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血液浄化療法部 

 
論文  

A 欧文 
A-a  
1. Muta K, Obata Y, Oka S, Abe S, Minami K, Kitamura M, Endo D, Koji T, Nishino T: Curcumin ameliorates nephrosclerosis via 

suppression of histone acetylation independent of hypertension. Nephrol Dial Transplant 31(10): 1615-1623, 2016 (IF: 4.085) ＊
★ 

B 邦文 
B-a 
1. 北村峰昭, 澤 未来, 川口祐輝, 上条将史, 川崎智子, 山下 裕, 浦松 正, 小畑陽子, 望月保志, 大仁田 亨, 錦戸雅

春, 松屋福蔵, 原田孝司, 酒井英樹, 迎 寛, 西野友哉: 長崎県の腎移植症例における再発性 IgA 沈着の検討. 日本臨

床腎移植学会雑誌 4(1): 107-112, 2016 

2. 望月保志, 中西裕美, 岩田隆寿, 北村峰昭, 宮田康好, 錦戸雅春, 松屋福蔵, 西野友哉, 酒井英樹: 長崎大学における腎

移植 50 年の治療成績. 日本臨床腎移植学会雑誌 4(2): 202-207, 2016 

B-b 
1. 錦戸雅春, 北村峰昭, 北村里子, 酒井英樹, 原田孝司: 【高齢・超高齢透析患者の致死的感染症】 泌尿器科関連感染 気

腫性腎盂腎炎・膀胱炎、膿腎症. 臨床透析 32(2): 197-204, 2016 

2. 中野国枝, 進藤徳子, 錦戸雅春: 腎不全とともに生きる患者および家族へのナラティブ・アプローチ ナラティブを通

じて学んだ「患者との相互理解」の大切さ 長期透析後に腎移植を経験した患者との対話から. 臨床透析 32(5): 
598-602, 2016 

3. 望月保志, 岩田隆寿, 宮田康好, 錦戸雅春, 酒井英樹: 腎移植、更なる成績の向上のために! 技術の進歩と応用による

ハイリスク症例への対応 免疫抑制療法の進歩と課題. 西日本泌尿器科 78(6): 284-291, 2016 

4. 望月保志, 中西裕美, 岩田隆寿, 北村峰昭, 大仁田 亨, 宮田康好, 錦戸雅春, 松屋福蔵, 西野友哉, 酒井英樹: 【腎移

植、最近の進歩と課題】適応拡大と長期生着を目指して. 九州人工透析研究会誌 1: 37-47, 2016 

5. 望月保志, 岩田隆寿, 錦戸雅春, 酒井英樹: 腎移植時の腸骨動脈損傷による下肢血流不全に緊急 F-F バイパス手術で対

応した症例. 泌尿器外科 29 特別号: 15-17, 2016 

B-e 
1. 望月保志, 中西裕美, 鹿子木 桂, 岩田隆寿, 宮田康好, 錦戸雅春, 酒井英樹: 腎移植後持続性副甲状腺機能亢進症に

対する副甲状腺摘出術症例の検討. 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 33(Suppl.1): S107, 2016 

2. 望月保志 , 錦戸雅春 , 松屋福蔵 , 酒井英樹 : よくわかる献腎移植 その普及を目指して . 日本透析医学会雑誌 
49(Suppl.1): 322, 2016 

