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樋口光徳, 小泉達彦, 鈴木朋子, 齋藤美和子, 新妻一直, 鈴木弘行. 肺癌術後の気管支瘻をDumon tubeで閉

鎖し，呼吸不全から回復し得た1例. 第43回日本呼吸器内視鏡学会学術集会; 20200626-27; 紙上. 
 
樋口光徳, 押部郁朗, 町野翔, 添田暢俊, 齋藤拓朗, 鈴木弘行. 化学療法後にサルベージ手術を施行し得た IV
期非小細胞肺癌症例の特徴. 第120回日本外科学会定期学術集会; 20200813-15; Web. 
 
五十畑則之, 遠藤俊吾, 根本鉄太郎, 星信大, 冨樫一智, 町野翔, 押部郁朗, 添田暢俊, 樋口光徳, 齋藤拓

朗. 術前化学療法および切除不能大腸癌に対するFOLFOXIRI+Bevacizumab療法の評価. 第120回日本外科学会

定期学術集会; 20200815; 横浜. Web抄録集. DP-164. 
 
樋口光徳, 押部郁朗, 添田暢俊, 齋藤拓朗, 鈴木弘行. Stage IV非小細胞肺癌に対してPembrolizumabの投与

にて病理学的完全奏効が得られた2手術例. 第37回日本呼吸器外科学会学術集会; 20200929-30; Web. 
 
松井田元, 遠藤俊吾, 五十畑則之, 根本鉄太郎, 髙栁大輔, 押部郁朗, 添田暢俊, 齋藤拓朗. 一時的人工肛門

造設：ileostomy vs colostomy 一時的人工肛門：回腸stomaと結腸stomaの治療成績と問題点. 第82回日本臨

床外科学会総会; 20201029; 大阪. 日本臨床外科学会雑誌. 81(増刊):274. 
 
五十畑則之, 遠藤俊吾, 松井田元, 根本鉄太郎, 押部郁朗, 添田暢俊, 齋藤拓朗. 治癒切除困難な大腸癌に対

する術前化学療法とConversion Surgeryの成績. 第82回日本臨床外科学会総会; 20201030; 大阪. 日本臨床外科

学会雑誌. 81(増刊):296. 
 
樋口光徳, 鈴木弘行. 肺癌検診におけるAI技術の導入. 第61回日本肺癌学会学術集会; 20201112-14; 岡山. 
 
松村勇輝, 山口光, 峯勇人, 髙木玄教, 渡部晶之, 尾崎有紀, 福原光朗, 武藤哲史, 岡部直行, 長谷川剛生, 
塩豊, 樋口光徳, 鈴木弘行. 複合免疫療法後に病理学的完全寛解をえられた非小細胞肺癌における病理学的，免

疫組織学的検討. 第61回日本肺癌学会学術集会; 20201112-14; Web(岡山). 
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論  文 

 
〔原 著〕 
 
Tominaga R, Yamazaki S, Fukuma S, Goto R, Sekiguchi M, Otani K, Iwabuchi M, Shirado O, Fukuhara S, 
Konno SI. Association between single limb standing test results and healthcare costs among community-
dwelling older adults. Archives of Gerontology and Geriatrics. 202009; 92:104256. 
 
Komatsu J, Iwabuchi M, Endo T, Fukuda H, Kusano K, Miura T, Sato K, Kaneko K, Shirado O. Clinical 
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outcomes of lumbar diseases specific test in patients who undergo endoscopy-assisted tubular surgery with 
lumbar herniated nucleus pulposus: an analysis using the Japanese Orthopaedic Association Back Pain 
Evaluation Questionnaire (JOABPEQ). European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. 202002; 
30(2):207-213. 
 
白土修. I 腰痛の定義・疫学・病態 ①腰痛の定義・分類：新しい診療ガイドラインから. Pharma Medic. 
202001; 1:9-12. 
 
波入雄大, 白土修, 岩渕真澄, 猪股洋平. 環椎後弓低形成を伴う環軸関節亜脱臼により頚髄症を呈した1例. 日
本脊髄障害医学会誌. 202006; 33(1):66-68. 
 
