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小川健, 池田和大, 岩渕翔, 辰村正紀, 万本健生, 平野篤, 山崎正志 上腕骨外側上顆炎の重症度診断に高分解能MRIは有効である 第19回 日仏整形外科学会 2020/12/19 2020/12/20 （兵庫）神戸国際会議
場

日仏整形外科学会

辰村正紀, 蒲田久典, 奥脇駿, 内田絢子, 山崎正志 Unilateral pseudoarthritis is a contralateral fusion inhibitor in lumbar
spondylolysis

第19回 日仏整形外科学会 2020/12/19 2020/12/20 （兵庫）神戸国際会議
場

日仏整形外科学会

蒲田久典, 辰村正紀, 奥脇駿, 内田絢子, 山崎正志 Percutaneous drainage with Hijikata instruments and posterior fusion
with percutaneous pedicle screw for pyogenic spondylitis: A case report

第19回 日仏整形外科学会 2020/12/19 2020/12/20 （兵庫）神戸国際会議
場

日仏整形外科学会

内田絢子, 辰村正紀, 蒲田久典, 奥脇駿, 山崎正志 A Case study of Bertolotti's syndrome successfully treated with an
endoscopic partial resection of the transverse process

第19回 日仏整形外科学会 2020/12/19 2020/12/20 （兵庫）神戸国際会議
場

日仏整形外科学会

奥脇駿, 辰村正紀, 内田絢子, 蒲田久典, 山崎正志 PED system is effective for Candida vertebral osteomyelitis to perform
biopsy and irrigation

第19回 日仏整形外科学会 2020/12/19 2020/12/20 （兵庫）神戸国際会議
場

日仏整形外科学会

有賀啓之, 鹿志村純也 上部消化管出血における内視鏡治療における予後予測スコアの有用性
について

第111回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2020/12/19 2020/12/20 WEB開催 日本消化器内視鏡学
会

中村一希, 有賀啓之, 鹿志村純也 総胆管結石を合併したcholedochoceleに対し内視鏡的治療が可能だった
１例

第111回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2020/12/19 2020/12/20 WEB開催 日本消化器内視鏡学
会

奥脇駿, 辰村正紀, 蒲田久典, 小川健, 万本健生, 平野篤, 山崎正志 腰椎分離症における水平断分離部骨折線の角度による臨床成績の検討 第46回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2020/12/17 2020/12/19 （兵庫）神戸国際会議
場・神戸国際展示場

日本整形外科スポー
ツ医学会

蒲田久典, 辰村正紀, 鈴木秀典, 藤居研考, 奥脇駿, 小川健, 万本健生,
平野篤, 山崎正志

腰椎分離症の骨癒合を予測するスコアリング 第46回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2020/12/17 2020/12/19 （兵庫）神戸国際会議
場・神戸国際展示場

日本整形外科スポー
ツ医学会

鈴木秀典, 辰村正紀、蒲田久典、奥脇駿、塚越祐太、藤居研考、
小川健、万本健生、平野篤、山崎正志

発育期バスケットボール選手の腰椎分離症における早期発見の重要性 第46回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2020/12/17 2020/12/19 （兵庫）神戸国際会議
場・神戸国際展示場

日本整形外科スポー
ツ医学会

辰村正紀, 蒲田久典, 奥脇駿, 塚越祐太, 藤居研考, 鈴木秀典, 小川健,
万本健生, 平野篤, 山崎正志

学童期腰椎分離症の椎弓根形状と癒合率の関係 第46回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2020/12/17 2020/12/19 （兵庫）神戸国際会議
場・神戸国際展示場

日本整形外科スポー
ツ医学会

塚越祐太, 辰村正紀, 鎌田浩史, 森田光明 新鮮例から偽関節化した腰椎分離症は２年の経過観察期間で椎間板変
性を生じるか？

第46回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2020/12/17 2020/12/19 （兵庫）神戸国際会議
場・神戸国際展示場

