
 2017年学術活動業績（学会発表）

発表者すべて 題名 回 会議名 開始日 終了日 開催場所 学会名

茂又章徳, 岡内眞一郎, 奥村信人, 大澤翔, 大原元, 田口詩路麻, 籠橋克
紀, 高屋敷典生, 佐藤浩昭

投与中に好酸球増加が見られたニボルマブ奏効肺腺癌の1例 第638回 日本内科学会関東地
方会

2017/12/9 2017/12/9 （東京）日本都市セン
ター

日本内科学会

小野田翼, 熊倉有里, 有賀啓之, 鹿志村純也 食道神経内分泌癌に対して放射線化学療法が奏功した一例 第105回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2017/12/9 2017/12/10 （東京）シェーンバッ
ハ・サボー

日本消化器内視鏡学
会

板山律子, 有賀啓之, 小野田翼, 熊倉有里, 鹿志村純也 胆管ステント脱落により腸管穿孔を生じた一例 第105回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2017/12/9 2017/12/10 （東京）シェーンバッ
ハ・サボー

日本消化器内視鏡学
会

石橋敦, 塚本俊太郎, 松村英樹, 近藤匡, 渡邊宗章 右側大動脈弓を伴った右下葉肺癌の1切除例 第30回 日本内視鏡外科学会
総会

2017/12/7 2017/12/9 （京都）国立京都国際
会館

日本内視鏡外科学会

名越杏菜, 藤江敬子, 小林裕幸, 木下賢輔, 橋本幸一 市中病院に入院した高齢者における多剤併用の実態調査 第38回 日本臨床薬理学会学
術総会

2017/12/7 2017/12/9 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本臨床薬理学会

森川翔平, 岡本史樹, 岡本芳史, 猪本尚毅, 石川裕人, 播本幸三, 上田哲
生, 坂本泰二, 杉谷和彦, 澤田修, 森潤也, 高村佳弘, 大鹿哲郎

就労に起因する開放性眼外傷の検討 第56回 日本網膜硝子体学会
総会

2017/12/1 2017/12/3 （東京）東京国際
フォーラム

日本網膜硝子体学会

田口詩路麻 NPWTにより術後リンパ瘻と皮膚潰瘍を治療した乳癌男性例 第47回 日本創傷治癒学会 2017/11/27 2017/11/28 （京都）メルパルク京
都

日本創傷治癒学会

奥脇駿, 辰村正紀,  河村季生, 小川健, 万本健生 関節リウマチにおける骨脆弱性椎体骨折症例の特徴 第23回 茨城リウマチ 2017/11/25 2017/11/25 （つくば）つくば国際会
議場

-

河村季生, 辰村正紀, 奥脇駿, 小川健, 万本健生 当院の関節リウマチに対する上位頚椎固定術の周術期合併症 第23回 茨城リウマチ 2017/11/25 2017/11/25 （つくば）つくば国際会
議場

-

村松愛子, 熊谷亮, 藤井優尚, 片倉幸乃, 野津寛大, 飯島一誠, 野牛宏晃 遺伝子診断し得たGitelman症候群の一例 第27回 臨床内分泌代謝
Update

2017/11/24 2017/11/25 （兵庫）神戸国際展示
場

日本内分泌学会

藤井優尚, 熊谷亮, 片倉幸乃, 村松愛子, 高橋信幸, 入江敏之, 野牛宏晃 原発性アルドステロン症における副腎静脈採血の適応に関する検討 第27回 臨床内分泌代謝
Update

2017/11/24 2017/11/25 （兵庫）神戸国際展示
場

日本内分泌学会

片倉幸乃, 熊谷亮, 藤井優尚, 村松愛子, 松村英樹, 鹿志村純也, 高屋敷
典生, 近藤匡, 入江敏之, 野牛宏晃

非典型的な画像所見を呈した高齢発症インスリノーマの1例 第27回 臨床内分泌代謝
Update

2017/11/24 2017/11/25 （兵庫）神戸国際展示
場

日本内分泌学会
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発表者すべて 題名 回 会議名 開始日 終了日 開催場所 学会名

黒木崇子, 塚越祐太, 木村高志, 辰村正紀, 河合祥雄 AEDにて救命し得た水泳中の心肺停止の一例 第28回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2017/11/18 2017/11/19 （東京）国立オリンピッ
ク記念青少年総合セ
ンター

日本臨床スポーツ医
学会

藤本泰毅, 辰村正紀, 塚越裕太, 武井隼児, 芋生祥之, 石本立, 蒲田久典,
江藤文彦, 小川健, 万本健生, 平野篤

学童期に発症した急性期腰椎分離症の解析 第28回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2017/11/18 2017/11/19 （東京）国立オリンピッ
ク記念青少年総合セ
ンター

日本臨床スポーツ医
学会

辰村正紀, 蒲田久典, 武井隼児, 芋生祥之, 藤本泰穀, 石本立, 江藤文彦,
塚越祐太, 小川健, 万本健生, 平野篤

腰椎分離症再発例の解析 第28回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2017/11/18 2017/11/19 （東京）国立オリンピッ
ク記念青少年総合セ
ンター

日本臨床スポーツ医
学会

高内将光, 高木祥, 辰村正紀 腰椎類骨骨腫と初期診断を受けた腰椎分離症の一例 第28回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2017/11/18 2017/11/19 （東京）国立オリンピッ
ク記念青少年総合セ
ンター

日本臨床スポーツ医
学会

蒲田久典, 辰村正紀, 武井隼児, 芋生祥之, 藤本泰穀, 石本立, 江藤文彦,
塚越祐太, 小川健, 万本健生, 平野篤

青少年の腰椎分離症における両側分離の骨癒合率　対側病変の病期が
骨癒合に及ぼす影響

第28回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2017/11/18 2017/11/19 （東京）国立オリンピッ
ク記念青少年総合セ
ンター

日本臨床スポーツ医
学会

石本立, 辰村正紀, 武井隼児, 芋生祥之, 藤本泰毅, 蒲田久典, 江藤文彦,
塚越祐太, 清水如代, 小川健, 万本健生, 平野篤

潜在性二分脊椎の併発と両側分離が腰椎分離症の癒合率と癒合までの
期間に及ぼす影響

第28回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2017/11/18 2017/11/19 （東京）国立オリンピッ
ク記念青少年総合セ
ンター

日本臨床スポーツ医
学会

内田卓郎, 小林裕幸, 平野篤, 青戸克哉 発作性心房細動に対し電気的除細動を行い早期復帰に至ったプロサッ
カー選手の1例

第28回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2017/11/18 2017/11/19 （東京）国立オリンピッ
ク記念青少年総合セ
ンター

日本臨床スポーツ医
学会

塚越祐太, 辰村正紀, 鎌田浩史, 中川将吾, 都丸洋平, 柳沢竜太, 中嶋康
之, 源裕介, 森田光明, 大西美緒, 山崎正志

幼児期に発生した急性期腰椎分離症の3例 第28回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2017/11/18 2017/11/19 （東京）国立オリンピッ
ク記念青少年総合セ
ンター

日本臨床スポーツ医
学会

武井隼児, 辰村正紀, 芋生祥之, 蒲田久典, 藤本泰穀, 石本立, 塚越祐太,
江藤文彦, 小川健, 万本健生, 平野篤

陸上競技における腰椎分離症の特徴 第28回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2017/11/18 2017/11/19 （東京）国立オリンピッ
ク記念青少年総合セ
ンター

