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原大知, 有賀啓之, 徳田克洋, 鹿志村純也 胃内分泌細胞癌により貧血を生じ心筋梗塞、心不全を発症した1例 第674回 日本内科学会関東地
方会

2021/12/11 2021/12/11 （東京）日本都市セン
ター

日本内科学会

梶原知巳, 有賀啓之, 岡田健太, 鹿志村純也 リンパ管腫が原因と考えられた腸重積症の1例 第367回 日本消化器病学会関
東支部例会

2021/12/11 2021/12/11 WEB開催 日本消化器病学会

藤川健太郎, 鹿志村純也, 堀籠祐一, 岡田健太, 有賀啓之 嚢胞変性を伴う膵神経内分泌腫瘍の一例 第113回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2021/12/4 2021/12/5 WEB開催 日本消化器内視鏡学
会

磯直樹, 有賀啓之, 堀籠祐一, 岡田健太, 鹿志村純也, 倉田昌直, 稲川智 嚢胞変性をきたした膵神経内分泌腫瘍の一例 第113回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2021/12/4 2021/12/5 WEB開催 日本消化器内視鏡学
会

成田真実, 有賀啓之, 堀籠祐一, 岡田健太, 倉田昌直, 稲川智, 鹿志村純
也

心窩部痛を契機に診断された胆管癌が合併したcholedochoceleの1例 第113回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2021/12/4 2021/12/5 WEB開催 日本消化器内視鏡学
会

堀籠祐一, 有賀啓之, 岡田健太, 黒崎宏貴, 倉田昌直, 稲川智, 鹿志村純
也

粘膜下腫瘍の形態をとった巨大な胃神経鞘腫の一例 第113回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2021/12/4 2021/12/5 WEB開催 日本消化器内視鏡学
会

岡田健太, 有賀啓之, 堀籠祐一, 鹿志村純也 当院における機能性ディスペプシアの検討 第113回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2021/12/4 2021/12/5 WEB開催 日本消化器内視鏡学
会

冨岡瑞樹, 岡本史樹, 森川翔平, 杉浦好美, 村上智哉, 岡本芳史, 大鹿哲
郎

網膜中心静脈閉塞症治療における立体視と視覚関連 第59回 日本網膜硝子体学会
総会

2021/11/27 2021/11/29 (福岡)福岡国際会議
場

日本網膜硝子体学会

杉浦好美, 岡本史樹, 森川翔平, 村上智哉, 岡本芳史, 大鹿哲郎 BRVO治療におけるコントラスト感度の1年間の経時変化と視覚関連QOL 第59回 日本網膜硝子体学会
総会

2021/11/27 2021/11/29 (福岡)福岡国際会議
場

日本網膜硝子体学会

村上智哉, 岡本史樹, 杉浦好美, 森川翔平, 岡本芳史, 大鹿哲郎 CRVO治療におけるコントラスト感度の1年間の経時変化と視覚関連QOL 第59回 日本網膜硝子体学会
総会

2021/11/27 2021/11/29 (福岡)福岡国際会議
場

日本網膜硝子体学会

森川翔平, 岡本史樹, 杉浦好美, 村上智哉, 岡本芳史, 大鹿哲郎 網膜静脈分枝閉塞症治療における立体視の経時変化と視覚関連quality
of life

第59回 日本網膜硝子体学会
総会

2021/11/27 2021/11/29 (福岡)福岡国際会議
場

日本網膜硝子体学会

伊藤惇, 山本由季, 伊藤慶, 藤井優尚, 野牛宏晃 手術判断に難渋したPMAHの1例 第31回 臨床内分泌代謝
Update

2021/11/26 2021/11/27 （大阪府）ATC HALL 日本内分泌学会

岡内眞一郎, 笹谷悠惟果, 大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭, 高屋敷典生, 檜
澤伸之

肺病変によって診断した血管内リンパ腫の1例 第62回 日本肺癌学会学術集
会

2021/11/26 2021/11/28 (神奈川)パシフィコ横
浜　ノース

日本肺癌学会

宮崎邦彦, 岡内眞一郎, 佐藤信也, 大原元, 児玉孝秀, 籠橋克紀, 佐藤浩
昭

EGFR-TKI治療開始前と投与後の体重変動に関する検討 第62回 日本肺癌学会学術集
会

2021/11/26 2021/11/28 (神奈川)パシフィコ横
浜　ノース

日本肺癌学会
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橋本幸織, 藤井陽子, 氏家みどり, 岡内眞一郎, 佐藤信也, 宮崎邦彦, 大
原元, 児玉孝秀, 籠橋克紀, 佐藤浩昭

