
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】

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

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】

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】
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

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】 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

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】 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

2【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

呼吸器内視鏡センター



3【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

4【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

5【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

6【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

7【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

8【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



9【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

10【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

11【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

12【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

13【学会・研修会発表】
苅部陽子，西村嘉裕，冨岡真一
郎

Endobronchial Watanabe
Spigot（EWS）が有効であった
大量 air leak を来した終末
期肺癌の 1 例

第34回日本呼吸器内視鏡学
会学術集会

浜松 2011 6 17

14【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



15【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

16【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

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】 石井芳樹

PDT（光線力学療法）が受けら
れる病院
先進の技術と機器を駆使して肺
癌の診療と治療を行う呼吸器内
視鏡センター　獨協医科大学呼
吸器内視鏡センター

病院の実力　2011　総合編
読売新聞
社

2011 2 10

2【新聞記事・書評等】 石井芳樹

肺疾患に最新治療を
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
株式会社
テーミス

2011 5 1 雑誌

3【新聞記事・書評等】 石井芳樹

肺・呼吸器　ニッポンの病
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
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