日本臨床スポーツ医
学会

内山昌博, 石月翔一郎, 田口詩路麻, 岡内眞一郎, 奥村信人, 大澤翔, 大
原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭

肺炎球菌ワクチン接種後に接種部位より末梢に蜂窩織炎様反応を認め
た1例

第637回 日本内科学会関東地
方会

2017/11/11 2017/11/11 （東京）日内会館 日本内科学会

石岡春彦, 高村典子, 多田勝重, 矢野晴美, 小川健 Mycobacterium gordonaeによる左手伸筋腱炎の1例 第66回 日本感染症学会東日
本地方会学術集会

2017/10/31 2017/11/2 （東京）京王プラザホ
テル

日本感染症学会

足立真穂, 奥村信人, 高村典子, 多田勝重, 石岡春彦, 矢野晴美, 李紀廉,
入江敏之

生検で確定した左仙腸関節炎 第66回 日本感染症学会東日
本地方会学術集会

2017/10/31 2017/11/2 （東京）京王プラザホ
テル

日本感染症学会
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多田勝重, 高村典子, 石岡春彦, 矢野晴美, 田口詩路麻 左踵部褥瘡感染によるArcanobacterium haemolyticumを含む複合菌血
流感染

第66回 日本感染症学会東日
本地方会学術集会

2017/10/31 2017/11/2 （東京）京王プラザホ
テル

日本感染症学会

本多智康, 中村太一, 山縣邦弘 血小板減少症，腹水，急性腎不全，全身性リンパ節腫大を呈した1例 第47回 日本腎臓学会東部学
術大会

2017/10/28 2017/10/29 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本腎臓学会

中村太一, 清水達也, 山縣邦弘 慢性腎不全の急性増悪とネフローゼレベルのタンパク尿を呈した1例 第47回 日本腎臓学会東部学
術大会

2017/10/28 2017/10/29 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本腎臓学会

内山昌博, 島田薫, 長谷川隆一 嗜好品の過剰摂取によるカフェイン中毒の1例 第45回 日本救急医学会総
会・学術集会

2017/10/24 2017/10/26 （大阪）リーガロイヤ
ルホテル大阪

日本救急医学会

高向梨沙, 沖山奈緒子, 遠藤瑠璃子, 井上紗惠, 藤本学, 千野裕介 ループス血管炎による多発難治性皮膚潰瘍にIVIgが奏効した全身性エリ
テマトーデスの1例

第95回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2017/10/15 2017/10/15 （水戸市）水戸市医師
会講堂

日本皮膚科学会

松浦智史, 辰村正紀, 江藤文彦, 奥脇駿, 野上裕子, 池田和大, 河村季生,
深井諒介, 小川健, 万本健生, 平野篤

smileyface- rod法で早期に骨癒合が得られた発育期腰椎分離症の一例 第124回 茨城県整形外科集談
会

2017/10/15 2017/10/15 （茨城） 茨城県整形外科集談
会

石月翔一郎, 田口詩路麻, 大澤翔, 石原あやか, 長谷川隆一 メトトレキサートおよびインフリキシマブ投与開始後に間質性肺炎の急性
増悪をきたし死亡した関節症性乾癬の1例

第95回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2017/10/15 2017/10/15 （水戸市）茨城県医師
会　講堂

日本皮膚科学会

石月翔一郎, 田口詩路麻, 中山凱夫 草刈機の金属片により生じた頬部腫瘤の1例 第95回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2017/10/15 2017/10/15 （水戸市）茨城県医師
会　講堂

日本皮膚科学会

岡内眞一郎, 大澤翔, 大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭, 塩澤利博, 宮崎邦彦,
栗島浩一, 石川博一, 檜澤伸之

EGFR-TKIによる治療が奏功したCKD合併非小細胞肺癌の2例 第58回 日本肺癌学会学術集
会

2017/10/14 2017/10/15 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本肺癌学会

大澤翔, 岡内眞一郎, 大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭, 塩澤利博, 宮崎邦彦,
栗島浩一, 石川博一, 檜澤伸之

EGFR-TKI治療奏効後腹膜再発を認めた症例の検討 第58回 日本肺癌学会学術集
会

2017/10/14 2017/10/15 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本肺癌学会

大島央之, 栗島浩一, 嶋田貴文, 小原一記, 藤田純一, 金本幸司, 飯島弘
晃, 井田敦子, 泉玲子, 若菜恵, 小西桃子, 鳩貝友美, 石川博一, 佐藤浩
昭

IV期非小細胞肺癌におけるBody Mass Indexおよびmodified Glasgow
Prognostic Scoreの臨床的検討

第58回 日本肺癌学会学術集
会

2017/10/14 2017/10/15 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本肺癌学会

佐渡山伸子, 関根朗雅, 加藤晃史, 佐藤浩昭, 林原賢治, 齋藤武文, 小倉
高志

根治的外科切除術後に脳転移で初回再発を来たした症例の検討 第58回 日本肺癌学会学術集
会

2017/10/14 2017/10/15 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本肺癌学会

3/14



 2017年学術活動業績（学会発表）
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籠橋克紀, 大澤翔, 大原元, 岡内眞一郎, 田村智宏, 中澤健介, 宮崎邦彦,
塩澤利博, 金本幸司, 栗島浩一, 石川博一, 佐藤浩昭, 檜澤伸之

心房細動でワルファリンカリウム下に治療を行った慢性腎臓病を伴う高
齢小細胞肺癌の1例

第58回 日本肺癌学会学術集
会

2017/10/14 2017/10/15 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本肺癌学会

萩本聡, 金澤潤, 山田英恵, 佐藤信也, 塩澤利博, 中澤健介, 宮崎邦彦,
大原元, 児玉孝秀, 籠橋克紀, 栗島浩一, 石川博一, 佐藤浩昭, 檜澤伸之

片側副腎単独転移により癌死に至った肺腺癌の一例 第58回 日本肺癌学会学術集
会

2017/10/14 2017/10/15 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本肺癌学会

柴尾洋介, 辰村正紀, 江藤文彦, 山崎正志 第5腰椎分離すべり症に対する腰椎椎体間固定後の隣接椎間障害につ
いての検討

第26回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2017/10/13 2017/10/14 （石川）ホテル日航金
沢

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

岡本千尋, 辰村正紀, 江藤文彦, 河村季生, 柴尾洋介, 山崎正志 後方椎体間固定におけるケージ内外の癒合の比較 第26回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2017/10/13 2017/10/14 （石川）ホテル日航金
沢

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

河村季生, 辰村正紀, 江藤文彦, 岡本千尋, 柴尾洋介, 山崎正志 腰椎椎体間固定術における初回手術群と再手術群のアンケートを用い
た術後成績の比較

第26回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2017/10/13 2017/10/14 （石川）ホテル日航金
沢

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

辰村正紀, 江藤文彦, 岡本千尋, 河村季生, 柴尾洋介, 山崎正志 上位頚椎後方固定術の術後合併症 第26回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2017/10/13 2017/10/14 （石川）ホテル日航金
沢

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

江藤文彦, 辰村正紀, 岡本千尋, 河村季生, 柴尾洋介, 椎名逸雄, 山崎正
志

当院における転移性脊椎腫瘍に対する手術治療と臨床成績 第26回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2017/10/13 2017/10/14 （石川）ホテル日航金
沢

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

長崎一哉, 有賀啓之, 熊倉有里, 鹿志村純也 急性胆管炎・急性胆嚢炎における血液培養検査の検討 第59回 日本消化器病学会大
会

2017/10/12 2017/10/15 （福岡）マリンメッセ福
岡

日本消化器病学会

中田由夫, 笹井浩行, 小林裕幸 減量後の体重維持に対するweb支援の効果検証 : ランダム化比較試験 第38回 日本肥満学会 2017/10/7 2017/10/8 （大阪）大阪国際会議
場