EGFR-TKIが奏効していたが,その後の治療を希望しなかったEGFR遺伝
子変異を有する非小細胞肺癌症例の検討

第62回 日本肺癌学会学術集
会

2021/11/26 2021/11/28 (神奈川)パシフィコ横
浜　ノース

日本肺癌学会

小出知輝, 辰村正紀, 山路晃啓, 長島克弥, 竹内陽介, 江藤文彦, 船山徹,
山崎正志

腰椎分離すべり症では後屈時に脊柱管横径が減少する～脊髄造影 CT
検査機能写での変化について～

第24回 日本低侵襲脊椎外科
学会学術集会

2021/11/25 2021/11/26 （東京都）ステーション
コンファレンス東京

日本低侵襲脊椎外科
学会

山路晃啓, 辰村正紀, 小出知輝, 長島克弥, 竹内陽介, 江藤文彦, 船山徹,
山崎正志

第1/2腰椎椎体間に対する側方椎体間固定の工夫～第11肋骨切除を回
避する第10肋間別皮切法～

第24回 日本低侵襲脊椎外科
学会学術集会

2021/11/25 2021/11/26 （東京都）ステーション
コンファレンス東京

日本低侵襲脊椎外科
学会

浅井玲央, 辰村正紀, 栗田拓実, 藤澤薫, 山路晃啓, 奥脇駿, 蒲田久典,
井汲彰, 万本健生, 平野篤, 山崎正志

骨成熟後の新鮮腰椎分離症の特徴 第32回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2021/11/13 2021/11/14 WEB開催 日本臨床スポーツ医
学会

山路晃啓, 辰村正紀, 浅井玲央, 栗田拓実, 藤澤薫, 井汲彰, 万本健生,
平野篤, 山崎正志

腰椎分離症において、思春期特発性側彎症の合併例の検討 第32回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2021/11/13 2021/11/14 WEB開催 日本臨床スポーツ医
学会

藤澤薫, 辰村正紀, 奥脇駿, 蒲田久典, 浅井玲央, 栗田拓実, 山路晃啓,
井汲彰, 万本健生, 平野篤, 山崎正志

腰椎分離症における骨折線角度の検討：野球選手とサッカー選手の比
較

第32回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2021/11/13 2021/11/14 WEB開催 日本臨床スポーツ医
学会

栗田拓実, 辰村正紀 , 浅井玲央, 藤澤薫, 山路晃啓, 奥脇駿, 蒲田久典,
井汲彰, 万本健生, 平野篤, 山崎正志

飛込選手における骨髄浮腫を伴う腰椎分離症の傾向の検討 第32回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2021/11/13 2021/11/14 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, 万本健生, 平野篤 発育期腰椎分離症患者におけるSahrmann Core Stability TestとStar
Excursion Balance Testとの関連性

第32回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2021/11/13 2021/11/14 WEB開催 日本臨床スポーツ医
学会

元島清香, 金岡恒治, 辰村正紀 ダイビングワールドカップ2021兼東京オリンピック最終選考会における
COVID-19感染対策

第32回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2021/11/13 2021/11/14 WEB開催 日本臨床スポーツ医
学会

辰村正紀, 加藤知生, 上原任, 金岡恒治 Tokyo2020における水泳競技AMSVの報告 第32回 日本臨床スポーツ医
学会学術集会

2021/11/13 2021/11/14 WEB開催 日本臨床スポーツ医
学会

有賀啓之, 鹿志村純也, 岡田健太 高齢者における急性膵炎の現状について 第29回 JDDW2021 KOBE 日
本消化器関連学会週
間

2021/11/4 2021/11/7 (兵庫)神戸コンベン
ションセンター

日本消化器関連学会

有賀啓之, 鹿志村純也, 片山真穂 Tokyo Guidelines 2018での急性胆管炎における胆汁培養の重要性につ
いて

第102回 日本消化器内視鏡学
会総会

2021/11/4 2021/11/7 （兵庫）神戸コンベン
ションセンター

日本消化器内視鏡学
会

岡田健太, 有賀啓之, 鹿志村純也 胃と瘻孔を形成した黄色肉芽腫性胆嚢炎の一例 第102回 日本消化器内視鏡学
会総会

2021/11/4 2021/11/7 （兵庫）神戸コンベン
ションセンター

日本消化器内視鏡学
会

下村治, 古田智章, 栗盛洸, 北口大地, 中橋宏充, 黒田順士, Yu Yang, 比
江森恵子, 回渕修治, 小田竜也, 舘野浩章

糖鎖・レクチンを活用した新たな創薬戦略　レクチン薬剤融合体LDCによ
るがん治療の応用　レクチンは薬剤担体となり得るのか?

