fukuda T

The expression of iNOS , CCL26
and MUC5AC in human primary
distal bronchial cells to compare
with proximal cell .

ATS 2010 International Confaren New
Orleans 2010 5 19

20【学会・研修会発表】 Takemasa A, Ishii Y, Fukuda T

Adequate sedation for flexible
bronchoscopy : a randomized,
double-blind study to assess the
efficacy and safety of propofol and
midazoiam combination sedation in
patients undergoing flexible
bronchoscopy.

ATS 20101International Confaren Denver 2011 5 15

21【学会・研修会発表】
Chibana K, Takemasa A, Arai R,
Ishii Y, Fukuda T

IL-33 induces CCL26 from primary
human disital bronchial epithellal
cells.

ATS 20101International Confaren Denver 2011 5 17

22【学会・研修会発表】 Ishii Y, Hata M, Fukuda T
Plasma GM-CSF/IL-3 ratio well
correlates with specific IgE RAST
score for house dust mite.

ATS 20101International Confaren Denver 2011 5 17

23【学会・研修会発表】

Shiobara T, Hirata H, Fukushima Y,
Tatewaki M, Fukushima F, Chibana
K, Sugiyama K, Arima M,
Kurasawa K, Fukuda T

 The pattern of cytokines and
chemokines in BAL fluid in patients
with idiopathic interstitial
pneumonitis and collagen vascular
disease associated interstitial
pneumonitis.

ERS 2011 Annual Congress Amsterdam 2011 9 25

24【学会・研修会発表】

Sugiyama K, Hirata H, Ikeda N,
Shiobara T, Tatewaki M, Fukushima
F, Arima M, Fukushima Y, Fukuda
T

Patients with fkuctunant peak flow
value in the absent category are
insensitive to dyspnea and are at
risk for severe asthma exacerbation.

ERS 2011 Annual Congress Amsterdam 2011 9 25



25【学会・研修会発表】 新井良，石井芳樹，福田健
ハンドヘルド呼気NOアナライ
ザーNIOX MINOと据え置き式
Siverse280の比較検討．

第7回呼吸器バイオマーカー
研究会

東京 2011 3 12

26【学会・研修会発表】

渡邉泰治, 三好祐顕, 曽田紗世,
横山達也, 角田卓也, 塩原太一,
池田直哉, 松野和彦, 神谷周良,
舘脇正充, 林ゆめ子, 福島史哉,
降籏友恵, 知花和行, 福島康次,
福田健, 武政聡浩, 石井芳樹

胸部異常影精査目的の気管支鏡
検査にて、偶発的に発見された
endobronchial MALTリンパ腫の
1例．

第136回日本呼吸器内視鏡学
会関東支部会

東京 2011 3 19

27【学会・研修会発表】
林ゆめ子, 石井芳樹, 端みつ美,
福田健

サルコイドーシス症例における
末梢血樹状細胞サブセットの解
析．

第51回日本呼吸器学会学術講演 東京 2011 4 22
ポスター
セッショ
ン

28【学会・研修会発表】
知花和行, 石井芳樹, 武政聡浩,
福田健

IL-33刺激によるヒト初代培養
末梢気道上皮からのCCL26の産
生．

第51回日本呼吸器学会学術講演 東京 2011 4 22
ポスター
セッショ
ン

29【学会・研修会発表】
Takemasa A, Ishii Y, Chibana K,
Fukuda T

Serum surfactant proteins A and D
as prognostic markers in acute
exacerbation of idiopathic
pulmonary fibrosis after
glucocorticoid therapy.

