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会津医療センター 外科学講座 
 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
Muto S, Takagi H, Owada Y, Inoue T, Watanabe Y, Yamaura T, Fukuhara M, Okabe N, Matsumura Y, 
Hasegawa T, Osugi J, Hoshino M, Higuchi M, Shio Y, Suzuki H. Serum Nitric Oxide as a Predictive 
Biomarker for Bevacizumab in Non-small Cell Lung Cancer Patients. Anticancer Research. 201706; 
37(6):3169-3174. 
 
Matsumura Y, Owada Y, Inoue T, Watanabe Y, Yamaura T, Fukuhara M, Muto S, Okabe N, Hasegawa T, 
Hoshino M, Osugi J, Higuchi M, Suzuki H. Epidermal growth factor receptor mutation status is strongly 
associated with smoking status in patients undergoing surgical resection for lung adenocarcinoma. Interactive 
CardioVascular and Thoracic Surgery. 201711; 25(5):690-695. 
 
Fukuhara M, Higuchi M, Owada Y, Inoue T, Watanabe Y, Yamaura T, Muto S, Hasegawa T, Suzuki H. 
Clinical and pathological aspects of microscopic thymoma with myasthenia gravis and review of published 
reports. Journal of Thoracic Disease. 201706; 9(6):1592-1597. 
 
Higuchi M, Takagi H, Owada Y, Inoue T, Watanabe Y, Yamaura T, Fukuhara M, Muto S, Okabe N, 
Matsumura Y, Hasegawa T, Yonechi A, Osugi J, Hoshino M, Shio Y, Fujiu K, Kanno R, Ohishi A, Suzuki H, 
Gotoh M. Efficacy and tolerability of nanoparticle albumin-bound paclitaxel in combination with carboplatin as 
a late-phase chemotherapy for recurrent and advanced non-small-cell lung cancer: A multi-center study of the 
Fukushima lung cancer association group of surgeons. Oncology Letters. 201706; 13(6):4315-4321. 
 
Kikuchi H, Sakakibara-Konishi J, Furuta M, Yokouchi H, Nishihara H, Yamazaki S, Uramoto H, Tanaka F, 
Harada M, Akie K, Sugaya F, Fujita Y, Takamura K, Kojima T, Harada T, Higuchi M, Honjo O, Minami Y, 
Watanabe N, Oizumi S, Suzuki H, Ishida T, Dosaka-Akita H, Isobe H, Munakata M, Nishimura M. 
Expression of Notch1 and Numb in small cell lung cancer. Oncotarget. 201702; 8(6):10348-10358. 
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Yokouchi H, Nishihara H, Harada T, Ishida T, Yamazaki S, Kikuchi H, Oizumi S, Uramoto H, Tanaka F, 
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Goto A, Suzuki H, Dosaka-Akita H, Isobe H, Nishimura M, Munakata M. Immunohistochemical profiling of 
receptor tyrosine kinases, MED12, and TGF-βRII of surgically resected small cell lung cancer, and the 
potential of c-kit as a prognostic marker. Oncotarget. 201706; 8(24):39711-39726. 
 
Kawamura F, Inaki M, Katafuchi A, Abe Y, Tsuyama N, Kurosu Y, Yanagi A, Higuchi M, Muto S, Yamaura T, 
Suzuki H, Noji H, Suzuki S, Yoshida MA, Sasatani M, Kamiya K, Onodera M, Sakai A. Establishment of 
induced pluripotent stem cells from normal B cells and inducing AID expression in their differentiation into 
hematopoietic progenitor cells. Scientific Reports. 201705; 7(1):1659. 
 
Pham TD, Watanabe Y, Higuchi M, Suzuki H. Texture Analysis and Synthesis of Malignant and Benign 
Mediastinal Lymph Nodes in Patients with Lung Cancer on Computed Tomography. Scientific Reports. 
201702; 7:43209. 
 
Inoue T, Takagi H, Owada Y, Watanabe Y, Yamaura T, Fukuhara M, Muto S, Okabe N, Matsumura Y, 
Hasegawa T, Osugi J, Hoshino M, Higuchi M, Shio Y, Yokouchi H, Kanazawa K, Ohbuchi K, Fukushima T, 
Munakata M, Suzuki H. The Efficacy of the Kampo medicine rikkunshito for chemotherapy-induced anorexia 
(RICH trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 201710; 18(1):485. 
 
