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（別紙）学術雑誌などに掲載された論文。

№ 題号 誌名、掲載頁 出版元、発行年 著作者 著作物のジャンル

1

全身性強皮症のRanynaud症状等に対する硝
酸イソソルビドテープ剤の治療効果

皮膚科紀要 Vol.87 No.3
掲載頁：371～373

1992

傳寶憲一、佐々木哲雄、中嶋弘

言語の著作物

2

術中高血圧における静注用Ca拮抗薬の効果 北陸麻酔学雑誌　Vol.25　No.1
掲載頁：29～34 日本麻酔学会北陸地方会

1991

竹端恵子、増田明、久世照五、伊藤祐輔

言語の著作物

3

ニトロールRカプセルとフランドル錠食前食
後服用における血中動態の比較検討

大阪回生病院臨床集報　No.145
掲載頁：59～67

1985

玉井正彦、一森三千男、吉田豊、向井博
子、浅見一代

言語の著作物

4

シクロスポリンを投与された腎移植患者にお
けるサイトメガロウイルス感染症

移植　23(1)
掲載頁：21-27

1988

安村忠樹,
岡隆宏,吉村了勇,吉田隆行,春藤啓介,松井
英,相川一郎,大森吉弘,中井一郎,中嶋啓雄,
浜島高志

言語の著作物

5

痴呆患者における悪性症候群 老年精神医学雑誌 　2(1)
掲載頁：115-119

1991

田北 昌史,
納富 昭人,濱田 正,河野 英雄,庄垣内 良人,
石田 伊都子,岡山 昌弘 言語の著作物

6

末端肥大症のCB-154による治療 ホルモンと臨床 25(12)
掲載頁：1285-1292

1977

出村 黎子、
山口 一,吉村 全代,若林 一二,出村 博,鎮目
和夫 言語の著作物

7

小児における体内動態 臨床と薬物治療 7（８）
掲載頁：1149-1153 エルゼビア・サイエンス株

式会社ミクス
1988

砂川 慶介, 佐藤 吉壮

言語の著作物

8

BetamethasoneーGentamicin軟膏使用経験 皮膚科紀要 63(2)
掲載頁：181-194 京都大学医学部

1968

小堀辰治 , 木根淵承一

言語の著作物

9

ステロイドホルモンに関する臨床実験　第1
報　眼軟膏の効果の比較

日本眼科紀要 11(5)
掲載頁：26-30 日本眼科紀要会

1960

湖崎弘, 阿部繁 , 背尾房子 , 原二郎

言語の著作物

10

ワゴスチグミン散の臨床例 医学通信 (542)
掲載頁：38-42 医学通信社

1958

北原周文

言語の著作物

11

糖尿病患者に対するAcetohexamide投与と
血中IRI分泌

厚生年金病院年報 12
掲載頁：419-428 厚生団

1985

畑 博明, 松本 徳幸, 掃部 巍, 他

言語の著作物

12

潰瘍性大腸炎クーロン病調査研究班　(3)軽
症型潰瘍性大腸炎のステロイド坐薬療法に関
する臨床的ならびに基礎的研究

厚生省特定疾患昭和50年業績集
掲載頁：203-211 厚生省

1976

武藤徹一郎

言語の著作物

13

眼・耳科用リンデロンA液のネブライザー治
験報告

現代の臨床 7(7)
掲載頁：173-175 現代の臨床社

1973

山田恭右, 竹生田勝治 , 小川明 , 渡辺建介
, 田中博

言語の著作物

14

METRONIDAZOLEによるTRICHOMONAS
VAGINALIS感染の化学療法　補遺

産婦人科の世界 23(2)
掲載頁：183-186 医学の世界社

1971

青河寛次, 山路邦彦 , 松下光延

言語の著作物

15

リンデロンーVG軟膏の使用経験とゲンタマ
イシンの皮表細菌数への影響について

皮膚科紀要 65(1)
掲載頁：39-46 京都大学医学部

1970

笹川正二

言語の著作物

16

