
和文原著 

 
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 30(1): 22～4, 2015  
 
前田 光貴、大澤 一郎、 藤村 侑、長野 真由子、春木 祐司、加藤 憲治、岩田 真、田端 正
己、三田 孝行、玉置 久雄、黒田 直起、金子 真紀、山田 玲子、直田 浩明、小林 一彦： 
EUS-FNAにより感染をきたした石灰化膵仮性嚢胞の 1切除例． 
肝胆膵治療研究会誌 13(1): 36-43, 2015 
 
大澤 一郎、田端 正己、直田 浩明、長野 真由子、藤村 侑、前田 光貴、春木 祐司、加藤 
憲治、岩田 真、三田 孝行、小島 真一、玉井 康将、金子 真紀、金子 昌史、小林 一彦： 
術後経乳頭的アプローチを考慮して、胃全摘後にダブルトラクト法で再建を行った膵体部

混合型 IPMN合併進行胃癌の 1症例． 
肝胆膵治療研究会誌 13(1): 64-70, 2015 
 
田野 俊介, 井上 宏之, 山田 玲子, 作野 隆, 原田 哲朗, 西川 健一郎, 北出 卓, 濱田 康彦, 
葛原 正樹, 田中 匡介, 堀木 紀行, 伊佐地 秀司, 竹井 謙之 
急性膵炎を契機に診断された膵管癒合不全を合併した膵体部癌の 1症例 
肝胆膵治療研究会誌 13(1)：104, 2015 
 
坪井 順哉, 井上 宏之, 山田 玲子, 田野 俊介, 作野 隆, 原田 哲朗, 北出 卓, 葛原 正樹, 
濱田 康彦, 田中 匡介, 堀木 紀行, 竹井 謙之 
好酸球性膵炎が疑われた膵腫瘤の 1症例 
肝胆膵治療研究会誌 13(1)：117, 2015 
 
桝屋正浩： 
エクリズマブ投与にて行動範囲の著しい拡大と精神的安定が図れた古典的 PNH症例 
PNH Frontier No.2：72-5, 2015.	  
 
杉本由香、片山直之： 
本態性血小板血症における遺伝子異常と臨床像 
血液内科 70 (6) : 764-9, 2015	  
 



浦出伸治、金子昌史、篠原敏也、三井慎也、野村昌史： 
非腫瘍性疾患：胃蜂窩織炎 
胃と腸 50(6): 795-7, 2015 
 
和田 英夫, 松本 剛史, 青田 卓実, 山下 芳樹： 
播種性血管内凝固(DIC)の新しい診断基準 
Medical Technology 43(6)：538-9，2015.	  
 
和田 英夫, 松本 剛史, 青田 卓実, 山下 芳樹： 
【ダイナミックに変わりつつある DIC の診断・治療】 DIC の診断/ガイダンス	 国際血栓
止血学会 DIC 診療ガイダンス	 世界の基準と日本の基準の違い、ハーモナイゼーションは
可能か？ 
血栓と循環 23( 2) 106-10. 2015.	  
 
山口素子： 
わが国における節外性 NK/T細胞リンパ腫の治療開発.  
臨床血液 56(6): 639-44, 2015 
 
山口素子： 
【新たな抗体治療の展開】 新たに開発された抗体治療	 リンパ系腫瘍.  
がん分子標的治療 13(2): 190-3, 2015	  
 
Miyazaki K.：  
CD5-positive DLBCL: molecular basis and treatment strategies.  
Rinsho Ketsueki. 56(8):1038-44, 2015 
 
坂口春奈、宮崎香奈、戸野泰孝、藤枝敦史、中森良樹、水谷	 実、関根隆夫、柴崎哲典、

岡	 宏次、加藤	 公、門間文彦、山口素子、桝屋正浩、片山直之： 
足底の皮下腫瘤で発症し鼻腔に再発した節外性 NK/T細胞リンパ腫、鼻型 
「臨床血液」56(8)：1076-81, 2015 
 
磯野功明、松崎晋平、馬場洋一郎、田中宏樹、佐瀬友博、岡野宏、斉藤知規、田岡大樹、

渡辺玄、向克巳： 
乳頭部共通管に基部を有し胆管内へ進展したポリープ型十二指腸乳頭部腺腫内癌の 1例． 
日本消化器病学会雑誌 112(8)：1517-24, 2015 
 



田中宏樹、馬場洋一郎、磯野功明、松崎晋平、佐瀬友博、岡野宏、斉藤知規、向克巳、伊

藤貴洋、渡辺玄： 
特徴的な内視鏡像を呈した粘膜下異所性胃腺に連続進展したと考えられた早期胃癌の 1例． 
日本消化器病学会雑誌 112(9)：1657-63, 2015 
 