齋藤拓朗, 小板橋真由美, 添田暢俊, 横山秀二, 鈴木啓二. 医療事故調査制度への対応：患者死亡時のチェッ

クリスト運用について. 安全医学. 201703; 13(2):15-20. 
 
五十嵐亮, 入澤篤志, 澁川悟朗, 佐藤 愛, 山部茜子, 藤澤真理子, 阿部洋子, 牧 匠, 添田暢俊, 齋藤拓

朗. 胆嚢胆管瘻を伴うMirizzi症候群（Corlette I型，Csendes III型）の1例. 胆道. 201710; 31(4):707-713. 
 
樋口光徳, 大和田有紀, 井上卓哉, 渡邊 譲, 山浦 匠, 福原光朗, 武藤哲史, 長谷川剛生, 鈴木弘行. 胸
腺癌手術症例の術後成績. 日本呼吸器外科学会雑誌. 201703; 31(2):148-154. 
 
小林 元, 菅原亜紀子, 諸井陽子, 齋藤拓朗, 石川和信. 医学生で観察された腹腔鏡下手術シミュレーション

学習における性差. 日本シミュレーション医療教育学会雑誌. 201709; 5:1-8. 
 
齋藤拓朗, 添田暢俊, 樋口光徳, 押部郁朗, 渡部晶之, 根本鉄太郎. 高齢者に対する外科周術期の問題と対策. 
日本老年医学会雑誌. 201707; 54(3):299-313. 
 
〔研究報告書〕 
 
Higuchi M, Nemoto D, Matsuida D, Oshibe I, Soeta N, Takeshige T, Saito T, Suzuki H. Current status and 
future prospects of PET/CT in NSCLC treated with checkpoint-based immunotherapy. Journal of Rare 
Diseases Research & Treatment. 201703; 2(2):48-54. 
 
鈴木朋子, 齋藤拓朗, 添田暢俊, 金子明代, 伊関千書, 佐橋佳郎, 小宮ひろみ, 鈴木雅雄, 古田大河, 三潴

忠道. 術後腹壁－小腸瘻に対する随証治療を通じ最終的に乙字湯が有効であった1例. 日本東洋医学雑誌. 201704; 
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68(2):127-133. 
 
〔その他〕 
 
齋藤拓朗, 添田暢俊, 樋口光徳, 押部郁朗, 渡部晶之, 根本鉄太郎. 外科臨床実習におけるコーチングの導入. 
医学教育. 201708; 48(suppl.):94. 
 

研究発表等 

 
〔研究発表〕 
 
Isohata N, Endo S, Kumamoto K, Nemoto D, Takayanagi D, Soeta N, Oshibe I, Matsuida H, Nomoto T, 
Saito T, Togashi K. Evaluation of neoadjuvant chemotherapy (NAC) without radiotherapy for locally advanced 
rectal cancer. 64th Annual Congress of International College of Surgeons Japanese Section; 20170617; Tokyo. 
 
小林明子, 齋藤拓朗, 添田暢俊, 久田和子, 馬場佳子. 周術期NSTにおける管理栄養士の役割. 第32回日本

静脈経腸栄養学会学術集会; 20170223; 横浜. 日本静脈経腸栄養学会雑誌. 32(suppl):618. 
 
齋藤拓朗, 添田暢俊, 小林明子, 横山秀二, 山内智彦, 鈴木明美. 消化器外科手術後における摂食・嚥下評価

と介入の意義と有用性. 第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会; 20170223; 横浜. 日本静脈経腸栄養学会雑誌. 
32(suppl):681. 
 
添田暢俊, 齋藤拓朗, 根本鉄太郎, 松井田元, 押部郁朗, 竹重俊幸, 五十畑則之, 隈元謙介, 遠藤俊吾. 胃
全摘術後に門脈ガス血症をきたし、救命しえた１例. 第89回日本胃癌学会総会; 20170310; 広島. 日本胃癌学会総

会記事. 529. 
 
五十畑則之, 遠藤俊吾, 隈元謙介, 髙栁大輔, 冨樫一智, 松井田元, 根本鉄太郎, 押部郁朗, 添田暢俊, 齋
藤拓朗. 脾弯曲近傍の腹腔鏡下大腸癌手術 pitfallと対策. 第 21回内視鏡外科フォーラム東北 in 山形; 
20170415; 山形. プログラム・講演抄録集. 64. 
 
