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英文論文英文論文英文論文英文論文 

Management of obstructive colorectal cancer : evaluation of preoperative bowel  

decompression using ileus tube drainage 

Tsukasa Hotta, Katsunari Takifuji, Yasuhito Kobayashi, Katsuyoshi Tabuse,  

Kosuke Shimada, Tsunehiro Maeda, Yoshihiro Nakatani, Osamu Fukiage,  

Hiroki Yamaue 

Surg Today (2012) 42: 1154-1164 

 

The impact of abdominal shape index of patients on laparoscopy-assisted distal gastrectomy for 

early gastric cancer. 

Ojima T, Iwahashi M, Nakamori M, Nakamura M, Takifuji K, Katsuda M, Iida T, Tsuji T, Hayata K, 

Yamaue H   

Langenbecks Arch Surg 397: 437-445, 2012 

    

The evaluation of surgical treatment for gastric cancer patients with noncurative resection. 

Naka T, Iwahashi M, Nakamori M, Nakamura M, Ojima T, Iida T, Katsuda M, Toshiaki T, Keiji H, 

Yamaue H   

Langenbecks Arch Surg 397: 959-966, 2012 2012 

 

Lower mediastinal lymph node metastasis is an independent survival factor of Siewert Type II and 

III adenocarcinomas in the gastroesophageal junction. 

Nakamura M, Iwahashi M, Nakamori M, Naka T, Ojima T, Iida T, Katsuda M, Tsuji T, Hayata K, 

Mastumura S, Yamaue H   

Am Surg 78: 567-573, 2012 

 

An armed oncolytic herpes simplex virus expressing thrombospondin-1 has an enhanced in vivo 

antitumor effect against human gastric cancer. 

Tsuji T, Nakamori M, Iwahashi M, Nakamura M, Ojima T, Iida T, Katsuda M, Hayata K, Ino Y, 

Todo T, Yamaue H   

Int J Cancer 132:485-494, 2013 

   

Inhibition of IL-17A in tumor microenvironment augments cytotoxicity of tumor-infiltrating 

lymphocytes in tumor-bearing mice. 



Hayata K, Iwahashi M, Ojima T, Katsuda M, Iida T, Nakamori M, Ueda K, Nakamura M, Miyazawa 

M, Tsuji T, Yamaue H  

PLoS One 8:e53131, 2013 

 

Predicting lymph node metastasis in early colorectal cancer using the CITED1 expression. 

Nasu T, Oku Y, Takifuji K, Hotta T, Yokoyama S, Matsuda K, Tamura K, Ieda J, Yamamoto N, 

Takemura S, Nakamura Y, Yamaue H. 

J Surg Res. 185(1):136-42、 2013  
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癌性腹膜炎 

岩橋 誠 

今日の治療指針 2012 （山口 徹，北原光夫，福井次矢編）, pp450-451，医学書院, 東京,2012 

    

胃術後障害 

岩橋 誠  

治療過程で一目でわかる消化器薬物療法 STEP 1・2・3（一瀬雅夫, 岡 政志, 持田 智編）

p67-75, 2013. 4 

    

消化器がんにおけるがんワクチン療法―臨床試験と治験の現状― 

岩橋 誠, 山上裕機 

G.I. Research 20:16-24, 2012 

 

産褥期に発症した腹壁デスモイドの 1例 

三谷泰之 小林康人 辻  毅 落合 実 山本 基 那須 亨 坪田ゆかり 

日臨外会誌 73(7), 1822-1825, 2012 

 

勤労者の視点からみた腹腔鏡下胆嚢摘出術の術後社会復帰に関する研究 

加藤智栄、小笠原和弘、尾崎正彦、徳村弘実、小林康人、立本昭彦 

日本職業・災害医学会会誌 61: 214-219, 2013 

 

