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茂又章徳, 有賀啓之, 熊倉有里, 鹿志村純也 IgG4関連涙腺炎の再燃とともに腫瘤形成性膵炎を生じた一例 第107回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2018/12/15 2018/12/16 （東京）シェーンバッ
ハ・サボー

日本消化器内視鏡学
会

坂倉明恵, 有賀啓之, 熊倉有里, 鹿志村純也 Lymphoid stromaを伴うEBV関連早期胃癌の1例 第107回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2018/12/15 2018/12/16 （東京）シェーンバッ
ハ・サボー

日本消化器内視鏡学
会

岡田健太, 有賀啓之, 熊倉有里, 鹿志村純也 急性胆管炎を契機に切除できた胆嚢管癌の一例 第107回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2018/12/15 2018/12/16 （東京）シェーンバッ
ハ・サボー

日本消化器内視鏡学
会

伊藤嘉美, 熊倉有里, 有賀啓之, 鹿志村純也 当院での上部消化管出血における止血困難例の検討 第107回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2018/12/15 2018/12/16 （東京）シェーンバッ
ハ・サボー

日本消化器内視鏡学
会

岡本芳史, 岡本史樹, 大鹿哲郎 黄斑疾患におけるパーフルオロカーボンを用いた膜処理 第57回 日本網膜硝子体学会
総会

2018/12/7 2018/12/9 （京都）国立京都国際
会館

日本網膜硝子体学会

塚本俊太郎, 近藤匡, 松村英樹, 石橋敦, 渡邊宗章 腸閉塞に対する腹腔鏡下手術の有用性の検討 第31回 日本内視鏡外科学会
総会

2018/12/6 2018/12/8 （福岡）マリンメッセ福
岡

日本内視鏡外科学会

松村英樹, 近藤匡, 秋山浩輝, 塚本俊太郎, 石橋敦, 渡邊宗章 腹腔鏡下大腸切除術後における縫合不全の背景因子の検討 第31回 日本内視鏡外科学会
総会

2018/12/6 2018/12/8 （福岡）マリンメッセ福
岡

日本内視鏡外科学会

奥脇駿, 辰村正紀, 江藤文彦, 小川健, 万本健生, 平野篤 PEDシステムを用いた生検および洗浄が有用であったカンジダ性脊椎炎
の1例

第21回 日本低侵襲脊椎外科
学会学術集会

2018/11/29 2018/11/30 （東京）グランドプリン
スホテル高輪

日本低侵襲脊椎外科
学会

辰村正紀, 江藤文彦, 奥脇駿, 猪股兼人, 山崎正志 腰椎内視鏡手術における硬膜損傷回避に対する術中筋電図の有用性 第21回 日本低侵襲脊椎外科
学会学術集会

2018/11/29 2018/11/30 （東京）グランドプリン
スホテル高輪

日本低侵襲脊椎外科
学会

田村智宏, 鏑木孝之, 清嶋護之, 佐藤浩昭, 山下高明, 齊藤和人, 塩澤利
博, 檜澤伸之, 石川博一, 児玉孝秀, 林原賢治, 遠藤健夫, 古川欣也, 神
山幸一, 稲垣雅春, 名和健, 市村秀夫, 中村博幸, 菊池教大

アファチニブ治療後にT790M遺伝子変異を測定した症例の後治療に関す
る検討

第59回 日本肺癌学会学術集
会

2018/11/29 2018/12/1 （東京）京王プラザホ
テル

日本肺癌学会

塩澤利博, 田村智宏, 鏑木孝之, 清嶋護之, 山下高明, 児玉孝秀, 菊池教
大, 林原賢治, 遠藤健夫, 神山幸一, 齊藤和人, 稲垣雅春, 名和健, 市村
秀夫, 石川博一, 古川欣也, 中村博幸, 佐藤浩昭, 檜澤伸之

第1世代EGFR-TKI投与後のafatinibの有効性に関する検討 第59回 日本肺癌学会学術集
会

2018/11/29 2018/12/1 （東京）京王プラザホ
テル

日本肺癌学会

岡内眞一郎, 大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭, 益子良太, 柴田靖, 高屋敷典
生

肺腺扁平上皮癌の空洞を伴う小脳転移の1例 第59回 日本肺癌学会学術集
会

2018/11/29 2018/12/1 （東京）京王プラザホ
テル

日本肺癌学会

山田英恵, 山岸哲也, 佐藤浩昭, 肥田憲人, 廣島良規, 吉井慎一, 檜澤伸
之

免疫チェックポイント阻害剤にて良好なコントロールを得た二重がんの二
例

第59回 日本肺癌学会学術集
会

2018/11/29 2018/12/1 （東京）京王プラザホ
テル

日本肺癌学会

深澤洋, 村松愛子, 熊谷亮, 片倉佳乃, 藤井優尚, 伊藤慶, 内山昌博, 野
牛宏晃, 青木空眞, 佐藤憲一, 吉田克己

甲状腺機能異常症のスクリーニングにおける血清コリンエステラーゼお
よび総コレステロール測定の有用性について

第61回 日本甲状腺学会学術
集会

2018/11/22 2018/11/24 （埼玉）ウエスタ川越 日本甲状腺学会
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片倉幸乃, 深澤洋, 伊藤慶, 藤井優尚, 熊谷亮, 村松愛子, 野牛宏晃 腺腫様甲状腺腫の経過観察中に甲状腺機能低下症を来した1例 第61回 日本甲状腺学会学術
集会