日本整形外科スポー
ツ医学会

藤居研考, 辰村正紀, 蒲田久典, 奥脇駿, 塚越祐太, 藤居研考, 鈴木秀典,
小川健, 万本健生, 平野篤, 山崎正志

第１仙椎潜在性二分脊椎の形状と第５腰椎分離症の発生側の関係 第46回 日本整形外科スポー
ツ医学会学術集会

2020/12/17 2020/12/19 （兵庫）神戸国際会議
場・神戸国際展示場

日本整形外科スポー
ツ医学会

藤枝弥結, 有賀啓之, 鹿志村純也 糖尿病の増悪を契機に診断された自己免疫性膵炎の1例 第362回 日本消化器病学会関
東支部例会

2020/12/5 2020/12/5 WEB開催 日本消化器病学会
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徳田克洋, 劉彦伯, 小林裕幸, 伊藤慶, 石井雄一郎 一過性意識障害を契機に診断された副甲状腺機能低下症の1例 第664回 日本内科学会関東地
方会

2020/11/14 2020/11/14 （Web）ステーションコ
ンファレンス東京

日本内科学会

鹿志村純也, 有賀啓之, 水井恒夫 IPMNの手術適応の判断にERP施行時の膵粘液細胞診は有用である 第62回 日本消化器病学会大
会

2020/11/5 2020/11/7 （兵庫）神戸 日本消化器病学会

吉田昂平, 小川健, 芋生祥之, 武井隼児, 飛田広大, 道信龍平, 万本健生,
辰村正紀, 平野篤

野球肘障害を有する少年野球選手におけるStar Excursion Balance Test
の特徴

第31回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2020/11/4 2020/11/30 WEB開催 日本臨床スポーツ医
学会

藤居研考, 辰村正紀, 蒲田久典, 内田絢子, 道信龍平, 小川健, 万本健生,
平野篤, 山崎正志

初診時に偽関節化した腰椎分離症を有する患者とスポーツ種目の関係 第31回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2020/11/4 2020/11/30 WEB開催 日本臨床スポーツ医
学会

内田絢子, 辰村正紀, 蒲田久典, 藤居研考, 道信龍平, 小川健, 万本健生,
平野篤, 山崎正志

当院における発育期腰痛の原因と診断の現状 第31回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2020/11/4 2020/11/30 WEB開催 日本臨床スポーツ医
学会

道信龍平, 辰村正紀, 蒲田久典, 内田絢子, 藤居研考, 小川健, 万本健生,
平野篤, 山崎正志

発育期野球選手の腰椎分離症片側発生例における投球/打撃動作と分
離症発生側との関係

第31回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2020/11/4 2020/11/30 WEB開催 日本臨床スポーツ医
学会

芋生祥之, 辰村正紀, 飛田広大, 武井隼児, 小川健, 万本健生, 平野篤 発育期腰椎分離症患者における第５腰椎傾斜角度とSahrmann Core
Stability Testによる腰部・骨盤帯機能との関連性

第31回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2020/11/4 2020/11/30 WEB開催 日本臨床スポーツ医
学会

辰村正紀, 芋生祥之, 内田絢子, 藤居研考, 道信龍平, 小川健, 万本健生,
平野篤, 奥脇駿, 蒲田久典, 山崎正志

骨欠損のある両側分離は骨髄浮腫消失後に癒合するのか？ 第31回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2020/11/4 2020/11/30 WEB開催 日本臨床スポーツ医
学会

小川健, 大西信三, 辰村正紀, 万本健生, 平野篤, 山崎正志 胸部出口症候群の補助診断としてMRIは有効か？ 第31回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2020/11/4 2020/11/30 WEB開催 日本臨床スポーツ医
学会

熊谷洋, 辰村正紀, 船山徹, 野口裕史, 山崎正志 分離部修復術における採骨部に移植した配孔連通孔構造を有するβ-リ
ン酸三カルシウム人工骨の材料吸収と骨新生の検討