日本肥満学会

笹井浩行, 上田啓輔, 小林裕幸, 三本木千秋, 中田由夫 身体活動増進介入に伴う内臓脂肪変化に対するデュアルインピーダンス
法の妥当性

第38回 日本肥満学会 2017/10/7 2017/10/8 （大阪）大阪国際会議
場

日本肥満学会

本多智康, 中村太一, 山縣邦弘 血小板減少症，腹水，急性腎不全，全身性リンパ節腫大を呈した1例 第66回 日本農村医学会学術
総会

2017/10/5 2017/10/6 （沖縄）沖縄コンベン
ションセンター

日本農村医学会

中島里佳子, 石月翔一郎, 田口詩路麻, 大矢和正 水戸協同病院における局所陰圧閉鎖療法のまとめ 第66回 日本農村医学会学術
総会

2017/10/5 2017/10/6 （沖縄）沖縄コンベン
ションセンター

日本農村医学会
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発表者すべて 題名 回 会議名 開始日 終了日 開催場所 学会名

村松愛子, 深澤洋, 大崎芳典, 藤田英理子, 熊谷亮, 齊藤剛, 原尚人, 吉
田克己, 野牛宏晃

橋本病急性増悪と亜急性甲状腺炎との鑑別に苦慮した4症例における甲
状腺エコーでの血流評価の検討

第60回 日本甲状腺学会学術
集会

2017/10/5 2017/10/7 （大分）別府国際コン
ベンションセンター

日本甲状腺学会

深澤洋, 村松愛子, 熊谷亮, 藤井優尚, 片倉幸乃, 野牛宏晃, 吉田克己 甲状腺機能異常症の診断における血清コリンエステラーゼ測定の有用
性

第60回 日本甲状腺学会学術
集会

2017/10/5 2017/10/7 （大分）別府国際コン
ベンションセンター

日本甲状腺学会

小野瀬慎二, 万本健生, 芋生祥之, 辻村悠, 松尾節子, 武井隼児, 飛田広
大, 吉田和歌子, 平野篤

人工膝関節全置換術後における大腿部腫脹の関連因子 第66回 日本農村医学会学術
総会

2017/10/5 2017/10/6 （沖縄）沖縄コンベン
ションセンター

日本農村医学会

辻村悠, 万本健生, 芋生祥之, 小野瀬慎二, 松尾節子, 武井隼児, 飛田広
大, 吉田和歌子, 平野篤

人工膝関節全置換術後早期における下肢周囲径の経時的変化に関連
する因子

第66回 日本農村医学会学術
総会

2017/10/5 2017/10/6 （沖縄）沖縄コンベン
ションセンター

日本農村医学会

内田誠一, 辰村正紀, 江藤文彦, 宮地朋美, 大森瑞穂, 岡村早紀, 木村靖
子, 木村祥子, 原田文子, 袴塚純一

水戸協同病院における経頭蓋電気刺激誘発電位 (Br-MsEP) の現状 第66回 日本農村医学会学術
総会

2017/10/5 2017/10/6 （沖縄）沖縄コンベン
ションセンター

日本農村医学会

辰村正紀, 蒲田久典, 江藤文彦, 小川健, 万本健生, 平野篤 水戸協同病院における腰椎分離症の傾向 第66回 日本農村医学会学術
総会

2017/10/5 2017/10/6 （沖縄）沖縄コンベン
ションセンター

日本農村医学会

江藤文彦, 辰村正紀, 柴尾洋介, 淺川俊輔, 小川健, 万本健生, 平野篤 当院における特発性脊髄硬膜外血腫の治療成績と問題点 第66回 日本農村医学会学術
総会

2017/10/5 2017/10/6 （沖縄）沖縄コンベン
ションセンター

日本農村医学会

中西登志雄, 市村正明, 渡邊宗章 遠隔画像参照システム(VS Gateway)の使用経験 第21回 日本遠隔医療学会学
術大会

2017/9/30 2017/10/1 （栃木）栃木県総合文
化センター

日本遠隔医療学会

辰村正紀 発育期腰椎分離症における保存療法並びに手術療法の治療成績 第3回 北関東脊椎外科研究
会

2017/9/30 2017/9/30 （栃木）日光 北関東脊椎外科研究
会

鹿志村純也, 有賀啓之, 熊倉有里, 小野田翼 CTによる胆管結石成分の術前評価は可能である 第53回 日本胆道学会学術集
会

2017/9/28 2017/9/29 （山形）ホテルメトロポ
リタン山形/山形テル
サ

日本胆道学会

小林敬祐, 市村秀夫, 柳原隆宏, 中岡浩二朗, 大河原悠, 小林尚寛, 菊池
慎二, 井口けさ人, 鈴木久史, 後藤行延, 鬼塚正孝, 佐藤幸夫

異物による食道損傷に対して直接縫合術を行った2手術例 第70回 日本胸部外科学会定
期学術集会

2017/9/26 2017/9/29 （北海道）さっぽろ芸
術文化の館/ロイトン
札幌

日本胸部外科学会

楠本篤弘, 鶴田昌平, 清水雄, 田口典子 不整脈原性右室心筋症患者の麻酔経験 第22回 日本心臓血管麻酔学
会第22回学術大会

2017/9/16 2017/9/18 （栃木）自治医科大学 日本心臓血管麻酔学
会
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発表者すべて 題名 回 会議名 開始日 終了日 開催場所 学会名

中島里佳子, 上田篤志, 村田亘, 大貫結華, 鈴木智晴, 小林裕幸, 大原元 Swallowing of available evidences　複数の認知バイアスが引き起こした，
嚥下障害の診断エラー

第15回 日本病院総合診療医
学会学術総会

2017/9/14 2017/9/15 （千葉）ディズニーア
ンバサダーホテル

日本病院総合診療医
学会

伊藤慶, 河合慧, 児玉祐希子, 鈴木智晴 慢性的な食後の腹痛から致死的な経過を辿った一例 第15回 日本病院総合診療医
学会学術総会

2017/9/14 2017/9/15 （千葉）ディズニーア
ンバサダーホテル

日本病院総合診療医
学会

宝田千夏, 大澤翔, 大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭, 入江敏之 縦隔所見により悪性疾患の鑑別を考えた気管支動脈蔓状血管腫の1例 第635回 日本内科学会関東地
方会

2017/9/9 2017/9/9 （東京）日内会館 日本内科学会

辰村正紀, 蒲田久典, 奥脇駿, 平林匠, 塚越祐太, 小川健, 万本健生, 平
野篤

腰椎分離症治療における偽関節に至った際の疼痛　MRI所見と腰痛の消
失のみで癒合を見極められるか

第43回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2017/9/8 2017/9/9 （宮崎）シーガイアコ
ンベンションセンター

日本整形外科スポー
ツ医学会

蒲田久典, 辰村正紀, 奥脇駿, 平林匠, 塚越祐太, 小川健, 万本健生, 平
野篤

青少年の腰椎分離症における多椎体症例の検討 第43回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2017/9/8 2017/9/9 （宮崎）シーガイアコ
ンベンションセンター

日本整形外科スポー
ツ医学会

奥脇駿, 辰村正紀, 平林匠, 蒲田久典, 塚越祐太, 小川健, 万本健生, 平
野篤

発育期スポーツにおける腰椎分離症患者の解析と治療選択 第43回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2017/9/8 2017/9/9 （宮崎）シーガイアコ
ンベンションセンター

