
学 会 発 表 （2016 年） 

 
第30回東日本手外科研究会（1月30日） 

トリアムシノロン注射後に長母指外転筋腱と短母指伸筋腱が断裂した1例 

富士川病院 岩間 達 

 

第46回日本人工関節学会（2月26-27日） 

人工膝関節全置換術後出血対策にドレーンクランプ法とトラネキサム酸静脈注射併用は有用か 

大学 芦沢 知行 

 

人工膝関節全置換術の生命予後 

大学 辰野 力人 

 

THA 術後に insufficiency fracture をきたした 4 症例の検討 

県立中央病院 小林 憶人18 

 

第 10 回甲信小児整形外科研究会(2 月 27 日) 

内反足違残変形に対する前脛骨筋腱外方移行術の成績 

大学 若生 政憲 

 

第 42 回山梨総合医学会(3 月 6 日) 

Bosworth 型足関節脱臼骨折の治療経験 

国立甲府病院 山下 隆 

 

関節リウマチ(RA)に対するアンカードラックとしての MTX の役割 

県立中央病院 佐久間 陸友 

 

人工膝関節全置換術後出血対策にドレーンクランプ法とトラネキサム酸静脈注射併用は有用か 

大学 芦沢 知行 

 

人工膝関節全置換術の生命予後 

大学 辰野 力人 

 

採血時の末梢神経損傷の特徴と対策 

大学 勝 麻里那 

 

第 6 回日本成人脊柱変形学会（3 月 12 日） 

腰椎側方椎体間固定術の術後骨癒合の検討 

大学 江幡 重人 

 

成人脊柱変形における LLIF を併用した矯正固定術施行時に ALL 断裂を来し、ロッド折損を引き起

こし 

た 1 例 

大学 藤田 康稚 

 

成人脊柱変形症例における LLIF の有用性についての検討 

大学 藤田 康稚 

 

第 10 回日本 CAOS 研究会(3 月 24 日) 



経皮的椎弓根スクリュー挿入における術中 O-arm ナビゲーションの有用性 

大学 大場 哲郎 

 

第 56 回関東整形災害外科学会(3 月 25-26 日) 

腰椎椎間板ヘルニアの病態と治療戦略 

大学 波呂 浩孝 

 

成人脊柱変形における LLIF の有用性についての検討 

大学 藤田 康稚 

 

前十字靭帯再建術における伏在神経膝蓋下枝損傷の検討 

国立甲府病院 落合 聡司 

 

第 45 回日本脊椎脊髄病学会学術集会（4 月 14-16 日） 

腰椎側方椎体間固定術のアプローチの解剖学的検討 

大学 江幡 重人 

 

骨粗鬆症を伴った脊椎変性疾患に対する脊椎椎体間固定術における PTH の骨形成促進作用の臨

床 

研究―多施設・前向き・ランダム試験 

大学 江幡 重人 

 

腰椎側方椎体間固定術の術後骨癒合の検討 

大学 江幡 重人 

 

腰椎側方椎体間固定術の術後間接除圧を十分に得るためには-ケージの設置位置や大きさの選択の 

検討大学 江幡 重人 

 

成人脊柱変形症例と腰椎単椎間固定症例(PLIF or XLIF)における術中・術後レントゲン像の比較検討 

(第 2 報) 

大学 藤田 康稚 

 

Postoperative infection after spinal surgery in rheumatoid arthritis patients treated with either  

nonbiologic or biologic disease-modifying antirheumatic drugs: a retrospective study 

大学 大場 哲郎 

 

Endogenous TGF-b activity limits TSLP expression in the intervertebral disc tissue by suppressing  

NF-kB activation 

大学 大場 哲郎 

 

TGF beta-smad signaling は、椎間板内の NF-kB シグナルを抑制し、炎症性サイトカイン TSLP の

発現 

を制御する 

大学 大場 哲郎 

 

高齢者脊椎手術の合併症についての検討 

大学 田中 伸樹 

 

107th AACR (American Association for Cancer research)（4 月 16-20 日） 

Rapamycin in combination with gemcitabine reduced vbility, growth and metastasis of the murine  



osteosarcoma cell line LM8 in vitro and in vivo. 