第29回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2020/10/23 2020/10/24 WEB開催 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

長島克弥, 辰村正紀, 江藤文彦 伊藤弘樹, 堤亮介, 船山徹, 山崎正志 チタン製プレートを用いた棘突起再建片開き式椎弓形成術における棘突
起の骨癒合率

第29回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2020/10/23 2020/10/24 WEB開催 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

辰村正紀, 長島克弥, 江藤文彦, 伊藤弘樹, 堤亮介, 船山徹, 山崎正志 転移性脊椎腫瘍に対する後方固定術の予後の調査 第29回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2020/10/23 2020/10/24 WEB開催 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

伊藤弘樹, 辰村正紀, 江藤文彦, 長島克弥, 堤亮介, 船山徹, 山崎正志 L5/S1の腰椎後方椎体間固定術におけるexpandable cageとボックス型
PEEK cageの矯正角度の比較

第29回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2020/10/23 2020/10/24 WEB開催 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

堤亮介, 辰村正紀, 伊藤弘樹, 長島克弥, 江藤文彦, 船山徹, 山崎正志 腰椎変性側弯症に対するLIF後の後方固定術における矢状面矯正角度
の検討-Grade2骨切り併用の有無での比較-

第29回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2020/10/23 2020/10/24 WEB開催 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会
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江藤文彦, 辰村正紀, 伊藤弘樹, 堤亮介, 長島克弥, 船山徹, 山崎正志 楔状変形が強い椎間に対するLIFによる冠状面矯正のCT評価 第29回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2020/10/23 2020/10/24 WEB開催 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

佐藤瑠美,  加藤幹朗, 堤亮介, 内田卓郎, 田口詩路麻, 万本健生, 高屋敷
典生, 小林裕幸

非典型的な経過を辿ったGBS壊死性軟部組織感染症の1例 第663回 日本内科学会関東地
方会

2020/10/17 2020/10/17 （Web）ステーションコ
ンファレンス東京

日本内科学会

辰村正紀, 長島克弥, 星野健, 堤亮介, 道信龍平, 岩渕翔, 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保存治療の成績 第69回 日本農村医学会学術
総会