第94回 日本生化学大会 2021/11/3 2021/11/5 WEB開催
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（座長）田口詩路麻 急性期の痤瘡治療-耐性菌を踏まえて- 第107回 日本皮膚科学会茨城
地方会

2021/10/24 2021/10/24 WEB開催 日本皮膚科学会

澤村清伸, 山田延未, 田口詩路麻 SLE素因を持った抗リン脂肪抗体症候群の1例 第107回 日本皮膚科学会茨城
地方会

2021/10/24 2021/10/24 WEB開催 日本皮膚科学会

今井秀美, 山田延未, 田口詩路麻 左上腕二頭筋長頭腱断裂の1例 第107回 日本皮膚科学会茨城
地方会

2021/10/24 2021/10/24 WEB開催 日本皮膚科学会

有賀啓之, 鹿志村純也 当院における胆石性膵炎の治療について 第57回 日本胆道学会学術集
会

2021/10/7 2021/10/8 (東京)ベルサール虎
ノ門

日本胆道学会

倉田昌直, 松村英樹, 塚本俊太郎, 伊賀上翔太, 鹿志村純也, 有賀啓之,
稲川智

前区域胆管枝、左肝管に合流する胆嚢管に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術
を施行した2症例

第57回 日本胆道学会学術集
会

2021/10/7 2021/10/8 (東京)ベルサール虎
ノ門

日本胆道学会

蒲田久典, 船山徹, 伊澤成郎, 熊谷洋, 藤井賢吾, 天野国明, 椎名逸雄,
辰村正紀, 上杉雅文, 國府田正雄, 山崎正志

胸腰椎化膿性脊椎炎に対する低侵襲後方インストゥルメンテーションの
治療成績

第30回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2021/10/1 2021/10/2 （愛知）名古屋コンベ
ンションホール

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

山路晃啓, 辰村正紀, 長島克弥, 竹内陽介, 江藤文彦, 船山徹, 山崎正志 椎体間に骨性癒合を認める腰椎変性側弯症に対する側方経路腰椎椎体
間固定術の冠状面矯正力と合併症

第30回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2021/10/1 2021/10/2 （愛知）名古屋コンベ
ンションホール

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, 竹内陽介, 山路晃啓, 江藤文彦, 船山徹, 山崎正志 70歳未満の下肢神経症状を有する腰椎後側弯症に対するLIFを用いた
middle segment矯正固定の短期成績

第30回 日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

2021/10/1 2021/10/2 （愛知）名古屋コンベ
ンションホール

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

平井健太, 高橋真由美, 影山美希子, 田原敬, 藤田亜紀子, 齋藤知栄, 臼
井丈一, 井上貴昭, 山縣邦弘

メトホルミン過量内服による乳酸アシドーシスに対し血液浄化療法が奏
功した一例

第51回 日本腎臓学会東部学
術大会

2021/9/25 2021/9/26 WEB開催 日本腎臓学会

伊藤惇, 山本由季, 伊藤慶, 藤井優尚, 野牛宏晃 同胞の第二子出産を契機に診断された家族性副甲状腺機能低下症の
一例

第22回 日本内分泌学会関東
甲信越支部学術集会

2021/9/24 2021/9/25 WEB開催 日本内分泌学会

酒井希天, 伊藤惇, 山本由季, 伊藤慶, 藤井優尚, 倉田昌直, 稲川智, 野
牛宏晃

胆管癌によるPTHrP産生を介しhumoral hypercalcemia of
malignancy(HHM)を呈した1例

第22回 日本内分泌学会関東
甲信越支部学術集会

2021/9/24 2021/9/25 WEB開催 日本内分泌学会

野牛宏晃 心血管イベント抑制を意識した糖尿病治療 第22回 日本内分泌学会関東
甲信越支部学術集会

2021/9/24 2021/9/25 WEB開催 日本内分泌学会

藤森千花, 萩原將太郎, 加藤豊, 竜崎理子, 飯塚有希, 渡邉彩, 糸井覚,
田中紀奈, 石山みどり, 篠原明仁, 吉永健太郎, 志関雅幸, 田中淳司

4 cases of COVID-19 infection in patients with hematological diseases 第83回 日本血液学会学術集
会

2021/9/23 2021/9/25 WEB開催 日本血液学会

佐藤紘子, 田中紀奈, 加藤豊, 長内聡子, 竜崎理子, 飯塚有希, 渡邉彩,
石山みどり, 篠原明仁, 萩原將太郎, 吉永健太郎, 志関雅幸, 田中淳司

Successful treatment with daratumumab in multiple myeloma patient
with severe renal impairment

第83回 日本血液学会学術集
会

2021/9/23 2021/9/25 WEB開催 日本血液学会
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竜崎理子, 志関雅幸, 長内聡子, 加藤豊, 飯塚有希, 渡邉彩, 田中紀奈,
石山みどり, 篠原明仁, 萩原將太郎, 吉永健太郎, 田中淳司

Safety and efficacy of obinutuzumabu-based chemoimmunotherapy for
follicular lymphoma patients

