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資料・統計 2010年発表論文一覧
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���:������	������2010

内科（血液） （別刷有＊は図書室に別刷り有り）

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 "������-������，
��$��$����	�，
��$�'�$��8��	��，
�	���$��-���，
��$��	�-�����	

 	���)	��:�������.�������	���
	��9�*������

*��	������7��������*����������
����	�'������*���

�'��	��：�����������������.*�������

-��������	����6	������	
������	�	'�

92（3）：518－523��2010

2 張　高明 &-��造血器がん　���骨髄腫�3��レナリミドのエ
ビデンス��セカンドラインとファーストライン
のエビデンスは？

< �がん化学療法・分子標的
治療法．西条長宏編．**2011－
2012��*537－541��中外医学社��東
京��2010�

3 ������$��-���，
��$��$����	�，
���������	��$��	�	，
8��	$�)��"���，
/�'	��$	�8���$�，�����

�������	�����*������.�������	��� ���������� ���

9�*������*��������7��������*���@��
����	�'������*���

�'��	��

-��������	����6	������	
������	�	'�

92（1）：118－126��2010

4 張　高明 -��#�の基礎と臨床　第--章　臨床の実際　
3）�初期治療における-��#�

-��#�（免疫調整薬）の基礎と臨
床－多発性骨髄腫，骨髄異形成
症候群治療の新たな展開．小澤
敬也，堀田知光編．**60－77��医
薬ジャーナル社．大阪．2010�

5 張　高明 ［化学療法アップデート］�多発性骨髄腫の治療
－最近の話題－

日経メデイカル　���������+��7
2010�6�20�34－41��2010

6 /����$��-�	�，
�	�	���	�/��	�����，
��$�����;�����:�，
/��������	�������，
����$	��$��	�	，
��$��$����	�，�����

��	�	���������'������������7����$��	����
	��

8	�$����'�*�	������9�*��

-��������	����6	������	
������	�	'�

91（3）：446－455��2010

7 張　高明 特集：多発性骨髄腫－飛躍的な進歩を続ける
病態解析と最新治療　多発性骨髄腫の病期分
類および奏効性評価　奏効性評価方法－5��，
����－��������を含めて－

カレントテラピー　28（3）237－
243��2010

内科（呼吸器）

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 ���	��������，
/	�$�������$�，
8	����/������，
�	$	'�����$���

������������	�	������*�*�����'����	���	
��������：�
����7�'���,�����	7－�����������������	���

-��������+�������	&������������

��	�����������'�11（5）：685－
687��2010

2 /����	��8���	，
��������	�	����，
���:�������	，
��$����/	6�，
�	$	'�����$���，�����
（9��2������������
����'�2�	�*�）

��*�����--�������	
��	��－����������	�����*'，

	��	7���:'����������������	�����@	����	������

����	�����*'，����	����'���+��������'�	��：�
��*	���	
���9�*���������������	�	'�2�	�*�������

（9��2�9606）�

 �������9	������	
����������103（1）：�
6－11��2010

＊

3 三船大樹，塚田裕子，
細井　牧，岡島正明，
横山　晶

慢性偽性腸閉塞を契機に発見された限局型小
細胞肺癌の1例

日本呼吸器学会雑誌　48（6）：�
439－443��2010 ＊
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新潟がんセンター病院医誌140（196）

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

4 ���	��������，
/	�$�������$�，
�����	��������，
�	���'��/���	，
�	$	'�����$���，�����

�������	
���*���'��	7���*���	���'�

������	����	��

-��������	����9	������	
����������

���	�	'�15（3）：�319－324��2010
＊

内科（循環器）

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 岡田義信，大倉裕二，
神林智寿子，佐藤信昭

������)���:に関連した心機能低下 癌と化学療法　37（4）：665－
669��2010 ＊

2 岡田義信，大倉裕二，
瀧井康公

 �+���)���:を投与中に発生した不安定狭心症
の2例

癌と化学療法　37（7）：1405－
1408��2010 ＊

3 岡田義信，大倉裕二，
神林智寿子，佐藤信昭

トラスツズマブに関連した心機能障害の臨床
的特徴

日本心臓病学会誌　5（1）：�6－
12A�2010 ＊

4 �	����	:���$���，
��6���$���，
�������	�;�����:�

�������
�������	
�����	�����*'�
	���	���	��	
�

+���������������'����������	����'��	���������

�����������	
�������������	�

9	������	
������	�	'�������2：�
�132－�134��2010

5 大倉裕二，岡田義信，
丸山洋一

がんセンターにおける循環器内科医の役割　
急増する心房細動と向き合う

新潟県立病院医学会誌　58：26
－33��2010� ＊

6 大倉裕二，平原智子，
小松原秀一

静脈血栓症の予防と早期発見　最近のガイド
ラインはパスの役割を重視している

県立がんセンター新潟病院医誌
49（2）：64�2010� ＊

内科（消化器）

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 小越和栄，成澤林太郎，
加藤俊幸，藤田一隆，
佐野正俊

