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田丸智巳、西川政勝： 
第 3章	 血栓性疾患 本態性血小板血症/多血症. 
プリンシプル	 血液疾患の臨床	 血栓・止血異常の診療, 富山佳昭専門編集.中山書店,東京, 
pp138-148, 2014. 
 
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) 
 
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	 Web版 (第 1.1
版) [第 1.1版 追記/追加コメント/修正/追加 CQ] (山口素子: 作成委員会委員、PTCL, ENKL
疾患責任者) http://www.jshem.or.jp/gui-hemali/index.html 
 
松崎晋平、磯野功明、田中宏樹： 
急性膵炎の初期治療のポイントを教えて下さい． 
これだけは知っておきたい膵疾患診療の手引き：140ー144，2014年 4月発行 
 
豊田英樹： 
地方のクリニックでのカプセル内視鏡導入の現状. 
実地医家の内視鏡診療奮戦記、春間賢監修、東京医学社、東京、73-79. 2014年 10月 
 
山口素子： 
節外性 NK/T細胞リンパ腫の治療方針. 
金倉 譲、木崎昌弘、鈴木律朗、神田善伸編、EBM 血液疾患の治療 2015-2016、中外医学
社、東京、pp305-308, 2014 
 
宮崎香奈： 
Aggressive B細胞リンパ腫 
「びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫の初回治療方針」 
『EBM血液疾患の治療 2015-2016』2014年 11月発行 
 
兼児敏浩： 
Autopsy imaging 
検査マニュアル第 2 版	 Ai と医療安全対策	 阿部一之	 樋口清孝	 編	 2015 年 1 月	 12
～15	 ベクトル・コア 



 
山口素子： 
悪性リンパ腫. イヤーノート TOPICS 2015-2016、岡庭 豊編、メディックメディア、東京、
pp260-262, 2015 
 
厚生労働科学研究委託費	 革新的がん医療実用化研究事業	 「びまん性大細胞型 B 細胞リ
ンパ腫の新規難治性病型に対する治療研究」 平成２６年度委託業務成果報告書. 業務主任
者	 山口素子、2015年 3月 
 
鈴木圭、関根隆夫： 
メシル酸イマチニブ併用化学療法中に壊疽性膿瘡を合併したフィラデルフィア染色体陽性

急性混合性白血病 
感染症学会雑誌 88(3 Suppl 9-10): 33-6, 2014. 
 
濱田賢司、松崎晋平、野口大介、早崎碧泉、金兒博司、田岡大樹： 
前下亜区域胆管枝胆嚢肝管に対し胆嚢管と吻合し再建した胆摘術の 1例． 
日本臨床外科学会雑誌 75(4)：1050-1055，2014 
 
馬場洋一郎、田中宏樹、磯野功明、斉藤知規、向克巳、松崎晋平、岡野宏、田岡大樹、村

田哲也、渡辺玄： 
浸潤性微小乳頭癌成分をともなった進行胃癌の 1例． 
日本消化器病学会雑誌 111(6)：1113-1119，2014 
 
馬場洋一郎，内山智子，濱田賢司，石原禎子，田中宏樹，磯野功明，齊藤知規，向克巳，

村田哲也，味岡洋一： 
Rhabdoid feature を呈した S状結腸未分化癌の 1例． 
日本消化器病学会雑誌 111(7);1384-1390,	 2014 
 
片山直之： 
iPS細胞からの血液産生 
臨床血液 55(10):1795-1802, 2014. 
 
田中宏樹、馬場洋一郎、松崎晋平、磯野功明、佐瀬友博、斉藤知規、岡野宏、向克巳、金

兒博司、渡辺玄： 
Intraductal papillary mucinous neoplasmを契機に発見された invasive micropapillary 
carcinoma成分を伴った膵癌の 1例． 



日本消化器病学会雑誌 111(11)：2149-2156，2014 
 
永春圭規、宮崎香奈、今井	 裕、田村麻子、海野	 啓、藤枝敦史、杉本由香、山口素子、

桝屋正浩、片山直之： 
フルダラビン・リツキシマブ併用療法が奏効した Bing-Neel症候群 
臨床血液 55(12):2423-2428, 2014. 
 