大学 安藤 隆 

 

第 59 回日本手外科学会学術集会（4 月 21-22 日） 

DDA2 を使用した陳旧性 PIP 関節脱臼骨折の治療経験 

大学 齋藤 正憲 

 

橈骨遠位端骨折変形治癒に対する手術治療の経験 

富士川病院 大北 弦樹 

 

母指球筋厚とピンチ力の関係―超音波画像診断装置を用いた検証― 

大学 樫山 あさみ 

 

第 60 回日本リウマチ学会総会・学術集会（4 月 21-23 日） 

人工膝関節全置換術後に発症した高齢発症リウマチ 

大学 小山 賢介 

 

骨折は関節リウマチ疾患活動性を悪化させる 

大学 小山 賢介 

 

エタネルセプトの減量と休薬の実際 

県立中央病院 佐久間 陸友 

 

第 89 回日本整形外科学会学術総会（5 月 12-15 日） 

髄腔占拠型ステムと楔状型ステムのステム前捻角の違い 

大学 谷口 直史 

 

骨粗鬆症と関連する脊椎疾患の診断と治療 

大学 波呂 浩孝 

 

上腕骨内側上顆骨折と carrying angle 

大学 若生 政憲 

 

成人脊柱変形手術における腰椎多椎間 XLIF 併用の有用性の検討 

大学 藤田 康稚 

 

前十字靭帯再建術における術後再断裂の危険因子について 

国立甲府病院 落合 聡司 

 

フットボール選手の外側半月板前節単独損傷 

国立甲府病院 萩野 哲男 

 

骨粗鬆症を伴った脊椎変性疾患に対する脊椎椎体間固定術における PTH の骨形成促進作用の臨

床 

研究―多施設・前向き・ランダム試験― 

大学 江幡 重人 

 

第 53 回日本リハビリテーション医学会学術集会（6 月 9-11 日） 

前外側アプローチにおける人工股関節全置換術術後膝伸展・屈曲筋力の推移 

大学 谷口 直史 



 

メッシュを用いた腫瘍用人工膝関節置換術における膝伸展機構の再建 

大学 市川 二郎 

 

腰椎椎間板ヘルニアの診断と治療戦略 

大学 波呂 浩孝 

 

当院整形外科病棟における院内転倒について 

大学 安藤 隆 

 

当院における Dupuytren 拘縮に対する手術と術後リハビリテーションの評価 

大学 安藤 隆 

 

第42回日本骨折治療学会（7月1-2日） 

大腿骨頭すべり症におけるすべり向きとその特徴 

 国立甲府病院 山下 隆 

 

 

第49回 日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会（7月14-15日） 

限局型色素性絨毛結節性滑膜炎 4 例 の検討 

国立甲府病院 千賀 進也 

 

術前診断が困難であった稀な膝関節内腫瘤 

 国立甲府病院 萩野 哲男 

 

 

第 6 回アルプス浜名湖スパインセミナー（7 月 23 日） 

骨粗鬆症性椎体骨折の予後における傍脊柱筋の影響 

 大学 勝 麻里那 

第 24 回日本腰痛学会(9 月 2-3 日) 

椎間板変性疾患における炎症性サイトカインの役割 

 大学 大場 哲郎 

 

骨粗鬆症性椎体骨折の予後における傍脊柱筋の影響 

大学 勝 麻里那 

 

高齢者脊椎手術の合併症についての検討 

 富士川病院 田中 伸樹 

 

骨粗鬆症性椎体骨折後偽関節に対する後方インストゥルメンテーション併用の椎体形成術における、

術後矯正損失のリスクファクター 

 国立甲府病院 小田 洸太郎 

 

腰椎側方椎体固定術後の前縦靭帯断裂に対する術前リスク評価と骨癒合 

 大学 辰野 力人 

 

第 42 回日本整形外科スポーツ医学会学術集会（9 月 16-18 日) 

スポーツ傷害と診断された類骨骨腫の 2 例 

 国立甲府病院 萩野 哲男 

 