外科感染症分離菌とその薬剤感受性―2010年度分離菌を中心に― 

品川長夫、渡部公祥、谷口正哲、星川 剛、大島秀紀、平田公一、古畑智久、水口 徹 



相川直樹、佐々木淳一、鈴木 昌、関根和彦、安部晋也、長内宏之、竹山廣光、若杉健弘、

柳内良之、真下啓二、秦 史壮、鬼原 史、田中守嗣、佐々木一晃、大野敬祐、水野 章、

石川雅一、中村誠志、岩井昭彦、齋藤高明、渋谷 均、村元雅之、長谷川 格、木村雅美、

久保正二、李 栄柱、福原研一朗、岩垣博巳、徳永尚之、小林康人、末田泰二郎、 

檜山栄三、村上義昭、大毛宏喜、上村健一郎、山上裕機、廣野誠子、竹末芳生、津村裕昭、

金廣哲也、藤原俊義、篠浦 先、竹内仁司、田中屋宏爾、木村秀幸、岩﨑充博 

The Japanese Journal of Antibiotics 67(5):293－334, 2014  

 

PTHrP産生胆管細胞癌の一例.  

山本 基, 小林 康人, 落合 実, 寺澤 宏, 水本 有紀, 原 猛, 坪田 ゆかり. 

和歌山医学 2013; 64: 100. 

 

鈍的腹部外傷後の遅発性小腸狭窄の 1例 本邦報告 58例の検討を含めて. 

山本 基, 那須 亨.  

日本腹部救急医学会雑誌 2013; 33: 1057-1060. 

 

胆管原発の"いわゆる"癌肉腫の 1切除例 

山本 基, 垣本 哲宏, 寺澤 宏, 那須 亨, 小林 康人, 原 猛, 坪田 ゆかり.  

胆道 2013; 27:577. 

 

Humoral hypercalcemia of malignancyを呈した PTHrP産生胆管細胞癌の 1例 

山本 基, 寺澤 宏, 那須 亨, 小林 康人, 坪田 ゆかり, 原 猛. 

日本臨床外科学会雑誌 2013; 74: 1354-1360 

 

S状結腸癌による髄膜癌腫症の 1例 

山本 基, 小林 康人, 那須 亨, 寺澤 宏, 水本 有紀. 

日本臨床外科学会雑誌 2013; 74: 124-128. 

 

急速な経過をたどった胃未分化癌の 1例 

山本 基, 小林 康人, 落合 実, 寺澤 宏, 水本 有紀, 坪田 ゆかり. 

日本臨床外科学会雑誌 2012; 73: 2841-2846. 

 

消化器系の進行・再発癌、特にがん性腹膜炎症例の癌化学療法を外来で進めるための研究 

辻 毅 小林康人 落合 実 山本 基  那須 亨 重河嘉靖 辻 直子 的場 香 

伊都 香 松本友香 

病院機能向上研究 業績集 第 7号 平成 23年度 独立行政法人労働者健康福祉機構編、 



542－548、2012  

 

 

学会発表学会発表学会発表学会発表・・・・特別講演特別講演特別講演特別講演などなどなどなど 

癌ワクチン療法の基礎研究と標準治療を見据えた治療開発 

岩橋 誠 

平成 24年日本病態治療研究会学術講演会 2012. 11, 東京  

 

食道癌に対する腹臥位胸腔鏡下切除術 

岩橋 誠  

南大阪消化器病治療を考える会 

2013. 11. 堺 

 

パネルディスカッション：化学療法著効例に対する外科切除の意義 高度進行胃癌に対す

る化学療法著効例における手術介入の意義    

岩橋 誠，中森幹人，中村公紀，尾島敏康，飯田 武，勝田将裕，辻 俊明，早田啓治，

山上裕機 

第 84回日本胃癌学会，2012．2，大阪 

 

サージカルフォーラム 食道癌に対する術前化学療法の効果判定における問題点と治療効

果予測に向けたアプローチ 

岩橋 誠，中森幹人，中村公紀，尾島敏康，飯田 武，勝田将裕，辻 俊明，早田啓治，

山口俊介，川井 学，谷 眞至，瀧藤克也，山上裕機 

第 112回日本外科学会，2012. 4, 幕張 

 

