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Effect Of Thrombin-induced MCP-1 And MMP-3 

Production via PAR1 Expression In Murine 

Intervertebral Discs 

髙山 義裕 ORS2019 2019/2/2-5 

小児の PIP 関節変形に対し創外固定法により治療し

た１例 
佐藤 信隆 

第 33 回東日本手

外科研究会 
2019/2/2 

THA 術後リハビリテーション治療の現状と展望 神野 哲也 

第 49 回日本人工

関節学会 
2019/2/15-16 

楔状テーパーウェッジ型ショートステム使用におい

て生じた Gruen 分類 Zone2 の Occult fracture 
森 優喜 

後側方および前側方アプローチ間のインプラント設

置位置と combined anteversion の比較 
谷口 直史 

人工股関節置換術におけるトラネキサム酸術後追加

投与方法の比較 
岩間 達 

TKA は 75 歳未満のロコモ 25 スコアを改善する 小泉 良介 

トロンビン誘導性炎症による椎間板変性メカニズム

の検討 
安藤 隆 

第 32 回日本軟骨

代謝学会 
2019/3/1-2 

創外固定器を使用した手指 PIP 関節脱臼骨折の治療

成績 
齋藤 正憲 

第 32 回日本創外

固定骨延長学会 
2019/3/1-2 

成人脊柱変形手術における前縦靱帯損傷のリスクフ

ァクター～ケージの形状と設置位置に着目して～ 
辰野 力人 

第 9 回日本成人脊

柱変形学会 
2019/3/2 

成人脊柱変形手術における pedicle screw(PS)挿入時

のトルクに影響を与える因子の検討 
小田洸太郎 

成人脊柱変形手術後の PKJ のリスクファクター 大場 哲郎 

成人脊柱変形手術における術後 Coronal imbalance

の臨床アウトカムへの影響とリスクファクターとな

るアライメントの解析 

田中 伸樹 



Biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs 

did not the risk factor for postoperative infection 

after spinal surgery in rheumatoid arthritis patients 

Koyama K 
AAOS2019 

Annual Meeting 
2019/3/12 

人工股関節置換術とトラネキサム酸 谷口 直史 

第 59 回関東整形

災害外科学会 
2019/3/22-23 

楔状テーパーウェッジ型ショートステム使用時に生

じた Gruen 分類 Zone2 の Occult fracture 
岩間 達 

Bilateral dual iliac screw を用いた成人脊柱変形手術

の手術成績 
江幡 重人 

脆弱性脛骨遠位端骨折に対し低位脛骨骨切り術を施

行した 1 例 
辰野 力人 

SpeedBridge Double Row Technique を利用した膝

伸展機構再建の 3 例 
古屋 直人 

成人脊柱変形患者の呼吸機能障害のリスクとなる骨

盤脊柱パラメータと術後成績について 
遠藤とも香 

CR 型 TKA における前方 Reference と後方

Reference での術後膝屈曲角度の比較 
山下 隆 

第 45 回山梨総合

医学会 
2019/3/24 

プラズマ照射液による骨肉腫細胞への死誘導効果の

検討 
安藤 隆 

第 92 回日本整形

外科学会学術総会 
2019/5/9-12 

血小板による骨肉腫の転移誘導 市川 二郎 

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 

成人脊柱変形手術において術後 coronal imbalance

悪化をもたらす術前冠状パラメータとは 
田中 伸樹 

Thorombin 誘導性炎症による椎間板変性の検討 髙山 義裕 

後側方および前外側アプローチによる楔状テーパー

型ステム前捻角の比較 
谷口 直史 

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 

入院時の転倒・転落アセスメントスコアシートの有

用性の検討 
萩野 哲男 



TKA はロコモ 25 スコアを改善する 小山 賢介 

第 63 回日本リウ

マチ学会総会・学

術集会 

2019/4/15-17 

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 

第 48 回日本脊椎

脊髄病学会学術集

会 

 

 

 

 

第 48 回日本脊椎

脊髄病学会学術集

会 
 

2019/4/18-20 

 

 

