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◆

著

1)

塚田一博, 松井恒志, 長田拓哉 : 門脈圧亢進症の外科治療の変遷と現況，シャント手術を中心に. 「食道・胃静脈

書

瘤改訂第 3 版」村島直哉, 国分茂博. 近森文夫編, 44-49, 日本メディカルセンター, 東京, 2012.

◆
1)

原

著

Shimada Y., Okumura T., Sekine S., Moriyama M., Sawada S., Matsui K., Yoshioka I., Hojo S., Yoshida T.,
Nagata T., Fukuoka J., and Tsukada K. : Expression Analysis of iPS Cell - Inductive Genes in Esophageal
Squamous Cell Carcinoma by Tissue Microarray. Anticancer Res., 32: 5507-5514, 2012.

2)

Nagata T., Shimada Y., Sekine S., Hori R., Matsui K., Okumura T., Sawada S., Fukuoka J., and Tsukada K. :
Prognostic significance of NANOG and KLF4 for breast cancer. Breast Cancer, 2012 Apr 17.

3)

Sekine S., Shimada Y., Nagata T., Moriyama M., Omura T., Watanabe T., Hori R., Yoshioka I., Okumura T.,
Sawada S., Fukuoka J., and Tsukada K. : Prognostic significance of aquaporins in human biliary tract carcinoma.
Oncol. Rep., 27: 1741-1747, 2012.

4)

Sekine S., Shimada Y., Nagata T., Moriyama M., Omura T., Yoshioka I., Hori R., Matsui K., Sawada S., Okumura
T., Yoshida T., Tsukada K. : Establishment and characterization of a new human gallbladder carcinoma cell
line. Anticancer Res., 32: 3211-3218, 2012.

5)

Xiao-Yu L., Takahara T. Jiangang H., Kawai K., Sugiyama T., Tsukada K., Takemoto M., Takeuchi M., Liang
Z., Xiao-Kang L. : Theaflavin attenuates ischemia-reperfusion injury in a mouse fatty liver model. Biochem.
Biophys. Res. Commun., 417: 287-293, 2012.

6)

Takesue Y., Watanabe A., Hanaki H., Kusachi S., Matsumoto T., Iwamoto A., Totsuka K., Sunakawa K., Yagisawa
M., Sato J., Oguri T., Nakanishi K., Sumiyama Y., Kitagawa Y., Wakabayashi G., Koyama I., Yanaga K., Konishi
T., Fukushima R., Seki S., Imai S., Shintani T., Tsukada H., Tsukada K., Omura K., Mikamo H., Takeyama H.,
Kusunoki M., Kubo S., Shimzu J., Hirai T., Ohge H., Kadowaki A., Okamoto K., Yanagihara K. : Nationwide
surveillance ofantimicrobial susceptibility patterns of pathogens isolated from surgical site infections
(SSI) in Japan. J. Infect. Chemother., 18: 816-826, 2012.

7)

田澤賢一, 土屋康紀, 新保雅宏, 山岸文範, 嶋田

裕, 塚田一博 : 胃癌に合併した胃原発 gastrointestinal

stromal tumor8 例の臨床病理学的検討. 外科, 74: 295-298, 2012.

◆

症例報告

1)

Shimada Y., Okumura T., Nagata T., Sawada S., Yoshida T., Yoshioka I., Moriyama M., and Tsukada K. : Successful
enucleation of a fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography positive esophageal leiomyoma
in the prone position using sponge spacer and intra-esophageal balloon compression. Gen. Thorac. Cardiovasc.
Surg., 60: 542-545, 2012.

2)

魚谷英之, 吉岡伊作, 森山亮仁, 澤田成朗, 松井恒志, 関根慎一, 神山公希, 北條荘三, 大村哲也, 常山幸一, 塚

田一博, 田中三千雄 : 腹腔鏡下膵生検により組織学的に診断した自己免疫性膵炎の 1 例―自己免疫性膵炎の腹腔
鏡下所見―. ENDOSCOPIC FORUM, 28: 134-138, 2012.
3)

吉岡伊作, 澤田成朗, 松井恒志, 大村哲也, 森山亮仁, 関根慎一, 奥村知之, 長田拓哉, 塚田一博 : Von
Recklinghausen 病に合併した十二指腸乳頭部ソマトスタチノーマと十二指腸 GIST の 1 例. 胆道, 25: 727-732,
2012.

4)

田澤賢一, 山口哲司, 土屋康紀, 新保雅宏, 山岸文範, 塚田一博 : 右大腿骨転子下骨折術後に発症した左閉鎖孔
ヘルニアの 1 例. 外科, 74: 881-884, 2012.