遠藤俊吾, 五十畑則之, 髙栁大輔, 隈元謙介, 松井田元, 押部郁朗, 添田暢俊, 齋藤拓朗. 直腸脱に対するメ

ッシュを使わない腹腔鏡下直腸固定術. 第28回内視鏡外科フォーラム東北 in 山形; 20170415; 山形. プログラ

ム・講演抄録集. 71. 
 
添田暢俊, 根本鉄太郎, 松井田元, 押部郁朗, 五十畑則之. 腹腔鏡下に切除した長径約5cmの食道平滑筋腫、

早期胃癌の1例. 第28回内視鏡外科フォーラム東北 in 山形; 20170415; 山形. 
 
添田暢俊, 齋藤拓朗, 根本鉄太郎, 松井田元, 押部郁朗, 竹重俊幸, 五十畑則之, 隈元謙介, 遠藤俊吾, 冨
樫一智. 地方中規模病院における80歳以上高齢者に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の検討. 第117回日本外科学

会的学術集会; 20170427; 横浜. 抄録集. PS-005-5. 
 
五十畑則之, 遠藤俊吾, 隈元謙介, 髙栁大輔, 添田暢俊, 押部郁朗, 松井田元, 齋藤拓朗, 冨樫一智. 局所

進行下部直腸癌に対する術前化学療法の意義. 第117回日本外科学会的学術集会; 20170427; 横浜. 抄録集. PS-
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齋藤拓朗, 添田暢俊, 押部郁朗, 根本鉄太郎, 松井田元, 遠藤俊吾, 隈元謙介, 五十畑則之. 75歳以上の高

齢者に対する膵頭十二指腸切除術の安全性に関する検討. 第117回日本外科学会的学術集会; 20170427; 横浜. 抄
録集. PS-055-6. 
 
根本鉄太郎, 齋藤拓朗, 添田暢俊, 押部郁朗, 松井田元, 遠藤俊吾, 五十畑則之, 髙栁大輔. 中心静脈カテー

テル穿刺挿入における教育・安全対策. 第117回日本外科学会的学術集会; 20170427; 横浜. 抄録集. PS-080-1. 
 
五十畑則之, 遠藤俊吾, 隈元謙介, 添田暢俊, 楡井 東, 押部郁朗, 根本鉄太郎, 齋藤拓朗, 冨樫一智. 局
所進行直腸癌に対する術前化学療法の試み. 第3回福島県支部学術集会; 20170507; 郡山. 日本臨床外科学会雑誌. 
78(9):2178. 
 
根本鉄太郎, 齋藤拓朗, 添田暢俊, 押部郁朗, 楡井 東, 遠藤俊吾, 隈元謙介, 五十畑則之. 化学療法が奏功

し治癒切除が可能であった肝内胆管癌の一例. 第3回福島県支部学術集会; 20170507; 郡山. 日本臨床外科学会雑

誌. 78(9):2374. 
 
樋口光徳, 高木玄教, 大和田有紀, 井上卓哉, 渡邊 譲, 山浦 匠, 福原光朗, 武藤哲史, 岡部直行, 松村

勇輝, 長谷川剛生, 大杉 純, 星野実加, 塩 豊, 鈴木弘行. 正岡分類からみた胸腺癌術後成績. 第34回日本

呼吸器外科学会総会; 20170518; 福岡. 
 
根本鉄太郎, 添田暢俊. TAPPにおけるメッシュの配置、固定まで. 第10回日本腹腔鏡手術手技研究集会; 
20170603; 東京. 
 
渡部晶之, 齋藤拓朗, 押部郁朗, 添田暢俊, 樋口光徳. 下部胆管癌に対する膵頭十二指腸切除術後に後天性血友

病を併発した一例. 第173回東北外科集談会; 20170603; 仙台. 外科集談会抄録. 41. 
 
齋藤拓朗, 添田暢俊, 押部郁朗, 松井田元. 80歳以上の高齢者に対する腹腔鏡下胃切除術の検討. 第59回日本

老年医学会; 20170614; 名古屋. 日本老年医学会雑誌. 54(4):602. 
 