2020/10/15 2020/11/14 WEB開催 日本農村医学会

奥脇駿, 辰村正紀, 井汲彰, 松浦智史, 江藤文彦, 小川健, 万本健生, 平
野篤, 河村春生

重症の脊髄症により歩行障害を呈した高度肥満患者における後縦靭帯
骨化症の手術治療成績

第69回 日本農村医学会学術
総会

2020/10/15 2020/11/14 WEB開催 日本農村医学会

田口詩路麻 デブリードマン，陰圧閉鎖療法，植皮術により軽快した壊死性筋膜炎の
検討

第69回 日本農村医学会学術
総会

2020/10/15 2020/11/14 WEB開催 日本農村医学会

江藤文彦, 辰村正紀, 長島克弥, 三浦紘世, 野口裕史, 船山徹, 安部哲哉,
國府田正雄, 山崎正志

特発性脊髄硬膜外血種の高位別による形態的特徴 第35回 日本整形外科学会基
礎学術集会

2020/10/15 2020/10/16 WEB 日本整形外科学会

小川健, 池田和大, 岩渕翔, 藤田開, 小方陽介, 辰村正紀, 万本健生, 平
野篤, 山崎正志

上腕骨外側上顆炎の重症度診断や病態把握に高分解能MRIは有効であ
る

第35回 日本整形外科学会基
礎学術集会

2020/10/15 2020/10/16 WEB 日本整形外科学会

小方陽介, 小川健, 藤田開, 平林匠, 岩渕翔, 辰村正紀, 万本健生, 平野
篤, 山崎正志

橈骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱損傷を予見する早期診断ツールの
検討

第35回 日本整形外科学会基
礎学術集会

2020/10/15 2020/10/16 WEB 日本整形外科学会

伊藤慶, 細田愛子, 山本由季, 中島里佳子, 伊藤惇, 藤井優尚, 片倉幸乃,
熊谷亮, 野牛宏晃

緩徐進行1型糖尿病に先端巨大症を合併し、術後にインスリン量が著減
した1例

第57回 日本糖尿病学会関東
甲信越地方会

2020/10/5 2020/10/16 ウェブ開催 日本糖尿病学会

長坂智裕, 熊谷亮, 中島里佳子, 伊藤惇, 伊藤慶, 塩谷彩子, 織田彰子,
野牛宏晃

右同名半盲を主訴に高血糖関連の可逆性脳症が疑われた1例 第57回 日本糖尿病学会関東
甲信越地方会

2020/10/5 2020/10/16 ウェブ開催 日本糖尿病学会

鹿志村純也, 有賀啓之, 倉田昌直 難治性総胆管結石に対する治療戦略　結石成分から胆管結石の治療戦
略を考える

第56回 日本胆道学会学術集
会

2020/10/1 2020/10/2 オンライン・誌上開催 日本胆道学会

有賀啓之, 鹿志村純也 TG18から見た胆道感染症における培養の意義 第56回 日本胆道学会学術集
会

2020/10/1 2020/10/2 オンライン・誌上開催 日本胆道学会

青山英樹, 岡田 澪, 畑 拓磨, 平井 健太, 堀北 愛里, 中村 太一, 甲斐 平
康, 山縣 邦弘

下腿浮腫で発症したTMAの一例 第50回 日本腎臓学会東部学
術大会

2020/9/26 2020/9/27 ライブ配信 日本腎臓学会

畑拓磨, 平井 健太, 青山 英樹, 堀北 愛里, 中村 太一, 甲斐 平康, 山縣
邦弘

当院の二次性副甲状腺機能亢進症に対するエテルカルセチド使用経験 第50回 日本腎臓学会東部学
術大会

2020/9/26 2020/9/27 ライブ配信 日本腎臓学会
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アマデアル亜琵, 田口詩路麻, 石月翔一郎 外傷後の体内ガラス遺残を見逃した1例 第36回 日本臨床皮膚科医会
総会・臨床学術大会

2020/9/21 2020/9/21 （静岡）ホテルクラウ
ンパレス浜松

日本皮膚科学会

岡内眞一郎, 笹谷悠惟果, 大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭, 檜澤伸之 肺癌症例の転移パターンと予後の関連 第60回 日本呼吸器学会学術
講演会

2020/9/20 2020/9/22 ウェブ開催 日本呼吸器学会

鈴木克哉, 熊谷 亮, 伊藤 慶, 伊藤 惇, 山本 由季, 野牛 宏晃, 鹿志村 純
也, 有賀 啓之, 入江 敏之

血糖コントロール悪化を契機に診断されたNASH、肝細胞癌の1例 第662回 日本内科学会関東地
方会

2020/9/13 2020/9/13 （Web）ステーションコ
ンファレンス東京

日本内科学会

長坂智裕, 片山真穂, 有賀啓之, 水井恒夫, 鹿志村純也 動注療法が有用だった高脂血症性重症急性膵炎の一例 第361回 日本消化器病学会関
東支部例会

2020/9/12 2020/9/12 WEB開催 日本消化器病学会

辰村正紀, 江藤文彦, 村上浩平, 藤田開, 堤亮介, 山崎正志 腰椎椎体間固定術後の抜釘による椎体間不安定性の助長 第49回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2020/9/7 2020/9/9 （兵庫）神戸コンベン
ションセンター

日本脊椎脊髄病学会

江藤文彦, 辰村正紀, 蒲田久典, 堤亮介, 藤田開, 村上浩平, 山崎正志 発育期の第5腰椎分離症の分離形態による骨癒合の比較 第49回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2020/9/7 2020/9/9 （兵庫）神戸コンベン
ションセンター

