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目次

【2章 かんぺきに知りたい！ 肝臓のすべて】

【1章 ぜんぶ知りたい！ 肝・胆・膵の基礎知識】

1 肝胆膵の関係 （胆汁の流れ、膵管・胆管の関係など）

2 肝胆膵の手術による体への影響

◆解剖生理編

1 位置・周囲血管・膜・臓器

2 区分

3 肝臓内の構造（組織学的構造）

4 肝臓のはたらき（栄養貯蓄・解毒・胆汁産生など）

◆疾患編

1 原発性肝細胞がん

2 転移性肝がん

大森亜紀子ほか

6 門脈圧亢進症（胃食道静脈瘤）

7 肝膿瘍

◆診断・検査編

1 血液検査

2 肝生検・肝腫瘍生検

3 急性肝炎

4 慢性肝炎

5 肝硬変

3 肝がんの画像診断法

東京女子医科大学 肝胆膵外科

佐野圭二 帝京大学医学部 外科学講座肝胆膵外科

吉岡正人 日本医科大学付属病院 消化器外科

竹村信行 国立国際医療研究センター 肝胆膵外科

建石良介ほか 東京大学大学院医学系研究科 消化器内科学

新野 徹

赤羽正章

同愛記念病院 消化器内科

国際医療福祉大学 放射線医学教室
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仕上がりに天地左右3mm

タチシロありの印刷物

掲載面 刷色 スペース 料金

表4 カラー 1頁 250,000
表2 カラー 1頁 230,000
表3 カラー 1頁 210,000

記事中 1色 1頁 80,000
記事中 1色 1/2頁 50,000
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◆治療・ケア編

土谷 薫 武蔵野赤十字病院 消化器科

山本夏代 国立国際医療研究センター研究所 消化器内科

池田公史 国立がん研究センター東病院 肝胆膵内科

久田裕也 国立国際医療研究センター 消化器内科

田中康雄 東京大学 消化器内科学

井手麻友美 杏林大学医学部 消化器・一般外科学教室

阿部雄太ほか 慶應義塾大学 一般・消化器外科

12 肝臓がん化学療法・薬物療法

1 肝部分（区域）切除術

2 肝葉切除術

3 胆道再建を伴う肝切除術

4 肝移植術

5 腹腔鏡下肝切除術

6 RFA（経皮的ラジオ波焼灼療法）

7 TACE（肝動脈化学塞栓法）・TAI（肝動脈注入療法）

8 C型肝炎・B型肝炎の抗ウイルス療法

9 肝硬変・肝性腹水・肝性脳症の治療（薬物・栄養・腹水治療）

10 食道静脈瘤に対する治療（EIS、EVL、BRTO）

11 肝膿瘍に対するPTAD

【3章 たんてきに知りたい！ 胆道のすべて】

◆解剖生理編

1 構造

2 位置・周囲血管・膜・臓器

3 胆道のはたらき（胆汁の貯留・排出、腸肝循環）

◆疾患編

1 胆嚢がん

2 胆管がん

3 十二指腸乳頭部がん

4 胆石症

5 胆管炎・胆嚢炎

6 閉塞性黄疸

西尾太宏 京都大学 肝胆膵・移植外科

小野嘉大 がん研究会有明病院 肝胆膵外科

三原裕一郎 東京大学大学院医学系研究科

肝胆膵外科学、人工臓器・移植外科学

伴 大輔 国立がん研究センター中央病院 肝胆膵外科

長谷部圭史 名古屋大学大学院医学系研究科 腫瘍外科学
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久田裕也ほか

横山政明

国立国際医療研究センター 消化器内科

立正佼成会附属佼成病院 外科

江﨑 稔 国立がん研究センター中央病院 肝胆膵外科

髙﨑祐介 順天堂大学医学部附属練馬病院 消化器内科

廣野誠子 兵庫医科大学 肝・胆・膵外科

◆診断・検査編

1 血液検査

2 画像診断

3 内視鏡検査

◆治療・ケア編

1 胆管がんに対する外科治療

2 腹腔鏡下胆嚢摘出術

3 総胆管結石に対する外科治療

4 総胆管結石に対する内科治療

5 内視鏡的胆道ドレナージ（ENBD、EBD）

6 PTBD（経皮経肝胆道ドレナージ）、

    PTGBD（経皮経肝胆嚢ドレナージ）、

    PTGBA(経皮経肝胆嚢穿刺）

8 胆道がん化学療法・薬物療法

【4章 すいすい知りたい！ 膵臓のすべて】

◆解剖生理編

1 構造

2 位置・周囲血管・膜・臓器

3 内分泌細胞・内分泌機能

4 外分泌細胞・外分泌機能

◆疾患編

1 膵臓がん

2 膵神経内分泌腫瘍（PNEN）とそのほかの充実性腫瘍

3 膵嚢胞性腫瘍（IPMN、そのほか）

7 EUSガイドドレナージ（超音波内視鏡下瘻孔形成術） 白田 龍之介 東京大学医学部附属病院 消化器内科

池田  剛 国立がん研究センター中央病院 肝胆膵内科

奈良 聡 国立がん研究センター中央病院 肝胆膵外科
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紫原緋鶴ほか

佐藤達也

宅間健介

岡本武士

九州大学病院 看護部

関東中央病院 肝胆膵内科

東邦大学医療センター大森病院 消化器内科

がん研究会有明病院 肝・胆・膵内科

水野 卓

清水京子

平野賢二

埼玉医科大学病院 消化器内科・肝臓内科

新宿三井ビルクリニック

東京高輪病院 内科（消化器）

4 膵仮性嚢胞・被包化壊死

5 急性膵炎

6 慢性膵炎・膵石症

7 自己免疫性膵炎（IgG4関連疾患）

◆診断・検査編

1 血液検査

2 画像診断

3 内視鏡検査

4 PFD試験

◆治療・ケア編

1 膵頭十二指腸切除術

2 膵体尾部切除術

3 膵全摘術

4 膵仮性嚢胞と膵壊死の治療

    （EUSドレナージとネクロセクトミー）

5 膵石除去術（ESWL＋内視鏡治療）

6 ENPD（内視鏡的経鼻膵管ドレナージ）、

内視鏡的膵管ステント留置

7 膵臓がん化学療法・薬物療法

読者ターゲット 消化器外科／内科病棟・外来のナース、がん看護ナース、消化器内視鏡技師・ナース

本書の概要 解剖生理から疾患、ケアなど、肝胆膵にまつわるすべてを、注目ポイントを示し大きな図と共に解説

します。検査や近年注目されている内科疾患などの知識も豊富に取り入れ、これを読むだけで「肝胆

膵」を完璧に理解できる１冊です。

長島周平ほか 神奈川県立がんセンター 消化器内科（肝胆膵）

宮下真美子ほか 順天堂大学医学部附属順天堂医院

肝・胆・膵外科

土岐真朗 杏林大学医学部 消化器内科
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