新潟市住民に対する胃がん内視鏡検診 <"#�����-��5��4��
	��

������+���������，26（1）：5－16，
2010�

2 加藤俊幸，今井洋介，
張　高明，佐々木俊哉，
船越和博　他

消化管悪性リンパ腫に対する分子標的薬と治
療の実際

消化器の臨床　13（5）：561－
569��2010�

小児科

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 細貝亮介 肝芽腫治療後に治療関連性白血病を発症した1
例

小児がん　47（1）：116－120��
2010�

2 ������/��$	，
�������7���������	

�	�－�������������	
�����9�*������������		��
��������������$���������'�2�	�*���������

811，841，874�����911�	��������		��������
�'�*�	:����������$����

���$�����24（2）：335－344��
2010�

3 ������/��$	，
/���:�**��/�'	$	

������� ������� ��	��'	��� ������ ���+�+	��� 	
�

������		�� ������� ���� ������ ��:����� ���������

*	�������������	7��

9	������	
�����������+�+	����*�4
（4）：�303－312��2010�

4 ������/��$	，
-������������

������

���������H�����'�	
���
��	
�������		��

����������+�+	��：������1��-�*����	
�����������
�����*�������	�

-��������	����6	������	
������	�	'�

91（5）：�865－876��2010�

5 ������/��$	，
-������������

������

���������H�����'�	
���
��	
�������		���������

���+�+	��：������2��-�*����	
�����	�����*'
-��������	����6	������	
�

�����	�	'92（1）：�95－104��2010�
6 浅見恵子，小川　淳，
多賀　崇

���	�*�	�	'－ ������**�	����
	����������������
	
����������7�����������'�	������$����：���
���*	���
�	������9�*��������������>�������������

���$���������'�2�	�*�����9805�����'

日本小児血液学会誌　24：�283－
291��2010�

7 浅見恵子，大園秀一 小児がん長期フォローアップにおける「治療
のまとめ」の意義と活用法

小児がん　47（3）：�471－476��
2010�
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外科

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 梨本　篤，藪崎　裕，
中川　悟

進行胃癌に対してリンパ節郭清をどこまで行
うか

外科治療　102（1）：36－43，
2010�

2 梨本　篤，藪崎　裕，
中川　悟，石川　卓

噴門部胃癌の治療戦略治療 ���������+��7　消化器�2010，林
紀夫，日比紀文，上西紀夫，下
瀬川徹編　**266－271，中外医
学社，東京��2010�

3 梨本　篤 胃癌全摘（開腹），胃癌に対する胃全摘，結腸
前経路�	�.－��－�再建術（開腹）について

手術　102（1）：381－385��2010�

4 梨本　篤，藪崎　裕，
中川　悟

がん地域連携パス連携クリティカルパス 日本医療マネージメント学会　
監修，**97－109，じほう，東京��
2010�

5 梨本　篤，赤澤宏平，
磯部　陽，宮代　勲，
小田一郎，日本胃癌学
会登録委員会

胃がん全国登録データからみた胃がん治療の
現況と問題点について

癌の臨床　55（10）：713－718，
2010

6 梨本　篤 胃がん領域における地域連携クリティカルパ
スの作成とその運用に関する研究

平成22年度厚生労働科学研究費
補助金（がん臨床研究事業）分
担研究報告書

7 磯部　陽，梨本　篤，
赤澤宏平，林　健一，
宮代　勲，日本胃癌学
会登録委員会

胃癌全国登録の現状と展望 外科治療　102（4）：358－364，
20100�

8 ��$�$���	���$�7�，
/���6�������，
������/	:�'����，
��������"�����	�	，
�	���
����"�$�6���，
9�����

