
学 会 発 表 （1 月～12 月） 

安定型大腿骨頭すべり症に対する股関節鏡の使用

経験 
若生 政憲 

第 28 回関東小児整

形外科研究会 
2018/2/3 

セメントレス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

は有用である 

古屋 直人 
第 48 回日本人工関

節学会 
2018/2/23-24 

診断に難渋した右第 1 趾基節骨病変の一例 重橋 孝洋 
関東整形災害外科学

会 第 688 回月例会  
2018/2/24 

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 8 回日本成人脊柱

変形学会 
2018/3/10 

膝関節内側滑膜ヒダに沿って発生した巨大滑膜骨

軟骨腫症の 1 例 
辰野 力人 

第 58 回関東整形災

害外科学会 
2018/3/16-17 

骨粗鬆症性脊椎疾患に対する 3 大学共同研究の

知見 
波呂 浩孝 

当科における骨粗鬆症性椎体骨折の治療方針 江幡 重人 

脊髄くも膜下麻酔後の馬尾症候群に顆粒球コロニ

ー刺激因子（C-CSF)投与による神経保護療法を

施行した 1 例 

勝 麻里那 

拡散テンソル画像および拡散イメージング手法

NODDI を用いた頸椎症性脊 

髄症の機能評価 

岩間 達 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 47 回日本脊椎脊

髄病学会学術集会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/4/12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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？− PLIF との比較− 

大場 哲郎 

骨粗鬆症性椎体骨折における体幹筋の萎縮・脂肪

変性と治療への影響 
勝 麻里那 

後腹膜腔の解剖について 
 

江幡 重人 

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 

パーキンソン病を伴う成人脊柱変形患者に対する

矯正固定術後，再手術症例の検討 
重橋 孝洋 

成人脊柱変形手術術後 PJK による再手術症例の

検討 
 

古屋 直人 

頚椎前方固定術前後の嚥下障害評価とリスクファ

クターの検討〜嚥下内視 

鏡とスクリーニング質問シートを用いて〜 

大場 哲郎 

腰椎側方椎体間固定術のアプローチの解剖学的検

討 
江幡 重人 

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 



成人脊柱変形手術における腸骨スクリューのゆる

みのアライメントと臨床ア 

ウトカムへの影響 

大場 哲郎 

第 47 回日本脊椎脊

髄病学会学術集会 

2018/4/12-14 

成人脊柱変形患者の術後ロッド折損のリスクファ

クター 
大場 哲郎 

経時的血清 IL-6 測定はトシリズマブ減量の予測

因子となるか〜血清 IL-6 迅速測定システムを用

いた予備的研究〜 

小山 賢介 

第 62 回日本リウマ

チ学会総会・学術集

会 

2018/4/26-28 

関節リウマチにおける非ピオイド鎮痛薬使用背景

に関する検討 
小山 賢介 

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 

RA 前足部手術における部分関節温存手術の治療

成績 

佐久間 陸

友 

手指屈筋鞘炎の罹患割合 

―おぶせスタディによる地域住民調査より― 
大北 弦樹 

第 61 回日本手外科

学会学術集会 
2018/4/26-27 

Role of weekly teriparatide administration in 

osseous union enhancement after lumbar inter 

body fusion for osteoporosis-associated lumbar 

degenerative disorders. 

波呂 浩孝 
Global Spine 

Congress 2018 
2018/5/2-5 

後縦靭帯一重束再建法と二重再建法の比較−患者

立脚型評価法を用いた 2 年間の前向き調査− 
落合 聡司 

 

 

 

 

第 91 回日本整形外

科学会学術総会 

 

 

 

 

 

 

 

第 91 回日本整形外

科学会学術総会 

 

 

 

 

2018/5/24-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/5/24-27 

高架橋ポリエチレンを用いた人工股関節において

スクリュー使用およびスクリュー孔が人工関節固

定制と骨溶解に及ぼす影響 

谷口 直史 

腰椎固定術における低侵襲手術導入と合併症対策 江幡 重人 

正常小児の骨盤形態とその性差 若生 政憲 

当院の一般病棟における転倒転落の実態とアセス

メントシート有用性の検討 
萩野 哲男 

骨肉腫細胞における Smad3 を介した TGF-βに

よる凝固、線溶系の調節 
市川 二郎 

サルコペニア患者における筋芽細胞増加に向けた

TSLP によるサイトカイン治療の開発 
安藤 隆 

骨折は関節リウマチ疾患活動性を悪化させる 小山 賢介 

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 

腰椎椎体間固定術後早期に骨癒合と判断されて

も、その後に癒合されていないことがある−

Fake union の頻度− 

大場 悠己 



舟状骨偽関節による FPL 腱断裂の一例 重橋 孝洋 
関東整形災害外科学

会 第 689 回集談会 
2018/6/23 

当センターにおける自家培養軟骨移植術の治療成

績 
古屋 直人 

骨粗鬆症性脊椎疾患の診断と治療 波呂 浩孝 

第 55 回日本リハビ

リテーション医学会

学術集会 

2018/6/28-7/1 

 

小菱形骨単独骨折の 1 例 辰野 力人 第 44 回日本骨折治

療学会 

2018/7/6-7 

血小板由来 TGF-βによる骨肉腫細胞の凝

固系の調節 

市川 二郎 第 51 回日本整形外

科学会 骨・軟部腫瘍

学術集会 

2018/7/12-13 

Clinical Correlations and Time-Dependent 

Changes in Trunk Muscle Size Reduction and 

Fatty Degeneration on Prognosis for 

Osteoporotic Vertebral Fracture. 

