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原著論文 日本語 岡村 行泰
増加しつつあるnon-B、non-C肝
癌の臨床的特徴　外科の立場か
ら

Liver Cancer 2013 19 35-40

原著論文
/症例報
告

日本語

前平 博充, 杉浦 禎一, 長尾 厚
樹, 木内 亮太, 岡村 行泰, 水野
隆史, 金本 秀行, 佐々木 恵子,
寺島 雅典, 上坂 克彦

著明な門脈腫瘍栓を形成した肝
外胆管原発腺扁平上皮癌の1例

日本消化器外科学会雑誌 2013 46(2) 98-105

原著論文
/症例報
告

日本語

蘆田 良, 坂東 悦郎, 近藤 潤也,
徳永 正則, 谷澤 豊, 川村 泰一,
絹笠 祐介, 金本 秀行, 上坂 克
彦, 寺島 雅典

内視鏡下に整復しえた胃癌術後
横行結腸軸捻転症の1例

日本消化器外科学会雑誌 2013 46(7) 538-546

解説/特
集

日本語

金本 秀行, 上坂 克彦, 杉浦 禎
一, 岡村 行泰, 伊藤 貴明, 栗原
唯生, 蘆田 良, 絹笠 祐介, 坂東
悦郎, 寺島 雅典

【消化器癌術後フォローアップ】
胆道癌術後フォローアップ

外科 2013 75(10) 1071-1076

解説/特
集

日本語

上坂 克彦, 金本 秀行, 杉浦 禎
一, 岡村 行泰, 伊藤 貴明, 栗原
唯生, 蘆田 良, 絹笠 祐介, 坂東
悦郎, 寺島 雅典

【外科医が知っておくべき癌治療
の薬物療法】　抗癌薬各論 胆管
癌・膵癌の薬物療法　術前・術後
補助療法

外科 2013 75(12) 1375-1378

解説/特
集

日本語
岡村 行泰, 水野 隆史, 杉浦 禎
一, 金本 秀行, 上坂 克彦

【胆膵癌の早期診断フロントライ
ン】 胆道(胆嚢、胆管)　臨床　画
像による早期診断の進歩　胆管
癌MDCTによる早期診断

肝・胆・膵 2013 66(2) 205-212

解説/特
集

日本語
水野 隆史, 上坂 克彦, 金本 秀
行, 岡村 行泰, 杉浦 禎一

【肝・胆道外科における胆管処理
のすべて】 胆道再建　胆管口が
多孔になったときの胆管・空腸吻
合

手術 2013 67(1) 39-45

図説/特
集

日本語
岡村 行泰, 水野 隆史, 杉浦 禎
一, 金本 秀行, 上坂 克彦

【最新 肝胆膵脾手術アトラス】 肝
臓　肝中央2区域切除

手術 2013 67(6) 681-685
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解説/特
集

日本語

伊藤 貴明, 上坂 克彦, 金本 秀
行, 杉浦 禎一, 岡村 行泰, 栗原
唯生, 蘆田 良, 坂東 悦郎, 絹笠
祐介, 寺島 雅典, 菅原 元, 梛野
正人

【手術のピットフォールとリカバ
リーショット】 胆道の手術におけ
るピットフォールとリカバリーショッ
ト

消化器外科 2013 36(12) 1751-1759

図説 日本語
上坂 克彦, 金本 秀行, 杉浦 禎
一, 水野 隆史, 岡村 行泰, 中川
雅裕

消化器外科手術アトラス　肝門部
胆管癌に対する肝左3区域切除、
尾状葉切除、肝動脈・門脈合併
切除再建術

消化器外科 2013 36(6) 887-897

解説/特
集

日本語 小野 裕之

【指導にそのまま使える!アレンジ
できる!臓器&主要10術式別　患
者説明パンフレット集】 胃-内視
鏡的切除-の治療を受ける患者さ
んへ

消化器外科Nursing 2013 18(10) 870-875

解説/特
集

日本語
上坂 克彦, 福冨 晃, 朴 成和, 金
本 秀行

【膵・胆道癌薬物療法:臨床試験
を読む!-最新の動向と実地診療
へのインパクト-】 膵癌の術後補
助療法の最近の進歩　JASPAC
01を中心として

胆と膵 2013 34(8) 625-629

解説/特
集

日本語

上坂 克彦, 金本 秀行, 杉浦 禎
一, 岡村 行泰, 伊藤 貴明, 栗原
唯生, 蘆田 良, 絹笠 祐介, 坂東
悦郎, 寺島 雅典

【術前画像診断のポイントと術中
解剖認識】　肝・胆・膵 胆管癌

臨床外科 2013 68(11) 198-203

解説 日本語 杉浦 禎一, 上坂 克彦

誌上ディベート　膵癌の術前診断
はどこまで必要か　組織学的診
断は必須か　組織学的診断を必
須としない立場から

膵・胆道癌Frontier 2013 3(1) 18-20