髙栁大輔, 遠藤俊吾, 五十畑則之, 隈元謙介, 根本鉄太郎, 松井田元, 押部郁朗, 添田暢俊, 齋藤拓朗, 冨
樫一智. 直腸癌手術におけるDST吻合の縫合不全を減らす工夫. 第42回日本外科系連合学会学術集会; 
20170630; 徳島. 日本外科系連合学会誌. 42(3):506. 
 
隈元謙介, 五十畑則之, 髙栁大輔, 松井田元, 根本大樹, 愛澤正人, 押部郁朗, 添田暢俊, 歌野健一, 齋藤

拓朗, 冨樫一智, 遠藤俊吾. 大腸癌における血清p53抗体測定の臨床的意義. 第42回日本外科系連合学会学術集

会; 20170629; 徳島. 日本外科系連合学会誌. 42(3):550. 
 
松井田元, 遠藤俊吾, 五十畑則之, 隈元謙介, 髙栁大輔, 冨樫一智, 根本鉄太郎, 押部郁朗, 添田暢俊, 樋
口光徳, 齋藤拓朗. 成人腸重積の5例. 第42回日本外科系連合学会学術集会; 20170629; 徳島. 日本外科系連合

学会誌. 42(3):567. 
 
五十畑則之, 遠藤俊吾, 隈元謙介, 髙栁大輔, 添田暢俊, 押部郁朗, 根本鉄太郎, 松井田元, 齋藤拓朗, 冨
樫一智. 大腸癌イレウスによる oncological emergencyに対する大腸ステント留置の検討. 第72回日本消化器外
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科学会総会; 20170721; 金沢. 抄録集. O2-64-7-5. 
 
添田暢俊, 齋藤拓朗, 根本鉄太郎, 松井田元, 押部郁朗, 竹重俊幸, 五十畑則之, 隈元謙介, 遠藤俊吾. ソ
ケイヘルニア手術の新展開 鼠径ヘルニア手術における術式選択基準の検討. 第72回日本消化器外科学会総会; 
20170722; 金沢. 抄録集. O3-130-10-6. 
 
松井田元, 齋藤拓朗, 添田暢俊, 押部郁朗, 根本鉄太郎, 樋口光徳, 髙栁大輔, 五十畑則之, 隈元謙介, 遠
藤俊吾. 高齢者の消化器外科緊急手術後における摂食・嚥下評価と介入の有用性. 第72回日本消化器外科学会総

会; 20170722; 金沢. 抄録集. PK15-3. 
 
根本鉄太郎, 齋藤拓朗, 添田暢俊, 樋口光徳, 押部郁朗, 松井田元, 遠藤俊吾, 隈元謙介, 五十畑則之, 髙
栁大輔. 胆道内乳頭状腫瘍(IPNB、IPNC)の臨床病理学的検討. 第72回日本消化器外科学会総会; 20170720; 金
沢. 抄録集. PP2-6. 
 
髙栁大輔, 遠藤俊吾, 五十畑則之, 隈元謙介, 冨樫一智, 松井田元, 根本鉄太郎, 押部郁朗, 添田暢俊, 齋
藤拓朗. 高齢者・超高齢者の大腸癌治療の現状とその対応. 第 72回日本消化器外科学会総会; 20170720; 金沢. 抄
録集. RS1-27-12-4. 
 
齋藤拓朗, 添田暢俊, 押部郁朗, 根本鉄太郎, 松井田元, 五十畑則之, 隈元謙介, 遠藤俊吾, 樋口光徳. 高
齢者胆管癌に対する治療選択の現状と問題点. 第72回日本消化器外科学会総会; 20170722; 金沢. 抄録集. RS3-
141-13-1. 
 
樋口光徳, 大和田有紀, 井上卓哉, 渡邊 譲, 山浦 匠, 福原光朗, 武藤哲史, 松村勇輝, 長谷川剛生, 鈴
木弘行. 肺門部非小細胞肺癌に対する肺全摘術と機能温存手術の術後成績. 第70回日本胸部外科学会定期学術集

会; 20170929; 札幌. 
 
五十畑則之, 遠藤俊吾, 隈元謙介, 髙栁大輔, 押部郁朗, 添田暢俊, 樋口光徳, 齋藤拓朗, 冨樫一智. 大腸

CTによる閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置後の口側結腸の評価. 第15回日本消化器外科学会大会

(JDDW2017); 20171012; 福岡. 
 
