
和文原著	 2013年度 
 
田丸智巳、西川政勝： 
血小板系分子マーカー（β-トロンボグロブリン,血小板第 4 因子,トロンボキサ
ン,P-セレクチン,フローサイトメトリーによる活性化血小板の検出）. 
臨床検査ガイド 2013-2014, Medical Practice 編集委員会編. 文光堂, 東京, 
pp596-601, 2013. 
	 

宮崎香奈：	 

リンパ腫・骨髄腫の 新療法	 

びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫の初回治療	 

金倉	 譲  総編集、プリンシプル血液疾患の臨床、中山書店、東京、2013, 

pp110-119.	 

 

山口素子：  

節外性 NK/T細胞リンパ腫、鼻型.  

金倉	 譲 総編集、プリンシプル血液疾患の臨床、中山書店、東京、2013, 

pp180-186. 

 

中瀬一則、片山直之：	 

【血液症候群（第 2版）-その他の血液疾患を含めて-】	 

造血器腫瘍と類縁疾患	 悪性リンパ腫	 非 Hodgkin リンパ腫、低悪性度リンパ

腫	 びまん性将リンパ球性リンパ腫（慢性リンパ性白血病）	 

日本臨床	 別冊血液症候群第 2版Ⅲ:	 306-309,	 2013.	 

 

山口素子: 

【血液症候群（第 2版）-その他の血液疾患を含めて-】  

造血器腫瘍と類縁疾患	 悪性リンパ腫	 非 Hodgkinリンパ腫	 低悪性度リンパ

腫	 濾胞性リンパ腫(grade 1-3A).  

日本臨床	 別冊血液症候群第 2版Ⅲ:	 310-313,	 2013.	 

 

山口素子：  



びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫.  

直江知樹、小澤敬也、中尾眞二編、血液疾患	 新の治療 2014-1016、南江堂、

東京、2013, pp176-180. 

 

一般社団法人	 日本血液学会編、造血器腫瘍診療ガイドライン 2013年版、金原

出版、東京、2013 (山口素子: 作成委員会委員、PTCL, ENKL疾患責任者) 

 

山口素子：  

末梢性 T細胞リンパ腫.  

木崎昌弘編著、カラーテキスト血液病学第 2版、中外医学社、東京、2013, 

pp534-537. 

 

山口素子：  

NK/T細胞リンパ腫.  

木崎昌弘編著、カラーテキスト血液病学第 2版、中外医学社、東京、2013, 

pp538-540. 

 

田丸智巳、西川政勝： 
血管の異常による出血性疾患. 
わかりやすい内科学第 4版, 井村裕夫編. 文光堂, 東京, pp289-290, 2014. 
 

西川政勝、田丸智巳： 
血小板の異常による出血性疾患.Ⅰ.	 特発性血小板減少性紫斑病 
わかりやすい内科学第 4版, 井村裕夫編. 文光堂, 東京, pp290-291, 2014. 
 

黒川峰夫、浅野直子、伊豆津宏二、山口素子、飛内賢正：  

【悪性リンパ腫-診断と治療の進歩】  

悪性リンパ腫	 適切な診断を実施するためのポイント.  

日本医師会雑誌 142(5): 1009-1021, 2013. 

 

山口素子：  

【悪性リンパ腫-診断と治療の進歩】  



NK/T細胞リンパ腫治療の 近の進歩.  

日本医師会雑誌 142(5): 1063-1066, 2013. 

	 

宮崎香奈:	 

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫－標準治療と今後の課題.	 

日本医師会雑誌	 143(5):1035-1039,2013.	 

 

鈴木	 圭、川本英嗣、横山和人、仲田智之、藤岡正紀、片山直之、今井	 寛：	 

当院における門脈ガス血症 8例の臨床的検討.	 

日本救急医学会雑誌 24(12):	 1013-1019,	 2013.	 

	 

和田英夫、松本剛史：	 

【静脈血栓塞栓症の血液検査と画像診断:その課題と展望】	 	 

VTE 診療における血液検査の役割.	 