2018/11/22 2018/11/24 （埼玉）ウエスタ川越 日本甲状腺学会

村松愛子, 深澤洋, 片倉幸乃, 熊谷亮, 藤井優尚, 伊藤慶, 大原元, 小島
栄治, 齊藤剛, 野牛宏晃

慢性心不全の管理に難渋したバセドウ病の1例 第61回 日本甲状腺学会学術
集会

2018/11/22 2018/11/24 （埼玉）ウエスタ川越 日本甲状腺学会

本多智康, 田口詩路麻, 石月翔一郎 IgA血管炎から壊疽性膿皮症に移行した1例 第48回 日本皮膚科免疫アレ
ルギー学会総会学術
大会

2018/11/16 2018/11/18 （奈良）奈良春日野国
際フォーラム甍

日本皮膚科免疫アレ
ルギー学会

岡本芳史, 岡本史樹, 大鹿哲郎 黄斑疾患におけるパーフルオロカーボンを用いた膜処理 第40回 茨城医学会眼科分科
会／平成30年度 茨
城県眼科医会集談会

2018/11/11 2018/11/11 （水戸市）茨城県医師
会館

-

神山翔, 原友紀, 西浦康正, 小川健, 井汲彰, 岡野英里子, 山崎正志 シミュレーションソフトの活用 野球肘(上腕骨離断性骨軟骨炎)に対する
MRI・CTの3次元合成画像を用いた術前評価と手術計画

第28回 日本シミュレーション
外科学会

2018/11/10 2018/11/10 （東京）日本医科大学
橘桜会館

日本シミュレーション
外科学会

大久保達明, 井口けさ人, 岡内眞一郎, 大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭, 河
合弘二

治療経過中に腎嚢胞が出現したALK融合遺伝子陽性肺腺癌の1例 第646回 日本内科学会関東地
方会

2018/11/10 2018/11/10 （東京）東京国際
フォーラム

日本内科学会

遠藤瑠璃子, 田口詩路麻, 石月翔一郎 Bispectral index(BIS)モニター®により術後環状紅斑様湿疹が出現した接
触皮膚炎の1例

第70回 日本皮膚科学会西部
支部学術大会

2018/11/10 2018/11/11 （島根）島根県民会館 日本皮膚科学会

米田夏雄, 野口裕史, 國府田正雄, 松村明, 辰村正紀, 阿久津博義, 小方
陽介, 江藤文彦, 安部哲哉, 船山徹, 三浦紘世, 長島克弥, 熊谷洋, 俣木
健太朗, 柴尾洋介, 佐藤康介, 山崎正志

ハンモック法を用いて手術加療した特発性脊髄ヘルニアの2例 第20回 茨城県脊髄・脊椎研
究会

2018/11/7 2018/11/7 （つくば市） 茨城県脊髄・脊椎研
究会

小方陽介, 辰村正紀, 塩谷彩子, 織田彰子, 辻浩史, 平林匠, 猪俣兼人,
岩渕翔, 江藤文彦, 万本健生, 小川健, 平野篤

平山病の診断への近道～ミエログラフィーＣＴ動態撮影の有用性～ 第20回 茨城県脊髄・脊椎研
究会

2018/11/7 2018/11/7 （つくば市） 茨城県脊髄・脊椎研
究会

河村季生, 辰村正紀, 飛田広大, 武井隼児, 松浦智史, 照屋翔太郎, 奥脇
駿,  江藤文彦, 小川健, 万本健生, 平野篤

Bertolotti症候群に対して内視鏡下横突起部分切除を行った1例 第29回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2018/11/2 2018/11/3 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本臨床スポーツ医
学会

内田卓郎, 小林裕幸, 飛田広大, 江藤文彦, 青戸克哉, 平野篤 脳震盪再発例に前庭リハビリテーションが著効したJリーグプロサッカー
選手の一例

第29回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2018/11/2 2018/11/3 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本臨床スポーツ医
学会

飛田広大, 辰村正紀, 武井隼児, 芋生祥之, 松浦智史, 照屋翔太郎,  奥脇
駿, 河村季生, 江藤文彦, 小川健, 万本健生, 平野篤

Sahrmann Core Stability Testを用いた腰椎分離症患者の身体機能特性 第29回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2018/11/2 2018/11/3 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本臨床スポーツ医
学会

塚越祐太, 鎌田浩史, 都丸洋平, 中川将吾, 大西美緒, 可西泰修, 辰村正
紀, 山崎正志

運動器検診問診票を用いた小中学生の腰椎分離症発生に関する前向き
コホート研究

第29回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2018/11/2 2018/11/3 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本臨床スポーツ医
学会

松浦智史, 辰村正紀, 武井隼児, 飛田広大, 照屋翔太郎, 奥脇駿, 河村季
生, 江藤文彦, 小川健, 万本健生, 平野篤

腰椎疾患に対して手術を施行し術後競技復帰した剣道選手の6例 第29回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2018/11/2 2018/11/3 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本臨床スポーツ医
学会
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辰村正紀, 武井隼児, 飛田広大, 蒲田久典, 塚越祐太, 松浦智史, 照屋翔
太郎, 奥脇駿, 河村季生, 江藤文彦, 小川健, 万本健生, 平野篤, 山崎正
志

治療開始時の腰椎アライメントは分離症治療予後に影響をもたらすか？ 第29回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2018/11/2 2018/11/3 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本臨床スポーツ医
学会

奥脇駿, 辰村正紀, 武井隼児, 飛田広大, 塚越祐太, 松浦智史, 照屋翔太
郎, 河村季生, 江藤文彦, 小川健, 万本健生, 平野篤

発育期コリジョンスポーツ選手における腰椎分離症の解析 第29回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2018/11/2 2018/11/3 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本臨床スポーツ医
学会

照屋翔太郎, 辰村正紀, 武井隼児, 飛田広大, 松浦智史, 奥脇駿, 河村季
生, 江藤文彦, 小川健, 万本健生, 平野篤

野球選手の腰椎分離症における投球側と分離発生側の側性 第29回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2018/11/2 2018/11/3 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本臨床スポーツ医
学会

岡田唯男, 大内洋, 濱井彩乃, 小林裕幸 スポーツ運動医学 (SEM) 実践者 (医師) に求められる能力
(competency) と領域 (domain) 等についてのカリキュラム及び文献分析
による考察

第29回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2018/11/2 2018/11/3 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本臨床スポーツ医
学会