��*�����--�����'�	
�*��	*�����+������	�����*'�7����

�－1�*�������*������
	��	7���:'�#2@#3��������	�'�

	�� ���������'� ���	��－ *	����+�� ������� �������

（9������2�－01�����'）

<��	*����6	������	
���������

	��	�	'�36（6）：546－551，
2010�

9 藪崎　裕，梨本　篤，
中川　悟

幽門側胃切除後 －-再建～三角吻合 手術　64（10）�：�1417－1424�
�2010

10 藪崎　裕，梨本　篤，
中川　悟，松木　淳

噴門側胃切除術　空腸間置術 消化器外科　33（11）�：�1727－
1737��2010

11 中川　悟，梨本　篤，
藪崎　裕

胃管挿入の合併症 消化器外科　33（5）：927－928，
2010

12 中川　悟，藪崎　裕，
梨本　篤，土屋嘉昭，
瀧井康公，他

胸部食道癌に対する胸腔鏡下食道切除術導入
初期例の検討

新潟医学会雑誌　124（6）：341－
347��2010

13 "������������'�$�，
��������	���	，
;�$����	���
���，
������'���	����$�，
"	����������'�

#�*���	
� ��+���	������������� ����*	���������	����

*�	�	���� 
	�� *�������� 7���� �1 � �.�����*�����
��	����	������	��

�������116（2）：400－405��2010�

14 猪瀬悟史，土屋嘉昭，
野村達也

原発性十二指腸癌27切除例の臨床病理学的検
討

日本消化器外科学会雑誌　43
（2）：135－140��2010�

15 飯合恒夫，畠山勝義，
瀧井康公，丸山　聡，

［根治性向上］�進行大腸癌に対する��	��6�+����
����	�����*'の適応と意義

臨床外科　65（4）：486－492��2010�

16 大谷泰介，瀧井康公 �5��5��6を含む集学的治療により長期間��
継続中である虫垂癌原発�腹膜偽粘液腫の1例

日本臨床外科学会雑誌　71（4）：
1061－1065��2010�

17 ���������	�������，
��$������������

�����������*����	
����	��������.����	�����������

�����������������������：����������*���	�	�����
����������������7�	��－�	���������	���

#��������	
������	�	��������������

53（5）：771－778��2010�

18 瀧井康公，丸山　聡 個別化治療の現状とこれから�化学療法後，肝
転移巣切除が可能と�なった場合，その対応はD

臨床腫瘍プラクティス　6（2）：
174－177��2010�

19 長谷川潤，瀧井康公 大腸��癌の肉眼形態別の相対値分類と絶対値
分類についての検討

日本大腸肛門病学会雑誌　
63（7）：399－406��2010�

20 岡田義信，大倉裕二，
瀧井康公

 �+���)���:を投与中に発生した不安定狭心症
の2例

癌と化学療法　37（7）：1405－
1408��2010�
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新潟がんセンター病院医誌142（198）

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始�～終�，年 別刷有

21 八木　寛，瀧井康公，
亀山仁史

肛門周囲膿瘍様の肛門転移を来した直腸癌の1
切除例

日本大腸肛門病学会雑誌　
63（8）：494－498��2010�

22 瀧井康公，丸山　聡 大腸癌肝転移に対する新規抗癌剤治療の効果�

根治切除率と抗癌剤治療�後の肝切除の安全性
について

県立がんセンター新潟病院医誌�

49（2）：43－48��2010� ＊

23 �$������&��，
�����
�

&�，
�
������	��，
'�	
���
&
�$�，
�
&���%
���
�
，���
�

�$������
������#�	�
��� �	���!�����
������.�


���	��	�	��������#�	�	��
��
��	�：�
��	������ ��
��������	���������#�222��
�������#	���/
�
�����


��	�����	��

����	��
������
����2010�(��26��
���：10�111101��1463－1318��2010

24 山本尚人，田部井敏夫，
井上賢一，武井寛幸，
佐藤信昭，他

腋窩リンパ節転移陰性乳がんに対す術後補助
化学療法としての2���
3��と�����$��$
����

の認容性および安全性－/4�)�04試験－

癌と化学療法　37（1）：57－
63��2010

25 黒井克昌，柏喜代美，
戸井雅和医，中村清吾，
佐藤信昭，他

臨床試験グループの現状と問題点
/)��+�（/
�
��)	�
����
��	�����
	$�+	���）

腫瘍内科　6（4）：360－368��2010

呼吸器外科

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始�～終�，年 別刷有

1 �
����$��$�，
*��&����	�
&�，
%
�
���%
���$�，
%��$��
�*
����，
���������5���，���
��

��
����#�	
������!	�.��!�������
	��


	����
	��
�

����	�
����
��1��	�
���#�����
��

�����!��15（3）：319－324-�2010

2 福井麻里子，小池輝明，
大和　靖，吉谷克雄，
本間慶一，他

良性転移性平滑筋腫と子宮平滑筋肉腫の肺転移
の鑑別が困難であった1症例

肺癌　50（4）：377－378��2010

3 小池輝明，大和　靖，
吉谷克雄，竹重麻里子，
佐藤衆一

【診療に役立つ「呼吸器疾患外科治療」のすべて】
肺癌および転移性肺腫瘍　2��その他　3��術後再
発肺癌

日本胸部臨床　69�増刊：�163－
�168��2010

4 �
����$��$�，
*��&����	�
&�，
%
�
���%
���$�，
%��$��
�*
����，
���������5���，���
�

2�
!�������������#��	����	
�� ���������

����!	
�$�� ��
!��!� 
��� �$�� ����	�
��� �#� 
�

����
����������#�	����!�
��	���	!�	�

+���	
���$�	
��
���
	��� 
���
	�

��	!�	��58（9）：461－466��2010

5 �
����$��$�，
*��&����	�
&�，
'���
�*���$�，
%�&��
�
��&�	


����
������������
	��
����
	��������	��#��$��

���!：
���.�����6������.－!	
����
��!�
���

�����	

����	
�� ���
	���7
���
	�
���

�$�	
����	!�	��11（5）：685－
687��2010

整形外科

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始�～終�，年 別刷有

1 守田哲郎 転移性骨腫瘍 整形外科医のための薬物療法
�)�．宗圓聡�編　���112－132．
メジカルビュー社，東京-�2010�

2 守田哲郎 転移性骨腫瘍（脊椎を除く） アトラス骨・関節画像診断��4�骨・
軟部腫瘍．矢部啓夫�編　���78－
79，中外医学社，東京-�2010�

3 '
�
���'�	��$�，
��	��
������	�，
*
.
�$��
�'�	���&�，
(!�����&�	
，
'���
������

�������
���4�
���6"	��
����%���!�)
��"
���

���$�	�：����	���#��$	���
���

/��	�
���#��$�����	�
�����"�.�

��	!�	��19（8）：�7－10��2010�
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脳神経外科

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 高橋英明 新時代の脳腫瘍学－診断・治療の最前線－，
脳腫瘍学における化学療法概論

日本臨床　68増刊10：447－451��
2010 ＊

2 高橋英明，吉田誠一 転移性脳腫瘍－分子標的薬，新規定位放射線
治療時代における治療選択－

脳神経外科速報　20（12）：1390
－1396��2010 ＊

3 �����	��������	，
/��	�/�)�	，
��$������8����$�，
4)�$����$�	，
5�6�����$���$	

#�+��	*�����	
����	��������*���������������

�'�����
	�����	�������+��'��**�����	��

�����������������26（2）：63%74��
2010

＊

皮膚科

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 竹之内辰也 体幹部の手術 日本皮膚外科学会編，皮膚外科学，�
**358－363，秀潤社，東京��2010

2 藤川大基，竹之内辰也，
斉藤俊弘，小松原秀一

小児の陰茎亀頭に生じた悪性黒色腫の1例 臨床皮膚科　64（2）：�161－164��
2010

3 竹之内辰也 基底細胞癌の診療ガイドラインについて �	����'�:		$�������166：�51－
55��2010

4 竹之内辰也，廣瀬貴之，
今井洋介，石黒卓郎，
張　高明，渡辺輝浩，
小川　淳，浅見恵子，
根本啓一

皮膚白血病14例の予後を含めた臨床的検討 臨床皮膚科　64（7）：533－536��
2010

5 竹之内辰也 基底細胞癌切除後の長期予後に関する検討 日本皮膚外科学会誌　14：4－5，
2010

6 竹之内辰也 基底細胞癌 日本皮膚悪性腫瘍学会編，皮膚
悪性腫瘍取扱い規約第2版，**49
－54，金原出版，東京��2010

泌尿器科

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 斎藤俊弘 前立腺癌の診断と治療－当院2000例の経験を
ふまえて－

県立がんセンター新潟病院医誌
49（1）：1－6��2010 ＊

2 8����"	:	��，
"����'�������	��，
��$�)�7��-�����	，
����	��	������	，
/������������	，
��$�������/	���

#�������	
��������� �		��������	��������������� 4�	�	'�75（6）：1441－1445��
2010

3 藤川大基，竹之内辰也，
斎藤俊弘，小松原秀一

小児の陰茎亀頭に生じた悪性黒色種の1例 臨床皮膚科　64（2）：161－164��
2010

4 北村康男，北村唯一，
戸澤啓一，麦谷荘一

筋層非浸潤性膀胱癌に対する �2注入療法の
最前線

泌尿器外科　23（11）：1611－
1622��2010

婦人科

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 児玉省二 子宮肉腫 今日の治療指針．山口徹等編．�
**1026－1027．医学書院．
東京��2010��
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№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