日本脊椎脊髄病学会

蒲田久典, 辰村正紀, 江藤文彦, 奥脇駿, 中川司, 山崎正志 腰椎分離症の骨癒合に影響する危険因子はL5，進行期，対側偽関節で
ある

第49回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2020/9/7 2020/9/9 （兵庫）神戸コンベン
ションセンター

日本脊椎脊髄病学会

村上浩平, 辰村正紀, 堤亮介, 藤田開, 江藤文彦, 山崎正志 L1/2椎体間に対するLIFの工夫-第10肋間からのアプローチ- 第49回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2020/9/7 2020/9/9 （兵庫）神戸コンベン
ションセンター

日本脊椎脊髄病学会

辰村正紀, 江藤文彦, 村上浩平, 藤田開, 堤亮介, 山崎正志 後期高齢者に対する頚椎後方除圧術のJOACMEQを用いた術後成績 第49回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2020/9/7 2020/9/9 （兵庫）神戸コンベン
ションセンター

日本脊椎脊髄病学会

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

新鮮骨粗鬆症性椎体骨折に対する初期の入院床上安静による椎体圧潰
の進行予防効果

第49回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2020/9/7 2020/9/9 （兵庫）神戸コンベン
ションセンター

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

辻実季, 鹿志村 純也, 有賀 啓之, 熊倉 有里, 水井 哲夫 嚢胞変性を有する小さな膵神経内分泌腫瘍の一例 第99回 日本消化器内視鏡学
会総会

2020/9/2 2020/9/3 ウェブ開催 日本消化器内視鏡学
会

鹿志村純也, 有賀 啓之, 熊倉 有里, 水井 哲夫 結石成分から考えた胆管結石の治療戦略 第99回 日本消化器内視鏡学
会総会

2020/9/2 2020/9/3 ウェブ開催 日本消化器内視鏡学
会

山口裕之, 千野裕介 診断時口腔内潰瘍陰性であったが不完全型ベーチェット病と診断し、診
断後口腔内潰瘍の出現した一例

第64回 日本リウマチ学会総
会・学術集会

2020/8/17 2020/9/15 ウェブ開催 日本リウマチ学会

岩出良介, 加藤幹朗, 廣瀬匠, 長坂智裕, アマデアル亜琵, 田口詩路麻,
小林裕幸

早期手術介入により良好な経過を得た巨大癰の一例 第117回 日本内科学会総会・
講演会　医学生研修
医の日本内科学会こ
とはじめ2020東京

2020/8/8 2020/8/8 （東京）東京国際
フォーラム

日本内科学会

4/6



 2020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

鈴木克哉, 片山真穂, 有賀啓之, 水井恒夫, 鹿志村純也 CTが診断に有用だった膵臓へ穿通した胃潰瘍の一例 第360回 日本消化器病学会関
東支部例会

2020/8/3 2020/8/31 WEB開催 日本消化器病学会

外山昌弘, 渡辺重行, 黒田裕久, 小島栄治, 春成智彦, 寺内泰観, 家田真
樹

The Effects of Statins: The Detailed Lipid Profile Analysis in the Real-
World Patients with Suspected Coronary Heart Disease

