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１．研究業績１．研究業績１．研究業績１．研究業績    

原著論文―欧文原著論文―欧文原著論文―欧文原著論文―欧文    

1. Shintaro Yamazaki, Yutaka Itoh, Kazuhiko Wakabayashi, Takao Mamiya, Yuki Kimura, Yoshikura 

 Haraguchi, Toshisada Ueda and Tadatoshi Takayama 

 Massive biliary pleural effusion induced by pancreatic-thoracic fitula 

Pancreas 31(3)295-296, 2005 

2. Kazuhiko Wakabayashi, Takeo Azuhata, Noriaki Kanamori, Nakao Fuse and Tadatishi Takayama 

Secondary esophageal achalasia assosiated with Recklinghausen's neurofibromatosis 

Abdominal surgery  2-5, 2006 

 

原著原著原著原著論文―和文論文―和文論文―和文論文―和文 

1. 萩原 謙 植田利貞 鈴木哲郎 阿部幸洋 伊藤 豊 

小腸血管腫を合併したMaffucci症候群の一例 

日臨外会誌66(1)88-92, 2005 

2. 萩原 謙 伊藤 豊 潮 伸也 鈴木哲郎 阿部幸洋 植田利貞 

骨転移をきたした直腸原発gastrointestinal stromal tumorの一例 

日臨外会誌66(6)1384-1388, 2005 
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1. 富塚龍也 高橋 亨 伊藤 豊 植田利貞 

Gemcitabineを用いたchemoradiationで根治切除が可能となった局所進行膵癌の一例 

第460回日大医学会例会           2005/01 東京 

2. 富塚龍也 伊藤 豊 

  消化器重複癌の臨床検討 

第91回日本消化器病学会総会     2005/04  東京 

3. 有阪理英 三上 元 高橋 亨 富塚龍也 伊藤 豊 植田利貞 

  胃癌進行度4期の治療の現況 

第70回城西外科研究会             2005/03 東京 

4. 金森規朗 富塚龍也 有阪理英 三上 元 伊藤 豊 廣瀬脩二 植田利貞 藤井雅志*  

高山忠利* 

胃癌に対する術前TS-1投与の有用性の検討 

  第105回日本外科学会総会     2005/05名古屋 

5. 高橋 亨 伊藤 豊  

   ts1が奏功した直腸癌同時性肝転移の切除例 

第31回肝癌症例検討会         2005/05 東京 

6. 有阪理英 高橋 亨 三上 元 富塚龍也 伊藤 豊 植田利貞  

  胃癌進行度4期症例の現況と課題 

第462回日大医学会例会           2005/05 東京 



7. 伊藤 豊 植田利貞 

   早期胆管癌の外科治療上の問題点 

第60回日本外科系連合学会   2005/06 東京 

8. 伊藤 豊 高野靖悟 

ss胆嚢癌に対する肝切除と胆道切除の意義と問題点 

   第60回日本消化器外科学会   2005/07 東京 

9. 大森敬太 伊藤 豊 高野靖悟 高橋 亨 三上 元 有坂英理 富塚龍也 植田利貞 

  早期胆管癌の臨床検討 

第60回日本消化器外科学会    2005/07 東京 

10. 高橋 亨 伊藤 豊 三上 元 有阪理英 富塚龍也 植田利貞 

   結腸直腸癌に対する術前TS-1投与の組織学的効果の検討 

   第60回日本消化器外科学会    2005/07 東京 

11. 田部井英憲 舟田知也 伊藤 豊 大森敬太 高橋 亨 小林秀昭 植田利貞 

   AFP産生性胆嚢癌の一例 

   第798回外科集談会                  2005/09  東京 

12. 舟田知也 高橋 亨 田部井英憲 小林秀昭 大森敬太 伊藤 豊 植田利貞 

   早期胃癌の術後再発例の検討 

第71回城西外科研究会      2005/09  東京 

13. 萩原 謙 伊藤 豊 植田利貞 橋爪 明 河口忠彦 高山忠利 

  悪性胆道狭窄に対するEMSの複数ステントの有用性の検討 

  第60回日本消化器外科学会    2005/07 東京 

14. 伊藤 豊 

   サージカルフォーラム 十二指腸乳頭部癌の治療上の問題点 

   第66回日本臨床外科学会総会  2005/11  東京 

15. 高橋 亨 小林秀昭 伊藤 豊 舟田知也 植田利貞 倉本憲明 

   術前に小腸angiodysplasiaの診断が可能であった1例 

   第66回日本臨床外科学会総会   2005/11  東京 

16. 舟田知也 有阪理英 伊藤 豊 植田利貞 

   消化器癌手術におけるsurgical site infectionの現状と対策 

   第66回日本臨床外科学会総会  2005/11 東京 

17. 大森敬太 伊藤 豊 植田利貞 

   進行性胆道癌に対する塩酸ゲムシタビンの有効性の検討 

   第66回日本臨床外科学会総会  2005/11 東京 

18. 伊藤 豊 高橋 亨 植田利貞 

パネルディスカッション(大腸癌に対する術前TS1投与および術後外来投与の意義) 

第66回日本臨床外科学会総会  2005/11 東京 

19. 舟田知也 伊藤 豊 大森敬太 有阪理英 高橋 亨 小林秀昭 植田利貞 

   AFP産生性胆嚢癌の一例 

   第66回日本臨床外科学会総会  2005/11 東京 

 



20. 大森敬太 伊藤 豊 植田利貞 

    胆嚢乳頭状腺腫の２例 

    第799回外科集談会     2005/12 東京 

 

 

 

 