局所進行(T3’)食道癌に対する DCFによる術前化学療法の有用性 

岩橋 誠，中森幹人，中村公紀，尾島敏康、飯田 武，勝田将裕、辻 俊明，早田啓治， 

上田健太郎，山上裕機 

第 66回日本食道学会 2012.6, 軽井沢 

 

食道癌に対する腹臥位胸腔鏡下食道切除術の治療成績からみた低侵襲手術としての有用性 

岩橋 誠，中森幹人，中村公紀，尾島敏康，飯田 武，勝田将裕，辻 俊明，早田啓治， 

松村修一，山上裕機 

第 67回日本消化器外科学会 2012. 7, 富山 

 

高度進行食道癌患者に対する DCF分割併用化学療法を用いた新たな治療戦略 



岩橋 誠，中森幹人，中村公紀，尾島敏康，勝田将裕，飯田 武，辻 俊明，早田啓治，山

上裕機 

第 10回日本消化器外科学会大会 2012. 10, 神戸  

 

胸部食道癌に対する完全腹臥位胸腔鏡下食道切除術の有用性   

岩橋 誠，中森幹人，中村公紀，尾島敏康，飯田 武，勝田将裕，早田啓治，山上裕機 

第 65回日本胸部外科学会 2012. 10, 福岡 

 

食道癌に対する腹臥位胸腔鏡下食道切除術における左側上縦隔視野展開の工夫（ビデオ発

表）    

岩橋 誠，中森幹人，中村公紀，尾島敏康，飯田 武，勝田将裕，早田啓治，加藤智也，川

井 学，谷 眞至，瀧藤克也，山上裕機 

第 74回日本臨床外科学会 2012. 11 東京 

 

食道癌に対する腹臥位胸腔鏡下食道切除術における上縦隔視野展開の工夫と治療成績 

岩橋 誠，中森幹人，中村公紀，尾島敏康，飯田 武，勝田将裕，早田啓治，辻 俊明， 

山上裕機 

第 25回日本内視鏡外科学会 2012．12 横浜 

 

パネルディスカッション 進行胃癌に対するＤ３郭清の意義：胃癌大動脈周囲リンパ節画

像診断転移陽性例におけるＤ３郭清術の意義と問題点 

岩橋 誠，中森幹人，中村公紀，尾島敏康，飯田 武，勝田将裕，早田啓治，加藤智也，

山上裕機 

第８５回日本胃癌学会，２０１３．３，大阪 

 

ビデオフォーラム 腹臥位胸腔鏡下食道切除術における上縦隔視野展開の工夫と成績 

岩橋 誠，中森幹人，中村公紀，尾島敏康，飯田 武，勝田将裕，早田啓治，加藤智也，

松村修一，川井 学，谷 眞至，瀧藤克也，山上裕機 

第１１３回日本外科学会，２０１３．４，福岡 

 

ワークショップ 食道癌術後合併症の予防法と対処法 胸部食道癌手術における術後呼吸

器合併症の予防のための新たな取り組みとその成績 

岩橋 誠，中森幹人，中村公紀，尾島敏康，飯田 武，勝田将裕，辻俊明, 早田啓治，松村

修一，山上裕機 

第 68 回 日本消化器外科学会，2013. 7, 宮崎 

    



一般病院での腹臥位胸腔鏡下食道切除の導入と術後合併症予防の工夫    

岩橋 誠, 野口浩平, 中 禎二, 田村耕一,東郷直希, 合田太郎, 森田隆平 

第 26回日本内視鏡外科学会総会，2013, 11, 福岡 

 

未分化腺癌を伴った混合型胃内分泌細胞癌の 1例 

落合 実 水本有紀 那須 亨 寺澤 宏 山本 基 小林康人 

第 11回日本消化器外科学会 2013、10、東京 

 

CDDP+S1が有効であった胃癌の直腸および膀胱壁転移の 2例 

落合 実 出口真彰 那須 亨 寺澤 宏 山本 基 小林康人 

第 51回日本癌治療学会、2013、10、京都 

 