磯野功明、馬場洋一郎、斉藤知規、熊沢広朗、田中宏樹、松崎晋平、佐瀬友博、岡野宏、

向克巳： 
十二指腸潰瘍に合併した胃十二指腸動脈瘤破裂の 1例． 
日本消化器病学会雑誌 112(10)：1830-5, 2015 
 
山口素子： 
【リンパ腫学-最新の研究動向-】 リンパ腫の治療	 節外性 NK/T細胞リンパ腫、鼻型.  
日本臨床 73(増刊 8)：534-8, 2015   
 
宮崎香奈： 
リンパ腫学 
「鼻・副鼻腔リンパ腫」 
日本臨床 73(増刊 8)：619-22，2015	  
 
Miyazaki K.：  
Diffuse large B-cell lymphoma: therapeutic development based on clinical and biological 
heterogeneity.  
Rinsho Ketsueki. 56(10):2047-55, 2015 
 
伊野 和子, 松本 剛史, 片山 直之： 
【急性期 DIC-診断・治療の最前線】 造血器悪性腫瘍に伴う急性期 DICの診断・治療 
救急医学 39(11): 1603-10, 2015.	  
 
桝屋正浩： 
膵癌における骨髄由来単核球の役割 
胆と膵 36(10)：1155-9, 2015.	  
 
宮崎香奈： 
「リンパ節腫脹の鑑別診断」 
『レジデント』特集：血液疾患	 8(11), 2015	  
 



宮崎香奈： 
外来で診るリンパ腫・骨髄腫 
NK/T細胞リンパ腫 
medicina 52(12), 2015   
 
和田 英夫, 松本 剛史, 青田 卓実, 山下 芳樹 
新しい検査から注目の検査まで臨床検査の"今"を網羅	 今日の新しい臨床検査	 選び方・使
い方	 血栓症マーカー 
日本医事新報 4778 : 38-42. 2015.	  
 
和田 英夫, 松本 剛史： 
前血栓状態(過凝固状態)	 過凝固(前血栓)状態/過凝固症について 
臨床病理 63(12) : 1405-1411, 2015.	  
 
西川	 政勝： 
【抗血栓療法-おさえておきたい最新のエッセンス】	 抗血栓薬の特徴を知る 抗血栓薬とモ
ニタリング 
Medicina 52(13) : 2312-6, 2015.	  
 
和田 英夫, 松本 剛史： 
【抗血栓療法-おさえておきたい最新のエッセンス】	 抗血栓薬の特徴を知る 抗凝固薬 ビ
タミン K阻害薬 
Medicina 52(13) : 2322-5, 2015.	  
 
田中宏樹、松崎晋平、馬場洋一郎、磯野功明、濱田賢司、田岡大樹： 
画像検査が診断に有用であった黄色肉芽腫性胆嚢炎，胆嚢腺筋腫症が合併した胆嚢癌の 1
例． 
胆道学会機関誌 29(4)：790-9, 2015 
 
磯野功明、馬場洋一郎、田中宏樹、向克巳、佐瀬友博、斉藤知規、岡野宏、松崎晋平、熊

沢広朗、渡辺玄： 
長期間経過を追えた微小胃底腺型胃癌の 1例 
日本消化器内視鏡学会雑誌 57(12)：2639-46, 2015 
 
榎屋友幸、村木優一、中村明子、田辺正樹、兼児敏浩、奥田真弘： 
臨床材料から分離された耐性緑膿菌に対するブレイクポイントチェッカーボードプレート



を用いた in vitro併用効果の検討 
日本化学療法学会雑誌	 64（1）：82-6，2016	  
 
磯野功明、松崎晋平、田中宏樹、栃尾智正、熊澤広朗、佐瀬友博、岡野	 宏、斉藤知規、

馬場洋一郎、向克巳： 
膵頭部癌に対する ERCP後に発症した急性閉塞性化膿性膵管炎の 1例． 
日本消化器病学会雑誌 113(2)：289-95, 2016 
 
馬場洋一郎、田中宏樹、磯野功明、向克巳、斉藤知規、岡野	 宏、佐瀬友博、村田哲也： 
良悪性診断困難とされた異型上皮において生検鉗子形状の違いが組織標本の質と組織診断

に与えた影響． 
日本消化器内視鏡学会雑誌 58(3)：182-8, 2016 
 
和田 英夫, 松本 剛史, 青田 卓実, 山下 芳樹： 
ガイドライン	 ここがポイント!	 国際血栓止血学会の癌に伴う播種性血管内凝固症候群の
ガイダンス 
Thrombosis Medicine 6(1): 76-9, 2016.	  


