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科学会雑誌，67，1181-1185，2006．
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定期学術集会，2006，3，東京．
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るインターフェロンβを用いた遺伝子治療．第 106 回日本外科学会定期学術集会，2006，3，東京．
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横山義信，堀川直樹，大西康晴，湯口 卓，長田拓哉，笹原孝太郎，山岸文範，廣川慎一郎，塚田一博：消化器外
科領域における SIRS に伴う急性肺障害に対するシベレスタットナトリウムの使用経験．第 106 回日本外科学会定期
学術集会，2006，3，東京．
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澤田成朗，木村文夫，清水宏明，吉留博之，大塚将之，加藤 厚，野沢聡志，古川勝規，吉富秀之，三橋 登，竹
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3，東京．
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福田啓之，塚田一博，山岸文範，宮崎 勝，高橋一徳：手術操作により賦活化された交感神経術後が術後腸管麻痺
の一因となる．第 106 回日本外科学会定期学術集会，2006，3，東京．

10) 塚田一博，堀川直樹，山崎一磨：胆嚢摘出後判明した胆嚢癌に対する二期手術．第 18 回日本肝胆膵外科関連会議，
2006，5，東京．
11) 山崎一磨，堀川直樹，山岸文範，塚田一博：大腸癌肝転移に対する肝動注療法の評価．第 18 回日本肝胆膵外科関連
会議，2006，5，東京．
12) 長田拓哉，山岸文範，田澤賢一，坂東 正，山崎一磨，塚田一博：非 B 非 C 型肝細胞癌手術症例の検討．第 18 回
日本肝胆膵外科関連会議，2006，5，東京．
13) 堀川直樹，山岸文範，福田啓之，吉野友康，田澤賢一，湯口卓，大西康晴，長田拓哉，山崎一磨，廣川慎一郎，塚
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14) 田澤賢一，堀川直樹，長田拓哉，山崎一磨，坂東 正，山岸文範，廣川慎一郎，塚田一博：肝疾患に対する外科的
治療後に発症した高アミラーゼ血症の検討．第 18 回日本肝胆膵外科関連会議，2006，5，東京．
15) 澤田成朗，木村文夫，清水宏明，吉留博之，安蒜 聡，大塚将之，加藤 厚，野澤聡志，古川勝規，吉富秀幸，三
橋 登，竹内 男，宮崎勝：膵管胆管を安全に温存し得た膵頭部 solid-pseudopapillary の一例．第 18 回日本肝胆膵外
科関連会議，2006，5，東京．
16) 坂東 正，田近貞克，島多勝夫，増山喜一，塚田一博：胆管十二指腸吻合術の検討．第 18 回日本肝胆膵外科関連会
議，2006，5，東京．
17) 長田拓哉，田澤賢一，松井恒志，島多勝夫，清水哲朗，塚田一博：非浸潤性乳管癌（DCIS）の診断と治療に関する
検討．第 14 回日本乳癌学会学術総会，2006，7，金沢．
18) 田澤賢一，松井恒志，新保雅宏，長田拓哉，山岸文範，塚田一博：乳癌手術におけるドレーン留置期間を決定する
ための諸因子の検討．第 14 回日本乳癌学会学術総会，2006，7，金沢．
19) 松井恒志，田澤賢一，長田拓哉，山岸文範，塚田一博：乳腺アポクリン癌の 5 例の検討．第 14 回日本乳癌学会学術
総会，2006，7，金沢．
20) 土屋康紀，佐野宗明，佐藤信昭，神林智寿子，本間慶一：胸筋間リンパ節（Rotter リンパ節）再発症例の検討．第
14 回日本乳癌学会学術総会，2006，7，金沢．
21) 大上英夫，長田拓哉，塚田一博：副乳腺由来の Neuroendocrine carcinoma の 1 例．第 14 回日本乳癌学会学術総会，
2006，7，金沢．
22) 山岸文範，湯口 卓，吉野友康，山崎一麿，福田啓之，長田拓哉，大西康晴，堀川直樹，田澤賢一，塚田一博：腹
TS1 with/without TXT による術前化学療法の有効性と副作用．TS1 with/without TXT による術前化学療法の有効性と
副作用．第 61 回日本消化器外科学会定期学術総会，2006，7，横浜
23) 斎藤文良，松岡二郎，小島淳夫，桐山誠一，山下 巌，野村直樹，塚田一博：脾臓悪性リンパ腫を合併した食道類
基底細胞癌 1 例．第 61 回日本消化器外科学会定期学術総会，2006，7，横浜．
24) 坂東 正，島多勝夫，増山喜一，田近貞克，辻政彦，二谷立介，塚田一博：虫垂炎診断における 64 例 MDCT の有
用性．第 61 回日本消化器外科学会定期学術総会，2006，7，横浜．
25) 山崎一麿，長田拓哉，大西康晴，福田啓之，吉野友康，湯口 卓，田澤賢一，堀川直樹，山岸文範，塚田一博：大
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術総会，2006，7，横浜．
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横浜．
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