猪股洋平, 白土修, 岩渕真澄, 波入雄大. 化膿性環軸関節炎2例の経験. 日本脊髄障害医学会誌. 202006; 
33(1):74-76. 
 
〔その他〕 
 
白土修. 「腰痛診療ガイドライン」改定作業からみえてきた日本における慢性腰痛診療の課題と展望. RE-
MOVE(日本イーライリリー／塩野義製薬); 202006; 6:4-6. 
 
三浦拓也, 佐藤佳汰, 小俣純一, 遠藤達矢, 富永亮司, 岩渕真澄, 白土修, 伊藤俊一. 腰部脊柱管狭窄症患者

の歩行時における重心位置，変化量に関する一考察. 理学療法学. 2020; 47(Suppl.):A-132_2.  
 

著 書・訳 書 

 
白土修, 遠藤達矢. 腰痛症・腰椎疾患に対する生活指導とは？ In: 日本整形外科学会, 日本運動器科学会 監修. 
ロコモティブシンドローム診療ガイド2020. 東京: 文光堂; 202010. p.105-112 
 
白土修（腰痛診療ガイドライン策定委員会 委員長）. In: 日本整形外科学会, 日本腰痛学会 監修. 腰痛診療

ガイドライン2019. 東京: 南江堂; 202005. 
 

研究発表等 

 
〔研究発表〕 
 
猪股洋平, 波入雄大, 髙橋洋二郎, 富永亮司, 岩渕真澄, 白土修. 経時的なMRI撮影により診断しえた脊髄梗

塞の一例. 第30回東北脊椎外科研究会; 20200125; 仙台. 
 
遠藤達矢, 伊藤俊一, 佐藤圭汰, 小俣純一, 富永亮司, 岩渕真澄, 白土修. 主題5：非手術療法 M5-3 成人

脊柱変形に対する運動療法の治療効果と限界. 第10回日本成人脊柱変形学会; 20200815; Web. 
 
佐藤俊樹, 白土修, 岩渕真澄, 佐久間洋太. 頚椎前方固定後の晩期深部感染により気管切開を要した一例. 第55
回日本脊髄障害医学会; 20200905; 横浜. 
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佐久間洋太, 白土修, 岩渕真澄. 成人脊柱変形に対する矯正固定術後にL5-S化膿性椎間板炎を来し，治療に難

渋した一例. 第55回日本脊髄障害医学会; 20200905; 横浜. 
 
岩渕真澄, 富永亮司, 髙橋洋二郎, 波入雄大, 猪股洋一郎. 腰部脊柱管狭窄症に対する低侵襲固定術の有用

性：従来法との比較. 第49回日本脊椎脊髄病学会学術集会; 20200907; 神戸. 
 
遠藤達矢. 成人脊柱変形患者に対する運動療法の治療効果と限界：MCID（Minimal clinically important 
difference）を用いた検討. 第49回日本脊椎脊髄病学会学術集会; 20200907-09; 神戸. 
 
佐藤圭汰. 成人脊柱変形患者への矯正固定術は動的脊柱アライメントを改善させるか？ 第49回日本脊椎脊髄病

学会学術集会; 20200907-09; 神戸. 
 
佐藤圭汰, 伊藤俊一, 小俣純一, 遠藤達矢, 三浦拓也, 富永亮司, 岩渕真澄, 白土修. 成人脊柱変形患者の歩

行時動的姿勢変化に影響を及ぼす因子：三次元歩行解析による検討. 第49回日本脊椎脊髄病学会; 20200907-09; 
神戸. 
 
三浦拓也. 腰部脊柱菅狭窄症患者における歩行時動的脊柱アライメントとJOABPEQの関係－三次元動作解析に

よる検討－. 第49回日本脊椎脊髄病学会学術集会; 20200907-09; 神戸. 
 
遠藤浩一, 三浦拓也, 遠藤達矢, 佐藤圭汰, 庄司亮平, 波多野麻里子, 阿部彩夏, 白土修, 伊藤俊一. 姿勢

の違いが最大呼気流速に与える影響～胸郭可動性との関係～. 第38回東北理学療法学術大会; 20201017-18; Web. 
 
