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原著論文 英語

Takizawa Kohei, Ono Hiroyuki,
Kakushima Naomi, Tanaka
Masaki, Hasuike Noriaki,
Matsubayashi Hiroyuki,
Yamagichi Yuichiro, Bando
Etsuro, Terashima Masanori,
Kusafuka Kimihide, Nakajima
Takashi

Risk of lymph node metastases
from intramucosal gastric
cancer in relation to
histological types: how to
manage the mixed histological
type for endoscopic
submucosal dissection(組織型
に関連した粘膜内胃癌のリンパ
節転移のリスク　内視鏡的粘膜
下層剥離術における混合組織
型の治療方法)

Gastric Cancer 2013 16(4) 531-536

原著論文 英語

Takao Madoka, Yamazaki
Kentaro, Boku Narikazu, Ikehara
Hisatomo, Hamauchi Satoshi,
Tsushima Takahiro, Taniguchi
Hiroya, Todaka Akiko, Machida
Nozomu, Fukutomi Akira,
Onozawa Yusuke, Yasui
Hirofumi

Endoscopic evaluation of
primary tumor response in
patients with metastatic
colorectal cancer treated by
systemic chemotherapy(転移性
結腸直腸癌を有し、全身化学療
法による治療を受けた患者にお
ける原発性腫瘍の腫瘍縮小効
果の内視鏡的評価)

International Journal of Clinical Oncology 2013 18(5) 864-868

原著論文 英語

Takizawa Kohei, Takashima
Atsuo, Kimura Aya, Mizusawa
Junki, Hasuike Noriaki, Ono
Hiroyuki, Terashima Masanori,
Muto Manabu, Boku Narikazu,
Sasako Mitsuru, Fukuda
Haruhiko

A Phase II Clinical Trial of
Endoscopic Submucosal
Dissection for Early Gastric
Cancer of Undifferentiated
Type: Japan Clinical Oncology
Group Study
JCOG1009/1010(未分化型早
期胃癌に対する内視鏡的粘膜
下層剥離術の第II相臨床試験
日本臨床腫瘍研究グループの
研究(JCOG1009/1010))

Japanese Journal of Clinical Oncology 2013 43(1) 87-91
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原著論文 英語

Matsubayashi Hiroyuki, Uesaka
Katsuhiko, Kanemoto Hideyuki,
Aramaki Takeshi, Nakaya
Yoshihiro, Kakushima Naomi,
Ono Hiroyuki

Reduction of splenic volume by
steroid therapy in cases with
autoimmune pancreatitis(自己
免疫性膵炎症例における、ステ
ロイド治療による脾体積の減
少)

Journal of Gastroenterology 2013 48(8) 942-950

原著論文 日本語
青山 高, 加藤 陽子, 赤川 順子,
遠藤 有里, 岡村 郁恵, 小倉 和
外, 池田 宇次

自家造血幹細胞移植化学療法
時における栄養療法の有用性

静脈経腸栄養 2013 28(4) 973-980

原著論文
/症例報
告

英語
Yamaguchi Yuichiro, Hotta
Kinichi, Imai Kenichiro,
Kakushma Naomi, Ono Hiroyuki

Treatment Strategy for Rectal
Submucosal Cancer
Recurrence after curative
surgical resection of T1 rectal
cancer: A report of two
cases(直腸粘膜下層浸潤癌に
対する治療戦略 T1直腸癌の治
療的外科的切除後の再発　2例
の報告)

Digestive Endoscopy 2013
25(Suppl.
2)

26-30

原著論文
/症例報
告

日本語

鷹尾 俊達, 山口 裕一郎, 伊藤
以知郎, 池原 久朝, 堀田 欣一,
鷹尾 まど佳, 田中 雅樹, 角嶋
直美, 滝沢 耕平, 松林 宏行, 小
野 裕之, 下田 忠和

早期胃癌研究会症例 大腸ESD
にて治癒切除と判断され,1年後
に粘液癌で局所再発した早期
大腸癌の1例

胃と腸 2013 48(13)
1954-
1960

レター 英語 Hotta Kinichi, Kunieda Kenji

Granulocytic sarcoma of the
jejunum diagnosed by biopsies
during double-balloon
endoscopy before treatment
(with video)(治療前にダブルバ
ルーン内視鏡生検で診断され
た空腸の顆粒球性肉腫(ビデオ
あり))

Digestive Endoscopy 2013 25(4) 468
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原著 英語

Hiroyuki Matsubayashi, Masashi
Yoneyama, Kazuhide Nanri,
Shinya Sugimoto, Kunihiro
Shinjo, Naomi Kakushima,
Masaki Tanaka, Sayo Ito,
Madoka Takao, Hiroyuki Ono.