ODTによる皮表細菌数の増加と，外用剤中抗
生物質の添加の影響

皮膚科紀要 64(1)
掲載頁：25-34 京都大学医学部

1969

中井悠斎

言語の著作物

17

皮膚科領域に於けるVitaminCの研究特に長
期連用時の毛細管抵抗及び光感受性への影響

皮膚と泌尿 26(4)
掲載頁：570-580 皮膚と泌尿編輯部

1964

藤田和典

言語の著作物
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（別紙）学術雑誌などに掲載された論文。

№ 題号 誌名、掲載頁 出版元、発行年 著作者 著作物のジャンル

18

慢性肝性脳症に対する分枝鎖アミノ酸高含有
成分栄養(SF-1008C)の効果

JJPEN（輸液栄養ジャーナル）
6(3)
掲載頁：339-345

メディカルコア
1984

鈴木一幸(岩手医科大学医学部 第1内科),
柏原紀文(岩手医科大学医学部 第1内科),
加藤章信(岩手医科大学医学部 第1内科),
黒沢照男(岩手医科大学医学部 第1内科),
佐藤俊一(岩手医科大学医学部 第1内科),
柴桃正裕(岩手医科大学医学部 第1内科),
井上義博(岩手医科大学医学部 第1内科),
滝川康裕(岩手医科大学医学部 第1内科),
村上昌彦(岩手医科大学医学部 第1内科),

言語の著作物

19

尿素軟膏の二重盲検法による臨床効果の検討 臨床評価5(1)
掲載頁：103-125 (株)臨床評価刊行会

1977

尿素軟膏臨床研究班

言語の著作物

20

一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）に対する抗血小
板薬シロスタゾールの効果ーアスピリンを対
照薬とした二重盲検ランダム化比較試験によ
る検討ー

臨床評価 27(3)
掲載頁：615-643

(株)臨床評価刊行会
2000

後藤文男(慶應義塾大学 神経内科),東儀英
夫(岩手医科大学医学部 神経内科),平井俊
策(群馬大学 神経内科),青木延雄(東京医科
歯科大学 第1内科),伊藤栄一(国立療養所
東名古屋病院 神経内科),松田保(金沢大学
第3内科),澤田徹(国立循環器病センター
内科脳血管部門),山口武典(国立循環器病
センター 内科脳血管部門),安永幸二郎(関
西医科大学 第1内科),丸山征郎(鹿児島大
学 第3内科),

言語の著作物

21

接触皮膚炎 医科学大事典 28
掲載頁：119-123 講談社

1983

内海滉

言語の著作物

22

イソニアジド 第十六改正 日本薬局方解説書
掲載頁：512-517 廣川書店

2011

日本薬局方解説書編集委員会/編

言語の著作物

23

交感神経興奮効果遮断薬 β-遮断薬 最新薬理学講義
掲載頁：97-102 廣川書店

1996

高木敬次郎(東京大学医学部),亀山勉(名城
大学薬学部 薬学部),江田昭英(岐阜薬科大
学 薬理),高柳一成(東邦薬科大学 薬学部), 言語の著作物

24

Ｂ型慢性肝炎の組織中ＨＢＶおよび細胞性免
疫に及ぼす抗ウイルス剤の治療効果について

B型慢性肝炎の治療・病態からみ
た評価22
掲載頁：43-49 1987

山田　剛太郎(岡山大学医学部),真鍋　康
二(岡山大学医学部),長島　秀夫(岡山大学
医学部) 言語の著作物

25

Ｂ型慢性肝炎のインターフェロン療法におけ
る抗ウイルス効果と２′－５′オリゴアデニル
酸合成酵素活性

B型慢性肝炎の治療・病態からみ
た評価
掲載頁：24-32 1987

豊田　成司(北海道大学医学部),菅原　俊
(北海道大学医学部),松嶋　喬(北海道大学
医学部) 言語の著作物

26

Ｔｈｉｏ－ＴＥＰＡによる白鼠胎仔の奇型発
生

大阪大学医学雑誌 11
掲載頁：1907-1921

1959

藤田　弘(大阪大学医学部)