第51回日本呼吸器学会学術講演 東京 2011 4 24
English
Mini-
Symposium

30【学会・研修会発表】

林ゆめ子, 横山達也, 永澤潤哉,
山崎龍太郎, 塩原太一, 新井聡
子, 大和田高義, 前澤玲華, 倉
沢和宏, 福田健, 須藤泰代, 堀
中繁夫, 石光俊彦

膜性腎症を合併したIgG4関連疾
患の一例．

第23回日本アレルギー学会春
季臨床大会

千葉 2011 5 14ミニシン
ポジウム

31【学会・研修会発表】

田中彩絵, 福島史哉, 横山達也,
吉田匠生, 神谷周良, 滝澤秀典,
三好祐顕, 武政聡浩, 福島康次,
倉沢和宏, 石井芳樹, 福田健

血清IgG4を認め、局所麻酔下胸
腔鏡検査にて胸膜病変を確認し
得た4例の検討．

第23回日本アレルギー学会春
季臨床大会

千葉 2011 5 14
ポスター
セッショ
ン



32【学会・研修会発表】

池田直哉, 杉山公美弥, 平田博
国, 市川寿子, 大西祥五, 塩原
太一, 野村由至, 吉田匠生, 渡
部峰明, 新井良, 小原一記, 神
谷周良, 林ゆめ子, 松野和彦,
舘脇正充, 福島史哉, 福島康次,
福田健

ペットボトル飲料水に対する食
物アレルギーの1例．

第23回日本アレルギー学会春
季臨床大会

千葉 2011 5 14
ポスター
セッショ
ン

33【学会・研修会発表】
塩原太一, 知花和行, 平田博国,
杉山公美弥, 武政聡浩, 福島康
次, 石井芳樹, 福田健

重症Oral Allergy
Syndrome(OAS)合併喘息症例に
対するOmalizumab の使用経
験．

第23回日本アレルギー学会春
季臨床大会

千葉 2011 5 14
ポスター
セッショ
ン

34【学会・研修会発表】
武政聡浩, 石井芳樹, 三好祐顕,
福島史哉. 福田健

肺野末梢側20mm以下の病変に対
するVirtual bronchoscopyを用
いた気管支鏡診断．

第34回日本呼吸器内視鏡学会
学術集会

浜松 2011 6 16

35【学会・研修会発表】

田中彩絵, 福島史哉, 横山達也,
吉田匠生, 神谷周良, 滝澤秀典,
三好祐顕, 武政聡浩, 福島康次,
倉沢和宏, 石井芳樹, 福田健

血清IgG4高値を認め、局所麻酔
下胸腔鏡検査にて胸膜病変を確
認し得た4例の検討．

第34回日本呼吸器内視鏡学会
学術集会

浜松 2011 6 16

36【学会・研修会発表】
三好祐顕, 福島史哉, 滝澤秀典,
福田健, 石井芳樹

胸腔鏡所見分類作成を目指して
〜悪性疾患における胸腔鏡所見
の検討〜．

第34回日本呼吸器内視鏡学会
学術集会

浜松 2011 6 16ワーク
ショップ

37【学会・研修会発表】

塩原太一, 三好祐顕, 林ゆめ子,
横山達也, 福島史哉, 降籏友恵,
知花和行, 福島康次, 福田健,
武政聡浩, 石井芳樹, 池野義彦,
阿久津郁夫

EBUS-TBNAにて確定診断の得ら
れた結核性縦隔リンパ節炎の3
症例．

第34回日本呼吸器内視鏡学会
学術集会

浜松 2011 6 17

38【学会・研修会発表】

池野義彦, 長井千輔, 阿久津郁
夫, 眞塩一樹, 﨑尾浩由, 大原
千知, 近江史人, 塩原太一, 三
好祐顕, 梅津英央, 知花和行,
武政聡浩, 杉山公美弥, 福島康
次, 石井芳樹, 福田健

肺小細胞癌気管・気管支内転移
に対し、経気管支鏡下エタノー
ル注入療法を実施した1症例．

第34回日本呼吸器内視鏡学会
学術集会

浜松 2011 6 17



39【学会・研修会発表】

山崎龍太郎, 前澤玲華, 永澤潤
哉, 岡田春告, 新井聡子, 大和
田高義, 倉沢和宏, 福田健, 花
岡亮輔

妊娠15週でHELLP症候群様の病
態を呈した、抗リン脂質抗体症
候群合併SLEの一例．

第52回関東リウマチ研究会 東京 2011 6 18

40【学会・研修会発表】 花岡亮輔, 岡田春告

下肢運動感覚障害とMPO-ANCA上
昇を契機に発見され、腫瘍浸潤
とIgM円柱による腎障害を呈し
たmarginal zone cell
lymphomaの一例．