日本整形外科スポー
ツ医学会

平林匠, 辰村正紀, 蒲田久典, 奥脇駿, 塚越祐太, 小川健, 万本健夫, 平
野篤

発育期仙骨翼疲労骨折の6例 第43回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2017/9/8 2017/9/9 （宮崎）シーガイアコ
ンベンションセンター

日本整形外科スポー
ツ医学会

矢野晴美, 小林裕幸, 渡邊宗章, 渡辺重行 指導医対象のMulti-source feedbackの実施と課題　ケーススタディ 第49回 日本医学教育学会大
会

2017/8/18 2017/8/19 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本医学教育学会

塚本俊太郎, 近藤匡, 松村英樹, 井口けさ人, 齋藤剛, 石橋敦, 渡邊宗章,
大河内信弘

地域医療教育病院における癒着性腸閉塞症例への取り組み 第72回 日本消化器外科学会
総会

2017/7/20 2017/7/22 （石川）石川県立音楽
堂

日本消化器外科学会

有賀啓之, 鹿志村純也, 熊倉有里 急性膵炎の成因別検討 第48回 日本膵臓学会大会 2017/7/14 2017/7/15 （京都）京都市勧業館
みやこめっせ

日本膵臓学会

文由美, 星葵, 野口雅之, 坂下信悟, 近藤譲, 高屋敷典生 乳房非切除を選択した潜在性乳癌の1例 第25回 日本乳癌学会学術総
会

2017/7/13 2017/7/15 （福岡）マリンメッセ福
岡・福岡国際会議場

日本乳癌学会

岡内眞一郎, 大澤翔, 大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭 EGFR-TKI投与後のT790M遺伝子発現状況について 第634回 日本内科学会関東地
方会

2017/7/9 2017/7/9 （東京）日本都市セン
ター

日本内科学会
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発表者すべて 題名 回 会議名 開始日 終了日 開催場所 学会名

辻村悠, 芋生祥之, 小野瀬慎二, 松尾節子, 武井隼児, 飛田広大, 坂田薫,
土子紗也香, 吉田和歌子, 万本健生, 平野篤

人工膝関節全置換術前後における下肢周囲径の経時的変化 第44回 関東農村医学会学術
総会

2017/7/8 2017/7/8 （つくば市）オークラフ
ロンティアホテルつく
ば

日本農村医学会

大坪晋輔, 峯岸優太, 高野真浩, 市村正明, 入江敏之 上部消化管造影検査後に生じた小腸閉塞の1例 第44回 関東農村医学会学術
総会

2017/7/8 2017/7/8 （つくば市）オークラフ
ロンティアホテルつく
ば

日本農村医学会

岩渕翔, 村松俊樹, 李小由, 森田純一郎, 中谷卓史, 井伊聡樹 CT斜め横断像を用いた大腿骨頭頚部軸とラグスクリューとの角度の検討 第43回 日本骨折治療学会 2017/7/7 2017/7/8 （福島）ビッグパレット
ふくしま

日本骨折治療学会

村松俊樹, 森田純一郎, 海野俊之, 尾関拓磨, 李小由, 岩渕翔, 井伊聡樹 Masquelet法におけるinduced membraneをMRIで描出し得た一例 第43回 日本骨折治療学会 2017/7/7 2017/7/8 （福島）ビッグパレット
ふくしま

日本骨折治療学会

内田亘, 小川健, 浅川俊輔, 江藤文彦, 平野篤 当院における上腕骨近位端骨折に対するLocking plate (Ortus) の治療
成績

第43回 日本骨折治療学会 2017/7/7 2017/7/8 （福島）ビッグパレット
ふくしま

日本骨折治療学会

小島栄治, 渡辺重行, 外山昌弘, 黒田裕久, 丸田俊介, 大石悠太, 青沼和
隆

Zilver PTXステントの再狭窄の特徴についての検討 第26回 日本心血管インター
ベンション治療学会
学術集会

2017/7/6 2017/7/8 （京都）国立京都国際
会館

日本心血管インター
ベンション治療学会

小島栄治, 渡辺重行, 外山昌弘, 黒田裕久, 丸田俊介, 大石悠太, 青沼和
隆

左冠動脈主幹部にステントを留置した患者における1年後のFFRによる左
回旋枝の評価

第26回 日本心血管インター
ベンション治療学会
学術集会

2017/7/6 2017/7/8 （京都）国立京都国際
会館

日本心血管インター
ベンション治療学会

若林徹治, 高橋学, 山室大介, 礒田雅代, 村上明子, 武井祥子, 武井暁一,
山崎久隆, 永島秀一, 海老原健, 野牛宏晃, 高橋将文, 石橋俊

マクロファージのアシルCoA:コレステロールアシルトランスフェラーゼ
1(ACAT1)欠損マウスの皮膚黄色腫，動脈硬化病変形成におけるインフ
ラマソームの役割についての検討

第49回 日本動脈硬化学会総
会

2017/7/6 2017/7/7 （広島）グランドプリン
スホテル広島

日本動脈硬化学会総
会

高橋学, 野牛宏晃, 永島秀一, 若林徹治, 山室大介, 山崎久隆, 武井祥子,
武井暁一, 海老原健, 石橋俊

肥満脂肪組織慢性炎症誘導におけるマクロファージ由来リポ蛋白リパー
ゼの意義

第49回 日本動脈硬化学会総
会

2017/7/6 2017/7/7 （広島）グランドプリン
スホテル広島

日本動脈硬化学会総
会

辰村正紀, 江藤文彦, 野口裕史, 船山徹, 安部哲哉, 國府田正雄, 山崎正
志

隣接椎間障害及びimplant, failureにより多数回手術を要した透析性破壊
性椎体炎の一例

第29回 ちば脊椎カンファレン
ス

2017/7/1 2017/7/1 （千葉）東京ベイ幕張 ちば脊椎カンファレン
ス

大矢和正, 田口詩路麻 Clear cell hidradenomaの1例 第94回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2017/6/25 2017/6/25 （日立市）日立シビッ
クセンター

日本皮膚科学会

大矢和正, 田口詩路麻 Werner症候群の1例 第94回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2017/6/25 2017/6/25 （日立市）日立シビッ
クセンター

日本皮膚科学会
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発表者すべて 題名 回 会議名 開始日 終了日 開催場所 学会名

橋本恵太郎, 大矢和正, 田口詩路麻, 三好ゆかり, 矢野晴美 右頭頸部リンパ節腫脹をきたした猫ひっかき病の1例 第94回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2017/6/25 2017/6/25 （日立市）日立シビッ
クセンター

日本皮膚科学会

大矢和正, 田口詩路麻 環状性丘疹性紅斑の2例 第94回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2017/6/25 2017/6/25 （日立市）日立シビッ
クセンター

日本皮膚科学会

大矢和正, 田口詩路麻 水戸協同病院における乾癬に対する生物学的製剤使用状況について 第94回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2017/6/25 2017/6/25 （日立市）日立シビッ
クセンター

日本皮膚科学会

伊藤惇, 大矢和正, 田口詩路麻, 中山凱夫 成人後に超音波で発見された側頸嚢胞の1例 第94回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2017/6/25 2017/6/25 （日立市）日立シビッ
クセンター

日本皮膚科学会

大矢和正, 田口詩路麻 線状IgA水疱症の1例 第94回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2017/6/25 2017/6/25 （日立市）日立シビッ
クセンター