佐藤圭汰, 伊藤俊一, 小俣純一, 三浦拓也, 遠藤達矢, 岩渕真澄, 白土修. 成人脊柱変形患者に対する3ヵ月

間の個別的運動療法は動的アライメント不良を改善させるか？ 第38回東北理学療法学術大会; 20201017-18; 
Web. 
 
佐久間洋太，白土修，遠藤達矢，富永亮司，岩渕真澄. 脊椎内固定器具の有効性をと問題点－KOSA system 

50例の使用経験－. 第29回日本脊椎インストゥルメンテーション学会; 20201023-24; Web. 
 
佐久間洋太, 遠藤達矢, 波入雄大, 鈴木駿介, 佐藤俊樹, 富永亮司, 田口浩子, 岩渕真澄, 白土修. 先天性腰

椎すべり症の治療経験. 第28回日本腰痛学会; 20201030-1129; 札幌. 
 
佐藤圭汰, 伊藤俊一, 小俣純一, 三浦拓也, 遠藤達矢, 岩渕真澄, 白土修. 成人脊柱変形患者の大きな歩行時

骨盤前傾変化は,歩行能力に影響する－三次元動作解析による運動学的解析－. 第28回日本腰痛学会; 20201030-
31; Web. 
 
〔招待講演〕 
 
岩渕真澄. 骨粗鬆症性骨折の予防と治療－会津地域におけるFLS多科・多職種・多施設連携の取り組み. 
Osteoporosis Live Symposium in Fukushima; 20200117; 郡山. 
 
岩渕真澄. 腰痛性疾患の診断と治療. 塩野義製薬・イーライリリー社内研修会; 20200327; 会津若松(Web). 
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岩渕真澄. 骨粗鬆症に対するanabolic agentの使い方. イベニティフカボリセミナー; 20201204; 会津若松(Web). 
 
〔その他〕 
 
白土修（座長）. 一般演題② 胸腰椎・側彎. 第30回東北脊椎外科研究会; 20200125; 仙台. 
 
岩渕真澄（座長）. 一般演題③ 頸椎・その他. 第30回東北脊椎外科研究会; 20200125; 仙台. 
 
白土修（座長）. 主題5：非手術療法. 第10回日本成人脊柱変形学会; 20200815; Web. 
 
白土修（座長）. 肩OAの治療戦略～薬物治療と手術～. 慢性疼痛治療Expert conference; 20200826; いわき. 
 
白土修（座長）. 主題3 慢性腰痛の治療戦略. 第49回日本脊椎脊髄病学会学術集会; 20200907-09; 神戸. 
 
白土修（座長）. 主題10 MIS脊柱再建外科2. 第29回日本脊椎インストゥルメンテーション学会; 20201023-
24; Web. 
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論  文 

 
〔原 著〕 
 
Imaizumi M, Suzuki T, Ikeda M, Matsuzuka T, Goto A, Omori K. Implementing a flexible endoscopic 
evaluation of swallowing at elderly care facilities to reveal characteristics of elderly subjects who screened 
positive for a swallowing disorder. Auris, Nasus, Larynx. 202008; 47(4):602-608. 
 
Matsuzuka T, Uemura H, Yoshimoto S, Miura K, Shiotani A, Sugasawa M, Homma A, Yokoyama J, 
Tsukahara K, Yoshizaki T, Yatabe Y, Kobari T, Kosuda S, Murono S, Hasegawa Y. Attempting to define 
sentinel node micrometastasis in oral squamous cell carcinoma. Fukushima Journal of Medical Science. 
202012; 66(3):143-147. 
 
Kobari T, Ogawa H, Yokoyama S. A case of acute mastoiditis progressing to Bezold's abscess in an adult 
patient. Practica Oto-Rhino-Laryngologica. 202001; 113(7):415-422. 
 
Suzuki T, Nomoto M, Kawase T, Kakinouchi K, Suzuki M, Murono S. A case of primary tonsillar tuberculosis. 
Practica Oto-Rhino-Laryngologica. 202001; 113(11):713-718. 
 
小川洋. 【難聴を治す－2020年版】慢性感音難聴 先天性難聴. JOHNS. 202001; 36(1):57-60. 
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