2 �	'	������	�，
����'�$��8����，
�	��;�����:�，
"	:�	��������，
������-���$	，
��	6��/	����，������

����	����	
�5�������'－�*����������'�
	�������
-�<*���������+������������：�����	*	����
	����������
�������	��

9	������	
����������	��	�	'�28（10）：
1727－1732��2010�

3 /	��$��	��������，
����������6���，
������	�������，
��	6��/	����，
/�����������$��，�����

2����<.*�����	����	,���
	���������������+�+������

��+�����－��������	����+����������������	���
�7	�����*�������#�������

��	���"<�5（3）：�9615��2010�

耳鼻咽喉科

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 佐藤雄一郎 頭頸部癌の� � 新潟市医師会報　第472号（平成
22年7月号）2－5��2010�

放射線科

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 杉田　公，松本康男 2009年放射線治療の概要 県立がんセンター新潟病院誌49
（2）：14－16��2010� ＊

麻酔科

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 丸山洋一 がん専門診療施設におけるオピオイド使用と
病状予後告知の現状

厚生労働省がん研究助成金　地
域がん専門診療施設のソフト面の
整備拡充に関する研究班　平成21
年度報告書．**47－54．2010．

緩和ケア科

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 齋藤義之 緩和ケア研修会について 県立がんセンター新潟病院医誌
49（1）：7～ 12��2010 ＊

2 齋藤義之 当院における緩和ケア科の活動について 新潟県立病院医学会誌　58�：�9
～ 16��2010 ＊

病理部

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 本間慶一 悪性リンパ腫 腫瘍病理鑑別診断アトラス　乳
腺．黒住昌史．森谷卓也編�**150
－153．文光堂．東京��2010�

2 落合広美，川崎　隆，
本間慶一，根本啓一

2009年病理部業務統計 県立がんセンター新潟病院医誌
49（2）：17－21��2010 ＊

検査科

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 芳賀博子 がんセンター新潟病院臨床検査部　ビフォー
アフター

全国自治体病院協議会雑誌
49（9）：50－54��2010�
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情報調査部　相談支援センター

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 柏木夕香 腹部膨満感で薬以外にできること 秘伝　臨床が変わる　緩和ケア
のちょっとしたコツ．森田達也，
新城拓也，林ゑり子編．**151－
153．青海社．東京��2010�

2 柏木夕香 最新！がん看護EF�　E27　抗がん剤による
下痢・便秘の症状と病院受診の目安をどのよ
うに指導したらいいでしょうか？

看護技術　56（5）：58－59�2010�

3 柏木夕香 最新！がん看護EF�　E28　抗がん剤による
末梢神経障害（しびれ）の対応及び予防的対
処法は？

看護技術　56（5）：60－61�2010�

4 神保圭子 相談支援センターの役割 県立がんセンター新潟病院医誌
49（1）：18－22．2010

薬剤部

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 川端良徳，中川明子 結腸直腸がん患者の5��5��6，5��5-�-療法
における携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
（シュアーフューザー �）への薬液の最適な充
填量について（第2報）－薬液の流出速度への
気温の影響－

薬学雑誌　130（4）：621－627��
2010�

＊

2 貝瀬眞由美，吉野真樹，
姫野友紀子，長谷川洋，
末山博男

ゲムシタビン単剤療法の制吐剤変更による患者
の副作用自覚症状の変化

日本病院薬剤師会雑誌　46（11）：
1545－1549��2010� ＊

看護部

№ 著　者　名 論　文　名 掲載誌名　
巻（号）：始*～終*，年 別刷有

1 田村恵美子 治療選択の支援に伴う「困った」 乳がん看護　困った！にこたえ
るサポートブック　54の困った
の解決策とポイントがわかる
　�阿部恭子編　**�121－127��メ
ディカ出版．吹田　2010�

＊

2 船見恵美子 がんの医療はどう変わったのか　「がん対策基
本法から2年半」

��������)���　4：15－19��2010� ＊

3 船見恵美子 緩和ケアとチーム医療－緩和ケア科外来開設ま
での道のり－

全国自治体病院協議会雑誌　49
（7）：105－107��2010� ＊

4 船見恵美子 緩和ケア科外来の現状と課題 県立がんセンター新潟病院医誌
49（1）：13－17．2010 ＊

5 佐野カンナ 退院調整の現状と今後の課題 県立がんセンター新潟病院医誌
49（1）：23－29．2010 ＊
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