日本皮膚科学会

藤井優尚, 田口詩路麻, 飛田忠道, 益子良太, 石岡春彦, 矢野晴美 前額部挫創を契機に前頭洞膿瘍を経て，脳膿瘍を形成し痙攣を発症した
1例

第94回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2017/6/25 2017/6/25 （日立市）日立シビッ
クセンター

日本皮膚科学会

石月翔一郎, 田口詩路麻 特徴的な陰部の多発性丘疹よりDegos病を疑った1例 第94回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2017/6/25 2017/6/25 （日立市）日立シビッ
クセンター

日本皮膚科学会

本多智康, 石月翔一郎, 田口詩路麻 Clear cell acanthomaの1例 第94回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2017/6/25 2017/6/25 （日立市）日立シビッ
クセンター

日本皮膚科学会

石橋敦, 坂田奈穂子, 大谷俊裕, 塚本俊太郎, 松村英樹, 井口けさ人, 齋
藤剛, 近藤匡, 渡邊宗章, 森脇俊和

化学療法導入時の緩和ケアチームの役割 第22回 日本緩和医療学会学
術大会

2017/6/23 2017/6/24 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本緩和医療学会

中嶋真之, 太田恭子, 藤田純一, 川口未央, 松倉聡, 増子裕典, 際本拓未,
松野洋輔, 森島祐子, 佐藤浩昭, 坂本透, 檜澤伸之

気道平滑筋細胞におけるIL-17FからのIL-6発現と分子機構 第66回 日本アレルギー学会
学術大会

2017/6/16 2017/6/18 （東京）東京国際
フォーラム

日本アレルギー学会

加藤木ルミ子, 笠倉千恵子, 滝久美子, 蜂屋郁美, 北見加代子, 菅谷美代
子, 鈴木さゆり, 谷田部哲夫, 佐久間亜季, 中村太一

エムラクリームによる穿刺時，疼痛緩和についての検討 第62回 日本透析医学会学術
集会・総会

2017/6/16 2017/6/18 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本透析医学会

栗島浩一, 廣瀬由美, 石川博一, 佐藤浩昭, 檜澤伸之 高齢者IV期非小細胞肺癌におけるmodified Glasgow Prognostic Scoreの
臨床的検討

第59回 日本老年医学会学術
集会

2017/6/14 2017/6/16 （愛知）名古屋国際会
議場

日本老年医学会
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Itayama Ritsuko, Kaji Yuki, Kinoshita Kensuke, Kobayashi Hiroyuki 偽外転神経麻痺(Pseudoabducens Palsy) 2017年 ACP（米国内科学会）
日本支部年次総会
2017

2017/6/10 2017/6/11 （京都）京都大学百周
年時計台記念館

ACP(米国内科学会)
日本支部

Oka Chihiro, Nagasaki Kazuya, Suzuki Tomoharu, Kobayashi Hiroyuki 事例検討は認識誤りを有効的に減少させる(Effectiveness of Case
Reflection for Reducing Cognitive Errors)

2017年 ACP（米国内科学会）
日本支部年次総会
2017

2017/6/10 2017/6/11 （京都）京都大学百周
年時計台記念館

ACP(米国内科学会)
日本支部

Suzuki Tomoharu, Kobayashi Hiroyuki, Tokuda Yasuharu 対麻痺性偏頭痛　下肢脆弱性に関する稀な原因(Paraplegic migraine: A
rare cause of weakness in the lower extremities)

2017年 ACP（米国内科学会）
日本支部年次総会
2017

2017/6/10 2017/6/11 （京都）京都大学百周
年時計台記念館

ACP(米国内科学会)
日本支部

Hashimoto Etaro, Higashi Nami, Nagasaki Kazuya, Hagimoto Satoshi,
Suzuki Tomoharu, Tada Katsushige, Ishioka Haruhiko, Taguchi Shijima,
Yano Harumi, Kobayashi Hiroyuki

入念な身体検査とグラム染色および発疹の組織培養によるびまん性ノカ
ルジア症の迅速診断法(The prompt diagnosis of disseminated
nocardiosis by an elaborate physical examination and the Gram stain
and tissue culture of a rash)

2017年 ACP（米国内科学会）
日本支部年次総会
2017

2017/6/10 2017/6/11 （京都）京都大学百周
年時計台記念館

ACP(米国内科学会)
日本支部

Hirokawa Esuteru, Isono Momoko, Ito Kei, Suzuki Tomoharu, Shioya
Ayako, Kobayashi Hiroyuki

両側性顔面神経麻痺の稀な症状を呈するギランバレー症候群の問診と
反復的な身体検査による診断(Guillain-Barre Syndrome presenting with
unusual presentation, bilateral facial nerve palsy, diagnosed by thorough
history taking and repeated physical exam)

2017年 ACP（米国内科学会）
日本支部年次総会
2017

2017/6/10 2017/6/11 （京都）京都大学百周
年時計台記念館

ACP(米国内科学会)
日本支部

永山智久, 江藤文彦, 辰村正紀, 藤本泰毅, 岡本千尋, 野上裕子, 内田卓
郎, 池田和大, 河村季生, 深井諒介, 小川健, 万本健生, 平野篤

CT矢状断像が早期診断に有用であった特発性脊髄硬膜外血腫の3例 第123回 茨城県整形外科集談
会

2017/6/10 2017/6/10 （茨城） 茨城県整形外科集談
会

石山すみれ, 柴田靖, 松下明, 鮎澤聡, 松村明 前兆のない片頭痛患者の鍼治療前後の比較　3.0T Diffusion Tensor
Imagingによる検討

第66回 全日本鍼灸学会学術
大会

2017/6/10 2017/6/11 （東京）東京大学本郷
キャンパス

全日本鍼灸学会

村田亘, 有賀啓之, 熊倉有里, 鹿志村純也 十二指腸乳頭を胆管ステントが穿通した一例 第104回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2017/6/10 2017/6/11 （東京）シェーンバッ
ハ・サボー

日本消化器内視鏡学
会

中島里佳子, 熊倉有里, 有賀啓之, 鹿志村純也, 塚本俊太郎, 松村英樹,
石橋敦, 近藤匡, 渡邊宗章, 高屋敷典生

電解質喪失症候群 (EDS) を呈した直腸絨毛腫瘍の一症例 第104回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2017/6/10 2017/6/11 （東京）シェーンバッ
ハ・サボー

日本消化器内視鏡学
会

大矢和正, 田口詩路麻, 島田薫, 千野裕介, 藤本学 顔面紅斑を生じ全身性エリテマトーデスと鑑別を要した菊池病の1例 第116回 日本皮膚科学会総会 2017/6/2 2017/6/4 （宮城）仙台国際セン
ター

日本皮膚科学会

田口詩路麻 水戸協同病院における陰圧閉鎖療法の現状と下肢治療3例 第9回 日本下肢救済・足病
学会学術集会

2017/5/26 2017/5/27 （福岡）福岡国際会議
場

日本下肢救済・足病
学会

入江敏之, 倉持正志, 内川容子, 高橋信幸 7cmを超える巨大肝癌に対するバルーン閉塞下TACE(Balloon-occluded
transcatheter arterial chemoembolization for large hepatocellular
carcinoma nodule 7cm or more in diameter: usefulness of cisplatin
solution and fragmented Gelpart)

第46回 日本IVR学会総会 2017/5/18 2017/5/20 （岡山）岡山コンベン
ションセンター

日本IVR学会
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入江敏之, 倉持正志, 内川容子, 高橋信幸 バラマキバルーン閉塞下TACE　シスプラチン溶液とリピオドールエマル
ジョンの比較(Non selective balloon-occluded transcatheter arterial
chemoembolization for multiple hepatocellular carcinoma nodules:
comparison between pharmacological infusion of lipiodol emulsion and
cisplatin solution)