Determination of steroid
response by abdominal
ultrasound in cases with
autoimmune pancreatitis. (自己
免疫性膵炎症例における腹部
超音波によるステロイド奏功性
の評価)

Digestive and Liver Disease 2013 45
1034-
1040

症例 英語

Hiroyuki Matsubayashi,
Yoshihiro Kishida, Kunihiro
Shinjo, Kenichiro Imai, Kinichi
Hotta, Masaki Tanaka, Naomi
Kakushima, Kohei Takizawa,
Takashi Mizuno, Yukiyasu
Okamura, Hiroyuki Ono.

Endoscopic ultrasound guided-
retrograde pancreatic stent
placement for the treatment of
stenotic jejunopancreatic
anastomosis after a Whipple
procedure. (膵頭十二指腸切除
術後-膵管空腸吻合部狭窄に
対する超音波内視鏡下逆行性
膵管ステント留置術)

Endoscopy 2013 45 E435-436

症例 英語

Hiroyuki Matsubayashi,
Atsuyuki Maeda, Kazuya
Matsunaga, Katsuhiko Uesaka,
Hideyuki Kanemoto, Ichiro Ito,
Hirofumi Asakura, Hiroyuki Ono.

Pancreatic adenosquamous
carcinoma with 7-year survival:
A case report and literature
review.(7年の無再発生存を得
た膵腺扁平上皮癌：症例報告と
文献的総括)

Journal of Digestive Diseases 2013 14(4) 207-210

原著 英語

Hirokazu Kimura, Hiroyuki
Matsubayashi, Keiko Sasaki,
Hiroaki Ito, Kenichi Hirosawa,
Katsuhiko Uesaka, Hideyuki
Kanemoto, Hiroyuki Ono.

Factors affecting the yield of
endoscopic transpapillary bile
duct biopsy for the diagnosis of
pancreatic head cancer. (膵頭
部癌診断における経乳頭的胆
管生検の診断能に寄与する因
子)

Pancreatology 2013 13(5) 524-529

解説 日本語
堀田 欣一, 山口 裕一郎, 今井
健一郎, 小野 裕之

手技の解説　大腸ESDの基本
手技

Gastroenterological Endoscopy 2013 55(10)
3427-
3434
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解説/特
集

日本語

堀田 欣一, 今井 健一郎, 山口
裕一郎, 田中 雅樹, 角嶋 直美,
滝沢 耕平, 松林 宏行, 小野 裕
之

【カプセル・バルーン内視鏡の
新展開】 [バルーン内視鏡編]大
腸挿入困難、治療困難例への
応用　挿入困難例に対する応
用

Intestine 2013 17(6) 597-602

解説 日本語
滝沢 耕平, 蓮池 典明, 小野 裕
之

State of the art　ESDの適応拡
大をめぐって

胃がんperspective 2013 6(4) 244-250

原著論文
/特集

日本語
川田 登, 小野 裕之, 田中 雅樹,
角嶋 直美, 澤井 寛明, 滝沢 耕
平

【潰瘍合併早期胃癌の診断と治
療】 潰瘍合併早期胃癌のESD
潰瘍合併早期胃癌ESDの治療
成績

胃と腸 2013 48(1) 56-62

原著論文
/特集

日本語

滝沢 耕平, 川田 登, 田中 雅樹,
角嶋 直美, 今井 健一郎, 松林
宏行, 堀田 欣一, 坂東 悦郎, 寺
島 雅典, 杉野 隆, 小野 裕之

【組織混在型粘膜内胃癌の診
断】 組織混在パターン別粘膜
内胃癌の臨床病理学的特徴
早期胃癌外科切除例からの検
討および多施設調査結果

胃と腸 2013 48(11)
1567-
1579

解説/特
集

日本語

角嶋 直美, 小野 裕之, 田中 雅
樹, 澤井 寛明, 川田 登, 萩原
朋子, 滝沢 耕平, 今井 健一郎,
鷹尾 俊達, 堀田 欣一, 山口 裕
一郎, 松林 宏行