3. 宮田康好, 望月保志, 錦戸雅春, 酒井英樹: 慢性腎不全における抗がん剤治療とその成績 慢性腎不全の尿路癌患者に

おけるシスプラチン減量と抗腫瘍効果に関する検討. 日本透析医学会雑誌 49(Suppl.1): 376, 2016 

4. 望月保志, 錦戸雅春, 中西裕美, 鹿子木 桂, 岩田隆寿, 北村里子, 川口祐輝, 北村峰昭, 宮田康好, 西野友哉, 酒井英

樹: 当院における腎移植後透析再導入症例の臨床的検討. 日本透析医学会雑誌 49(Suppl.1): 433, 2016 

5. 北村峰昭, 北村里子, 太田祐樹, 牟田久美子, 川崎智子, 浦松 正, 廣瀬弥幸, 小畑陽子, 錦戸雅春, 松尾孝之, 立石洋

平, 辻野 彰, 西野友哉, 酒井英樹: 急性期脳卒中にて当院に入院した血液透析症例についての検討. 日本透析医学会

雑誌 49(Suppl.1): 446, 2016 

6. 水田芳博, 中野国枝, 浦川恵美, 相川隆浩, 永野 誠, 進藤徳子, 錦戸雅春: 血液浄化療法部における急変時対応シミ

ュレーション教育の導入と効果. 日本透析医学会雑誌 49(Suppl.1): 632, 2016 

7. 鳥越健太, 小畑陽子, 太田祐樹, 牟田久美子, 北村峰昭, 川崎智子, 廣瀬弥幸, 浦松 正, 西野友哉: 腹膜透析患者の食

塩味覚閾値に影響する因子の検討. 日本腎臓学会誌 58(3): 335, 2016 

8. 廣瀬弥幸, 梅根隆介, 平井達大, 辻 清和, 澤 未来, 鳥越健太, 川口祐輝, 岡 哲, 阿部伸一, 牟田久美子, 太田祐樹, 
北村峰昭, 川崎智子, 北村里子, 浦松 正, 小畑陽子, 西野友哉: ネフローゼ症候群に対する診療録の監査基準策定(第
一報). 日本腎臓学会誌 58(3): 372, 2016 

9. 岡 哲, 小畑陽子, 牟田久美子, 北村峰昭, 川崎智子, 廣瀬弥幸, 浦松 正, 山下 裕, 新井英之, 西野友哉: ESA 製剤

による透析導入期の貧血管理状況の比較. 日本透析医学会雑誌 49(Suppl.1): 479, 2016 

10. 廣瀬弥幸, 梅根隆介, 平井達大, 辻 清和, 澤 未来, 鳥越健太, 川口祐輝, 岡 哲, 阿部伸一, 牟田久美子, 北村峰昭, 
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川崎智子, 崎村直史, 北村里子, 小畑陽子, 浦松 正, 西野友哉: 維持血液透析導入症例における診療録の質的監査. 
日本透析医学会雑誌 49(Suppl.1): 587, 2016 

11. 浦松 正, 太田祐樹, 牟田久美子, 北村峰昭, 川崎智子, 廣瀬弥幸, 小畑陽子, 西野友哉: 長崎県内における PD 関連腹

膜炎の状況と問題点. 日本透析医学会雑誌 49(Suppl.1): 866, 2016 

12. 望月保志, 中西裕美, 大庭康司郎, 宮田康好, 錦戸雅春, 酒井英樹: 5年以上分子標的療法を施行した転移性腎癌の検討. 
腎癌研究会会報 46: 44, 2016 

13. 太田祐樹, 牟田久美子, 北村峰昭, 廣瀬弥幸, 浦松 正, 小畑陽子, 北村里子, 錦戸雅春, 福岡順也, 久野 敏, 西野友

哉: Tip lesion を認めた膜性腎症の一例. 日本腎臓学会誌 58(6): 908, 2016 

14. 藤樹祐未, 足立美沙, 梅根隆介, 橋口麻夕子, 山下 裕, 一ノ瀬 浩, 北村峰昭, 小畑陽子, 久野 敏, 西野友哉: 単ク

ローン性免疫蛋白による fibrillary glomerulopathy の 1 例. 日本腎臓学会誌 58(6): 910, 2016 

15. 川原仁美, 石橋可奈子, 阿部伸一, 牟田久美子, 太田祐樹, 北村峰昭, 廣瀬弥幸, 浦松 正, 小畑陽子, 福岡順也, 西野

友哉: 尿細管間質性腎炎を伴った難治性微小変化型ネフローゼ症候群の一例. 日本腎臓学会誌 58(6): 925, 2016 

16. 廣瀬弥幸, 井上公介, 赤澤祐子, 牟田久美子, 北村峰昭, 北村里子, 浦松 正, 小畑陽子, 西野友哉: 維持血液透析導入

症例における診療録の質的監査. 診療情報管理 28(2): 208, 2016 

17. 望月保志, 大坪亜紗斗, 中村裕一郎, 中西裕美, 鹿子木 桂, 志田洋平, 計屋知彰, 大庭康司郎, 宮田康好, 錦戸雅春, 
酒井英樹: 転移性腎癌に対する分子標的療法と腎機能障害 当科の経験と現状. 西日本泌尿器科 78(増刊): 169, 2016 