第46回 日本IVR学会総会 2017/5/18 2017/5/20 （岡山）岡山コンベン
ションセンター

日本IVR学会

市村秀夫, 小林敬祐, 中岡浩二郎, 河村知幸, 遠藤勝幸, 小林尚寛, 井口
けさ人, 菊池慎二, 鈴木久史, 後藤行延, 鬼塚正孝, 佐藤幸夫

肺癌(亜)区域切除後CTにおいて出現・増大を認めた非悪性staple周囲浸
潤影の4例

第34回 日本呼吸器外科学会
総会

2017/5/18 2017/5/19 （福岡）福岡国際会議
場

日本呼吸器外科学会

鈴木久史, 清嶋護之, 雨宮隆太, 小林尚寛, 井口けさ人, 菊池慎二, 後藤
行延, 市村秀夫, 鬼塚正孝, 佐藤幸夫

臨床病期I期非小細胞肺癌に対する区域切除症例の検討 第34回 日本呼吸器外科学会
総会

2017/5/18 2017/5/19 （福岡）福岡国際会議
場

日本呼吸器外科学会

藤井優尚, 熊谷亮, 片倉幸乃, 五十野桃子, 松村愛子, 野牛宏晃 リラグルチド0.9mgからデュラグルチド0.75mgへの変更症例における導入
1週間のCGM解析

第60回 日本糖尿病学会年次
学術集会

2017/5/18 2017/5/20 （愛知）名古屋国際会
議場

日本糖尿病学会

熊谷亮, 藤井優尚, 戒能賢太, 片倉幸乃, 五十野桃子, 村松愛子, 野牛宏
晃

持続血糖測定器(CGM)によるインスリングラルギン(Gla-300)の効果発現
までに至る期間の検討

第60回 日本糖尿病学会年次
学術集会

2017/5/18 2017/5/20 （愛知）名古屋国際会
議場

日本糖尿病学会

村松愛子, 戒能賢太, 藤井優尚, 熊谷亮, 片倉幸乃, 海老原千尋, 海老原
健, 石橋俊, 野牛宏晃

造血幹細胞移植後に発症した後天性部分性脂肪萎縮症による糖脂質代
謝異常へのレプチン療法の一例

第60回 日本糖尿病学会年次
学術集会

2017/5/18 2017/5/20 （愛知）名古屋国際会
議場

日本糖尿病学会

馬場康子, 大渕恵美, 鈴木さゆり, 片倉幸乃, 藤井優尚, 五十野桃子, 村
松愛子, 熊谷亮, 野牛宏晃

糖尿病カンバーセーションマップを用いた療養指導実践の振り返り 第60回 日本糖尿病学会年次
学術集会

2017/5/18 2017/5/20 （愛知）名古屋国際会
議場

日本糖尿病学会

武井祥子, 永島秀一, 武井暁一, 若林徹治, 山崎久隆, 山室大介, 海老原
千尋, 高橋学, 倉科智行, 海老原健, 出崎克也, 中田正範, 大橋健, 野牛
宏晃, 矢田俊彦, 屋代隆, 石橋俊

膵β細胞特異的HMG-CoA還元酵素欠損マウスにおける糖尿病発症機
序の解析

第60回 日本糖尿病学会年次
学術集会

2017/5/18 2017/5/20 （愛知）名古屋国際会
議場

日本糖尿病学会

橋本恵太郎, 河合慧, 伊藤慶, 児玉祐希子, 鈴木智晴, 小林裕幸 うどんを食べて失神した椎骨脳底動脈循環不全の一例 第8回 日本プライマリ・ケア
連合学会学術大会

2017/5/13 2017/5/14 （香川）サンポート
ホール高松

日本プライマリ・ケア
連合学会

児玉祐希子, 他 腸管壊死を伴う溶血性尿毒症症候群を発症したが，腸管切除術も行い
治癒した高齢者の一症例

第8回 日本プライマリ・ケア
連合学会学術大会

2017/5/13 2017/5/14 （香川）サンポート
ホール高松

日本プライマリ・ケア
連合学会

鹿志村純也, 有賀啓之, 金野直言, 宗像紅里, 熊倉有里, 渡辺孝治, 柏村
浩

結石成分から胆管結石の治療戦略を考える　CTによる術前評価の重要
性

第93回 日本消化器内視鏡学
会総会

2017/5/11 2017/5/13 （大阪）大阪国際会議
場

日本消化器内視鏡学
会

河合瞳, 高屋敷典生, 大谷明夫, 坂下信悟, 野口雅之 微小な硬化性肺胞上皮腫を構成する腫瘍細胞の特徴 第106回 日本病理学会総会 2017/4/27 2017/4/29 （東京）京王プラザホ
テル

日本病理学会

10/14



 2017年学術活動業績（学会発表）

発表者すべて 題名 回 会議名 開始日 終了日 開催場所 学会名

三森宏昭, 井口けさ人, 塚本俊太郎, 松村英樹, 斎藤剛, 石橋敦, 近藤匡,
渡辺宗章

初期研修医による胸腔鏡下自然気胸手術の経験 第117回 日本外科学会定期学
術集会

2017/4/27 2017/4/29 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本外科学会

足立真穂, 近藤匡, 松村英樹, 塚本俊太郎, 石橋敦, 井口けさ人, 齋藤剛,
渡邊宗章, 大河内信弘

中等症急性胆嚢炎における術前在院期間の検討 第117回 日本外科学会定期学
術集会

2017/4/27 2017/4/29 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本外科学会

中村文香, 近藤匡, 松村英樹, 塚本俊太郎, 石橋敦, 井口けさ人, 齋藤剛,
渡邊宗章, 大河内信弘

当院における壊死型虚血性腸炎の手術例の検討 第117回 日本外科学会定期学
術集会

2017/4/27 2017/4/29 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本外科学会

小川健, 原友紀, 西浦康正, 落合直之, 山崎正志 キーンベック病手術症例の橈骨と腸骨の骨髄血内に含まれる自己増殖
能を持った細胞数の相違について

第60回 日本手外科学会学術
集会

2017/4/27 2017/4/28 （愛知）名古屋国際会
議場

日本手外科学会

井汲彰, 原友紀, 小川健, 落合直之, 山崎正志 進行期キーンベック病に対するGraner変法の治療成績 第60回 日本手外科学会学術
集会

2017/4/27 2017/4/28 （愛知）名古屋国際会
議場

日本手外科学会

小川健, 原友紀, 西浦康正, 落合直之, 山崎正志 手外科におけるEBM キーンベック病に対する骨髄血移植・低出力超音
波・創外固定併用治療について　移植骨髄血(橈骨または腸骨)の違いに
よる比較

第60回 日本手外科学会学術
集会

2017/4/27 2017/4/28 （愛知）名古屋国際会
議場

日本手外科学会

淺川俊輔, 小川健, 山崎正志 橈骨遠位端骨折に合併する手根骨骨折の検討 第60回 日本手外科学会学術
集会

2017/4/27 2017/4/28 （愛知）名古屋国際会
議場

日本手外科学会

三好ゆかり, 大矢和正, 田口詩路麻 circumscribed palmar hypokeratosisの1例 第33回 日本臨床皮膚科医会
総会・臨床学術大会