Lapatinib+Capecitabine療法が奏功した乳癌脳転移・肝転移の 1例 

落合 実 小林康人 

第 10回日本乳癌学会近畿地方会 2012、12、大阪 

 

小児虫垂カルチノイドの 1例 

水本有紀 落合 実 山本 基 寺澤 宏 那須 亨 小林康人 

第 74回日本臨床外科学会、2012、11、東京 

 

腹腔鏡下胆嚢摘出術後の疼痛と就労に関する検討 

水本有紀 辻 毅 落合 実 山本 基 寺澤 宏 那須 亨 小林康人 

第 10回日本消化器外科学会、2012、10、神戸 

 

CEA値が高く、直腸がんとの鑑別に苦慮した直腸狭窄型虚血性大腸炎の 1例 

那須 亨  落合 実 辻 毅 山本 基  水本有紀 小林康人 

第 10回日本消化器外科学会、2012、10、神戸 

 

和歌山県災害医療コーディネーターの課題と統括 DMAT としてできること 

第 18 回集団災害医学会総会、ワークショップ 2013.1. 

那須 亨 

 

和歌山県における外科医による大規模災害への取り組み 

第７５回日本臨床外科学会総会、シンポジウム 2013.11.21 

那須 亨、寺澤 宏、山本 基、吹上 理、出口真彰、小林康人 

 



特異な再発形式を示した S 状結腸癌の 1 例． 

出口真彰、松田健司、堀田司、瀧藤克也、横山省三、上野昌樹、速水晋也、家田淳司、  

山上裕機 

第 80回和歌山医学会総会 2012.7 和歌山 

 

PTPシート嵌頓により小腸切除術を施行した消化管アミロイドーシスの 1 例. 

出口真彰、松田健司、家田淳司、三谷泰之、渡邉高士、横山省三、堀田司、瀧藤克也、  

山上裕機 

 第 192回近畿外科学会 2012.11 大阪 

 

特異な再発形式を示した S 状結腸癌の 1 例． 

出口真彰、松田健司、堀田司、瀧藤克也、横山省三、上野昌樹、速水晋也、家田淳司、 

岩橋誠、中森幹人、中村公紀、山上裕機 

第 74回日本臨床外科学会総会 2012.11 東京 

 

小腸切除術を施行した PTPシート嵌頓の 1 例． 

出口真彰、瀧藤克也、堀田司、横山省三、松田健司、渡邉高士、三谷泰之、家田淳司、 

山上裕機 

第 49回日本腹部救急医学会総会 2013.3 福岡 

 

潰瘍性大腸炎に合併した colitic tumor の 2 例． 

出口真彰、那須亨、寺澤宏、山本基、落合実、小林康人、坪田ゆかり 

第 12回和歌山肛門疾患懇話会 2013.5 和歌山 

 

肝内結石症を疑った胆管内乳頭腫瘍（IPNB）の 1例. 

出口真彰、那須亨、寺澤宏、山本基、吹上理、小林康人 

 和歌山消化器外科談話会 2013.9 和歌山 

 

S 状結腸腹膜垂により腸閉塞をきたした 1 例.  

出口真彰、那須亨、寺澤宏、山本基、落合実、小林康人  

第 75回臨床外科学会 2013.11名古屋 

 

胃癌・大腸癌における術後化学療法と就労の検討.  

出口真彰、那須亨、寺澤宏、山本基、吹上理、小林康人 

平成 25 年全国労災病院外科共同研究会 2014.1 東京 

 



 

そのそのそのその他他他他のののの活動活動活動活動 

新聞報道新聞報道新聞報道新聞報道 

1. 小林康人  

病院の実力 「大腸がん」   

       読売新聞 2014.12.7 

市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座・・・・勉強会勉強会勉強会勉強会などなどなどなど 

体にやさしい食道・胃癌の治療 

岩橋 誠 

日本消化器病学会近畿支部 第 47回市民公開講座 2012. 6, 和歌山 

 