5)

山口哲司, 齊藤文良, 小島淳夫, 山下

巌, 桐山誠一, 塚田一博 : 静脈血栓塞栓症を併発した重量 4840g の巨大

腸間膜デスモイド腫瘍の 1 例. 日本臨床外科学会誌, 73: 693-698, 2012.
6)

山田直也, 田澤賢一, 土屋康紀, 新保雅宏, 山岸文範, 塚田一博 : 後腹膜膿瘍を伴う十二指腸潰瘍穿孔の 1 例.
外科, 74: 1003-1007, 2012.

7)

山田直也, 田澤賢一, 山岸文範, 土屋康紀, 新保雅宏, 塚田一博 : 胃全摘術後総胆管結石症の術後遺残結石に対
するホルミウム-イットリウム・アルミニウム・ガーネットレーザーを使用した 1 例. 外科, 74: 555-558, 2012.

8)

坂東

正, 松野久雄, 塚田一博 : 肝転移同時切除を施行し長期生存が得られた膵粘液性嚢胞腺腫合併浸潤膵管癌

の 1 例. 膵臓, 27: 768-772, 2012.
9)

清水哲朗, 山崎一麿, 坂東

正, 田近貞克, 塚田一博 : 腸重積を伴った結腸アニサキス章の 1 例. 日本臨床外科

学会誌, 73: 1149-1153, 2012.

◆

総

説

1)

塚田一博, 松井恒志, 吉岡伊作, 澤田成朗, 長田拓哉 : 特集 進行胆嚢癌の診断と治療

序説進行胆嚢癌手術にお

ける諸問題. 肝胆膵画像, 14: 7-9, 2012.
2)

塚田一博 : 幽門輪温存膵頭十二指腸切除後の六君子湯の機能改善効果とアシルグレリン濃度への影響. 漢方医学,
36: 202-205, 2012.

3)

塚田一博, 松井恒志, 長田拓哉 : 肝胆膵脾の手術，脾臓摘出術に必要な局所解剖. 外科, 74: 1414-1478, 2012.

4)

魚谷英之, 澤田成朗, 田中三千雄, 塚田一博 : 特集 内視鏡“もう一工夫”

検査室におけるベッドとその周辺の

工夫. 消化器内視鏡, 24: 1391, 2012.
5)

魚谷英之, 新井英樹, 塚田一博 : 特集 これは役に立つ十二指腸病変アトラス

原発性十二指腸進行癌. 消化器内

視鏡, 24: 1756, 2012.
6)

松井恒志, 吉岡伊作, 塚田一博 : 術前・術後管理必携

V 術後合併症とその管理

4．消化器系

麻痺性イレウス.

消化器外科, 35: 880-881, 2012.

7)

北條荘三, 長田拓哉, 奥村知之, 吉田

徹, 塚田一博 : 機械的イレウス 複雑性または絞扼性イレウス 軸捻転症

S 状結腸軸捻転を中心に. 外科, 74: 260-264, 2012.

◆
1)

学会報告
Shimada Y., Onaga T., Moriyama M., Okumura T., Sekine S., Obata T., Kishi H., Fukuoka J., Hori T., Nagata
T., and Tsukada K. : New micro-fluidic devices with polymeric materials for isolation of circulating tumor
cells. 2012 annual meet6ing of AACR, 2012, 3, 31 -4, 4, Chicago.

2)

Shimada Y., Okumura T., Sekine S., Moriyama M., Hojo S., Sawada S., Yoshioka I., Nagata T., Fukumoto J.,
and Tsukada K. : Clinicopathological significance of deoxycytidine kinase expression in esophageal squamous
cell carcinoma. 47th ESSR Annual Congress, 2012, 6, 6-9, Lille.

3)

Shimada Y., Okumura T., Moriyama M., Kanda K., and Tsukada K. : Establishment of gastrointestinal stromal
tumor cell lines. UICC World cancer congress, 2012, 8, 27- 30, Montreal.

4)

Shimada Y., Okumura T., Hori R., Sawada S., Matsui K., Yoshioka I., Yoshida T., Nagata T., and Tsukada K. :
Prone position esophagectomy for esophageal cancer - A safe and less stress procedure. The 13th World Congress
of the International Society for Diseases of the Esophagus, 2012, 10, 15- 17, Venice.

5)

Shimada Y., Okumura T., Hori R., Moriyama M., Sekine S., Nagata T., Nomoto K., Fukuoka J., Tazawa K., and
Tsukada K. : Possible involvement of glucose transporter 3 and 4 in esophageal leiomyoma with unusual high
uptake of fluorine-18- fluorodeoxyglucose. The 13th World Congress of the International Society for Diseases
of the Esophagus, 2012, 10, 15- 17, Venice.