【微小胃癌の診断限界に迫る】
微小胃癌における通常内視鏡
診断の限界に迫る

胃と腸 2013 48(6) 835-842

原著論文
/特集

日本語
田中 雅樹, 小野 裕之, 滝沢 耕
平, 角嶋 直美, 今井 健一郎, 堀
田 欣一, 松林 宏行

【食道表在癌治療の最先端】 食
道表在癌に対するESDの治療
成績

胃と腸 2013 48(9)
1253-
1261
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解説/特
集

日本語

松林 宏行, 杉本 真也, 上坂 克
彦, 金本 秀行, 杉浦 禎一, 水野
隆史, 岡村 行泰, 福冨 晃, 戸高
明子, 角嶋 直美, 田中 雅樹, 堀
田 欣一, 鷹尾 俊達, 今井 健一
郎, 山口 裕一郎, 小野 裕之

【胆膵内視鏡新潮流】 膵腫瘍の
超音波内視鏡診断　膵癌high
risk individualsにおけるEUS
surveillance

肝・胆・膵 2013 66(1) 25-31

解説/特
集

日本語

松林 宏行, 岸田 圭弘, 田中 泰
敬, 杉本 真也, 吉田 幸生, 吉田
将雄, 五十嵐 公洋, 川田 登, 新
城 邦裕, 今井 健一郎, 堀田 欣
一, 田中 雅樹, 角嶋 直美, 滝沢
耕平, 小野 裕之

【疾患ゲノム研究のLandscape】
胆膵疾患とゲノム　家族性膵癌
発症に関わる遺伝要因

肝・胆・膵 2013 67(1) 129-134

解説/特
集

日本語
山口 裕一郎, 堀田 欣一, 今井
健一郎, 角嶋 直美, 田中 雅樹,
松林 宏之, 小野 裕之

【必修!大腸ESD】 先端絶縁型
処置具のメリット・デメリットと基
本テクニック

消化器内視鏡 2013 25(3) 452-456

解説/特
集

日本語

堀田 欣一, 松田 尚久, 藤井 隆
広, 佐野 寧, 工藤 進英, 尾田
恭, 金子 和弘, 谷口 浩和, 斎藤
豊

【治療に直結する大腸腫瘍診断
のストラテジー】 大腸腫瘍摘除
後のサーベイランス　リスク層
別化を考慮したサーベイラン
ス・プログラム　Japan Polyp
Study遡及的解析を踏まえて

消化器内視鏡 2013 25(8)
1274-
1279

解説/特
集

日本語 田中 雅樹, 小野 裕之
【最新消化器内視鏡治療のす
べて】 EMR・ESD　食道ESD　扁
平上皮癌　ITナイフ

消化器内視鏡 2013 25(9)
1450-
1454
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解説/特
集

日本語 角嶋 直美

【ひとりでも迷わない　上部消化
管 治療内視鏡の極意-さあ、自
信をもって始めてみましょう!-】
胃腫瘍切除　Case
Presentation　胃粘膜内癌

消化器内視鏡レクチャー 2013 1(4) 689-691

Q&A/特
集

日本語 角嶋 直美

【ひとりでも迷わない　上部消化
管 治療内視鏡の極意-さあ、自
信をもって始めてみましょう!-】
EMRとESDの使い分けはどうす
るのでしょうか?

消化器内視鏡レクチャー 2013 1(4) 692

解説/特
集

日本語

松林 宏行, 岸田 圭弘, 田中 泰
敬, 吉田 幸生, 杉本 真也, 吉田
将雄, 五十嵐 公洋, 川田 登, 新
城 邦裕, 今井 健一郎, 堀田 欣
一, 田中 雅樹, 角嶋 直美, 滝沢
耕平, 小野 裕之

【家族性膵癌:これからの膵癌診
療におけるキーワード】 家族性
膵癌とスクリーニング戦略　膵
癌スクリーニングと早期診断の
ためのmolecular marker

胆と膵 2013 34(7) 553-559

解説 日本語 小野 裕之
手技の解説　ITナイフnanoを用
いた内視鏡的治療

臨床消化器内科 2013 28(12)
1675-
1679

Q&A 日本語
松林 宏行, 今井 健一郎, 堀田
欣一, 田中 雅樹, 角嶋 直美, 滝
沢 耕平, 小野 裕之

膵癌・胆道癌　診断・治療Q&A
家族性膵癌について教えて下
さい

膵・胆道癌Frontier 2013 3(2) 102-106