鈴木圭、中瀬一則、菅原由美子、藤岡正紀、今井寛、片山直之： 
ミカファンギン耐性非カンジダ属真菌によるブレイクスルー感染症の臨床的特徴. 
日本臨床救急医学会雑誌 18(1):38-44, 2015. 
 
豊田英樹、村越三衣、豊田美香、豊田長世： 
腹部超音波検査が早期診断に有用であった腸管出血性大腸菌 O157による食中毒. 
三重医報	 651号：29-32、2015 
 
磯野功明、松崎晋平、田中宏樹、栃尾智正、熊沢広朗、佐瀬友博、岡野宏、斉藤知規、馬

場洋一郎、向克巳： 
細径内視鏡下胆管ドレナージが有効であった食道狭窄を伴う急性胆管炎の 1例． 
日本消化器内視鏡学会雑誌 57(1)：46-51，2015 
 
宮崎香奈、山口素子： 
リンパ腫の治療 
「びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫」 
『日本臨牀』2014年 第 72巻第 3号：483-487 
 
松崎晋平： 
総胆管結石治療の基本と工夫． 
Medicase22，1-4，2014 
 
山口素子： 
造血器腫瘍診療におけるガイドラインの利用と展望	 T/NK細胞リンパ腫. 
癌と化学療法 41(5): 576-579, 2014 
 
宮崎香奈： 
特集「リンパ腫～現在の standardと controversy～」 
「びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫の層別化治療は今後どうなるか」 



『Hematology Agora』第 3号 (2014年 8月発行) 
 
兼児敏浩： 
外科医療安全と感染管理 
消化器外科	 へるす出版 Vol. 37 No.11 通巻第 467号	 1677～1685,  2014 
 
兼児敏浩： 
どうしたらやる気がよみがえる？	 医療安全教育の現状とこれから 
Nursing BUSINESS	 メディカ出版	  Vol.8 No.12 1114～1117，2014 
 
山口素子.： 
【がん薬物療法専門医に必須の血液疾患の知識】 (R-)CHOP療法が標準療法ではない悪性
リンパ腫.  
腫瘍内科 14(6): 543-547, (2014.12) 
 
兼児敏浩： 
三重大学病院 Ai センターにおける運用 (地域におけるオートプシーイメージング（Ai）の
取り組み)	 INNERVISION	 株式会社インナービジョン Vol.30 No.1 22～24	 2015 
 
原田 哲朗, 井上 宏之, 十時 利明, 田野 俊介, 北出 卓, 山田 玲子, 濱田 康彦, 葛原 正樹, 
田中 匡介, 堀木 紀行, 竹井 謙之： 
肺病変にて再燃した自己免疫性膵炎の 1例 
肝胆膵治療研究会誌 12巻 1号 Page112, 2014 
 
馬場洋一郎： 
2014年度	 東海胃腸疾患研究会症例集	 症例まとめ	  
第 549回東海胃腸疾患研究会	 2014年	 9月 
 
馬場洋一郎： 
2014年度	 東海胃腸疾患研究会症例集	 症例まとめ 
第 555回東海胃腸疾患研究会	 2015年	 3月	  
 
中瀬一則： 
三重県の地域がん登録について 
JACR Monograph No.20. 94-96,2014 
 



河村知江子、福留寿生、濱元幸子、村林千歳、江頭	 恵、福本由美子、岡田康子、坂野	 華、

河北真理子、中津眞由美、内山文香、広部智子、上村麻衣子、藤本美賀、小林康之、大川

真弘、中瀬一則： 
開設より 3年を経た三重県地域がん登録室の現状と今後の展望 
JACR Monograph No.20. 186-187,2014 
 
中瀬一則： 
好酸球増加と CBF(core binding factor)白血病 
血液フロンティア	 24: 365-370, 2014 
 
中瀬一則： 
慢性リンパ性白血病および類縁疾患 
スタンダード検査血液学第 3版、医歯薬出版、東京、2014, pp283-295. 
 