2017/4/22 2017/4/23 （兵庫）ANAクラウン
プラザホテル神戸

日本臨床皮膚科医会

中嶋真之, 太田恭子, 藤田純一, 川口未央, 松倉聡, 塩澤利博, 中澤健介,
増子裕典, 際本拓未, 松野洋輔, 森島祐子, 佐藤浩昭, 坂本透, 檜澤伸之

IL-17Fによる気道平滑筋細胞からのIL-6発現とその分子機構 第57回 日本呼吸器学会学術
講演会

2017/4/21 2017/4/23 （東京）東京国際
フォーラム

日本呼吸器学会

籠橋克紀, 大原元, 田村智宏, 渡邊裕子, 塩澤利博, 中澤健介, 宮崎邦彦,
金本幸司, 栗島浩一, 石川博一, 佐藤浩昭, 檜澤伸之

オシメルチニブでクレアチンホスホキナーゼ上昇を呈した肺腺癌の1例 第57回 日本呼吸器学会学術
講演会

2017/4/21 2017/4/23 （東京）東京国際
フォーラム

日本呼吸器学会

塩澤利博, 會田有香, 渡邉裕子, 中澤健介, 増子裕典, 小川良子, 際本拓
未, 松野洋輔, 川口未央, 森島祐子, 坂本透, 家城隆次, 佐藤浩昭, 関根
郁夫, 檜澤伸之

小細胞肺癌のsensitive relapseにおける2次治療の検討 第57回 日本呼吸器学会学術
講演会

2017/4/21 2017/4/23 （東京）東京国際
フォーラム

日本呼吸器学会

藤原啓司, 栗島浩一, 嶋田貴文, 望月芙美, 小原一記, 藤田純一, 渡邊裕
子, 塩澤利博, 中澤健介, 金本幸司, 飯島弘晃, 石川博一, 佐藤浩昭, 檜
澤伸之

上皮成長因子受容体遺伝子変異陽性肺癌と合併疾患に関する検討 第57回 日本呼吸器学会学術
講演会

2017/4/21 2017/4/23 （東京）東京国際
フォーラム

日本呼吸器学会
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渡邉裕子, 宮崎邦彦, 栗島浩一, 佐藤信也, 田村智宏, 塩澤利博, 中澤健
介, 児玉孝秀, 金本幸司, 石川博一, 川口未央, 佐藤浩昭, 檜澤伸之

肺癌，大腸癌同時発見例の臨床的検討 第57回 日本呼吸器学会学術
講演会

2017/4/21 2017/4/23 （東京）東京国際
フォーラム

日本呼吸器学会

栗島浩一, 藏本健矢, 藤原啓司, 望月芙美, 小原一記, 藤田純一, 塩澤利
博, 中澤健介, 大原元, 籠橋克紀, 金本幸司, 飯島弘晃, 石川博一, 佐藤
浩昭, 檜澤伸之

膠原病を合併した原発性肺癌の検討 第57回 日本呼吸器学会学術
講演会

2017/4/21 2017/4/23 （東京）東京国際
フォーラム

日本呼吸器学会

熊谷亮, 藤井優尚, 戒能賢太, 奥村信人, 村松愛子, 片倉幸乃, 河合慧,
萩本聡, 鈴木智晴, 大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭, 野牛宏晃

肺腺癌患者に抗PD-1抗体ニボルマブを投与しACTH単独欠損症をによ
る2次性副腎不全を呈した1例

第90回 日本内分泌学会学術
総会

2017/4/20 2017/4/22 （京都）ロームシア
ター京都

日本内分泌学会

深澤洋, 大崎芳典, 藤田英理子, 原尚人, 村松愛子, 熊谷亮, 藤井優尚,
野牛宏晃, 斎藤剛, 吉田克己

橋本病の急性増悪で手術した2症例 第90回 日本内分泌学会学術
総会

2017/4/20 2017/4/22 （京都）ロームシア
ター京都

日本内分泌学会

井伊聡樹, 辰村正紀, 江藤文彦, 柴尾洋介 腰椎部分椎弓切除時の簡便な棘突起還納縫着法の骨癒合率 第46回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2017/4/13 2017/4/15 （北海道）ロイトン札
幌・さっぽろ芸文館

日本脊椎脊髄病学会

蒲田久典, 辰村正紀, 柴尾洋介, 江藤文彦 青少年の腰椎分離症における分離前期症例の検討 第46回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2017/4/13 2017/4/15 （北海道）ロイトン札
幌・さっぽろ芸文館

日本脊椎脊髄病学会

三浦紘世, 安部哲哉, 熊谷洋, 河野衛, 江藤文彦, 長島克弥, 藤井賢吾,
野口裕史, 船山徹, 山崎正志

当科における原発不明脊椎腫瘍の治療戦略とその臨床成績 第46回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2017/4/13 2017/4/15 （北海道）ロイトン札
幌・さっぽろ芸文館

日本脊椎脊髄病学会

村上智哉, 岡本史樹, 杉浦好美, 岡本芳史, 平岡孝浩, 大鹿哲郎 黄斑剥離を伴わない裂孔原性網膜剥離術後のコントラスト感度 第121回 日本眼科学会総会 2017/4/6 2017/4/9 （東京）東京国際
フォーラム

日本眼科学会

守屋友貴, 岡本史樹, 杉浦好美, 村上智哉, 岡本芳史, 平岡孝浩, 大鹿哲
郎

特発性黄斑円孔患者の立体視に影響する視機能因子 第121回 日本眼科学会総会 2017/4/6 2017/4/9 （東京）東京国際
フォーラム

日本眼科学会

籠橋克紀, 大原元, 田村智宏, 佐藤浩昭 発熱および腹痛で受診し結核性腹膜炎と診断した1例 第92回 日本結核病学会総会 2017/3/23 2017/3/24 （東京）東京国際
フォーラム

日本結核病学会

二瓶隆太, 林田俊子, 武士順一, 菊池美恵子, 大石悠太, 丸田俊介, 小島
栄治, 外山昌弘, 黒田裕久, 渡辺重行

カテーテル室看護師と病棟との連携　病棟スタッフの不安を解消するた
めにカテ室看護師ができることは何か

第81回 日本循環器学会学術
集会

2017/3/17 2017/3/19 （石川）石川県立音楽
堂

日本循環器学会

林田俊子, 二瓶隆太, 武士順一, 菊池美恵子, 大石悠太, 丸田俊介, 小島
栄治, 外山昌弘, 黒田裕久, 渡辺重行

カテ前，カテ中，カテ後のケアに加え，手洗いして検査，治療に参画する
心臓カテーテル専属看護師のあり方と今後の課題

第81回 日本循環器学会学術
集会

2017/3/17 2017/3/19 （石川）石川県立音楽
堂

日本循環器学会
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外山昌弘, 渡辺重行, 黒田裕久, 小島栄治, 丸田俊介, 大石悠太, 青沼和
隆

ステント内血栓はclopidogrel投与患者ではcytochrome P450 2C19遺伝
子型と関連しているが，prasugrel投与患者ではその遺伝子型は問題とは
ならない(Intra-stent Thrombus is Associated with Cytochrome P450
2C19 Genotypes in Clopidogreltreated Patients，but Its Genotype
doesn't Matter in Prasugrel-Treated Patients)

第81回 日本循環器学会学術
集会

2017/3/17 2017/3/19 （石川）石川県立音楽
堂

日本循環器学会

Machino Takeshi, Sato Akira, Hoshi Tomoya, Murakoshi Nobuyuki,
Kimura Taizo, Nogami Akihiko, Watanabe Shigeyuki, Aonuma Kazutaka