第83回 日本血液学会学術集
会

2021/9/23 2021/9/25 WEB開催 日本血液学会

佐藤亜美, 竜崎理子, 長内聡子, 加藤豊, 飯塚有希, 渡邉彩, 田中紀奈,
石山みどり, 篠原明仁, 萩原將太郎, 吉永健太郎, 志関雅幸, 田中淳司

A case of primary mediastinal large B-cell lymphoma with pancreas
involvement

第83回 日本血液学会学術集
会

2021/9/23 2021/9/25 WEB開催 日本血液学会

大嶋祥子, 吉永健太郎, 長内聡子, 加藤豊, 竜崎理子, 飯塚有希, 渡邉彩,
田中紀奈, 石山みどり, 篠原明仁, 萩原將太郎, 志関雅幸, 田中淳司

Retrospective analysis of chronic myelomonocytic leukemia 第83回 日本血液学会学術集
会

2021/9/23 2021/9/25 WEB開催 日本血液学会

下村治, 回渕修治, 比江森恵子, 栗盛洸, 古田智章, 宮崎貴寛, 土井愛美,
橋本真治, 小田竜也, 舘野浩章

膵癌早期発見の工夫と取り組み　早期膵癌検出に向けたCA19-9を凌駕
する新規膵癌リキッドバイオプシーの開発

第52回 日本膵臓学会大会 2021/9/22 2021/9/23 (東京)グランドニッ
コー東京　台場

日本膵臓学会

有賀啓之, 鹿志村純也 当院における高脂血症性膵炎について 第52回 日本膵臓学会大会 2021/9/22 2021/9/23 (東京)グランドニッ
コー東京　台場

日本膵臓学会

田口詩路麻 明日から実践！中規模病院で始める乾癬バイオ2021 第85回 日本皮膚科学会東部
支部学術大会

2021/9/18 2021/9/19 （北海道）ロイトン札
幌

日本皮膚科学会

柘植弘光, 辰村正紀, 長島克弥, 浅沼翔, 井汲彰, 竹内陽介, 万本健生,
平野篤, 船山徹, 山崎正志

smiley face rod法で早期に癒合が得られたlaminolysisの一例 第70回 東日本整形災害外科
学会

2021/9/17 2021/9/18 （岩手）アイーナいわ
て県民情報交流セン
ター

東日本整形災害外科
学会

浅沼翔, 辰村正紀, 長島克弥, 柘植弘光, 井汲彰, 竹内陽介, 万本健生,
平野篤, 船山徹, 山崎正志

腰仙椎後方進入椎体間固定術後に遅発性に生じた椎体間ケージ
周囲感染及び両側腸腰筋膿瘍に対しインプラント温存で治癒を
得た1例

第70回 東日本整形災害外科
学会

2021/9/17 2021/9/18 （岩手）アイーナいわ
て県民情報交流セン
ター

東日本整形災害外科
学会

前沢洋介, 児玉祐希子, 有賀啓之, 鹿志村純也, 入江敏之 C型肝炎に対しインターフェロン(IFN)療法後HCV持続陰性(SVR)30年後に
肝細胞癌破裂を来した1例

第671回 日本内科学会関東地
方会

2021/9/12 2021/9/12 (東京)日本都市セン
ター

日本内科学会

三島一乃, 相京辰樹, 磯邉綾菜, 嶋和将, 長崎一哉 現役医学生による大学ごとの地域医療教育を比較するオンラインワーク
ショップの経験

第53回 日本医学教育学会大
会

2021/7/30 2021/7/31 WEB開催 日本医学教育学会

藤川健太郎, 鹿志村純也, 堀籠祐一, 岡田健太　, 有賀啓之, 倉田昌直,
稲川智

門脈腫瘍栓を合併した胃癌の一例 第365回 日本消化器病学会関
東支部例会

2021/7/10 2021/7/10 WEB開催 日本消化器病学会

堀籠祐一, 有賀啓之, 岡田健太, 鹿志村純也 インフリキシマブで加療中のクローン病に高安動脈炎を合併した１例 第365回 日本消化器病学会関
東支部例会

2021/7/10 2021/7/10 WEB開催 日本消化器病学会

梶原知巳, 有賀啓之, 堀籠祐一, 岡田健太, 鹿志村純也 リンパ管腫が原因と考えられた腸重積症の１例 第365回 日本消化器病学会関
東支部例会

2021/7/10 2021/7/10 WEB開催 日本消化器病学会

島原立樹, 有賀啓之,堀籠祐一, 岡田健太, 鹿志村純也 心窩部痛を契機に診断された先天性胆道拡張症・膵胆管合流異常の１
例

第365回 日本消化器病学会関
東支部例会

2021/7/10 2021/7/10 WEB開催 日本消化器病学会
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澤村清伸, 山田延未, 田口詩路麻 右中指尖に生じたDigital Papillary Adenocarcinomaの１例 第106回 日本皮膚科学会茨城
地方会例会

2021/7/4 2021/7/4 WEB開催 日本皮膚科学会

鋪野紀好, 西村義人, 泉谷昌志, 野中沙織, 大武陽一, 松尾貴公, 川嶋乃
里子, 森谷満, 栗山明, 山本典子, 佐土原道人, 牧石徹也, 長崎一哉

Well-being championになろう!　バーンアウトからチームを守るために
(Physicians' Well-being Team & Women's Committee合同企画)

- ACP(米国内科学会)
日本支部年次総会・
講演会2021

2021/6/26 2021/6/27 WEB開催 ACP(米国内科学会)