6)

Okumura T., Shimada Y., Kamiyama K., Watanabe T., Hojo S., Hori R., Matsui K., Yoshioka I., Sawada S., Yoshida
T., Nagata T., and Tsukada K. : Multiple hematogenous metastasis after curative surgery in a patient with
pStage1 primary malignant melanoma of the esophagus. The 13th World Congress of the International Society
for Diseases of the Esophagus, 2012, 10, 15-17, Venice.

7)

Okumura T., Shimada Y., Kamiyama K., Watanabe T., Hojo S., Hori R., Matsui K., Yoshioka I., Sawada S., Yoshida
T., Nagata T., and Tsukada K. : Identification of microRNAs which regulate stem cell property in esophageal
squamous cell carcinoma. The 13th World Congress of the International Society for Diseases of the Esophagus,
2012, 10, 15-17, Venice.

8)

奥村知之, 嶋田

裕, 関根慎一, 堀

亮太, 森山亮仁, 大村哲也, 松井恒志, 吉岡伊作, 北條荘三, 澤田成朗, 吉

田徹, 長田拓哉, 塚田一博 : 胃癌腹膜播種における腫瘍関連線維芽細胞の役割. 第 84 回日本胃癌学会総会, 2012,
2, 8-10, 大阪.
9)

奥村知之, 嶋田

裕, 堀

亮太, 関根慎一, 森山亮仁, 大村哲也, 橋本伊佐也, 北條荘三, 渡邉智子, 吉岡伊作,

松井恒志, 澤田成朗, 吉田

徹, 長田拓哉, 魚谷英之, 塚田一博 : P1 および P0CY1 胃癌切除症例に対する化学療

法の検討. 第 84 回日本胃癌学会総会, 2012, 2, 8-10, 大阪.
10) 田澤賢一, 山田直也, 土屋康紀, 金山雅美, 野々目和信, 新保雅宏, 山岸文範, 嶋田

裕, 塚田一博 : Gastritis

cystica polyposa の表層に発生した残胃癌の 1 例. 第 84 回日本胃癌学会総会, 2012, 2, 8-10, 大阪.
11) 堀

亮太, 奥村知之, 嶋田

裕, 渡邊智子, 北條荘三, 松井恒志, 吉岡伊作, 澤田成朗, 吉田

徹, 長田拓哉, 塚

田一博 : 胃癌組織におけるアクアポリン 1，4，5 の発現と臨床病理学的因子との関係. 第 84 回日本胃癌学会総会,
2012, 2, 8-10, 大阪.
12) 堀

亮太, 奥村知之, 北條荘三, 渡邊智子, 松井恒志, 吉岡伊作, 澤田成朗, 吉田

徹, 長田拓哉, 嶋田

裕, 塚

田一博 : 透析患者における胃癌手術. 第 84 回日本胃癌学会総会, 2012, 2, 8-10, 大阪.
13) 松井恒志, 平野勝久, 橋本伊佐也, 渡邊智子, 北條荘三, 堀
長田拓哉, 魚谷英之, 嶋田

亮太, 吉岡伊作, 澤田成朗, 奥村知之, 吉田

徹,

裕, 塚田一博 : イレウスにて発症した成人右側 Bochdalek 孔ヘルニアの 1 例. 第 48

回日本腹部救急医学会総会, 2012, 3, 14-15, 金沢.
14) 橋本伊佐也 : 小児外傷性十二指腸損傷の 1 例. 第 48 回日本腹部救急医学会総会, 2012, 3, 14-15, 金沢.
15) 田澤賢一, 小島博文, 土屋康紀, 新保雅宏, 山岸文範, 嶋田

裕, 塚田一博 : 成分分析が可能であった虫垂結石

症の 2 例. 第 48 回日本腹部救急医学会総会, 2012, 3, 13-14, 金沢.
16) 田澤賢一, 澤田成朗, 土屋康紀, 小島博文, 新保雅宏, 山岸文範, 嶋田

裕, 塚田一博 : NSAID が要因となったと

考えられる残胃穿孔の 1 例. 第 48 回日本腹部救急医学会総会, 2012, 3, 13-14, 金沢.
17) 田澤賢一, 土屋康紀, 小島博文, 新保雅宏, 山岸文範, 嶋田

裕, 塚田一博 : Meckel 憩室の炎症性索状物により

内ヘルニアを来した一小児例. 第 48 回日本腹部救急医学会総会, 2012, 3, 13-14, 金沢.
18) 田澤賢一, 土屋康紀, 小島博文, 新保雅宏, 山岸文範, 嶋田

裕, 塚田一博 : 閉鎖孔ヘルニア 7 例の検討. 第 48

回日本腹部救急医学会総会, 2012, 3, 13-14, 金沢.
19) 桑原弘幸, 田澤賢一, 土屋康紀, 小島博文, 新保雅宏, 山岸文範, 嶋田

裕, 塚田一博 : Luschka 管との鑑別が困

難であった副肝管(胆嚢肝管)の 1 例. 第 49 回日本腹部救急医学会総会, 2012, 3, 13-14, 金沢.
20) 守吉秀行, 田澤賢一, 小島博文, 土屋康紀, 新保雅宏, 山岸文範, 嶋田