日本血栓止血学会誌	 24(4):	 357-363，2013.	 

	 

酒井	 道生,	 瀧	 正志,	 家子	 正裕,	 井田	 孔明,	 大平	 勝美,	 勝沼	 俊雄,	 高橋	 

芳右,	 野上	 恵嗣,	 日笠	 聡,	 福武	 勝幸,	 松下	 功,	 松本	 雅則,	 窓岩	 清治,	 天

野	 景裕,	 岡	 敏明,	 荻原	 建一,	 澤田	 暁宏,	 嶋	 緑倫,	 白幡	 聡,	 鈴木	 隆史,	 

竹谷	 英之,	 花房	 秀次,	 堀越	 泰雄,	 松下	 正,	 松本	 剛史,	 三室	 淳,	 吉岡	 章,	 

インヒビター保有先天性血友病患者に対する止血治療ガイドライン作成委員会,	 

日本血栓止血学会学術標準化委員会血友病部会：	 

日本血栓止血学会	 インヒビター保有先天性血友病患者に対する止血治療ガイ

ドライン	 2013 年改訂版.	 

日本血栓止血学会誌 24(6):	 640-658，2013.	 

	 

藤井輝久、天野景裕、渥美達也、石黒	 精、大平勝美、岡本好司、勝沼俊雄、

嶋	 緑倫、高橋芳右、松下	 正、松本剛史、森下英理子、岡	 敏明、齊藤誠司、

酒井道生、白幡	 聡、鈴木伸明、瀧	 正志、竹谷英之、長江千愛、野上恵嗣、

花房秀次、日笠	 聡、福武勝幸、	 堀越泰雄、三室	 淳、吉岡	 章、インヒビタ

ーのない血友病患者に対する止血治療ガイドライン作成委員会,	 日本血栓止血

学会学術標準化委員会血友病部会：	 



日本血栓止血学会	 インヒビターのない血友病患者に対する止血治療ガイドラ

イン	 2013 年改訂版.	 

日本血栓止血学会誌 24(6):	 640-658，2013.	 

 

松崎晋平、菊山正隆、河上	 洋、窪田賢輔、真口宏介：	 

IgG4 関連硬化性胆管炎の臨床像と CT 診断	 ～胆管癌との鑑別診断について～．	 

日本消化器病学会雑誌 110(4):	 615-621,	 2013.	 

	 

玉井康将、小林一彦、春木祐司、矢田崇純、浦出伸治、原田哲朗、別府徹也、

直田浩明、山中猛成、福留	 寿生:	 

胎児消化管上皮類似癌と診断した AFP 産生回腸癌の 1例.	 

日本消化器病学会雑誌	 110(5):833-838,2013.	 

	 

馬場洋一郎、向	 克巳、斉藤知規、磯野功明、田中宏樹、岡野	 宏、佐瀬友博、

松崎晋平：	 

0-Ⅱb 型小胃印環細胞癌術後に異時・異所性再発をきたした 0-Ⅱb 型微小胃印環

細胞癌の 1例．	 

日本消化器病学会雑誌 111(1):	 98-104,	 2014.	 

	 

田中宏樹、馬場洋一郎、松崎晋平、磯野功明、斉藤知規、佐瀬友博、岡野	 宏、

向	 克巳、田岡大樹、村田哲也：	 

胃粘膜下腫瘍様形態を示した腹壁原発石灰化線維性腫瘍の 1例．	 

日本消化器病学会雑誌 111(3):	 529-534,	 2014.	 

	 

馬場洋一郎、斉藤知規、向	 克巳、岡野	 宏、佐瀬友博、松崎晋平、磯野功明、

田中宏樹、石原禎子、渡辺	 玄：	 

胃微小印環細胞癌の 1例．	 

日本消化器内視鏡学会雑誌 55(9):	 3109-3115,	 2013.	 