第52回関東リウマチ研究会 東京 2011 6 18

41【学会・研修会発表】

池野義彦, 阿久津郁夫, 白石悟,
西村泰司, 佐藤隆, 吉田祐文,
田島康介, 眞塩一樹, 﨑尾浩由,
大原千知, 近江史人, 柳雅人,
杉山公美弥, 福島康次, 石井芳
樹, 福田健

内科受診を契機に発見された
Chlamydia trachomatis感染症
の2症例．

第59回日本化学療法学会総会 札幌 2011 6 24
ポスター
セッショ
ン

42【学会・研修会発表】 田中彩絵

P1-012未治療ⅢＢ／Ⅳ期の非扁
平上皮・非小細胞肺癌に対する
Carboplatin＋Pemetrexed＋
Bevacizumab療法の有効性と安
全性の検討．

第9回日本臨床腫瘍学会学術集 横浜 2011 7

43【学会・研修会発表】
永澤潤哉, 林ゆめ子, 岡田春告,
大和田高義, 前澤玲華, 倉沢和
宏, 福田健

IgG4関連疾患に合併したIgG3主
体の免疫複合体性メサンジウム
増殖性腎炎の1例．

第20回栃木膠原病と腎カン
ファランス

宇都宮 2011 7 8

44【学会・研修会発表】 知花和行
IL-33刺激によるヒト初代培養
末梢気道上皮からのCCL26の産
生．

第八回北関東信越呼吸器
フォーラム

東京 2011 7 9

45【学会・研修会発表】

曽田紗世, 武政聡浩, 福島史哉,
神谷周良, 森田弘子, 高畑敏子,
山崎龍太郎, 村山慶樹, 町田安
孝, 田中彩絵, 角田卓也, 渡部
峰明, 塩原太一, 池田直哉, 塩
原香苗, 松野和彦, 林ゆめ子,
小原一記, 新井良, 舘脇正充,
降籏友恵, 知花和行, 福島康次,
福田健, 三好祐顕, 石井芳樹