18. 松尾朋博, 大庭康司郎, 志田洋平, 岩田隆寿, 計屋知彰, 望月保志, 宮田康好, 錦戸雅春, 酒井英樹: 泌尿器腹腔鏡技術

認定取得を目的とした当科におけるトレーニングプログラム. Japanese Journal of Endourology 29(3): 347, 2016 

19. 北村峰昭, 北村里子, 上条玲奈, 佐藤信也, 浦松 正, 小畑陽子, 錦戸雅春, 宮崎泰司, 西野友哉: メトトレキサート中

毒に対して血液浄化を行った 2 例. 日本アフェレシス学会雑誌 35(Suppl.): 151, 2016 

20. 中村祐太, 高木博人, 太田祐樹, 牟田久美子, 北村峰昭, 北村里子, 廣瀬弥幸, 浦松 正, 小畑陽子, 冨永雅博, 錦戸雅

春, 福岡順也, 西野友哉: 血漿交換療法により血液透析離脱可能であった抗GBM抗体型急速進行性糸球体腎炎の 1例. 
日本アフェレシス学会雑誌 35(Suppl.): 161, 2016 

21. 中村祐太, 高木博人, 太田祐樹, 北村峰昭, 浦松 正, 小畑陽子, 望月保志, 錦戸雅春, 福岡順也, 西野友哉: PD 導入時

に皮下組織への透析液リークが疑われた AL アミロイドーシスの一例. 九州人工透析研究会総会会誌 44: 28, 2016 

22. 田代佳子, 石橋可奈子, 太田祐樹, 牟田久美子, 北村峰昭, 浦松 正, 小畑陽子, 錦戸雅春, 福岡順也, 西野友哉: LDL
アフェレーシスが有効であった難治性ネフローゼ症候群の一例. 九州人工透析研究会総会会誌 44: 29, 2016 

23. 望月保志, 中西裕美, 鹿子木 桂, 志田洋平, 計屋知彰, 北村峰昭, 宮田康好, 錦戸雅春, 西野友哉, 酒井英樹: 腎移植

後透析再導入症例の臨床的検討. 九州人工透析研究会総会会誌 44: 29, 2016 

24. 澤 未来, 北村峰昭, 森 篤史, 浦松 正, 廣瀬弥幸, 小畑陽子, 望月保志, 田畑和宏, 原 重雄, 錦戸雅春, 福岡順也, 
酒井英樹, 西野友哉: 移植 4 年後に C1q 腎症が再発したと考えられた一例. 日本移植学会雑誌 51: 298, 2016 

25. 廣瀬弥幸, 森田知之, 井上公介, 赤澤祐子, 牟田久美子, 北村峰昭, 川崎智子, 小畑陽子, 浦松 正, 西野友哉: 質的監

査の二つのアプローチ. 日本 POS 医療学会雑誌 20(1): 54-56, 2016 
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研究業績集計表 教室等名：605 血液浄化療法部

論文数一覧

A-a A-b A-c A-d A-e 合計 SCI B-a B-b B-c B-d B-e 合計 総計

2016 1 0 0 0 0 1 1 2 5 0 0 25 32 33

学会発表数一覧

A-a 合計 B-a 合計 総計

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 学会 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 学会

2016 0 0 1 1 0 0 29 29 30

論文総数に係る教員生産係数一覧

2016

Impact factor 値一覧

2016

A-b B-b

0.03 0.5 1 0.5

4.085

Impact factor

 欧文論文総数

論文総数

教員生産係数

（欧文論文）

 SCI掲載論文数

欧文論文総数

教員生産係数

（SCI掲載論文）

2.043 4.085

論文当たり Impact factor教員当たり Impact factor

 