 

田丸智巳、西村有起、今井悦子、山田知美、西村訓弘、西川政勝： 
FFC飲料の飲用者に関する実態調査. 
日本補完代替学会誌	 10(2):	 123-126,	 2013.	 

 



山口素子： 

【臨床血液学	 今後の展望(2013年版)-リンパ系疾患-】  

ホジキンリンパ腫・非ホジキンリンパ腫.  

臨床血液	 54(1)	 :	 81-88,	 2013.	 

 

松岡信良、佐野尚子、村山	 卓、上田健二、橋本秀哉、猪木	 達、広川佳史、	 

山口素子、片山直之：	 

CD5陽性腫瘍細胞の小血管内浸潤を認めたびまん性大細胞型B細胞リンパ腫.	 

臨床血液 54(12):	 2199-2202,	 2013.	 

	 

水谷	 実、中森良樹、坂口春奈、景山裕紀、大矢瑛子、伊野和子、鈴木	 圭、

関根隆夫：	 

初回の R-CHOP 療法時に SIADHと可逆性後頭葉白質脳症を発症したびまん性大細

胞型 B細胞リンパ腫.	 

臨床血液 54(3):	 269-272,	 2013.	 

	 

和田英夫、松本剛史、山下芳樹：	 

【造血器疾患- 新の治療戦略(血小板・凝固・線溶系疾患)-】	 	 

播種性血管内凝固.	 

臨床血液 55(1):	 75-82,	 2014．	 

	 

池田裕明、今井奈緒子：	 

がんの免疫制御—研究と臨床の 前線	 第１６章	 T 細胞輸注療法	 

別冊	 医学のあゆみ	 153:	 117-123,	 2014.	 

	 

水谷	 実、海野	 啓,	 谷口正益,	 玉木茂久,	 谷川元昭,	 辻	 幸太：	 

Rituximab 併用 CODOX-M/IVAC 療法で寛解を維持している小腸 Burkitt	 Lymphoma

の 1 例	 

癌と化学療法 40(9):	 1229-1232,	 2013.	 

 
田丸智巳、水野聡朗、小田裕靖、菅原由美子、齋藤佳菜子、山下芳樹、影山愼

一、内田克典、今井 裕、松岡信良、片山直之： 



スニチニブにて長期間 Stable Diseaseが得られた高分化型神経内分泌腫瘍の 1
例. 
癌と化学療法 40(9):	 1237-1240,	 2013. 
	 

山口素子：  

【血液腫瘍に対する重要な臨床試験と国内外の診療に及ぼすインパクト】  

未治療限局期鼻咽頭原発 NK/T細胞リンパ腫に対する同時化学放射線療 

(RT-2/3DeVIC)の第 I/II相試験の長期観察結果.  

血液内科	 66(4):	 435-440,	 2013.	 

	 

宮崎香奈：	 

特集	 びまん性大細胞型	 B	 細胞リンパ腫の診断と治療－Update	 in	 2013－	 

CD5陽性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫:	 疾患単位に関する現状認識と今後の

課題	 

血液内科	 67(1):28-34,2013.	 

	 

大石晃嗣、門間文彦、片山直之: 
【慢性骨髄性白血病診療と新たな展開 2013】TKI中止の可能性. 
血液内科	 67(2):	 181-188,	 2013.	 

	 

和田英夫、松本剛史、山下芳樹：	 

【免疫・炎症と血液疾患】	 DIC における炎症細胞の役割	 

血液内科	 67(4):	 449-454,	 2013.	 

	 

俵	 功：	 

GVHDの予後指標としてのST2の有用性	 

血液内科	 68(3):	 313-317,	 2014.	 

	 

山口素子： 

【節外性リンパ腫】 Extranodal NK/T-cell lymphomaにおける発生部位による臨

床的特徴と治療.  

血液フロンティア 23(11):	 1571-1577,	 2013.	 



	 

片山直之：	 

【好酸球増加症】序	 好酸球の生理学と疾患との関わり．	 

血液フロンティア	 24(3):	 333-335,	 2014.	 