隈元謙介, 遠藤俊吾, 五十畑則之, 髙栁大輔, 押部郁朗, 添田暢俊, 樋口光徳, 齋藤拓朗, 冨樫一智. 大腸

癌手術DST吻合における縫合不全予測因子の検討. 第94回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2017); 20171014; 
福岡. 
 
樋口光徳, 峯村浩之, 鈴木朋子, 齋藤美和子, 新妻一直, 根本鉄太郎, 松井田元, 押部郁朗, 添田暢俊, 齋
藤拓朗. Wine cup stoma法による上区気管支形成にて左肺全摘術を回避した左肺扁平上皮癌の1例. 第58回日本

肺癌学会学術集会; 20171014; 横浜. 肺癌. 57(5):410. 
 
遠藤俊吾, 五十畑則之, 髙栁大輔, 隈元謙介, 歌野健一, 根本大樹, 愛澤正人, 冨樫一智, 押部郁朗, 添田

暢俊, 齋藤拓朗, 平野千穂, 冨田佳加. 進行・再発大腸癌に対するRegorafenibの使用経験. 第55回日本癌治

療学会学術集会; 20171020; 横浜. 抄録集. P28-2. 
 
隈元謙介, 五十畑則之, 髙栁大輔, 根本大樹, 愛澤正人, 歌野健一, 渡部晶之, 押部郁朗, 添田暢俊, 齋藤

拓朗, 冨樫一智, 遠藤俊吾. 局所進行下部直腸癌に対する術前化学療法の治療成績と今後の課題. 第55回日本癌



 

－615－ 

治療学会学術集会; 20171022; 横浜. 抄録集. P138-7. 
 
髙栁大輔, 遠藤俊吾, 五十畑則之, 隈元謙介, 根本大樹, 愛澤正人, 歌野健一, 冨樫一智, 押部郁朗, 添田

暢俊, 齋藤拓朗. 治癒切除不能進行・再発大腸癌の化学療法における骨格筋量測定の意義. 第55回日本癌治療学

会学術集会; 20171021; 横浜. 抄録集. O13-5. 
 
隈元謙介, 愛澤正人, 根本大樹, 髙栁大輔, 五十畑則之, 歌野健一, 渡部晶之, 押部郁朗, 添田暢俊, 齋藤

拓朗, 北條 洋, 遠藤俊吾, 冨樫一智. SSA/P発生部位における形態学的特徴と分子生物学的発癌経路の検討. 
第72回日本大腸肛門病学会学術集会; 20171110; 福岡. 日本大腸肛門病学会雑誌. 70(抄録):A47. 
 
遠藤俊吾, 五十畑則之, 隈元謙介, 髙栁大輔, 根本大樹, 愛澤正人, 歌野健一, 冨樫一智, 渡部晶之, 押部

郁朗, 添田暢俊, 齋藤拓朗. Diverting ileostomyの早期閉鎖の試み. 第72回日本大腸肛門病学会学術集会; 
20171110; 福岡. 日本大腸肛門病学会雑誌. 70(抄録):A112. 
 
五十畑則之, 遠藤俊吾, 隈元謙介, 髙栁大輔, 根本大樹, 愛澤正人, 歌野健一, 冨樫一智, 渡部晶之, 押部

郁朗, 添田暢俊, 齋藤拓朗. 当院における閉塞性大腸癌の治療方針. 第72回日本大腸肛門病学会学術集会; 
20171111; 福岡. 日本大腸肛門病学会雑誌. 70(抄録):A186. 
 
竹重俊幸. 緩和ケア科病棟における血液疾患について. 第12回会津血液研究会; 20171122; 会津若松. 
 
齋藤拓朗, 橋本重厚, 添田暢俊, 大井川百合. 院内救急対応システムと組み合わせた転倒・転落発生時の初期対

応シートの作成と運用について. 第12回医療の質・安全学会学術集会; 20171125; 東京. 医療の質・安全学会誌. 
12(suppl):290. 
 
五十畑則之, 遠藤俊吾, 隈元謙介, 髙栁大輔, 冨樫一智, 渡部晶之, 押部郁朗, 添田暢俊, 齋藤拓朗. 一時

的人工肛門 回腸ストーマと横行結腸ストーマの比較. 第79回日本臨床外科学会; 20171125; 東京. 日本臨床外科

学会雑誌. 78(増刊):560. 
 