転移性肺病変に化学療法が有効
であった傍神経節腫
（paraganglioma）の1症例．

第137回日本呼吸器内視鏡学
会関東支部会

東京 2011 7 9



46【学会・研修会発表】
知花和行，武政聡浩，新井良，
石井芳樹，福田健

IL-33刺激によるヒト初代培養
末梢気道上皮からのCCL26の産
生．

第八回北関東甲信越呼吸器
フォーラム

東京 2011 7

47【学会・研修会発表】 知花和行
急性呼吸不全症例における
Multiplex PCRを用いた呼吸器
感染症起因病原体検出の試み．

第25回栃木県呼吸不全研究会 宇都宮 2011 7 14

48【学会・研修会発表】
倉沢和宏, 大原徹也, 新井聡子,
大和田高義, 前澤玲華, 福田健

TNF阻害およびMTX療法のRA患者
末梢血T細胞分化異常に対する
効果．

第55回日本リウマチ学会総
会・学術集会 第20回国際リ
ウマチシンポジウム

神戸 2011 7 18ワーク
ショップ

49【学会・研修会発表】
舘脇正充, 倉沢和宏, 新井聡子,
大和田高義, 前澤玲華, 福田健

”IgG4 related disease”およ
びその類似疾患の臨床像の解
析．

第55回日本リウマチ学会総
会・学術集会 第20回国際リ
ウマチシンポジウム

神戸 2011 7 19ワーク
ショップ

50【学科・研修会発表】
永澤潤哉, 倉沢和宏, 山崎龍太
郎, 新井聡子, 大和田高義, 前
澤玲華, 福田健

TNF阻害療法中に発症した関節
リウマチ合併器質化肺炎．

第55回日本リウマチ学会総
会・学術集会 第20回国際リ
ウマチシンポジウム

神戸 2011 7 18
ポスター
セッショ
ン

51【学会・研修会発表】
新井聡子, 倉沢和宏, 永澤潤哉,
山崎龍太郎, 大和田高義, 前澤
玲華, 福田健

多発筋炎/皮膚筋炎、強皮症合
併間質性肺炎における血清KL-
6、SP-Dの臨床的意義の検討．

第55回日本リウマチ学会総
会・学術集会 第20回国際リ
ウマチシンポジウム

神戸 2011 7 18
ポスター
セッショ
ン

52【学会・研修会発表】
前澤玲華, 倉沢和宏, 永澤潤哉,
山崎龍太郎, 新井聡子, 大和田
高義, 福田健

ST合剤の予防内服による副作用
は抗RNP抗体陽性症例に多い．

第55回日本リウマチ学会総
会・学術集会 第20回国際リ
ウマチシンポジウム

神戸 2011 7 19
ポスター
セッショ
ン



53【学会・研修会発表】
山崎龍太郎, 前澤玲華, 永澤潤
哉, 新井聡子, 大和田高義, 倉
沢和宏, 福田健

若年男性に発症した、IgG4関連
疾患の一例．

第55回日本リウマチ学会総
会・学術集会 第20回国際リ
ウマチシンポジウム

神戸 2011 7 20
ポスター
セッショ
ン

54【学会・研修会発表】
大和田高義, 倉沢和宏, 永澤潤
哉, 山崎龍太郎,新井聡子, 前澤
玲華, 福田健

関節リウマチに対する加療評価
のバイオマーカーとしてのリウ
マトイド因子の検討．

第55回日本リウマチ学会総
会・学術集会 第20回国際リ
ウマチシンポジウム

神戸 2011 7 20
ポスター
セッショ
ン

55【学会・研修会発表】
新井良，降籏友恵，石井芳樹，
福田健

肺癌治療ガイドラインと実地臨
床－セカンドラインにおけるプ
ラチナ併用療法の意義－．

第42回栃木県癌治療懇話会 宇都宮 2011 7

56【学会・研修会発表】

永澤潤哉，大和田高義，福島康
次，角田卓也，田中彩絵，曽田
紗世，村山慶樹，山崎龍太郎，
舘脇正充，福島史哉，三好祐
顕，知花和行，平田博国，武政
聡浩，杉山公美弥，倉沢和宏，
石井芳樹，福田健，池野義彦，
阿久津郁夫

頚部リンパ節は陳旧性壊死性炎
症像を呈し、縦隔リンパ節
EBUS-TBNAにて診断されたレフ
グレン症候群の1例．

第195回日本呼吸器学会関東
地方会

東京 2011 7

57【学会・研修会発表】
大和田高義, 倉沢和宏, 永澤潤
哉, 新井聡子, 前澤玲華, 福田
健

IgG4関連疾患に合併したIgG3主
体の免疫複合体性メサンジウム
増殖性腎炎の一例．

第21回千葉膠原病セミナー 千葉 2011 9 3

58【学会・研修会発表】 永澤潤哉
TNF阻害療法中に発症した関節
リウマチ合併器質化肺炎の3
例．

第26回栃木リウマチ研究会 宇都宮 2011 9 9

59【学会・研修会発表】 花岡亮輔
関節リウマチ発症早期に腎アミ
ロイドーシスを発症した1例．

第26回栃木リウマチ研究会 宇都宮 2011 9 9



60【学会・研修会発表】

田中彩絵, 福島史哉, 森田弘子,
高畑敏子, 山崎龍太郎, 町田安
孝, 角田卓也, 曽田紗世, 渡部
峰明, 池田直哉, 塩原太一, 松
野和彦, 林ゆめ子, 小原一記,
新井良, 舘脇正充, 降籏友恵,
知花和行, 福島康次, 福田健,
三好祐顕, 武政聡浩, 石井芳樹