村松愛子, 藤田晶子, 野牛宏晃, 伊坂正明 中枢性尿崩症と高血糖高浸透圧症候群を同時期に発症した一例 第28回 臨床内分泌代謝
Update

2018/11/2 2018/11/3 （福岡）福岡国際会議
場

日本内分泌学会

伊藤慶, 熊谷亮, 藤井優尚, 片倉幸乃, 村松愛子, 大原元, 井口けさ人, 高
屋敷典生, 佐藤浩昭, 野牛宏晃

中枢性尿崩症発症後に肺・骨病変を呈したLangerhans細胞組織球症 第28回 臨床内分泌代謝
Update

2018/11/2 2018/11/3 （福岡）福岡国際会議
場

日本内分泌学会

有賀啓之, 鹿志村純也 急性胆管炎における細菌培養の検討 第60回 日本消化器病学会大
会

2018/11/1 2018/11/3 （兵庫）神戸コンベン
ションセンター

日本消化器病学会

長瀬秀顕, 田口典子, 清水雄, 田中誠 スポットオン深部温モニタリングシステムを用いて末梢温を測定した胸腔
鏡下交感神経遮断術の一例

第38回 日本臨床麻酔学会第
38回大会

2018/11/1 2018/11/3 （福岡）北九州国際会
議場

日本臨床麻酔学会

楠山夏世, 長瀬秀顕, 元川暁子 術後硬膜外鎮痛管理中に発症した下肢神経障害に対し脊椎の徐圧を
行ったが硬膜外血腫を認めなかった症例

第38回 日本臨床麻酔学会第
38回大会

2018/11/1 2018/11/3 （福岡）北九州国際会
議場

日本臨床麻酔学会

本多智康, 田口詩路麻, 石月翔一郎 膵腫瘍を疑う契機となったPancreatic　Panniculitisの1例 第69回 日本皮膚科学会中部
支部学術大会

2018/10/27 2018/10/28 （大阪）グランキュー
ブ大阪

日本皮膚科学会

梶原知巳　他 野球肘内側障害のMRI 第126回 茨城県整形外科集談
会

2018/10/21 2018/10/21 （水戸市） 茨城県整形外科集談
会

南雲太陽, 辰村正紀, 猪股兼人, 小方陽介, 平林匠, 岩渕翔, 江藤文彦,
小川健, 万本健生, 平野篤

後方除圧術後の経過観察中に短期間で悪化した第7頚椎前方すべり症
の1例

第126回 茨城県整形外科集談
会

2018/10/21 2018/10/21 （水戸市） 茨城県整形外科集談
会

西久保愛里, 中村太一, 甲斐平康, 山縣邦弘 ネフローゼ症候群を呈し，腎機能障害が遷延した感染後糸球体腎炎の
一例

第48回 日本腎臓学会東部学
術大会

2018/10/20 2018/10/21 （東京）京王プラザホ
テル

日本腎臓学会

中村太一, 西久保愛里, 甲斐平康, 山縣邦弘 当院でのカルシウム受容体作動薬静注製剤(エテルカルセチド)の使用経
験

第48回 日本腎臓学会東部学
術大会

2018/10/20 2018/10/21 （東京）京王プラザホ
テル

日本腎臓学会
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本多智康, 山田延未, 田口詩路麻, 有賀啓之 結節性紅斑様皮疹を呈した膵臓癌の1例 第98回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2018/10/14 2018/10/14 （水戸市）茨城県医師
会館

日本皮膚科学会

小川健, 菅谷久, 原友紀, 三島初, 西浦康正, 田中利和, 落合直之, 山崎
正志

橈骨由来の骨髄血に含まれる自己増殖能を持った細胞数の解析
Kienboeck病手術における腸骨由来骨髄血との比較

第33回 日本整形外科学会基
礎学術集会

2018/10/11 2018/10/12 （奈良）奈良春日野国
際フォーラム

日本整形外科学会

田口詩路麻 地域基幹病院における臨床研究報告　草刈機の金属片により生じた頬
部腫瘤の1例

第67回 日本農村医学会学術
総会

2018/10/10 2018/10/12 （東京）TFTホール 日本農村医学会

田口詩路麻 チーム医療とNPWTにて治療した臀部ガス壊疽の1例 第82回 日本皮膚科学会東部
支部学術大会

2018/10/6 2018/10/7 （北海道）星野リゾー
トOMO７旭川

日本皮膚科学会

江藤文彦, 辰村正紀, 奥脇駿, 猪股兼人, 山崎正志 TLIFに併用した除圧術における隣接椎間障害の検討 第27回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2018/9/28 2018/9/29 （東京）ベルサール東
京日本橋

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

奥脇駿, 辰村正紀, 江藤文彦, 猪股兼人, 船山徹, 万本健生, 平野篤, 山
崎正志

胸腰椎前方固定におけるexpandable cageの偏在設置の有効性 第27回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2018/9/28 2018/9/29 （東京）ベルサール東
京日本橋

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, 奥脇駿, 猪股兼人, 椎名逸雄, 山崎正志 経椎間孔的腰椎椎体間固定術後のスクリュー抜釘後に生じる椎体間不
安定性

第27回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2018/9/28 2018/9/29 （東京）ベルサール東
京日本橋

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

船山徹, 安部哲哉, 辰村正紀, 野口裕史, 藤井賢吾, 三浦紘世, 江藤文彦,
長島克弥, 熊谷洋, 俣木健太朗, 柴尾洋介, 國府田正雄, 山崎正志

骨粗鬆症性椎体骨折後偽関節に対するXLIF corpectomyの有用性とイン
プラント関連合併症の検討

第27回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2018/9/28 2018/9/29 （東京）ベルサール東
京日本橋

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

猪股兼人, 辰村正紀, 江藤文彦, 奥脇駿, 椎名逸雄, 山崎正志 棘突起並び棘間靱帯温存が隣接椎間障害に及ぼす影響 -腰椎椎体間
固定3年後における中期成績-

第27回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2018/9/28 2018/9/29 （東京）ベルサール東
京日本橋

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

鹿志村純也, 有賀啓之 結石成分から考えた胆嚢-胆管結石の治療～一期的治療の適応は? 第54回 日本胆道学会学術集
会

2018/9/27 2018/9/28 （千葉）幕張メッセ 日本胆道学会

有賀啓之, 鹿志村純也, 熊倉有里 当院における内視鏡的逆行性胆道造影法(ERC)における偶発症例の検
討

第54回 日本胆道学会学術集
会

2018/9/27 2018/9/28 （千葉）幕張メッセ 日本胆道学会

野牛宏晃 最新の糖尿病治療薬をどう使いこなすか 第23回 日本糖尿病教育・看
護学会学術集会

2018/9/23 2018/9/24 （水戸市）ホテルレイ
クビュー水戸

日本糖尿病教育・看
護学会

Uchida Takuro, Tatsumura Masaki, Tsukagoshi Yuta First rib stress fracture in an adolescent water polo player. 2018年 Biomechanics and
Medicine in Swimming
2018

2018/9/17 2018/9/21 （つくば市）筑波大学 日本水泳・水中運動
学会

Tsukagoshi Yuta, Kamada Hiroshi, Tomaru Yohei, Tatsumura Masaki,
Yamazaki Masashi

Is the training of competitive swimming safe for musculoskeletal
development in childhood?