髙栁大輔, 遠藤俊吾, 五十畑則之, 隈元謙介, 冨樫一智, 渡部晶之, 押部郁朗, 添田暢俊, 齋藤拓朗. 体組

成分析(InBodyTM)による骨格筋量測定の妥当性. 第79回日本臨床外科学会; 20171125; 東京. 日本臨床外科学会雑

誌. 78(増刊):934. 
 
奥村一輝, 遠藤俊吾, 五十畑則之, 隈元謙介, 髙栁大輔, 根本鉄太郎, 渡部晶之, 押部郁朗, 添田暢俊, 齋
藤拓朗. 直腸肛門部悪性黒色腫の3例. 第72回日本臨床外科学会; 20171125; 東京. 日本臨床外科学会雑誌. 78(増
刊):991. 
 
五十畑則之, 遠藤俊吾, 隈元謙介, 髙栁大輔, 渡部晶之, 添田暢俊, 樋口光徳, 齋藤拓朗. 当科での横行結腸

癌の術前診断と腹腔鏡下手術手技. 第30回日本内視鏡外科学会総会; 20171207; 京都. 日本内視鏡外科学会雑誌. 
22(7):EP004-09. 
 
隈元謙介, 五十畑則之, 髙栁大輔, 渡部晶之, 添田暢俊, 樋口光徳, 齋藤拓朗, 遠藤俊吾. 腹腔鏡下大腸手術

後のイレウス発症の頻度と癒着部位の検討. 第30回日本内視鏡外科学会総会; 20171208; 京都. 日本内視鏡外科学

会雑誌. 22(7):EP109-07. 
 



 

－616－ 

髙栁大輔, 遠藤俊吾, 五十畑則之, 隈元謙介, 根本鉄太郎, 渡部晶之, 添田暢俊, 樋口光徳, 齋藤拓朗. 腹
腔鏡下手術におけるセプラフィルム貼付の工夫. 第30回日本内視鏡外科学会総会; 20171209; 京都. 日本内視鏡外

科学会雑誌. 22(7):SF117-04. 
 
〔特別講演〕 
 
樋口光徳. 非小細胞癌に対する化学療法 分子標的治療と免疫療法の時代を迎えて（教育講演）. 第3回会津がん

地域連携講演会. 20170727; 会津若松. 
 
〔その他〕 
 
髙栁大輔, 遠藤俊吾, 五十畑則之, 隈元謙介, 根本大樹, 愛澤正人, 歌野健一, 松井田元, 押部郁朗, 添田

暢俊, 齋藤拓朗, 冨樫一智. 直腸癌手術におけるDST吻合の縫合不全を防ぐ工夫. 第86回大腸癌研究会; 
20170120; 盛岡. 日本大腸肛門病学会雑誌. 70(8):578. 
 
添田暢俊, 齋藤拓朗, 小林明子, 馬場桂子, 久田和子. 胃癌手術におけるERAS導入効果の検討. 第32回日本

静脈経腸栄養学会学術集会; 20170223-24; 岡山. 日本静脈経腸栄養学会雑誌. 32(増刊):604. 
 
髙栁大輔, 遠藤俊吾, 五十畑則之, 隈元謙介, 根本大樹, 愛澤正人, 歌野健一, 松井田元, 根本鉄太郎, 押
部郁朗, 添田暢俊, 齋藤拓朗, 冨樫一智. 腹腔鏡下直腸癌手術における排煙の工夫. 第28回内視鏡外科フォー

ラム東北 in 山形; 20170415; 山形. 
 
 
 
 

会津医療センター 整形外科・脊椎外科学講座 
 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
Takahashi N, Omata J, Iwabuchi M, Fukuda H, Shirado O. Therapeutic efficacy of nonsteroidal anti-
inflammatory drug therapy versus exercise therapy in patients with chronic nonspecific low back pain: a 
prospective study. Fukushima Journal of Medical Science. 201703; 63(1):8-15. 
 
〔総説等〕 
 
白土 修. 骨粗鬆症を伴う高齢者脊椎患者の諸問題“車の両輪”としての保存＆手術治療. いわき医師会誌. 
201703; (552):9. 
 
白土 修, 遠藤達矢. 運動器慢性痛に対する運動療法. クリニシアン. 201712; 64(11-12):72-81. 




