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30) Shimotsuma M.et al.: Hepp type hepaticojejunostomy
for biliary stricture after laparoscopic injury associated with
congenital left paradupdenal hernia. –a case report-. J Kyoto
Pref Univ Med, 1998,107(10):1147-1154.
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55) 下間正隆、他：鎖骨下静脈穿刺における infraclavicular
puncture window の作製、外科治療、2000、83：371-373
56）下間正隆、他：鼠経ヘルニア修復術において、プロリン・
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64) 下間正隆、他：早期胃癌の内視鏡的治療後に追加治療とし
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＜3＞ 感染制御学
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