岡内眞一郎,  笹谷悠惟果, 大原元, 籠橋克紀, 佐藤浩昭, 高屋敷典生, 檜
澤伸之

気管支鏡検査によって診断した血管内リンパ腫の1例 第44回 日本呼吸器内視鏡学
会学術集会

2021/6/24 2021/6/25 (愛知県)名古屋国際
会議場

日本呼吸器内視鏡学
会

石井龍太, 田原敬, 角田亮也, 藤田亜紀子, 永井恵, 金子修三, 森戸直記,
斎藤知栄, 臼井丈一, 甲斐平康, 山縣邦弘

常染色体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)におけるMayo分類を用いた腎血行
動態に関する検討

第64回 日本腎臓学会学術総
会

2021/6/18 2021/6/20 （神奈川）パシフィコ横
浜ノース

日本腎臓学会

Asai Reo，Tatsumura Masaki，Tsukagoshi Yuta，Fukaya Kohei，Suzuki
Hidefumi，Okuwaki Shun，Gamada Hisanori，Mammoto Takeo，Hirano
Atsushi，Yamazaki Masashi

Elite Diving Athlete with Traumatic Growth Plate Injury of the Proximal
Humerus: A Case Report

第13回 日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

2021/6/17 2021/6/19 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

深谷考平, 辰村正紀, 塚越祐太, 鈴木秀典, 浅井玲央, 奥脇駿, 蒲田久典,
万本健生, 平野篤, 山崎正志

発育期運動選手の仙骨翼疲労骨折の形態的特徴 第13回 日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

2021/6/17 2021/6/19 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

鈴木秀典, 辰村正紀, 浅井玲央, 深谷考平, 奥脇駿, 蒲田久典, 万本健生,
平野篤, 山崎正志

すべりを伴う腰部脊柱管狭窄症に対し内視鏡下部分椎弓切除を行い長
期経過が良好であった競輪選手の1例

第13回 日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

2021/6/17 2021/6/19 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

塚越祐太, 辰村正紀, 細野泰照, 生澤義輔 潜在性二分脊椎と新鮮腰椎分離症の骨癒合に関する検討-同一レベル
の潜在性二分脊椎に着目して-

第13回 日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

2021/6/17 2021/6/19 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

奥脇駿, 辰村正紀, 蒲田久典, 浅井玲央, 深谷考平, 鈴木秀典, 塚越祐太,
万本健生, 平野篤, 山崎正志

腰椎分離症における分離部骨折線角度の検討 第13回 日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

2021/6/17 2021/6/19 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

蒲田久典, 辰村正紀, 奥脇駿, 浅井怜央, 深谷考平, 鈴木秀典, 塚越祐太,
万本健生, 平野篤, 山崎正志

腰椎分離症の分離前期病変の特徴：片側病変は100%骨癒合する 第13回 日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

2021/6/17 2021/6/19 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

辰村正紀 初診時すでに間隙を伴う偽関節となっていた第5腰椎分離症の骨形態学
的な特徴

第13回 日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

2021/6/17 2021/6/19 （北海道）札幌コンベ
ンションセンター

日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

岡田健太, 有賀啓之, 鹿志村純也 上部消化管異物に対する内視鏡治療についての検討 第112回 日本消化器内視鏡学
会関東支部例会

2021/6/12 2021/6/13 （東京）シェーンバッ
ハ・サボー

日本消化器内視鏡学
会

山中彰一郎, 杉浦敦, 石橋理子, 市田宏司, 太田寛, 岸本倫太郎, 小林裕
幸, 佐久本薫, 高野政志, 竹田善紀, 中西美紗緒, 松田秀雄, 箕浦茂樹,
桃原祥人, 藤田綾, 喜多恒和

さらなるHIV母子感染予防対策構築に向けた検討　HIV母子感染例の近
年の特徴と予防対策の再考

第37回 日本産婦人科感染症
学会学術講演会

2021/5/22 2021/5/23 WEB開催 日本産婦人科感染症
学会学

杉浦敦, 竹田善紀, 山中彰一郎, 市田宏司, 岸本倫太郎, 中西美紗緒, 箕
浦茂樹, 松田秀雄, 高野政志, 桃原祥人, 小林裕幸, 佐久本薫, 太田寛,
藤田綾, 高橋尚子, 吉野直人, 山田里佳, 定月みゆき, 田中瑞恵, 大津洋,
外川正生, 喜多恒和

わが国におけるHIV感染妊娠の発生状況と診療体制の構築-厚労省研
究班報告から-　HIV感染妊娠と出生児の全国調査から見えてきた問題
点

第37回 日本産婦人科感染症
学会学術講演会

2021/5/22 2021/5/23 WEB開催 日本産婦人科感染症
学会学
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塚越祐太, 亀ヶ谷真琴, 辰村正紀, 都丸洋平, 鎌田浩史, 森田光明, 西須
孝, 野村真船, 生澤義輔, 山崎正志