胸膜播種をきたした頭皮血管肉
腫の1例．

第138回日本呼吸器内視鏡学
会関東支部会

東京 2011 9 17

61【学会・研修会発表】 福島史哉, 福島康次, 武政聡浩 症例32
第12回東京びまん性肺疾患研
究会

東京 2011 10 1

62【学会・研修会発表】 知花和行
栃木県下都賀郡市一般開業医に
おける慢性気管支炎患者の気流
閉塞有症頻度の検討．

栃木COPD研究会 宇都宮 2011 10 13

63【学会・研修会発表】
崎尾浩由, 大原千知, 近江史人,
阿久津郁夫

当院において在宅人工呼吸器導
入となった症例の検討．

第580回日本内科学会関東地方 東京 2011 10 15

64【学会・研修会発表】
大原千知, 崎尾浩由, 近江史人,
阿久津郁夫

痙攣発作を初発に転移性脳腫瘍
が発見された肺転移を伴った膵
臓がんの1例．

第580回日本内科学会関東地方 東京 2011 10 15

65【学会・研修会発表】
崎尾浩由, 大原千知, 近江史人,
阿久津郁夫

当院において在宅人工呼吸器導
入となった症例の検討．

第47回日本赤十字社医学会総会 福井 2011 10 20

66【学会・研修会発表】
大原千知, 崎尾浩由, 近江史人,
眞塩一樹, 池野義彦, 阿久津郁
夫

痙攣発作を初発に転移性脳腫瘍
が発見された肺転移を伴った膵
臓がんの1例．

第47回日本赤十字社医学会総会 福井 2011 10 20



67【学会・研修会発表】

林ゆめ子, 町田安孝, 池田直哉,
塩原太一, 塩原香苗, 小原一記,
安西真紀子, 舘脇正充, 滝沢秀
典, 眞塩一樹, 降籏友恵, 福島
史哉, 三好祐顕, 武政聡浩, 杉
山公美弥, 福島康次, 石井芳樹,
福田健