2018年 Biomechanics and
Medicine in Swimming
2018

2018/9/17 2018/9/21 （つくば市）筑波大学 日本水泳・水中運動
学会
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Kuroki Takako, Tsukagoshi Yuta, Tatsumura Masaki, Kimura Takashi Life-saving automated external defibrillation for a masters swimmer: a
case report

2018年 Biomechanics and
Medicine in Swimming
2018

2018/9/17 2018/9/21 （つくば市）筑波大学 日本水泳・水中運動
学会

Tatsumura Masaki, Tsukagoshi Yuta, Uchida Takuro Spondylolysis in adolescent swimmers 2018年 Biomechanics and
Medicine in Swimming
2018

2018/9/17 2018/9/21 （つくば市）筑波大学 日本水泳・水中運動
学会

米崎駿, 岡内眞一郎, 大澤翔, 大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭, 木原真一 化学療法による角膜障害を来した肺腺癌の1例 第644回 日本内科学会関東地
方会

2018/9/8 2018/9/8 （東京）アキバプラザ 日本内科学会

塚越祐太, 辰村正紀, 中嶋康之, 氷見量, 赤木龍一郎, 森田光明, 亀ヶ谷
真琴, 鎌田浩史, 山崎正志

10歳未満に発生した新鮮腰椎分離症は難治性である 第44回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2018/9/7 2018/9/9 （徳島）アスティとくし
ま

日本整形外科スポー
ツ医学会

猪股兼人, 辰村正紀, 蒲田久典, 松浦智史, 落合史, 奥脇駿, 小川健, 万
本健生, 平野篤, 山崎正志

テニス選手における腰椎分離症～硬式テニスとソフトテニスの違いに着
目して～

第44回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2018/9/7 2018/9/9 （徳島）アスティとくし
ま

日本整形外科スポー
ツ医学会

辰村正紀, 蒲田久典, 塚越祐太, 松浦智史, 落合史, 奥脇駿, 猪股兼人,
小川健, 万本健生, 平野篤, 山崎正志

不成功例から学ぶ腰椎分離症保存治療の難しさ 第44回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2018/9/7 2018/9/9 （徳島）アスティとくし
ま

日本整形外科スポー
ツ医学会

蒲田久典, 辰村正紀, 松浦智史, 落合史, 奥脇駿, 猪股兼人, 塚越祐太,
小川健, 万本健生, 平野篤, 山崎正志

学童期腰椎分離症の治癒阻害因子の検討 第44回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2018/9/7 2018/9/9 （徳島）アスティとくし
ま

日本整形外科スポー
ツ医学会

落合史, 辰村正紀, 蒲田久典, 松浦智史, 奥脇駿, 猪股兼人, 小川健, 万
本健生, 平野篤, 山崎正志

骨髄浮腫を伴う腰椎分離症症例の初診時の特徴 第44回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2018/9/7 2018/9/9 （徳島）アスティとくし
ま

日本整形外科スポー
ツ医学会

松浦智史, 辰村正紀, 蒲田久典, 落合史, 奥脇駿, 猪股兼人, 小川健, 万
本健生, 平野篤, 山崎正志

終末期腰椎分離症患者におけるScottie dog signと分離部の間隙の調査 第44回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2018/9/7 2018/9/9 （徳島）アスティとくし
ま

日本整形外科スポー
ツ医学会

蒲田久典, 辰村正紀, 松浦智史, 落合史, 奥脇駿, 猪股兼人, 塚越祐太,
小川健, 万本健生, 平野篤, 山崎正志

壮年期に分離部修復術を行った腰椎分離症の3例 第44回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2018/9/7 2018/9/9 （徳島）アスティとくし
ま

日本整形外科スポー
ツ医学会

奥脇駿, 辰村正紀, 蒲田久典, 松浦智史, 落合史, 猪股兼人, 小川健, 万
本健生, 平野篤, 山崎正志

分離部修復にsmiley face rod法が有用であったソフトボール選手の1例 第44回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2018/9/7 2018/9/9 （徳島）アスティとくし
ま

日本整形外科スポー
ツ医学会

田口詩路麻 MTXとIFX-BS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33回 日本乾癬学会学術大
会

2018/9/7 2018/9/8 （愛媛）松山全日空ホ
テル

日本乾癬学会

深澤洋, 津久井一, 三井清文, 青木空眞, 佐藤憲一, 飛田渉, 吉田克己 甲状腺機能異常症のスクリーニングにおける血清コリンエステラーゼ測
定の有用性

第59回 日本人間ドック学会
学術大会

2018/8/30 2018/8/31 （新潟）新潟コンベン
ションセンター

日本人間ドック学会

長崎一哉, 奥村信人, 児玉泰介, 児玉祐希子, 芦刈ゆみ, 木下賢輔, 小林
裕幸

チーフレジデントによる初期研修医の働き方改革 第50回 日本医学教育学会大
会

2018/8/3 2018/8/4 （東京）東京医科歯科
大学

日本医学教育学会
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中谷卓史, 村松俊樹, 岩渕翔, 森田純一郎, 李小由 両踵骨開放骨折に対し，イリザロフ創外固定器を用いて骨折部免荷のま
ま早期歩行を獲得した1例