学童期腰椎分離症の早期診断のための特徴に関する検討-彼らは骨癒
合に対して不利な因子を多く抱えている-

第94回 日本整形外科学会学
術総会

2021/5/20 2021/5/23 WEB開催 日本整形外科学会

鍛治田倫英, 辻浩史, 織田彰子, 石井亜紀子, 冨所康志, 中馬越清隆, 石
井一弘, 武田勇人, 大内翔悟, 鈴木哲, 三橋泉, 宮内博基, 玉岡晃

筋サルコイドーシス患者に対する免疫療法の治療効果の検討 第62回 日本神経学会学術大
会

2021/5/19 2021/5/22 (京都府)国立京都国
際会館

日本神経学会

高橋華, 塩谷彩子, 織田彰子, 長崎一哉, 小林裕幸, 玉岡晃 当院における静脈血栓症4例の検討 第62回 日本神経学会学術大
会

2021/5/19 2021/5/22 (京都府)国立京都国
際会館

日本神経学会

大内翔悟, 石井亜紀子, 高橋華, 塩谷彩子, 保坂孝史, 松岡亮太, 武田勇
人, 三橋泉, 清水眸, 辻浩史, 廣木昌彦, 冨所康志, 中馬越清隆, 石井一
弘, 野口雅之, 玉岡晃

10年以上生存した小児発症と成人発症MELASの2剖検例の比較 第62回 日本神経学会学術大
会

2021/5/19 2021/5/22 (京都府)国立京都国
際会館

日本神経学会

三橋泉, 武田勇人, 奥根祥, 塩谷彩子, 大内翔悟, 宮内博基, 鈴木哲, 鍛
治田倫英, 辻浩史, 中馬越清隆, 富所康志, 石井一弘, 玉岡晃

脂質蓄積性ミオパチー4例の臨床的検討 第62回 日本神経学会学術大
会

2021/5/19 2021/5/22 (京都府)国立京都国
際会館

日本神経学会

岡田健太, 有賀啓之, 鹿志村純也 胃と瘻孔を形成した黄色肉芽腫性胆嚢炎の一例 第101回 日本消化器内視鏡学
会総会

2021/5/14 2021/5/16 (広島)リーガロイヤル
ホテル広島、NTTクレ
ドホール、広島グリー
ンアリーナ

日本消化器内視鏡学
会

有賀啓之, 鹿志村純也, 片山真帆 Tokyo Guidelines 2018での急性胆管炎における胆汁培養の重要性につ
いて

第101回 日本消化器内視鏡学
会総会

2021/5/14 2021/5/16 (広島)リーガロイヤル
ホテル広島、NTTクレ
ドホール、広島グリー
ンアリーナ

日本消化器内視鏡学
会

沼田岳士, 遠藤健夫, 山本祐介, 市村秀夫, 菊池教大, 栗島幸一, 石川博
一, 塩澤利博, 菊池慎二, 佐藤幸夫, 関根郁夫, 佐藤浩昭, 檜澤伸之

一次治療Osimertinibを用いた161例の臨床的検討　茨城県内多施設調
査研究

第61回 日本呼吸器学会学術
講演会

2021/4/23 2021/4/25 （東京）東京国際
フォーラム

日本呼吸器学会

田村智宏, 鏑木孝之, 宮崎邦彦, 山田英恵, 谷田貝洋平, 舩山康則, 齊藤
和人, 稲垣雅春, 中村博幸, 小山信之, 古川欣也, 佐藤浩昭, 檜澤伸之

EGFR遺伝子変異陽性の進行・再発非小細胞肺癌に対してアファチニブ
による一次治療を行った症例の予後に関する茨城県内多施設共同研究

第61回 日本呼吸器学会学術
講演会

2021/4/23 2021/4/25 （東京）東京国際
フォーラム

日本呼吸器学会

兵頭健太郎, 増子裕典, 大島央之, 重政理恵, 北沢晴奈, 金澤潤, 飯島弘
晃, 児玉孝秀, 野村明広, 籠橋克紀, 佐藤浩昭, 斎藤武文, 坂本透, 檜澤
伸之

慢性気道疾患の増悪クラスターとIL4Ra遺伝子多型との関係 第61回 日本呼吸器学会学術
講演会

2021/4/23 2021/4/25 （東京）東京国際
フォーラム

日本呼吸器学会

深澤洋, 伊藤慶, 伊藤惇, 山本由季, 野牛宏晃, 村松愛子, 吉田克己 アミオダロン誘発性甲状腺中毒症における放射性ヨード内用療法が有効
な可能性(第2報)

