
学 会 発 表 （2017 年） 

当科における小児内反肘変形に対する治療経験 佐藤 信隆 
第29回日本肘関節学会学

術集会 
2017/2/3-4 

足部変形に対して早期より創外固定器を用いて加

療した腓骨列形成不全の１例 
若生 政憲 

第27回関東小児整形外科

研究会 
2017/2/18 

血清 MMP-3 を用いた TKA の滑膜炎抑制効果の検

討 
芦沢 知行 

第47回日本人工関節学会 2017/2/24-25 
人工股関節全置換術術前後における大腿四頭筋筋

力と筋内脂肪化の推移 
谷口 直史 

大腿骨頭すべり症における骨盤形態の検討 若生 政憲 
第11回甲信小児整形外科

研究会 
2017/2/25 両股関節脱臼、左膝関節脱臼、右垂直距骨、左内反

足を合併した二分脊椎の１例 
若生 政憲 

距骨欠損のある Charcot 足関節に対して、同種骨、

リング型創外固定器を用いて関節固定術を行った

1 例 

若生 政憲 
第 30 回日本創外固定・骨

延長学会学術集会 
2017/3/3-4 

成人脊柱変形患者の術後成績～逆流性食道炎に着

目して～ 
大場 哲郎 

第 7 回日本成人脊柱変形

学会 
2017/3/5 

成人脊柱変形手術における腸骨スクリューのゆる

みのアライメントへの影響 
芦沢 知行 

LLIFの骨癒合経過から見た偽関節形成メカニズム 江幡 重人 

腰椎側方椎体間固定術後にイレウス・腸重積を発

症した一例 
辰野 力人 

Strategy for treatment of osteoporosis 

associated spinal disorders 
波呂 浩孝 

第 8 回 Cervical Spine 

Research Society Asia 

Pacific Section 

2017/3/9-11 

CR（PCL 温存）型と PS（PCL 切除）型人工膝関

節置換術（TKA）の周術期合併症と術後早期の可動

域の検討 

古屋 直人 

第 43 回山梨総合医学会 2017/3/12 
Dupuytren 拘縮に対する酵素注射療法の短期成績 佐藤 信隆 

膝蓋骨脱臼に伴う軟骨損傷に対し自家培養軟骨移

植術を施行した 1 例 
小田 洸太郎 

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 

岩間 達（富士

吉田市立病院） 
第57回関東整形災害外科

学会 
2017/3/17-18 outside-in による半月板縫合術を行った症例の検

討 

千賀 進也（国

立甲府病院） 

Dupuytren 拘縮に対する酵素注射療法の経験 佐藤 信隆 

TGF-β Limits Thymic Stromal Lymphopoietin 

Production In Mouse Myoblast Cells Upon TNF-

α Stimulation By Suppressing NF-κB Pathway 

 

安藤 隆 
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2017/3/19-22 

拡散イメージング手法 NODDI を用いた、頚髄症

性脊髄症の機能評価 
大場 哲郎 

第46回日本脊椎脊髄病学

会 
2017/4/13-15 



～重症度の定量化および術後回復予測について～ 

成人脊柱変形患者における、逆流性食道炎の罹病

率とリスクとなる骨盤脊柱パラメータの解析 
大場 哲郎 

骨粗鬆性椎体圧骨折の術後生存率と生命予後不良

因子の検討 
大場 哲郎 

脊椎脊髄外科専門医試験問題の実施と研修施設認

定 
波呂 浩孝 

大腰筋の筋電図マッピングは大腿前面症状を減少

させるか 
江幡 重人 

骨粗鬆性椎体骨折における体幹筋の萎縮・脂肪変

性と治療予後への影響 
勝 麻里那 

黄色靭帯肥厚の程度の違いによる LLIF の間接除

圧効果 
江幡 重人 

成人脊柱変形手術における腸骨スクリューの効果

についてー片側 2 本使用する利点はあるかー 
江幡 重人 

仰臥位と側臥位での腹部の解剖学的特徴の違いの

検討ーLLIF を安全に行うためにー 
江幡 重人 

成人脊柱変形手術における腸骨スクリューのゆる

みのアライメントへの影響 
芦沢 知行 

拡散イメージング手法 NODDI を用いた、頚髄症

性脊髄症の機能評価-重症度の定量化および術後

回復予測について- 

大場 哲郎 

骨粗鬆症によって生じる脊椎疾患の診断と治療戦

略 
波呂 浩孝 

Lateral Lumbar Interbody Fusion の現状と未来 

Hybrid 法（LIF＋後方 open 矯正）-PPS との比較 
江幡 重人 

生物学的製剤使用症例における経時的 IL-6 測定の

意義 
小山 賢介 

第 6１回日本リウマチ学

会総会 

 

 

 

第 6１回日本リウマチ学

会総会 

2017/4/20-22 

  

 