R-CHOPによるBALTリンパ腫の治
療経験．

第52回日本肺癌学会総会 大阪 2011 11 3
ポスター
セッショ
ン

68【学会・研修会発表】

新井良, 渡部峰明, 曽田紗世,
林ゆめ子, 松野和彦, 舘脇正充,
降籏友恵, 福島史哉, 福島康次,
石井芳樹, 福田健

肺癌に癌性髄膜炎を併発した症
例の検討．

第52回日本肺癌学会総会 大阪 2011 11 3
ポスター
セッショ
ン

69【学会・研修会発表】

福島史哉, 田中彩絵, 野村由至,
渡部峰明, 塩原太一, 吉田匠生,
池田直哉, 降籏友恵, 福島康次,
福田健, 三好祐顕, 武政聡浩,
石井芳樹

PDTおよびAPCで根治不能であっ
た広範囲の上皮内癌の1例．

第52回日本肺癌学会総会 大阪 2011 11 3
ポスター
セッショ
ン

70【学会・研修会発表】

曽田紗世, 降籏友恵, 新井良,
林ゆめ子, 松野和彦, 舘脇正充,
福島史哉, 三好祐顕, 武政聡浩,
福島康次, 石井芳樹, 福田健

EBUS-TBNAが診断および治療方
針決定に有用であった症例の検
討．

第52回日本肺癌学会総会 大阪 2011 11 4
ポスター
セッショ
ン

71【学会・研修会発表】

降籏友恵, 曽田紗世, 新井良,
林ゆめ子, 塩原太一, 池田直哉,
小原一記, 福島史哉, 三好祐顕,
福島康次, 石井芳樹, 福田健

肺癌に合併したTrousseau症候
群の臨床的検討．

第52回日本肺癌学会総会 大阪 2011 11 4
ポスター
セッショ
ン

72【学会・研修会発表】

光冨徹哉, 木村秀樹, 木島貴志,
池田晋悟, 石井芳樹, 大森亨,
小副川敦, 谷尾吉郎, 中原理恵,
張田信吾, Yung J B

日本人のALK融合遺伝子陽性
NSCLC患者におけるPF-
02341066(クリゾチニブ)の有効
性および安全性．

第52回日本肺癌学会総会 大阪 2011 11 4口演

73【学会・研修会発表】
知花和行, 武政聡浩, 新井良,
石井芳樹, 福田健

IL-33刺激によるヒト初代培養
末梢気道上皮からのCCL26の産
生．

第61回日本アレルギー学会秋
季学術大会

東京 2011 11 10口演



74【学会・研修会発表】

曽田紗世, 杉山公美弥, 神谷周
良, 角田卓也, 田中彩絵, 永澤
潤哉, 町田安孝, 村山慶樹, 山
崎龍太郎, 横山達也, 渡邉泰治,
福島史哉, 平田博国, 福島康次,
福田健

喘息日誌に記載されたピークフ
ロー値(PEFR)と呼吸困難感との
関連の検討．

第61回日本アレルギー学会秋
季学術大会

東京 2011 11 11口演

75【学会・研修会発表】
渡部峰明, 平田博国, 塩原太一,
池田直哉, 林ゆめ子, 杉山公美
弥, 福島康次, 福田健

ハチ毒アレルギー患者における
高感度特異的IgE抗体測定法を
用いた感度・特異性の検討．

第61回日本アレルギー学会秋
季学術大会

東京 2011 11 11口演

76【学会・研修会発表】 平田博国

Over-expression of the LTC4
synthase gene in mice reproduces
human aspirin-induced asthma.

アスピリン不耐症・難治性喘
息研究会2011

東京 2011 11 12

77【学会・研修会発表】 降籏友恵

画像所見と呼吸機能検査の対比
からみたCombined Pulmonary
Fibrosis and Emphysema(CPFE)
のサブタイプ解析．

第20回Pneumo Forum 東京 2011 11 26

78【学会・研修会発表】
倉沢和宏, 新井聡子, 岡田春告,
大和田高義, 前澤玲華, 福田健

RA患者の寛解導入は末梢血T細
胞分化異常を是正する．

第40回日本免疫学会学術集会 千葉 2011 11 28ワーク
ショップ

79【学会・研修会発表】
平田博国, 有馬雅史, 徳久剛史,
福田健

マウスモデルを用いたアスピリ
ン喘息の病態機序の解析．

第40回日本免疫学会学術集会 千葉 2011 11 28ワーク
ショップ

80【学会・研修会発表】

大西祥五, 原澤寛, 星俊安, 轟
正勝, 増田浩之, 比企太郎, 杉
村浩之, 堀江康人, 戸田正夫,
中元隆明

左肺動脈欠損に合併した閉塞性
睡眠時無呼吸症候群の1例．

第39回獨協医学会 壬生 2011 11 30



81【学会・研修会発表】
玉井和哉, 前澤玲華, 阿久津み
わ, 岡田春告, 倉沢和宏, 大和
田高義, 新井聡子

リウマチセンターのの6ヶ月． 第39回獨協医学会 壬生 2011 11 30

82【学会・研修会発表】

松野和彦, 福島史哉, 田中彩絵,
森田弘子, 高畑敏子, 村山慶樹,
町田安孝, 角田卓也, 曽田紗世,
渡部峰明, 池田直哉, 塩原太一,
林ゆめ子, 小原一記, 新井良,
舘脇正充, 降籏友恵, 知花和行,
福島康次, 福田健, 三好祐顕,
武政聡浩, 石井芳樹