第94回 日本内分泌学会学術
総会

2021/4/22 2021/4/24 WEB開催 日本内分泌学会

伊藤慶, 伊藤惇, 山本由季, 中島里佳子, 熊谷亮, 野牛宏晃 甲状腺右葉に限局したBasedow病の1例 第94回 日本内分泌学会学術
総会

2021/4/22 2021/4/24 WEB開催 日本内分泌学会

伊藤惇, 山本由季, 伊藤慶, 野牛宏晃 Leri-Weill症候群に急性発症1型糖尿病を合併し、糖尿病性ケトアシドー
シスをきたした一例

第94回 日本内分泌学会学術
総会

2021/4/22 2021/4/24 WEB開催 日本内分泌学会

山本由季, 伊藤惇, 伊藤慶, 熊谷亮, 高島佑典, 菅野洋子, 星昭夫, 野牛
宏晃

高血糖高浸透圧症候群(HHS)を契機に診断し、術前後の血糖コントロー
ルを比較し得た褐色細胞腫合併1型糖尿病の一例

第94回 日本内分泌学会学術
総会

2021/4/22 2021/4/24 WEB開催 日本内分泌学会
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辰村正紀, 長島克弥, 江藤文彦, 柘植弘光, 岡本千尋, 船山徹, 山崎正志 腰椎棘突起縦割展開後の閉創時棘突起還納縫着法における術後の変
性の進行

第50回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2021/4/22 2021/4/24 （京都）国立京都国際
会館

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

辰村正紀, 蒲田久典, 奥脇駿, 江藤文彦, 長島克弥, 柘植弘光, 岡本千尋,
船山徹, 山崎正志

保存療法を導入した腰椎分離症において骨髄浮腫消失までに長期間を
要した症例の特徴

第50回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2021/4/22 2021/4/24 （京都）国立京都国際
会館

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

蒲田久典, 船山徹, 山路晃啓, 奥脇駿, 桂健生, 朝田智之, 伊澤成郎, 熊
谷洋, 藤井賢吾, 天野国明, 椎名逸雄, 辰村正紀, 上杉雅文, 國府田正雄,
中川司, 山崎正志

胸腰椎化膿性脊椎炎に対する低侵襲後方インストゥルメンテーションの
有用性と限界

第50回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2021/4/22 2021/4/24 （京都）国立京都国際
会館

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, 藤井賢吾, 奥脇駿, 柴尾洋介, 江藤文彦,
長島克弥, 三浦紘世, 俣木健太朗, 野口裕史, 河野衛, 高橋宏, 國府田正
雄, 山崎正志

新鮮骨粗鬆症性椎体骨折に対する初期2週間の床上安静を用いた保存
治療による椎体圧潰の進行予防効果と手術症例低減の可能性

第50回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2021/4/22 2021/4/24 （京都）国立京都国際
会館

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, 長島克弥, 江藤文彦, 柘植弘光, 船山徹, 山崎正志 腰椎変性側弯症の凹凸変形が側方椎体間固定術（LIF）後骨癒合に及ぼ
す影響

第50回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2021/4/22 2021/4/24 （京都）国立京都国際
会館

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

柘植弘光, 辰村正紀, 蒲田久典, 岡本千尋, 長島克弥, 江藤文彦, 船山徹,
山崎正志

発育期第4腰椎分離症に対する保存療法における癒合率 第50回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2021/4/22 2021/4/24 （京都）国立京都国際
会館

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

蒲田久典, 辰村正紀, 奥脇駿, 江藤文彦, 山崎正志 多変量解析による腰椎分離症の骨癒合率を予測するスコアリング 第50回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2021/4/22 2021/4/24 （京都）国立京都国際
会館

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

猪股兼人, 竹内陽介, 会田育男, 辰村正紀, 天野国明, 江藤文彦, 山崎正
志

感染性脊椎炎における局所検体採取の重要性 第50回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2021/4/22 2021/4/24 （京都）国立京都国際
会館

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, 柘植弘光, 岡本千尋, 江藤文彦, 船山徹, 山崎正志 骨粗鬆症性椎体骨折に対するLIF corpectomyの手術成績 第50回 日本脊椎脊髄病学会
学術集会

2021/4/22 2021/4/24 （京都）国立京都国際
会館

日本脊椎インストゥル
メンテーション学会

長崎一哉 若手内科医によるキャリアサポートセミナー 第118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2021東京

2021/4/10 2021/4/10 （東京）東京国際
フォーラム

日本内科学会

青山彩香 実践内科塾2021 第118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2021東京

2021/4/10 2021/4/10 （東京）東京国際
フォーラム

日本内科学会

遠藤彩果, 有賀啓之, 鹿志村純也 家族性高脂血症が原因で急性膵炎を繰り返した一例 第118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2021東京

2021/4/10 2021/4/10 （東京）東京国際
フォーラム

日本内科学会

青山彩香, 都田佑樹, 佐藤成, 内山昌博, 有賀啓之, 鹿志村純也 チラージンS錠®100㎍の添加物により発症したと考えられる薬剤性肝障
害の一例

第118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2021東京

2021/4/10 2021/4/10 （東京）東京国際
フォーラム

日本内科学会

岡田澪, 鈴木智晴, 末松聡史, 栗原健, 金城俊一 亜鉛製剤の長期投与に伴った銅欠乏症により高度の貧血・好中球減少
に至った一例

第118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2021東京

2021/4/10 2021/4/10 （東京）東京国際
フォーラム

日本内科学会

7/9



 2021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

藤井辰賢, 劉彦伯, 有賀啓之, 鹿志村純也 腸間膜リンパ節炎を合併したエルシニア腸炎の一例 第118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2021東京