裕, 塚田一博 : 索状物により内ヘルニ

アを来した，総腸間膜症の 1 例. 第 49 回日本腹部救急医学総会, 2012, 3, 13-14, 金沢.
21) 嶋田

裕, 奧村知之, 堀

亮太, 吉岡伊作, 澤田成朗, 松井恒志, 吉田

徹, 長田拓哉, 山岸文範, 森田誠市, 新

井英樹, 塚田一博 : 腹臥位食道切除の初期成績. 第 112 回日本外科学会定期学術集会, 2012, 4, 12-14, 千葉.
22) 長田拓哉, 松井恒志, 北條荘三, 渡邊智子, 堀

亮太, 吉岡伊作, 澤田成朗, 奥村知之, 吉田

徹, 嶋田

裕, 塚

田一博 : 乳癌におけるバイオマーカーとしての KLF4 および ER の役割. 第 112 回日本外科学会定期学術集会, 2012,
4, 12-14, 千葉.
23) 吉田

徹, 北條荘三, 関根慎一, 橋本伊佐也, 堀

長田拓哉, 魚谷英之, 嶋田

亮太, 松井恒志, 吉岡伊作, 渡辺智子, 奥村知之, 澤田成朗,

裕, 塚田一博 : 結腸癌における AQP1 発現の意義. 第 112 回日本外科学会定期学術集

会, 2012, 4, 12-14, 千葉.
24) 澤田成朗, 吉岡伊作, 関根慎一, 渡邊智子, 北條荘三, 堀
谷英之, 嶋田

亮太, 松井恒志, 奥村知之, 吉田

徹, 長田拓哉, 魚

裕, 塚田一博 : 閉塞性横断を伴う膵頭十二指腸切除術予定例に対する術前胆道ドレナージの意義.

第 112 回日本外科学会定期学術集会, 2012, 4, 12-14, 千葉.
25) 奥村知之, 嶋田

裕, 堀

亮太, 関根慎一, 森山亮仁, 大村哲也, 橋本伊佐也, 渡邊智子, 北條荘三, 吉岡伊作,

松井恒志, 澤田成朗, 吉田

徹, 長田拓哉, 魚谷英之, 塚田一博 : 化学療法施行後の胃癌組織における幹細胞マ

ーカーCD44 および ALDH-1 の発現. 第 112 回日本外科学会定期学術集会, 2012, 4, 12-14, 千葉.
26) 吉岡伊作, 澤田成朗, 松井恒志, 大村哲也, 森山亮仁, 関根慎一, 橋本伊佐也, 北條荘三, 渡辺智子, 堀
奥村知之, 吉田

徹, 長田拓哉, 魚谷英之, 嶋田

亮太,

裕, 塚田一博 : 根治切除不能膵癌に対するバイパス手術症例

の検討. 第 112 回日本外科学会定期学術集会, 2012, 4, 12-14, 千葉.
27) 関根慎一, 森山亮仁, 大村哲也, 河合俊輔, 橋本伊佐也, 渡邊智子, 北條荘三, 吉岡伊作, 松井恒志, 堀
澤田成朗, 奥村知之, 吉田

徹, 長田拓哉, 魚谷英之, 嶋田

亮太,

裕, 福岡順也, 塚田一博 : 胆道癌における

Aquaporin1(AQP1)の発現と胆汁うっ滞による影響について. 第 112 回日本外科学会定期学術集会, 2012, 4, 12-14,
千葉.
28) 堀

亮太, 奥村知之, 嶋田

裕, 北條荘三, 渡邊智子, 松井恒志, 吉岡伊作, 澤田成朗, 吉田

徹, 長田拓哉, 塚

田一博 : ASA-physical status と胃癌切除症例における予後との関連. 第 112 回日本外科学会定期学術集会, 2012,
4, 12-14, 千葉.
29) 平野勝久, 澤田成朗, 吉岡伊作, 北條荘三, 松井恒志, 奥村知之, 吉田

徹, 長田拓哉, 魚谷英之, 嶋田

裕, 塚

田一博 : 幽門輪温存膵頭十二指腸切除後の脂肪摂取と膵外分泌能の関係. 第 112 回日本外科学会定期学術集会,
2012, 4, 12-14, 千葉.
30) 魚谷英之, 長田拓哉, 澤田成朗, 奥村知之, 吉田

徹, 杉山敏郎, 常山幸一, 塚田一博 : 組織学的に“sci”を呈

する早期胃癌症例の検討. 第 98 回日本消化器病学会総会, 2012, 4, 19-21, 東京.
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