 2017/4/20-22 

関節リウマチと水腫を伴う変形性関節症において

血清 MMP-3 と Rooney score は相関する 
小山 賢介 

関節リウマチに対する MTX の適正用量 

佐久間  陸友

（県立中央病

院） 

Dupuytren 拘縮に対する酵素注射療法の有用性 佐藤 信孝 

第 60 回 日本手外科学会

学術集会 
2017/4/27-28 

上肢骨軟部腫瘍手術の腫瘍別頻度と摘出術を要す

る上肢骨軟部腫瘍の罹患率の推計 
齋藤 正憲 

握力測定システムの開発と基礎的知見の検証-握

力測定における各指握力計の特性と傾向- 
宮本 誠也 

腰椎側方アプローチの解剖学的検討 江幡 重人 

第90回日本整形外科学会

学術集会 
2017/5/18-21 

骨粗鬆性椎体圧骨折患者の術後生存率と生命予後

不良因子の検討 
大場 哲郎 

脛骨顆間隆起骨折に対する鏡視下縫合固定術の工 萩野 哲男（国



手指屈筋腱腱鞘炎の罹患割合 大北 弦樹 
第 29 回日本運動器

科学会 
2017/7/1 

当科における高エネルギー外傷による胸腰

椎破裂骨折に対する治療方法とその超短期

成績 

藤田 康稚 日本骨折治療学会 2017/7/7-8 

ヒトリコンビナント MMP-7 を用いた腰椎

椎間板ヘルニアに対する新規低侵襲治療 
波呂 浩孝 第 20 回日本低侵襲

脊椎外科学会学術集

会 

2017/7/27-28 
腰椎変性すべり症に対する LLIF と PPS を

併用した腰椎椎体間固定術は低侵襲か？ 
大場 哲郎 

思春期特発性側弯症 Lenke 5C カーブに対

する S-line を用いた新しい手術治療戦略 
大場 悠己 

第 51 回日本側弯症

学会学術集会 
2017/8/24-25 

成人脊柱変形患者の術後 Rod 折損のリスク

ファクター 
大場 哲郎 

Ulnar neuropathy at the elbow in 413 

Japanese patients: an assessment of 

pathological elbow lesions and 

neurological severity 

Nobutaka 

Sato 

72nd Annual 

Meeting of the 

American Society 

for Surgery of the 

Hand (ASSH) 

2017/9/7-9 

トシリズマブ治療患者の血清 IL-6 は腫脹関

節と相関する 
小山 賢介 

第 29 回中部リウマ

チ学会 
2017/9/8-9 

アバタセプトが著効した SAPHO 症候群の

1 例 
重橋 孝洋 

夫と治療成績 立甲府病院） 

成人脊柱変形患者における逆流性食道炎の有病率

と全脊柱アライメントの解析 
大場 哲郎 

Lisfranc 関節脱臼骨折に対して Tight rope を使

用した１例 
佐藤 弘直 

郡内整形外科 2017/6/14 
前立腺癌に対する放射線治療後に脆弱性仙骨骨折

を来たした 1 例 
藤田 康稚 

大腿骨頭すべり症における骨盤形態の検討 若生 政憲 
第56回日本小児股関節研

究会 
2017/6/23-24 

限局型色素性絨毛結節性滑膜炎 5 例の検討 
千賀 進也（国

立甲府病院） 

第 9 回日本関節鏡・膝・

スポーツ整形外科学会 
2017/6/22 

患者立脚型評価法を用いた後十字靭帯 1 重束再建

法と 2 重束再建法の比較 

落合 聡司（国

立甲府病院） 

内側輪状半月板の一例 
芦沢 知行（国

立甲府病院） 



大腿骨頸部骨折を発症した特発性大腿骨頭

壊死症（ION）の 1 例 
小田 洸太郎 

透析性破壊性脊椎関節症に、歯突起骨折お

よび歯突起後方嚢腫を合併した一例 
岩間 達 

第 66 回東日本整形

災害外科学会 
2017/9/15-16 

当院における鏡視下外側支帯解離術の術後

成績 
千賀 進也 

膝変性疾患に対する機能的膝外反装具の治

療効果 
藤巻 太郎 

腰椎椎体骨折後偽関節に対して BKP を施行

後、特発性脊髄硬膜外血腫を併発した一例 
古屋 直人 

観血的整復術後の coxa magna により脚長

不等を生じた DDH の 1 例 
若生 政憲 

第 10 回青森県小児

整形外科研究会 
2017/9/30 

成人脊柱変形手術例における PJK の臨床成

績への影響とリスクファクターの検討 
大場 哲郎 第 26 回日本脊椎イ

ンストゥルメンテー

ション学会 

2017/10/13-14 
成人脊柱変形における体幹筋と脊椎アライ

メントの関与 
勝 麻里那 

骨粗鬆症患者の疼痛・ADL 改善に対する

PTH 製剤の効果 
大場 哲郎 

第 25 回日本腰痛学

会 
2017/11/3-4 

膝関節軟骨損傷に対する自家培養軟骨移植

術の治療成績 
落合 聡司 

第 71 回国立病院総

合医学会 
2017/11/10-11 

内反足の初期治療における X 線評価 若生 政憲 
第 28 回日本小児整

形外科学会学術集会 
2017/12/7-8 

 