第31回 日本創外固定・骨延
長学会

2018/8/3 2018/8/4 （岩手）アートホテル
弘前シティ

日本創外固定・骨延
長学会

大石悠太, 渡辺重行, 外山昌弘, 小島栄治 冠動脈穿孔の止血に対するカルバゾクロムスルホン酸およびトラネキサ
ム酸の有用性

第27回 日本心血管インター
ベンション治療学会
学術集会

2018/8/2 2018/8/4 （兵庫）神戸国際会議
場

日本心血管インター
ベンション治療学会

野露彩乃, 岡内眞一郎, 大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭, 河合瞳, 高屋敷典
生

尿崩症・骨病変合併のランゲルハンス細胞組織球症の1例 第643回 日本内科学会関東地
方会

2018/7/15 2018/7/15 （東京）日本都市セン
ター

日本内科学会

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

癒着性腸閉塞における手術治療のタイミングの検討 第73回 日本消化器外科学会
総会

2018/7/11 2018/7/13 （鹿児島）城山ホテル
鹿児島・かごしま県民
交流センター

日本消化器外科学会

河村季生, 岩渕翔, 池田和大, 小川健 後果骨折を伴う足関節果部骨折のCTを用いた検討 第44回 日本骨折治療学会 2018/7/6 2018/7/7 （岡山）岡山コンベン
ションセンター

日本骨折治療学会

岩渕翔, 小川健, 野上裕子, 池田和大, 河村季生 当院における橈骨遠位端骨折に対するADAPTIVEの治療成績 第44回 日本骨折治療学会 2018/7/6 2018/7/7 （岡山）岡山コンベン
ションセンター

日本骨折治療学会

本多智康, 田口詩路麻, 石月翔一郎 IgA血管炎から壊疽性膿皮症に移行した1例 第97回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2018/7/1 2018/7/1 （日立市）日立総合病
院

日本皮膚科学会

遠藤瑠璃子, 田口詩路麻, 石月翔一郎 治療経過中に髄膜脳炎を併発したツツガムシ病の1例 第97回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2018/7/1 2018/7/1 （日立市）日立総合病
院

日本皮膚科学会

石井龍太, 中村太一, 加藤木ルミ子, 谷田部哲夫, 甲斐平康, 山縣邦弘 メシル酸ナファモスタットによりアナフィラキシー症状を呈した血液透析患
者の一例

第63回 日本透析医学会学術
集会・総会

2018/6/29 2018/7/1 （兵庫）神戸ポートピ
アホテル・神戸国際
会議場・神戸国際展
示場・ワールド記念

日本透析医学会

足立真穂, 有賀啓之, 鹿志村純也 当院で診断したインスリノーマ6例の検討 第49回 日本膵臓学会大会 2018/6/29 2018/6/30 （和歌山）和歌山県民
文化会館, ホテルア
バローム紀の国

日本膵臓学会

有賀啓之, 鹿志村純也, 小野田翼, 熊倉有里 膵癌診断におけるMRI拡散強調画像ADC-mapの有用性について 第49回 日本膵臓学会大会 2018/6/29 2018/6/30 （和歌山）和歌山県民
文化会館, ホテルア
バローム紀の国

日本膵臓学会

Ishimoto Ryu, Tatsumura Masaki, Shimizu Yukiyo, Ueno Tomoyuki,
Ogawa Takeshi, Hada Yasushi, Yamazaki Masashi

The effect of bifid arch and bilateral spondylolysis on fusion rate of
lumbar spondylolysis

第55回 日本リハビリテーショ
ン医学会学術集会

2018/6/28 2018/7/1 （福岡）福岡国際会議
場／福岡サンパレス

日本リハビリテーショ
ン医学会

中嶋真之, 川口未央, 太田恭子, 藤田純一, 松山政史, 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

気道平滑筋細胞におけるIL-6，IL-8産生に対するIL-17FとLABAの増強
効果

第67回 日本アレルギー学会
学術大会

2018/6/22 2018/6/24 （千葉）幕張メッセ/ホ
テルニューオータニ幕
張

日本アレルギー学会

万本健生, 田口典子, 馬見塚尚孝, 平野篤, 山崎正志 セレコキシブ内服が術後早期の睡眠に与える影響　無作為化・無治療対
照・並行群間比較試験

第10回 日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

2018/6/14 2018/6/16 （福岡）福岡国際会議
場

日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会
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渡邉めぐみ, 甲斐平康, 角田亮也, 河村哲也, 藤田亜紀子, 金子修三, 森
戸直記, 斎藤知栄, 臼井丈一, 下畑誉, 小林正貴, 高田健治, 植田敦志,
中村太一, 山縣邦弘

常染色体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)前向きコホートとトルバプタン治療
例の検討

第61回 日本腎臓学会学術総
会

2018/6/8 2018/6/10 （新潟）朱鷺メッセ 日本腎臓学会

Hashimoto Etaro, Tanaka Shinya, Kinoshita Kensuke, Irie Toshiyuki,
Kobayashi Hiroyuki

肝硬変が認められない高齢の肝門脈シャント症例(The case of a portal-
hepatic venous shunt of an elderly patient without cirrhosis)

2018年 ACP（米国内科学会）
日本支部年次総会
2018

2018/6/2 2018/6/3 （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

内田卓郎, 島田薫, 高村典子, 多田勝重, 石岡春彦, 矢野晴美, 千野祐介 アクチノミセスを含む複合菌血流感染による両側翼突筋及び舌骨周囲膿
瘍と敗血症性多発肺塞栓をきたした一例

第66回 日本化学療法学会総
会

2018/5/31 2018/6/2 （岡山）岡山コンベン
ションセンター,岡山県
医師会館

日本化学療法学会

加賀谷尽, 内田卓郎, 高村典子, 多田勝重, 石岡春彦, 秋月浩光, 矢野晴
美

過粘稠性Klebsiella pneumoniaeによる深頸部膿瘍をきたした2型糖尿病
の1例

第66回 日本化学療法学会総
会

2018/5/31 2018/6/2 （岡山）岡山コンベン
ションセンター,岡山県
医師会館

日本化学療法学会

石月翔一郎, 田口詩路麻 少量の白米のみの摂取により生じたペラグラの1例 第117回 日本皮膚科学会総会 2018/5/31 2018/6/3 （広島）リーガロイヤ
ルホテル広島