第84回 日本循環器学会学術
集会

2020/7/27 2020/8/2 ウェブ開催 日本循環器学会

堤亮介, 辰村正紀, 江藤文彦, 星野健, 岩渕翔, 小川健, 平野篤, 山崎正
志

化膿性脊椎炎における起因菌同定が死亡率に及ぼす影響 第60回 関東整形災害外科学
会

2020/7/18 2020/7/19 （東京）東京医科歯科
大学M＆Dタワー

関東整形災害外科学
会

星野健, 辰村正紀, 江藤文彦, 堤亮介, 小川健, 平野篤, 山崎正志, 岩渕
翔

上肢筋力低下の20年後に歩行障害が出現した重症頸椎症性筋萎縮症
の一例

第60回 関東整形災害外科学
会

2020/7/18 2020/7/19 （東京）東京医科歯科
大学M＆Dタワー

関東整形災害外科学
会

江藤文彦, 辰村正紀, 山崎正志 頸椎インプラントの進歩 第60回 関東整形災害外科学
会

2020/7/18 2020/7/19 （東京）東京医科歯科
大学M＆Dタワー

関東整形災害外科学
会

アマデアル亜琵, 田口詩路麻 治療自己中断を繰り返し，診断に難渋した血管ベーチェット病の1例 第102回 日本皮膚科学会茨城
地方会

2020/7/5 2020/7/5 WEB開催 日本皮膚科学会

藏野美夏, 山田延未, 田口詩路麻 上肢に限局した色素性痒疹の1例 第103回 日本皮膚科学会茨城
地方会

2020/7/5 2020/7/5 WEB開催 日本皮膚科学会

澤村清伸, 山田延未, 田口詩路麻 当院で経験した梅毒の2例 第103回 日本皮膚科学会茨城
地方会

2020/7/5 2020/7/5 WEB開催 日本皮膚科学会

深澤洋, 熊谷亮, 伊藤慶, 伊藤惇, 藤井優尚, 野牛宏晃, 斎藤剛, 大崎芳
典, 村松愛子, 片倉佳乃, 吉田克己

バセドウ病の131I内用療法後の乳癌発症頻度について 第93回 日本内分泌学会学術
総会

2020/6/4 2020/6/6 ウェブ開催 日本内分泌学会

中島里佳子,  熊谷 亮, 伊藤 惇, 伊藤 慶, 都島 由希子, 原 尚人, 野牛 宏
晃

ACTH非依存性サブクリニカルクッシング症候群(SCS)の副腎腺腫摘出後
に多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)が治癒し自然妊娠しえた1例

第93回 日本内分泌学会学術
総会

2020/6/4 2020/6/6 ウェブ開催 日本内分泌学会

アマデアル亜琵, 田口詩路麻, 山田延未, 伊東有里 多発血管炎性肉芽腫症と鑑別に難渋した壊疽性膿皮症の1例 第119回 日本皮膚科学会総会 2020/6/4 2020/6/7 WEB開催 日本皮膚科学会

黒崎宏貴, 有賀啓之, 水井恒夫, 熊倉有里, 鹿志村純也 内視鏡的粘膜下層剥離術によって診断したEBV関連早期胃癌の１例 第110回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2020/5/30 2020/5/31 WEB開催 日本消化器内視鏡学
会

磯直樹, 有賀啓之, 水井恒夫, 熊倉有里, 鹿志村純也 盲腸粘膜下膿瘍が原因であった脳重積の１例 第110回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2020/5/30 2020/5/31 WEB開催 日本消化器内視鏡学
会

辰村正紀, 江藤文彦, 長島克弥, 三浦紘世, 野口裕史, 船山徹, 安部哲哉,
國府田正雄, 山崎正志

治療戦略に悩んだBMI59の頸椎後縦靱帯骨化症の1例 第34回 ちば脊椎カンファレン
ス

2020/2/1 2020/2/1 （千葉）ペリエ千葉 ちば脊椎カンファレン
ス
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宇治田彩花, 有賀啓之, 水井恒夫,　熊倉有里, 鹿志村純也 セフトリアキソンによる偽胆石症で恵組成胆嚢炎をきたした一例 第208回 日本消化器病学会東
北支部例会

2020/1/31 2020/2/1 （宮城）フォレスト仙台 日本消化器病学会

小高聡子, 有賀啓之, 水井恒夫,　熊倉有里, 鹿志村純也, 入江敏之 突然の心窩部痛を呈した下膵十二指腸動脈解離の一例 第208回 日本消化器病学会東
北支部例会

2020/1/31 2020/2/1 （宮城）フォレスト仙台 日本消化器病学会
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