言語の著作物

27

Ｔｒｉｍｅｔａｚｉｄｉｎｅ　ｈｙｄｒｏｃ
ｈｌｏｒｉｄｅの血小板凝集抑制作用

内科宝函 27(1)
掲載頁：1-8

1980

安永　幸二郎(滋賀医科大学),神崎　光也
(滋賀医科大学),木村　征夫(滋賀医科大
学),藤井　達三(京都薬科大学),佐藤　隆
司(京都薬科大学)

言語の著作物

28

Chlorhexidine detergent solution
(Hibiscrub)の嫌気性菌に対する抗菌作用と手
指消毒効果について

臨床と細菌 1(1)
掲載頁：120-125

1974

渡邉　邦友(岐阜大学医学部),二宮　敬宇
(岐阜大学医学部),望月　泉(岐阜大学医学
部),三和　敏夫(岐阜大学医学部),上野
一恵(岐阜大学医学部),鈴木　祥一郎(岐阜
大学医学部),若山悦子(岐阜大学医学部),
宮本　美佐江(岐阜大学医学部),伊藤　と
よ子(岐阜大学医学部),佐藤　由紀子(岐阜
大学医学部),小木曽　早苗(岐阜大学医学
部)

言語の著作物

29

ＳＭ－８１４４の臨床使用経験　－年齢別反
応および再現性について

ホルモンと臨床 35(1)
掲載頁：15-21

1987

吉田　尚義(帝京大学医学部),淸水　直容
(帝京大学医学部)

言語の著作物

30

Chlorhexidine（Hibitane）の各種微生物に
対する抗菌作用

総合医学 18(4)
掲載頁：268-270

1961

阿多　実茂(名古屋大学医学部),田中　定
平(名古屋大学医学部),伊藤　庄三(名古屋
大学医学部) 言語の著作物
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（別紙）学術雑誌などに掲載された論文。

№ 題号 誌名、掲載頁 出版元、発行年 著作者 著作物のジャンル

31

スタンプアガー法による手指消毒剤の効果判
定法について

臨床と細菌 1(1)
掲載頁：112-115

1974

桜井　純(大阪大学微生物病研究所),竹田
美文(大阪大学微生物病研究所),三輪谷
俊夫(大阪大学微生物病研究所),吉田　金
三(大阪大学微生物病研究所),奥田　茂(大
阪急性期・総合医療センター),伊藤　学
(大阪病院　独法)

言語の著作物

32

Ｈ2受容体拮抗剤cimetidineの胃酸分泌抑制
作用　－その３　夜間分泌抑制作用について
の検討－

内科宝函 26(6)
掲載頁：217-224

1979

三好　秋馬(広島大学医学部),大江　慶治
(広島大学医学部),佐藤　勝巳(札幌医科大
学),矢花　剛(札幌医科大学),石森　章(東
北大学医学部),川村　武(東北大学医学
部),男全　正三(慶應義塾大学医学部),佐
島　敬清(慶應義塾大学医学部),中澤　三
郎(名古屋大学医学部),今井　健二(名古屋
大学医学部)

言語の著作物

33

Ｈ2受容体拮抗剤cimetidineの胃酸分泌抑制
作用　－その２　テトラガストリン，ベタ
ゾール，インシュリン刺激分泌抑制効果－

内科宝函 26(6)
掲載頁：205-215

1979

三好　秋馬(広島大学医学部),大江　慶治
(広島大学医学部),佐藤　勝巳(札幌医科大
学),矢花　剛(札幌医科大学),石森　章(東
北大学医学部),川村　武(東北大学医学
部),松尾　裕(東京大学医学部),北村　達
也(東京大学医学部),男全　正三(慶應義塾
大学医学部),佐島　敬清(慶應義塾大学医
学部),中澤　三郎(名古屋大学医学部),今
井　健二(名古屋大学医学部),川井　啓市
(京都府立医科大学),三﨑　文夫(京都府立
医科大学)