	 

和田英夫、松本剛史：	 

【血栓症に対する臨床検査】	 血栓症を血液検査で診断する	 凝固線溶	 

血栓と循環	 21(1):	 23-26,	 2013.	 

	 

山口素子：  

NK/T細胞リンパ腫に対する SMILE療法.  

新医学	 68(6):	 1166-1171,	 2013.	 

	 

池田裕明、珠玖	 洋：	 

腫瘍免疫学とがん免疫療法	 第３章１.	 T 細胞輸注療法-TIL,	 T 細胞クローン、

遺伝子改変 T細胞	 

実験医学	 増刊号	 299:	 179-184,	 2013.	 

	 

和田英夫、松本剛史、山下芳樹：	 

【血液凝固・線溶・血小板-血栓と止血】	 ピンポイント小児医療	 血栓・止血

関連マーカー．	 

小児内科 46(2):	 165-168,	 2014.	 

	 

和田英夫、松本剛史：	 

静脈血栓塞栓症の予知と早期診断	 VTE 診断における止血系分子マーカーの役

割	 

心臓	 45(7):	 928-931,2013.	 

	 

片山直之：	 

繰り返す血中ビタミン B12 値低下による貧血症状（Q&A）	 

日本医事新報	 4682:	 60-62,	 2014.	 

	 

宮崎香奈、山口素子：	 



リンパ腫の治療	 治療各論	 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	 

日本臨床	 72(3):483-487,2014.	 

 

山口素子：  

【 新がん薬物療法学-がん薬物療法の 新知見-】  

抗悪性腫瘍薬の副作用とその対策	 骨髄抑制・血液毒性.  

日本臨床 72巻増刊 2 新がん薬物療法学: pp531-535,	 2014.	 

	 

和田英夫、松本剛史：	 

【臨床検査値をどう読むか】	 血液検査	 凝固線溶	 

臨牀と研究	 90(7):	 884-888，2013.	 

	 

豊田英樹：	 

クリニック開業も意外に楽しい？！.	 	 	 

Frontiers	 in	 Gastroenterology	 18(3):	 254-261,	 2013.	 

 
山田玲子、井上宏之、野尻圭一郎、二宮克仁、田野俊介、葛原 正樹、 
濱田 康彦、田中 匡介、堀木 紀行、竹井 謙之： 
壊死性膵炎後 walled-off necrosisに対する複合的治療 
Gastroenterological	 Endoscopy	 56	 (1):58-63,2014.	 

 
堀木紀行、十時利明、北出 卓、葛原正樹、濱田康彦, 田中匡介、荒木俊光、 
楠 正人、竹井 謙之: 
【炎症性腸疾患の画像診断 modality】	 大腸内視鏡	 拡大内視鏡	 

Intestine	 18(2):119-126,2014.	 

	 

山口素子. 【リンパ腫治療 前線－進歩する病型別マネジメント】巻頭言.  

Mebio	 30(8):15,	 2013.	 

	 

宮崎香奈、山口素子:	 

リンパ腫治療 前線－進歩する病型別マネジメント」	 

特殊なDLBCLの診断と治療－血管内大細胞型細胞B細胞リンパ腫とCD5陽性DLBCL	 	 



Mebio	 30(8):24-30,2013.	 

	 

和田英夫、松本剛史：	 

【内科診療にガイドラインを生かす】	 血液疾患	 播種性血管内凝固(DIC)	 

Medicina	 50(11):	 304-308,	 2013.	 

	 

和田英夫、松本剛史、山下芳樹：	 

ガイドラインここがポイント!	 国際 DIC 診療ガイドライン．	 

Thrombosis	 Medicine	 4(1):	 66-70，2014.	 

	 

木下朝博、大島孝一、鈴木律朗、山口素子：  

T/NK細胞リンパ腫の病態・治療研究の進歩. 

Trends in Hematological Malignancies 5(2): 68-75, 2013. 

	 

	 

 
 