ポリープ状の気管支内病変を認
めた前駆T細胞リンパ芽球性白
血病/リンパ腫の1例．

第139回日本呼吸器内視鏡学
会関東支部会

東京 2011 12 3

83【学会・研修会発表】
知花和行, 石井芳樹, 新井良,
林ゆめ子, 塩原太一, 町田安孝,
山崎龍太郎, 武政聡浩, 福田健

喘息患者の末梢気道と中枢気道
の比較-気道上皮細胞のiNOS発
現と呼気NOの相関-．

アレルギー・気道上皮細胞研
究会 第15回学術大会

東京 2011 12 10

84【学会・研修会発表】 知花和行

初代培養気道上皮における
iNOS, eotaxin 3およびMUC5AC
の発現の検討－同一症例におけ
る末梢気道と中枢気道との比較
－．

平成22年度「獨協医科大学研
究助成金・奨励金」及び平成
21年度「関湊賞」受賞者によ
る研究成果報告会（関湊賞）

壬生 2011 12 3

85【学会・研修会発表】
村山慶樹, 倉沢和宏, 永澤潤哉,
岡田春告, 新井聡子, 大和田高
義, 前澤玲華, 福田健

胸壁浸潤を伴う巨大肺腫瘤を認
めたIgG4関連炎症性肺偽腫瘍の
1例．

第22回日本リウマチ学会関東
支部学術集会

さいたま 2011 12 11

番号 見出し 受賞者名 演題 学会名 賞の名称 受賞年 受賞月 受賞日 備考

1【学術賞】 知花和行
IL-33刺激によるヒト初代培養
末梢気道上皮からのCCL26の産
生.

第8回北関東甲信越呼吸器
フォーラム

学術賞 2011 7 9

2【学術賞】 知花和行
IL-33刺激によるヒト初代培養
末梢気道上皮からのCCL26の産
生．

アレルギー・気道上皮細胞研
究会第14回学術大会

学術大賞 2011 12 10



番号 見出し 氏名 備考1 備考2 備考3 備考4 備考5 年 月 日 種類

1【新聞記事・書評等】 福田健
危険 大人のせきをあなどる
な！

リビングマロニエ
栃木リビ
ング新聞
社

2011 1 22新聞

2【新聞記事・書評等】 福田健
日本アレルギー協会北関東支部
の活動状況．

Info Allergy 2011 6

3【新聞記事・書評等】 福田健
高齢者で合併率が高いCOPDと喘
息を鑑別する鍵とは．

Medical Tribune 2011 1 27

4【新聞記事・書評等】 福田健
日米英韓の制度検証から理想的
なアレルギー専門医の姿を探
る．

Medical Tribune 2011 2 3

5【新聞記事・書評等】 福田健
アレルギー疾患に関わる遺伝、
環境因子の分析が発展．

Medical Tribune 2011 2 10

6【新聞記事・書評等】 渡部峰明, 平田博国, 福田健 スズメバチ刺傷とIgE抗体． 日本医事新報 2011

7【新聞記事・書評等】 福田健
花粉症 飛散多い年 初めて発症
の人も．

朝日新聞
朝日新聞
社

2011 2 14

8【新聞記事・書評等】 福田健
個別化医療を目指すアレルギー
学の展望．

Nikkei Medical 2011



9【新聞記事・書評等】 石井芳樹

肺の疾患に最新治療を 上皮内
がんに手術は困難だが「光線力
学療法」がある 発見が難しい
肺の疾患に獨協医大が効果的な
療法を導入し臨床試験も相次い
で実施．

THEMIS 2011 5 雑誌取材

10【新聞記事・書評等】 石井芳樹
肺・呼吸器 ニッポン病院の実
力 獨協医科大学病院光線力学
療法で上皮内がん撃退．

夕刊フジ
産経新聞
社

2011 3 26新聞

11【新聞記事・書評等】 石井芳樹 死を招く病気COPD． Aspo
下野新聞
社

2011 5 26生活情報
紙

12【新聞記事・書評等】 福田健
夏の健康Q&Aこども編 夏はハチ
に要注意！長そで・白シャツで
出かけて．

とちぎ元気健康情報誌 newロ
ングライフ

2011 健康情報
誌
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