日本皮膚科学会

江藤文彦, 辰村正紀, 奥脇駿, 河村季生, 山崎正志 当院における特発性脊髄硬膜外血腫の臨床経過 第47回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2018/5/24 2018/5/27 （兵庫）神戸国際展示
場

日本脊椎脊髄病学会

鈴木久史, 新井信晃, 川端俊太郎, 清嶋護之, 雨宮隆太, 朝戸裕二, 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

Hilar releaseとsuprahyoid laryngeal releaseを併用し気管管状切除を行っ
た腺様嚢胞癌の1例

第41回 日本呼吸器内視鏡学
会学術集会

2018/5/24 2018/5/25 （東京）京王プラザホ
テル

日本呼吸器内視鏡学
会

西浦康正, 原友紀, 深井諒介, 岩渕翔, 神山翔 Wide awake hand surgeryによる手指屈筋腱再建術の経験 第91回 日本整形外科学会学
術総会

2018/5/24 2018/5/27 （兵庫）神戸コンベン
ションセンター

日本整形外科学会

万本健生, 藤江敬子, 田口典子, 清水雄, 馬恩博, 馬見塚尚孝, 辰村正紀,
小川健, 平野篤, 山崎正志, 橋本幸一

人工膝関節置換術における早期COX-2阻害薬内服の効果　無作為化・
無治療対照・並行群間比較試験

第91回 日本整形外科学会学
術総会

2018/5/24 2018/5/27 （兵庫）神戸コンベン
ションセンター

日本整形外科学会

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, 山崎正志

発育期腰仙椎疲労骨折の治療成績 第91回 日本整形外科学会学
術総会

2018/5/24 2018/5/27 （兵庫）神戸コンベン
ションセンター

日本整形外科学会

熊谷亮, 村松愛子, 藤井優尚, 片倉幸乃, 野牛宏晃 FGMとCGMの相関性について 第61回 日本糖尿病学会年次
学術集会

2018/5/24 2018/5/26 （東京）東京国際
フォーラム

日本糖尿病学会

藤井優尚, 熊谷亮, 片倉幸乃, 村松愛子, 野牛宏晃 SGLT2阻害薬およびメトホルミン併用の長期投与におけるHbA1cと体重
の推移

第61回 日本糖尿病学会年次
学術集会

2018/5/24 2018/5/26 （東京）東京国際
フォーラム

日本糖尿病学会

片倉幸乃, 藤井優尚, 熊谷亮, 村松愛子, 野牛宏晃 強化インスリン療法中の急性発症1型糖尿病及び2型糖尿病における
HDLコレステロールの検討

第61回 日本糖尿病学会年次
学術集会

2018/5/24 2018/5/26 （東京）東京国際
フォーラム

日本糖尿病学会

村松愛子, 熊谷亮, 藤井優尚, 片倉幸乃, 野牛宏晃 高齢者糖尿病患者における血糖コントロールと使用薬剤に関する検討 第61回 日本糖尿病学会年次
学術集会

2018/5/24 2018/5/26 （東京）東京国際
フォーラム

日本糖尿病学会
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 2018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

辻浩史, 森山哲也, 三宅善嗣, 武田勇人, 松村英明, 松田真秀, 丸島愛樹,
早川幹人, 松丸祐司, 松村明, 玉岡晃, 塩谷彩子

脊髄炎と診断された脊髄硬膜動静脈瘻，脊髄辺縁部動静脈瘻の臨床症
状・画像所見の検討

第59回 日本神経学会学術大
会

2018/5/23 2018/5/26 （北海道）ロイトン札
幌

日本神経学会

塩谷彩子, 大原元, 玉岡晃 肺癌経過中に筋力低下をきたした傍腫瘍症候群の検討 第59回 日本神経学会学術大
会

2018/5/23 2018/5/26 （北海道）ロイトン札
幌

日本神経学会

鈴木久史, 新井信晃, 川端俊太郎, 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

pN(+)非小細胞肺癌切除症例の術後再発予測因子についての検討 第35回 日本呼吸器外科学会
総会

2018/5/17 2018/5/18 （千葉）幕張メッセ 日本呼吸器外科学会

澤村清伸, 岡内眞一郎, 大澤翔, 大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭 血痰出現時に肺嚢胞に液面形成を呈した慢性閉塞性肺疾患の1例 第641回 日本内科学会関東地
方会

2018/5/12 2018/5/12 （東京）東京国際
フォーラム

日本内科学会

熊倉有里, 有賀啓之, 鹿志村純也, 小野田翼, 高屋敷典生 当院での上部消化管出血における臨床的特徴の検討 第95回 日本消化器内視鏡学
会総会

2018/5/10 2018/5/12 （東京）グランドプリン
スホテル新高輪　国
際館パミール

日本消化器内視鏡学
会

小野田翼, 有賀啓之, 鹿志村純也, 熊倉有里 膵管拡張を認めたセロトニン陽性膵神経内分泌腫瘍の1例 第95回 日本消化器内視鏡学
会総会

2018/5/10 2018/5/12 （東京）グランドプリン
スホテル新高輪　国
際館パミール

日本消化器内視鏡学
会

谷口綾子, 田口詩路麻 水戸協同病院における陰圧 第34回 日本臨床皮膚科医会
総会・臨床学術大会

2018/4/28 2018/4/29 （宮城）仙台国際セン
ター

日本臨床皮膚科医会

萩本聡, 會田有香, 金澤潤, 佐藤信也, 宮崎邦彦, 児玉孝秀, 佐藤浩昭,
檜澤伸之

実地臨床における呼気一酸化窒素濃度測定の有用性の検討 第58回 日本呼吸器学会学術
講演会

2018/4/27 2018/4/29 （大阪）大阪国際会議
場

日本呼吸器学会

中嶋真之, 川口未央, 太田恭子, 藤田純一, 松山政史, 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IL-6，IL-8産生に対するステロイドとLABAの効果 第58回 日本呼吸器学会学術
講演会

