
胃外科2011

Pub. Language Authors Title Journal Year Volume Pages

英語

Tanizawa Y, Bando E, Kawamura T,

Tokunaga M, Kondo J, Taki Y,

Terashima M.

Influence of a Positive Proximal Margin on

Oral Intake in Patients with Palliative

Gastrectomy for Far Advanced Gastric

Cancer.

World Journal of Surgery 2011 35(5)

1030-

1034

英語

Miki Y, Tokunaga M, Bando E,

Tanizawa Y, Kawamura T,

Terashima M.

Evaluation of Postoperative Pancreatic

Fistula After Total Gastrectomy with D2

Lymphadenectomy by ISGPF

Classification.

Journal of Gastrointestinal

Surgery

2011 15(11)

1969-

1976
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永 正則, 谷澤 豊, 川村 泰一, 絹笠

祐介, 上坂 克彦, 寺島 雅典

胃全摘,膵頭十二指腸切除2年9ヵ月後に

下血にて発症した膵空腸吻合部静脈瘤の

1例
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【Stage IV胃癌における外科治療の有用

性】 腹腔洗浄細胞診陽性例に対する肉眼

的治癒切除の意義
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坂 克彦, 寺島 雅典

【患者・家族の相談に応えるがん診療サ

ポートガイド】　胃がん 患者、家族からか

かりつけ医への質問　胃がんと診断され、

腹腔鏡手術を勧められました。開腹手術と

の違いを教えてください

治療 2011

93(4月

増刊)
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集
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【患者・家族の相談に応えるがん診療サ

ポートガイド】　胃がん 患者、家族からか

かりつけ医への質問　手術でがんは取り

きれたといわれましたが、抗がん剤を1年

間内服するようにいわれました。どうしてで

すか?
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93(4月

増刊)
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笠 祐介, 金本 秀行, 上坂 克彦

【患者・家族の相談に応えるがん診療サ

ポートガイド】　胃がん 患者、家族からか

かりつけ医への質問　手術のあとはどのく

らいの間隔で外来通院するのでしょうか?

また、手術後の生活では、どのような点に

注意すればいいでしょうか?
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93(4月

増刊)
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【患者・家族の相談に応えるがん診療サ

ポートガイド】　胃がん かかりつけ医から

専門医への質問　胃癌取扱い規約・胃癌

治療ガイドラインが改訂されました。これま

での規約との相違点は何ですか?　また、

進行度別の推奨される治療法を教えてく

ださい

治療 2011

93(4月

増刊)
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解説/特
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笠 祐介, 上坂 克彦

【患者・家族の相談に応えるがん診療サ

ポートガイド】　胃がん かかりつけ医から

専門医への質問　内視鏡治療の適応とな

る胃がんはどのような胃がんですか?

治療 2011

93(4月

増刊)
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【消化器病診療ガイドラインと日常臨床】

胃癌手術症例においてガイドラインどおり

の治療遂行がどのくらい可能か?　活用の

実際と問題点・発展性

消化器内科 2011 52(5) 459-466

原著論文

/症例報

告
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古角 祐司郎、川村 泰一、徳永 正

則、谷澤 豊、坂東 悦郎、寺島 雅

典

内視鏡切除10年後にリンパ節再発が明ら

かになった微小胃カルチノイドの1例
日本消化器外科学会雑誌 2011 44(7) 459-466