第 65 回東日本整形災害外科学会（9 月 22-23 日） 

Speed Bridge Double Row テクニックを利用した膝伸展機構の再建 

国立甲府病院 小田 洸太郎 

 

大腿骨内側顆部壊死に対する機能的膝外反装具の使用経験 

国立甲府病院 千賀 進也 

 

第 127 回中部日本整形外科災害外科学会学術集会(9 月 30 日-10 月 1 日) 

骨折保存療法の適応と限界. 踵骨骨折の保存的治療 

 国立甲府病院 萩野 哲男 

 

EUROSPINE 2016 （10 月 5-7 日） 

Role of weekly administered teriparatide in bony union enhancement after posterior or transforaminal 

lumbar interbody fusion for osteoporosis-associated lumbar degenerative disorders: a multicenter, 

prospective, randomized study 

 大学 波呂浩孝 

 

 

第 31 回日本整形外科学会基礎学術集会（10 月 13-14日） 

椎間板変性における炎症のメカニズム 

大学 波呂浩孝 

 

第 6 回山梨骨折フォーラム(10 月 15 日) 

脛骨粗面裂離骨折に対する治療法の工夫 

 大学 落合 聡司 

 

第 5 中足骨近位部骨折の治療について 

 富士川病院 山下 隆 

 

経皮的スクリューと外側単列プレートの併用による踵骨骨折の治療経験 

 富士吉田市立病院 岩間 達 

 

第 25 回日本脊椎インストゥルメンテーション学会（10 月 28-29 日） 

成人脊柱変形手術における腸骨スクリューの効果について-片側 2 本使用する利点はあるか- 

大学 江幡 重人 

 

骨粗鬆性椎体圧迫骨折患者の術後生存率と、生命予後不良因子の検討 

大学 大場 哲郎 

 

骨粗鬆性椎体骨折の予後における傍脊柱筋の影響 

大学 勝 麻里那 

 

腰椎側方椎体間固定術後の前縦靭帯断裂に対する術前リスク評価と骨癒合 

 大学 辰野 力人 

 

第 70 回国立病院総合医学会（11 月 11-12 日） 

国立病院機構甲府病院における膝関節鏡視下手術の現状 

国立甲府病院 千賀 進也 

 

スポーツ選手に生じた膝蓋骨疲労骨折の治療経験 



 国立甲府病院 小田 洸太郎 

 

第 50 回日本側弯症学会（11 月 17-19 日） 

成人脊柱変形患者における逆流性食道炎の罹患率と全脊柱アライメントの解析 

大学 大場 哲郎 

 

第 19 回日本低侵襲脊椎外科学会学術集会（11 月 24-25 日） 

経皮的椎弓根スクリュー(PPS)のルースニングのリスクファクターの解析 

 大学 大場 哲郎 

 

第 27 回日本小児整形外科学会学術集会（12 月 1-2 日） 

大腿骨頭すべり症における股関節形態と可動域制限 

 大学 若生 政憲 

 

関東整形災害外科学会月例会 第 683 回集団会（12 月 17 日） 

尺骨遠位端骨折に対し金属プレートと生体内吸収プレートを併用した 1 例 

 大学 芦沢 知行 

 

人工膝関節全置換術術後早期に下肢脆弱性骨折をきたした 2 例 

 富士川病院 田中 伸樹 

 

膝蓋骨疲労骨折の治療経験 

 国立甲府病院 小田 洸太郎 

肩鎖関節脱臼に対して Zip Tight System を用いて CCL 再建後に再脱臼した症例 

 富士吉田市立病院 藤巻 太郎 

 

交通事故で二重骨折を伴う両鎖骨骨折の 1 例 

 富士吉田市立病院 岩間 達 

 

当院における大腿骨頚部骨折の短期治療成績-CCS, Hanson Pinloc との比較- 

県立中央病院 小林 憶人 

 

腰椎側方椎体間固定術後にイレウスを発症した 1 例 

大学 辰野 力人 

 

足部軟部腫瘍を疑った足趾単関節関節リウマチの 1 例 

 大学 勝 麻里那 

 