2019/4/18-20 

成人脊柱変形に対する iliac screw を用いた long 

fusion 後の pelvic incidence 減少とその矯正損失 
大場 悠己 

思春期特発性側弯症に対する術中ナビゲーションを

用いた後方矯正固定術における椎弓根スクリュー逸

脱の予測因子 

大場 悠己 

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 
大場 哲郎 

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 

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（ASD)と思春期特発性側弯症（AIS)に

対する pedicle screw(PS)挿入時トルクの比較検討 
小田洸太郎 

GAPscore を用いた、成人脊柱変形手術後評価～有用

性と低値となるリスクファクター～ 
大場 哲郎 

成人脊柱変形手術における術後 Coronal imbalance

の臨床アウトカムへの影響とリスクファクターとな

るアライメントの解析 

田中 伸樹 

成人脊柱変形手術で骨盤アンカーに Bilateral dual 

iliac screws を用いる意義 
大場 悠己 

成人脊柱変形手術に対する後方矯正固定術後に生じ

る骨盤形態の変化 
大場 悠己 

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～嚥下内視鏡スクリーニング質問シート

を用いて～ 

大場 哲郎 



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前縦靱帯損傷のリスクフ

ァクター～ケージの形状と設置位置に着目して～ 
辰野 力人 

ロコモ度テストを用いた人工股関節全置換術術後成

績評価 
谷口 直史 

第 56 回日本リハ

ビリテーション医

学会学術集会 

2019/6/12-16 

Predictors of poor Global Alignment and Proportion 

score after surgery for adult spinal deformity 
Ohba T 46th ISSLS 2019/6/3-7 

Ulnar neuropathy at the elbow in 413 Japanese 

patients: an assessment of pathological elbow 

lesions and neurological severity 

Sato N 

11th Triennial 

IFSHT and 14th 

IFSSH Congress 

2019/6/17-21 

安定型大腿骨頭すべり症に対する股関節鏡の使用経

験 －2nd look まで行った 6 例について－ 
河野 紘之 

第 68 回東日本整

形災害外科学会 
2019/9/5-6 

ロコモ度テストを用いた人工股関節全置換術術後成

績評価 
朝比奈亮太 

腰椎破裂骨折術後に固定下端の破裂骨折をきたし再

手術となったびまん性特発性増殖症の 1 例 
小泉 良介 

人口膝関節置換術後の大腿骨顆上骨折の治療経験 芦沢 知行 

HA ブロックによる椎体形成術で HA ブロックの

IVC 内迷入りを認めた 1 例 
白倉 翔平 

膝複合損傷における new Triad は unhappy ではな

い 
落合 聡司 

Dual iliac screw を用いた脊柱変形手術の検討 大場 哲郎 
第 27 回日本腰痛

学会 
2019/9/13-14 

JSSR) Chemonucleolysis with Recombinant 

Human MMP-7 
波呂 浩孝 

34TH Annual 

Meeting of 

North American 

Spine Society 

2019/9/25-28 

脊椎関節炎と鑑別を要した神経サルコイドーシスの

1 例 
髙山 義裕 

第 31 回中部リウ

マチ学会 
2019/9/27-28 

生物学的製剤で寛解となりメトトレキサート減量を

行った関節リウマチ患者の検討 
小山 賢介 



RA を有する成人脊柱変形に対する広範囲後方固定

の術後感染リスクの検討 
小泉 良介 

両側人工膝関節置換術後に発症した高齢関節リウマ

チの 1 例 
内沼虹衣菜 

当科における妊娠・出産症例の検討 安島 千咲 

椎間板変性における PAR1 の機能解析 髙山 義裕 

第 34 回日本整形

外科学会基礎学

術集会 

2019/10/17-18 

血小板による骨肉腫の転移誘導 市川 二郎 

マウス筋炎モデルにおける TSLP の発見と役割につ

いて 
安藤 隆 

椎間板変性におけるトロンビン誘導性炎症の役割 藤巻 太郎 

腰椎後方椎体間固定術中における椎体間掻爬不良は

術後 6 ヵ月の椎体間癒合不全に影響する 
後迫 宏紀 

人工股関節全置換術前後のロコモ度変化 朝比奈 亮太 

第 46 回日本股関

節学会学術集会 
2019/10/25-26 

外傷性股関節脱臼整復時に大腿骨頭骨端線離開をき

たした一例 
深澤 洸樹 

後側方および前側方アプローチにおける combined 

anteversion の比較 
谷口 直史 

成人脊柱変形患者の逆流性食道炎のリスクとなる骨

盤脊柱パラメータと術後 2 年成績 
大場 哲郎 第 53 回日本側弯

症学会学術集会 
2019/11/8-9 

Dual iliac screw を用いた脊柱変形手術の検討 江幡 重人 

後十字靭帯前方より発生しキャッチングの原因とな

った限局型色素性絨毛結 

節性滑膜炎の一例 

重橋 孝洋 
第 73 回国立病院

総合医学会 
2019/11/8 

LLIF 椎間に生じた骨嚢腫の経過の検討 江幡 重人 

第 28 回日本脊椎

インステゥルメ

ンテーション学

会 

2019/11/15-16 

成人脊柱変形（ASD)症例の再手術の原因と再手術

法の検討 
江幡 重人 

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 
大場 哲郎 

Ti coated PEEK と PEEK ケージを用いた PLIF、

TLIF における術後早期骨癒合傾向の違い―多施

設、前向き、ランダム化比較試験― 

長谷川智彦 

成人脊柱変形手術における dual road 適応の検討 白倉 翔平 



成人脊柱変形手術における冠状面パラメータと術後

Coronal Imbalance との関係 
田中 伸樹 

多椎間椎体間固定術後の骨癒合にテリパラチドが与

える影響 ～A Multicenter, Prospective, 

Randomized Study～ 

大場 悠己 

成人脊柱変形手術における術前後での頚椎アライメ

ントの経時的変化 
小田 洸太郎 

L5/S 偽関節に対する骨盤アンカーを用いた偽関節

手術例の検討 
江幡 重人 

長範囲脊椎固定術後合併症における関節リウマチの

影響 
小泉 良介 

Graf 法における”standard plane”の位置と骨盤形態

との関係  
若生 政憲 

第 30 回日本小児

整形外科学会 
2019/11/21-23 

骨粗鬆症性脊椎疾患の診断と治療戦略 波呂 浩孝 

第 22 回日本低侵

襲脊椎外科学会

学術集会 

2019/11/28-29 

 