2021/4/10 2021/4/10 （東京）東京国際
フォーラム

日本内科学会

菊池裕一, 内田卓郎, 海老原賢治, 加藤幹朗, 小林裕幸 16srRNA遺伝子解析によりChromobacteriumhaemolyticumと同定し得た
菌血症の一例

第118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2021東京

2021/4/10 2021/4/10 （東京）東京国際
フォーラム

日本内科学会

都田佑樹, 内山昌博, 有賀啓之 肝膿瘍ドレナージによりIa型の肝損傷を来たしたが血管内治療により救
命できた一例

第118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2021東京

2021/4/10 2021/4/10 （東京）東京国際
フォーラム

日本内科学会

森川翔平, 岡本史樹, 杉浦好美, 村上智哉, 平岡孝浩, 大鹿哲郎, 岡本芳
史

網膜静脈分枝閉塞症治療における不等像視と視覚関連quality of life 第125回 日本眼科学会総会 2021/4/8 2021/4/11 （大阪）大阪国際会議
場

日本眼科学会

冨岡瑞樹, 岡本史樹, 森川翔平, 杉浦好美, 村上智哉, 大鹿哲郎, 岡本芳
史

網膜中心静脈閉塞症治療における不等像視と視覚関連quality of life 第125回 日本眼科学会総会 2021/4/8 2021/4/11 （大阪）大阪国際会議
場

日本眼科学会

下村治, 古屋欽司, 宮崎貴寛, 古田智章, 黒田順士, 栗盛洸, 中橋宏充,
北口大地, 荒木一寿, 土井愛美, 大和田洋平, 小川光一, 高橋 一広, 大原
佑介, 明石義正, 橋本真治, 榎本剛史, 小田竜也

外科医が行う基礎研究の意義　研究学園都市で行う膵癌研究　外科医
の基礎研究継承、現状と課題について

第121回 日本外科学会定期学
術集会

2021/4/8 2021/4/10 WEB開催 日本外科学会

奥脇駿, 辰村正紀, 堤亮介, 蒲田久典, 江藤文彦, 長島克弥, 船山徹, 山
崎正志

当院における感染性脊椎炎の起因菌同定率向上手技-Full-endoscopic
lumber discectomy systemを用いて術中還流洗浄液を血液培養ボトルで
培養させる工夫-

第61回 関東整形災害外科学
会

2021/3/26 2021/3/27 WEB開催 関東整形災害外科学
会

宮内博基, 武田勇人, 塩谷彩子, 石井亜紀子, 西野一三, 田中なつき, 松
村剛, 玉岡晃

当初肢帯型筋ジストロフィー症が疑われ、M蛋白血症を伴う孤発性成人
型ネマリンミオパチーと診断された56歳女性例

第667回 日本内科学会関東地
方会

2021/3/21 2022/3/21 WEB開催 日本内科学会

倉田昌直, 松村英樹, 塚本俊太郎, 山中俊, 石橋敦, 稲川智 ラパコレ困難例に対するBailout surgery　胆道損傷を避けるための回避
手術を選択する条件　当院での取り組み

第33回 日本内視鏡外科学会
総会

2021/3/10 2021/3/13 （神奈川）パシフィコ横
浜

日本内視鏡外科学会

小川光一, 明石義正, 本多通孝, 稲川智, 久倉勝治, 榎本剛史, 小田竜也 胃癌術後補助療法における開始時期の意義 第93回 日本胃癌学会総会 2021/3/3 2021/3/5 （大阪）大阪国際会議
場

日本胃癌学会

藏野美夏, 山田延未, 田口詩路麻, アマデアル亜琵 歯科金属除去を試行した肉芽腫性口唇炎の1例 第105回 日本皮膚科学会茨城
地方会

2021/2/28 2021/2/28 WEB開催 日本皮膚科学会

澤村清伸, 山田延未, 田口詩路麻 メトトレキサート長期内服によるリンパ増殖異常症 第105回 日本皮膚科学会茨城
地方会

2021/2/28 2021/2/28 WEB開催 日本皮膚科学会

Masanao Kurata Evaluation of the difficulty of laparoscopic cholecystectomy in acute
cholecystitis

第32回 日本肝胆膵外科学会
学術集会

2021/2/23 2021/2/24 WEB開催 日本肝胆膵外科学会

片山真穂, 有賀 啓之, 鹿志村 純也 2型糖尿病の加療中に低血糖を呈した高齢発症インスリノーマの1例 第51回 日本膵臓学会大会 2021/1/8 2021/1/9 （兵庫）神戸国際会議
場

日本膵臓学会

8/9



 2021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

有賀啓之, 鹿志村純也 当院の高齢者、超高齢者における膵癌の化学療法について 第51回 日本膵臓学会大会 2021/1/8 2021/1/9 （兵庫）神戸国際会議
場

日本膵臓学会
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