2018/4/27 2018/4/29 （大阪）大阪国際会議
場

日本呼吸器学会

田村智宏, 大島央之, 山田豊, 吉川弥須子, 山口昭三郎, 橋本幾太, 鏑木
孝之, 佐藤浩昭, 檜澤伸之

ペムブロリズマブ投与中に甲状腺機能低下症と続発性副腎不全を同時
に来した症例の検討

第58回 日本呼吸器学会学術
講演会

2018/4/27 2018/4/29 （大阪）大阪国際会議
場

日本呼吸器学会

村松愛子, 深澤洋, 藤原和哉, 藤井優尚, 熊谷亮, 片倉幸乃, 森川亮, 野
牛宏晃

アミオダロン誘発甲状腺中毒症を呈した2例 第91回 日本内分泌学会学術
総会

2018/4/26 2018/4/28 （宮崎）フェニックス・
シーガイア・リゾート

日本内分泌学会

熊谷亮, 村松愛子, 伊藤慶, 戒能賢太, 藤井優尚, 片倉幸乃, 小野田翼,
熊倉有理, 有賀啓之, 鹿志村純也, 近藤匡, 入江敏之, 吉見富洋, 野牛宏
晃

近年経験したインスリノーマ6症例の臨床的特徴 第91回 日本内分泌学会学術
総会

2018/4/26 2018/4/28 （宮崎）フェニックス・
シーガイア・リゾート

日本内分泌学会

深澤洋, 村松愛子, 片倉佳乃, 熊谷亮, 藤井優尚, 野牛宏晃, 青木空眞,
佐藤憲一, 吉田克己

甲状腺機能異常症のスクリーニングにおける血清コリンエステラーゼお
よび総コレステロールの前回値との比の有用性

第91回 日本内分泌学会学術
総会

2018/4/26 2018/4/28 （宮崎）フェニックス・
シーガイア・リゾート

日本内分泌学会

萩本聡, 大澤翔, 山田英恵, 佐藤信也, 宮崎邦彦, 大原元, 児玉孝秀, 籠
橋克紀, 佐藤浩昭, 檜澤伸之

3施設間での吸入薬吸入後の含嗽に関する調査 第115回 日本内科学会総会・
講演会

2018/4/13 2018/4/15 （京都）京都市勧業館 日本内科学会
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 2018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

岡内眞一郎, 大澤翔, 佐藤信也, 山田英恵, 宮崎邦彦, 大原元, 児玉孝秀,
籠橋克紀, 佐藤浩昭, 檜澤伸之

吸入薬吸入後の含嗽と吸入器保管場所に関する調査 第115回 日本内科学会総会・
講演会

2018/4/13 2018/4/15 （京都）京都市勧業館 日本内科学会

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

局所炎症所見が顕著な胆嚢炎における手術成績の検討 第118回 日本外科学会定期学
術集会

2018/4/5 2018/4/7 （東京）東京国際
フォーラム

日本外科学会

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

総合診療科が主体の病院における外科教育の工夫 第118回 日本外科学会定期学
術集会

2018/4/5 2018/4/7 （東京）東京国際
フォーラム

日本外科学会

Ojima Eiji, Watanabe Shigeyuki, Toyama Masahiro, Kuroda Yasuhisa,
Kato Jo, Oishi Yuta, Aonuma Kazutaka

Tolvaptanは心カテーテル検査を受けた患者の腎機能悪化(WRF)と造影
剤腎症(CIN)を抑制する(Tolvaptan Decreases Worsening Renal
Function(WRF) and Contrast Induced Nephropathy(CIN) in the Patients
Who were Performed Cardiac Catheterization)

第82回 日本循環器学会学術
集会

2018/3/23 2018/3/25 （大阪）大阪国際会議
場

日本循環器学会

Kato Jo, Oishi Yuta, Ojima Eiji, Toyama Masahiro, Kuroda Yasuhisa,
Watanabe Shigeyuki

正コレステロール血症の冠動脈疾患患者の脂質特性(Lipid
Characteristics of Coronary Artery Disease Patients with
Normocholesterolemia)

第82回 日本循環器学会学術
集会

2018/3/23 2018/3/25 （大阪）大阪国際会議
場

日本循環器学会

遠藤祥子, 原田文子, 内田誠一, 木村靖子, 小柴裕美, 外山昌弘, 大石悠
太, 加藤穣, 小島栄治, 黒田裕久, 渡辺重行

超高齢者の高度大動脈弁狭窄症患者の臨床的特徴 第82回 日本循環器学会学術
集会

2018/3/23 2018/3/25 （大阪）大阪国際会議
場

日本循環器学会

河村季生, 辰村正紀, 照屋翔太郎, 松浦智史, 岩渕翔, 小川健, 平野篤,
山崎正志

MRIで液面形成 (fluid-fluid level) を認めた腰椎転移性腫瘍の1例 第58回 関東整形災害外科学
会

2018/3/16 2018/3/17 （東京）ソラシティ カン
ファレンスセンター

関東整形災害外科学
会

照屋翔太郎, 辰村正紀, 松浦智史, 河村季生, 小川健, 平野篤, 山崎正志 形成不全性腰椎すべり症に対して骨成熟待機後に後方椎体間固定術を
施行した1例

第58回 関東整形災害外科学
会

2018/3/16 2018/3/17 （東京）ソラシティ カン
ファレンスセンター

関東整形災害外科学
会

小川健, 田中利和, 岩渕翔, 池田和大, 山崎正志 母指CM関節症に対する関節鏡視下滑膜切除術の治療経験 第58回 関東整形災害外科学
会

2018/3/16 2018/3/17 （東京）ソラシティ カン
ファレンスセンター

関東整形災害外科学
会

岩渕翔, 河村季生 小指屈筋腱皮下断裂の経験 第58回 関東整形災害外科学
会

2018/3/16 2018/3/17 （東京）ソラシティ カン
ファレンスセンター

関東整形災害外科学
会

松浦智史, 辰村正紀, 照屋翔太郎, 河村季生, 小川健, 平野篤, 山崎正志 類骨骨腫とその鑑別を要した腰椎分離症の1例 第58回 関東整形災害外科学
会

2018/3/16 2018/3/17 （東京）ソラシティ カン
ファレンスセンター

関東整形災害外科学
会

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

TKA術後の浮腫に影響する因子の検討 第77回 茨城県厚生連病院学
会

2018/3/3 2018/3/3 （つくば市）つくば国際
会議場

茨城県厚生連病院学
会

大森瑞穂, 原田文子, 内田誠一, 遠藤祥子, 木村靖子, 岡村早紀, 宮地朋
美, 福釜江莉奈, 辰村正紀, 江藤文彦

術中脊髄モニタリングで歯牙損傷を生じた1例 第77回 茨城県厚生連病院学
会

2018/3/3 2018/3/3 （つくば市）つくば国際
会議場

茨城県厚生連病院学
会

足立真穂, 海老澤由香, 李紀廉, 鈴木智晴, 熊谷亮, 小林裕幸 Sutton's slip."レア疾患により誘導された呼吸不全の病因診断の早期閉
鎖"