勝 麻里那 Spine Across the 

Sea 2018 

2018/7/29-8/2 

Application of Neurite Orientation Dispersion 

and Density Imaging and Diff usion Tensor 

Imaging to Quantify the Severity of Cervical 

Spondylotic Myelopathy and to Assess 

Postoperative Neurologic Recovery. 

大北 弦樹 

Thrombin Induces PAR1-Dependent MCP-1 

Expression and Macrophage Migration in 

Mouse Intervertebral Disc 

髙山 義裕 

Pharmacological Treatment of Osteoporosis 

Before and After Spinal Fusion Surgery 
波呂 浩孝 

Indications to Perform a Lateral Interbody 

Fusion (LIF) 
大場 哲郎 

糖尿病性神経障害を伴う足関節骨折の治療

経験 

藤巻 太郎 第 31 回日本創外固

定・骨延長学会 

2018/8/3-4 

生物学的製剤減量と再燃 小山 賢介 第 30 回中部リウマ

チ学会 

2018/8/31-9/1 

生物学的製剤の効果増強に関節内ステロイ

ド注射は有用か 

髙山 義裕 

山梨大学関連施設における関節リウマチ手

術の動向 

芦沢 知行 

成人脊柱変形手術における骨盤アンカーの

意義 ―PI に着目して― 

江幡 重人 第 67 回東日本整形

災害外科学会 

2018/9/21-22 

Dupuytren 拘縮に対する酵素注射療法の治

療経験 

佐藤 信隆 

限局型色素性絨毛結節性滑膜炎 6 例の検討 千賀 進也 



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 

波呂 浩孝 NASS 2018 2018/9/26-29 

骨粗鬆症性椎体骨術後、隣接椎体骨折のリ

スクファクター 〜術式とアライメントに

着目して〜 

大場 哲郎 第 27 回日本脊椎イ

ンストゥルメンテー

ション学会 

2018/9/28-29 

成人脊柱変形手術における pedicle screw

挿入時のトルクに影響を与える因子の検討 

小田 洸太

郎 

成人脊柱変形手術における前縦靭帯損傷の

リスクファクター 〜ケージの形状と設置

位置に着目して〜 

辰野 力人 

外傷性股関節脱臼整復時に大腿骨頭骨端線

離開を生じ変形性関節症に至った 1 例 

岩間 達 第 49 回関東股関節

懇話会 

2018/9/29 

マウス椎間板における thrombin/PAR1 シ

グナルによる MCP-1 発現およびマクロフ

ァージ遊走能の検討 

髙山 義裕 第 33 回日本整形外

科学会基礎学術集会 

2018/10/11-12 

血小板由来 TGF-βは smad3 を介して骨肉

腫細胞の組織因子発現を誘導する 

齋藤 正憲 

骨粗鬆症性脊椎疾患の診断と治療診断と治

療     －3大学臨床研究の成果－ 

波呂 浩孝 第 26 回日本腰痛学

会 

2018/10/26-27 

骨粗鬆症患者の疼痛・ADL の改善に対する

PTH 製剤の効果 

大場 哲郎 

後側方もしくは前外側アプローチにおける

楔状テーパー型ステムの矢状断アライメン

トが増捻角に及ぼす影響の比較 

谷口 直史 第 45 回日本股関節

学会 

2018/10/26-27 

1-10-OR37-2 人工股関節全置換術におけ

るトラネキサム酸 

岩間 達 

腓骨神経麻痺による下垂足に対して新しい

腱移行術（Vigasio 法）を施行した症例 

藤巻 太郎 第 43 回日本足の外

科学会学術集会 

2018/11/1-2 

骨粗鬆症性椎体骨折と脊柱変形の病態と治

療 

波呂 浩孝 第 52 回日本側彎症

学会学術集会 

2018/11/2-3 

成人脊柱変形手術後の PJK のリスクファク

ター     ～術後腰椎の調和と TKの増大

に着目して～ 

大場 哲郎 

膝複合靱帯損傷に対する前十字靱帯・内側

側副靱帯（一期的）同時再建症例の検討 

千賀 進也 第 72 回国立病院総

合医学会 

2018/11/9-10 

小児上腕骨外顆骨折の術後外側隆起に関す

る検討 

若生 政憲 第 29 回日本小児整形

外科学会学術集会 

2018/12/14-15 

鵞足部骨病変のＸ線学的検討 芦沢 知行 

 