治療抵抗性高血圧患者の予後に対する年1回の血圧コントロールの影響
茨城高血圧評価試験(I-HAT)からの追跡(Impact of Annual Blood
Pressure Control on Prognosis in Patients with Resistant Hypertension:
Follow-up from Ibaraki Hypertension Assessment Trial(I-HAT))

第81回 日本循環器学会学術
集会

2017/3/17 2017/3/19 （石川）石川県立音楽
堂

日本循環器学会

中川義嗣, 渡辺重行, 外山昌弘, 黒田裕久, 小島栄治, 柏俊一, 吉田怜,
田中友和, 横田学, 矢幡奈那子

心不全患者の再入院は低心機能より退院時低運動耐容能が関係する 第81回 日本循環器学会学術
集会

2017/3/17 2017/3/19 （石川）石川県立音楽
堂

日本循環器学会

大石悠太, 渡辺重行, 外山昌弘, 小島栄治, 丸田俊介, 黒田裕久 第二世代または第三世代薬剤溶出性ステント植込み後早期の好ましい
反応および好ましくない反応　光干渉断層撮影研究(Favorable and
Unfavorable Vascular Responses Early after Second- or Third-
Generation Drug Eluting Stent Implantation: An Optical Coherence
Tomographic Study)

第81回 日本循環器学会学術
集会

2017/3/17 2017/3/19 （石川）石川県立音楽
堂

日本循環器学会

淺川俊輔, 小川健 陳旧性骨軟骨片による小指MP関節伸展位ロッキングの1例 第57回 関東整形災害外科学
会

2017/3/17 2017/3/18 （東京）東京コンベン
ションホール

関東整形災害外科学
会

三好ゆかり, 岡内眞一郎, 萩本聡, 大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭, 高屋敷
典生

自然退縮を示した肺腺癌の1例 第631回 日本内科学会関東地
方会

2017/3/11 2017/3/11 （東京）日内会館 日本内科学会

岡村早紀, 湯沢賢治, 柴田靖, 益子良太, 塩谷彩子, 長山一恵, 長津貴子,
園部都, 原田文子

脳死判定と臓器移植についての市民公開講座の試み 第76回 茨城厚生連病院学会 2017/3/4 2017/3/4 （つくば市）つくば国際
会議場

茨城県厚生連病院学
会

鈴木智晴, 小林裕幸 繰り返す回転性めまいと難聴，発作性の両側下肢の脱力を認め片麻痺
性偏頭痛と診断した一例

第14回 日本病院総合診療医
学会学術総会

2017/3/3 2017/3/4 （岡山）岡山大学
Junko Fukutake Hall

日本病院総合診療医
学会

広川恵寿輝, 伊藤慶, 岡内眞一郎, 梶有貴, 高屋敷典生, 大原元, 籠橋克
紀, 佐藤浩昭, 渡邊治, 橋本俊夫

非結核性抗酸菌症経過観察中に肺癌を併発した1例 第630回 日本内科学会関東地
方会

2017/2/11 2017/2/11 （東京）東京国際
フォーラム

日本内科学会

井汲彰, 原友紀, 山崎正志, 小川健, 田中利和, 落合直之 進行期キーンベック病に対する手根骨間固定術 第31回 東日本手外科研究会 2017/2/11 2017/2/11 （北海道）北海道立道
民活動センターかで
る２・７

日本手外科学会

小川健, 淺川俊輔, 岩淵翔, 原友紀 橈骨遠位端骨折後に発症または増悪したキーンベック病の2例 第31回 東日本手外科研究会 2017/2/11 2017/2/11 （北海道）北海道立道
民活動センターかで
る２・７

日本手外科学会

中島里佳子, 有賀啓之, 熊倉有里, 鹿志村純也, 塚本俊太郎, 松村英樹,
石橋敦, 近藤匡, 渡邊宗章, 高屋敷典生

膵管非癒合に合併した膵癌の一例 第202回 日本消化器病学会東
北支部例会

2017/2/4 2017/2/4 （宮城）仙台国際セン
ター

日本消化器病学会
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佐久間崇文, 有賀啓之, 熊倉有里, 鹿志村純也 大腸ポリープの経過観察中に複数の虫体が発見された無症候性アニサ
キス症の一例

第202回 日本消化器病学会東
北支部例会

2017/2/4 2017/2/4 （宮城）仙台国際セン
ター

日本消化器病学会

入山大希, 有賀啓之, 熊倉有里, 木村紀志, 長崎一哉, 藤井優尚, 熊谷亮,
村松愛子, 野牛宏晃, 鹿志村純也

糖尿病の悪化を契機に診断に至ったテガフール・ウラシルの長期経口投
与により発症した薬剤性肝障害の一例

第202回 日本消化器病学会東
北支部例会

2017/2/4 2017/2/4 （宮城）仙台国際セン
ター

日本消化器病学会

森川翔平, 岡本芳史, 岡本史樹, 猪本尚毅, 石川裕人, 上田哲生, 坂本泰
二, 杉谷和彦, 澤田修, 森潤也, 高村佳弘, 大鹿哲郎

交通事故に起因する開放性眼外傷の検討 第48回 筑波大学眼科集談会 2017/2/1 ‐ （つくば市） -

杉浦好美, 岡本史樹, 岡本芳史, 平岡孝浩, 大鹿哲郎 網膜静脈分枝閉塞症に対するRanibizumab硝子体注射後のコントラスト
感度

第48回 筑波大学眼科集談会 2017/2/1 ‐ （つくば市） -

田波結香, 石光敏行, 舟橋勝也, 堀口由利子, 鬼沢孝子, 川西恭子, 小澤
昌美, 小岸友美, 齋藤朋美, 山田里佳子, 角井ひとみ, 梶原香織, 石塚千
恵子, 三上昭美, 外山昌弘, 渡辺重行

人間ドックが診断の契機となった心内膜下梗塞の1例 第45回 日本総合健診医学会 2017/1/27 2017/1/28 （千葉）東京ベイ舞浜
ホテルクラブリゾート

日本総合健診医学会

五十野桃子, 熊谷亮, 戒能賢太, 藤井優尚, 片倉幸乃, 村松愛子, 野牛宏
晃

2型糖尿病患者におけるSGLT-2阻害薬のエネルギー代謝についての検
討

第54回 日本糖尿病学会関東
甲信越地方会

2017/1/21 2017/1/21 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本糖尿病学会

藤井優尚, 大矢和正, 熊谷亮, 片倉幸乃, 五十野桃子, 村松愛子, 田口詩
路麻, 野牛宏晃

DPP-4阻害薬内服中に水疱性類天疱瘡を発症した6例の検討 第54回 日本糖尿病学会関東
甲信越地方会

2017/1/21 2017/1/21 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本糖尿病学会

中島里佳子, 熊谷亮, 藤井優尚, 戒能賢太, 村松愛子, 片倉幸乃, 五十野
桃子, 大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭, 野牛宏晃

ニボルマブ投与6ヵ月後に急性発症1型糖尿病を発症した非小細胞肺癌
患者の1例

第54回 日本糖尿病学会関東
甲信越地方会

2017/1/21 2017/1/21 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本糖尿病学会

伊藤惇, 熊谷亮, 戒能賢太, 藤井優尚, 片倉幸乃, 村松愛子, 五十野桃子,
野牛宏晃

糖尿病性舞踏病の1例における初発及び再発時の頭部MRIの比較 第54回 日本糖尿病学会関東
甲信越地方会

2017/1/21 2017/1/21 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本糖尿病学会
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