第16回 日本病院総合診療医
学会学術総会

2018/3/2 2018/3/3 （大分）別府国際コン
ベンションセンター

日本病院総合診療医
学会
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 2018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

島田薫, 織田彰子, 塩谷彩子, 白根和樹, 児玉裕希子, 石岡春彦, 高村典
子, 多田勝重, 矢野晴美, 玉岡晃, 小林裕幸

ステロイド治療に反応性良好な脳炎として神経ベーチェット病が疑われた
一例

第16回 日本病院総合診療医
学会学術総会

2018/3/2 2018/3/3 （大分）別府国際コン
ベンションセンター

日本病院総合診療医
学会

児玉泰介, 間野智子, 小林裕幸 チョウバエの幼虫による口腔内異物を患者自身がインターネットのQ&A
サイトを用いて診断した一例

第16回 日本病院総合診療医
学会学術総会

2018/3/2 2018/3/3 （大分）別府国際コン
ベンションセンター

日本病院総合診療医
学会

李紀廉, 木下賢輔, 小林裕幸 意識障害に前胸部紅斑，洞性頻脈を伴った一例 第16回 日本病院総合診療医
学会学術総会

2018/3/2 2018/3/3 （大分）別府国際コン
ベンションセンター

日本病院総合診療医
学会

内田卓郎, 五十野博基, 落合史, 長崎一哉, 高村典子, 多田勝重, 石岡春
彦, 矢野晴美

健常者に発症した重症マイコプラズマ肺炎の1例 第16回 日本病院総合診療医
学会学術総会

2018/3/2 2018/3/3 （大分）別府国際コン
ベンションセンター

日本病院総合診療医
学会

畑拓磨, 小林裕幸, 児玉泰介, 石原あやか 発汗後に出現する蕁麻疹という病歴からコリン性蕁麻疹の診断に至った
一例

第16回 日本病院総合診療医
学会学術総会

2018/3/2 2018/3/3 （大分）別府国際コン
ベンションセンター

日本病院総合診療医
学会

石月翔一郎, 田口詩路麻 腋窩に生じた葉状腫瘍の1例 第96回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2018/2/25 2018/2/25 （つくば市）つくば国際
会議場

日本皮膚科学会

茂又章徳, 有賀啓之, 小野田翼, 熊倉有里, 鹿志村純也 CTで疑われた大腸アニサキス症の一例 第348回 日本消化器病学会関
東支部例会

2018/2/17 2018/2/17 （東京）海運クラブ 日本消化器病学会

小野田翼, 熊倉有里, 有賀啓之, 鹿志村純也 意識障害を契機に発見されたインスリノーマの一例 第348回 日本消化器病学会関
東支部例会

2018/2/17 2018/2/17 （東京）海運クラブ 日本消化器病学会

池田和大, 小川健, 岩淵翔, 平野篤 難治性上腕骨外側上顆炎患者1例における，短橈側手根伸筋腱付着部
のMRI画像と病理所見の比較

第30回 日本肘関節学会 2018/2/16 2018/2/17 （東京都）東京プリン
スホテル

日本肘関節学会

松浦智史, 伊藤惇, 千野裕介, 河合瞳, 高屋敷典生, 岡内眞一郎, 大澤翔,
大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭

関節リウマチに対するメトトレキセート治療中に見られた肺クリプトコッカ
ス症の1例

第639回 日本内科学会関東地
方会

2018/2/10 2018/2/10 （東京）東京国際
フォーラム

日本内科学会

岩渕翔, 小川健 小指屈筋腱皮下断裂の4例 第32回 東日本手外科研究会 2018/2/3 2018/2/3 （東京）伊藤国際学術
研究センター

日本手外科学会

小川健, 岩渕翔, 田中利和, 淺川俊輔 母指CM関節症に対する日帰り局所麻酔下での関節鏡視下滑膜切除術
の成績と工夫

第32回 東日本手外科研究会 2018/2/3 2018/2/3 （東京）伊藤国際学術
研究センター

日本手外科学会

島田薫, 有賀啓之, 小野田翼, 熊倉有里, 鹿志村純也 孤立性上腸間膜動脈起始部解離により十二指腸狭窄をきたした一例 第204回 日本消化器病学会東
北支部例会

2018/2/2 2018/2/3 （宮城）仙台国際セン
ター

日本消化器病学会

高橋華, 有賀啓之, 小野田翼, 熊倉有里, 鹿志村純也, 入江敏之 膵局所動注療法が有効だった正中弓状靱帯圧迫症候群を有した重症急
性膵炎の一例

第204回 日本消化器病学会東
北支部例会

2018/2/2 2018/2/3 （宮城）仙台国際セン
ター

日本消化器病学会
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村松愛子, 藤井優尚, 片倉幸乃, 熊谷亮, 野牛宏晃 Vogt-小柳-原田病に続発した急性発症1型糖尿病の1例 第55回 日本糖尿病学会関東
甲信越地方会

2018/1/20 2018/1/20 （新潟）朱鷺メッセ 日本糖尿病学会

藤井優尚, 熊谷亮, 片倉幸乃, 村松愛子, 大石悠太, 野牛宏晃 糖尿病性ケトアシドーシス治療中に無痛性心筋障害を発症した緩徐進行
1型糖尿病の1例

第55回 日本糖尿病学会関東
甲信越地方会

2018/1/20 2018/1/20 （新潟）朱鷺メッセ 日本糖尿病学会
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