言語の著作物

34

二重盲検試験による慢性関節リウマチに対す
るリポステロイド（リメタゾン）の臨床試験

臨床評価　Vol. 13 No. 1
掲載頁：195～227 (株)臨床評価刊行会

1985

塩川優一, 景山孝正, 水島裕, 本間光夫, 柏
崎禎夫, 七川歓次, 恒松徳五郎

言語の著作物

35

精神分裂病に対するイミノジベンジル誘導体
Y-516のクロカプラミン対照二重盲検比較試
験

臨床評価　Vol. 17 No. 2
掲載頁：177～196 (株)臨床評価刊行会

1989

加藤伸勝, 高橋良, 八木剛平, 風祭元, 森温
理, 村崎光邦

言語の著作物

36

新しいIminodibenzyl系化合物Y-516の第Ⅰ
相試験

臨床評価　Vol. 14 No. 3
掲載頁：487～524 (株)臨床評価刊行会

1986

石郷岡純, 村崎光邦, 若田部博文, 高橋明
比古, 大野博司, 福山嘉綱, 三浦貞則

言語の著作物

37

腰痛、頸肩腕痛に対するPranoprofenの薬効
評価 －Double Blind Controlled Studyによ
るFlufenamate・Alとの比較－

臨床評価　Vol. 5 No. 3
掲載頁：493～533 (株)臨床評価刊行会

1977

津山直一, 宮永豊

言語の著作物

38

Fluocinonide外用剤の二重盲検法による臨床
効果の検討

臨床評価　Vol. 2 No. 2
掲載頁：247～258

(株)臨床評価刊行会
1974

安田利顕, 西脇宗一, 岡部省吾, 野波英一
郎, 原田昭太郎, 富沢尊儀, 山口淳子, 西山
茂夫, 下重孝子, 旗野倫, 新井亮一, 広川浩
一, 中内洋一, 藤田恵一, 宮崎寛明, 矢口秀
男, 高木靖信, 桜根孝俊, 増谷衛, 越山陽
二, 橋本謙, 矢代昭夫, 村田譲治, 清水美津
子, 東郷順子, 渡辺靖, 永島敬士, 久木田
淳, 川村太郎, 池田重雄, 滝沢清宏, 小川喜
美子, 中山坦子, 小嶋理一, 福原右, 葛西庸
子, 香川三郎, 入交敏勝, 手塚正, 小宮勉,
大熊守也, 宮崎和広, 笹川正二, 古谷堯, 神
田行雄, 安田利顕, 石原勝, 松島伊三雄, 長
村洋三, 伊藤正俊, 船橋俊行, 坂田裕子, 中
川恵子, 新妻忠, 北郷修, 本田光芳, 岩崎
隆, 湖山里見, 森岡貞雄, 高野祐策, 西山芳
夫, 宇佐美善政, 伊藤裕喜, 河村俊光

言語の著作物

39

慢性腎不全の進行抑制に対するAST-120の臨
床評価 －Placeboを対照とした多施設二重盲
検試験－

臨床評価　Vol. 15 No. 3
掲載頁：527～564

(株)臨床評価刊行会
1987

小出桂三, 越川昭三, 山根至二, 日高三郎,
関野宏, 斉藤幹郎, 金田浩, 松井則明, 浅野
泰, 小高通夫, 入江康文, 中澤了一, 三條貞
三, 多川斉, 川口良人, 加藤暎一, 太田和
夫, 杉野信博, 中川成之輔, 大野丞二, 小出
輝, 中村一路, 高橋進, 秋葉隆, 長沢俊彦,
石田尚志, 前田貞亮, 三村信英, 笹岡拓雄,
堺秀人, 酒井糾, 日台英雄, 荒川正昭, 平沢
由平, 宮村祥二, 本田西男, 柴田昌雄, 白井
大禄, 南方保, 藤田嘉一, 石川兵衞, 大沢源
吾, 藤見惺
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（別紙）学術雑誌などに掲載された論文。

№ 題号 誌名、掲載頁 出版元、発行年 著作者 著作物のジャンル

40

パーキンソン症候群に対するブロモクリプチ
ンの治療効果 －レボドーパとの併用療法にお
ける二重盲検法によるプラセボとの比較試験
－

臨床評価　Vol. 12 No. 2
掲載頁：403～443 (株)臨床評価刊行会

1984

豊倉康夫, 水野美邦, 加瀬正夫, 祖父江逸
郎, 黒岩義五郎, 楢林博太郎, 宇尾野公義,
中西孝雄, 島田康夫, 岩田誠 言語の著作物
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