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学 会 発 表 （ 2 0 2 1 年 ）  

Indications and Limitations of Minimally Invasive 

Laternal Lumbar Interbody Fusion Without 

Osteotomy for Adult Spinl Deformity 成人脊柱変形

手術における LLIF の適応と限界 

大場 哲郎 
第 23回脊椎と神経

を語る会 
2021/2/20 

ヒトリコンビナント MMP-7(KTP-001)を用いた腰椎

椎間板ヘルニアに対する医師主導治験 波呂 浩孝 

革新的医療技術創

出拠点 令和 2年度

成果報告会 

2021/3/4 

膝外側二層半月板の 1 例 岩間 達 
第 47回山梨総合医

学会 
2021/3/14 膝蓋腱、前十字靭帯、内側側副靱帯、外側半月板を同

時損傷したスポーツ外傷の 2 例 
阿部 菜緒 

成人脊柱変形手術 PI の増加が矯正損失を起こす 
藤田 康稚 

第 11回日本成人脊

柱変形学会 
2021/3/19 

肘部管症候群の保存療法 齋藤 正憲 

第 61回関東整形災

害外科学会 
2021/3/26 

若年に生じた骨内痛風の結節の一例 水上 魁 

術者から見た脊椎手術の術後管理のピットフォール

と対策 
大場 哲郎 

ダウン症に環軸椎不安定性を合併した 2歳 4ヶ月児に

頭蓋頚椎固定術を施行した一例 
遠藤 とも香 

第 61回関東整形災

害外科学会 
2021/3/26 

後十字靭帯損傷の break through～後十字靭帯損傷の

治療成績と危険因子の解析 
落合 聡司 

JOSKAS-JOSSM 

2021 
2021/4/17 

椎前方固定術前後の呼吸器合併症のリスクファクタ

ーの解析 
大場 哲郎  

 

 

 

 

第 50回日本脊椎脊

髄病学会学術集会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/4/22 

 

 

 

 

 

 

 

脊椎術後における腹部合併症の頻度とリスクファク

ター―術式による比較検討― 
小田 洸太郎 

成人脊柱変形と思春期特発性側弯症に対する PS 挿入

時トルクおよび至適スクリューサイズの検討―screw

径/pedicle 径（P/S 比）の有用性― 

小田 洸太郎 

胸椎の柔軟性と代償を考慮した成人脊柱変形手術に

おける適切な UIV とは？―術前伏臥位と仰臥位レン

トゲンの有用性― 

大場 哲郎 

成人脊柱変形手術 PI の増加が矯正損失を起こす 藤田 康稚 

腰椎後方椎体間固定術後の骨癒合と体幹筋には密接

な関係がある 
遠藤 とも香 
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成人脊柱変形の術後イレウスの発生頻度とリスクフ

ァクターの解析 
大場 哲郎 

 

第 50回日本脊椎脊

髄病学会学術集会 

 

2021/4/22 

腰椎除圧術の適応と限界―再手術のリスクファクタ

ー― 
藤田 康稚 

関節リウマチ患者における長期機能的寛解を獲得す

るための臨床条件 
小山 賢介 

第 65回日本リウマ

チ学会総会・学術

集会 

2021/4/26 

合併併存症により生物学的製剤中止に至った関節リ

ウマチの検討（秀逸ポスター） 
小山 賢介 

肩および膝関節の超音波評価による 2012 年

ACR/EULAR リウマチ性多発筋痛症分類基準の精度

の向上 

小林 惠 

山梨大学附属病院における COVID-19 感染症対策 波呂 浩孝 

第 94回日本整形外

科学会学術総会 
2021/5/20 

血小板 CLEC-2 をターゲットにした新規骨肉腫治療 市川 二郎 

骨肉腫細胞に対するプラズマ照射液とサリノマイシ

ン併用療法 
安藤 隆 

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 

腰椎除圧術の適応と限界―再手術のリスクファクタ

ー― 
藤田 康稚 

成人脊柱変形手術後 2 年でのアライメント変化 藤田 康稚 

SCFE における骨盤形態の特徴―CT を用いた正常小

児との比較・検討― 
若生 政憲 

関節リウマチ患者における長期機能的寛解を獲得す

るための十分条件 
小山 賢介 

Indications and limitations of minimally invasive 

lateral lumbar interbody fusion without osteotomy 

for adult spinal deformity 大場 哲郎 

The International 

Congress of 

Korean Society of 

Spine Surgery 

2021/5/28 

Comparative study to evaluate surgical outcomes 

between direct lateral corpectomy with 

percutaneous pedicle screws and posterior spinal 

fusion with vertebroplasty for osteoporotic 

thoracolumbar vertebral fracture. 

波呂 浩孝 

 

 

APSS-APPOS 

2021 

 

 

 

2021/6/9 
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Predictors and clinical importance of postoperative 

coronal malalignment after surgery to correct  

adult spinal deformity 大場 哲郎 

 

 

APSS-APPOS 

2021 

 

 

2021/6/9 

A rare case of an iliac fracture at iliac fossa 

immediately after Salter innominate osteotomy. 
若生 政憲 

前十字靭帯損傷に伴う Segond 骨折に関する検討 

千賀 進也 

第 13 回日本関節

鏡・膝・スポーツ

整形外科学会 

第 47回日本整形外

科スポーツ医学会

学術集会 

2021/6/17 
後十字靭帯損傷の治療成績と危険因子の解析 

落合 聡司 

 

The Role of Weekly Teriparatide for Bone Union 

during Six  

Months after Single or Multi-Level Lumbar 

Interbody Fusion  

for Osteoporotic Patients 

波呂 浩孝 SPINE ACROSS THE 

SEA 2021 

2021/7/5 

人工膝関節置換術中に発生した内側側副靭帯付着

部剥離骨折 

山下 隆 第 51 回日本人工関節

学会 

2021/7/7 

Expert consensus on surgical treatment for 

adolescent idiopathic scoliosis in Japan; 

Overview 

大場 哲郎 AO Spine Japan 

Conference/Congress 

2021/8/28 

半月板損傷の治療戦略～中高齢者に対する鏡視下

半月板切除術の検討 

落合 聡司 第 70 回東日本整形災

害外科学会 

2021/9/17 

骨粗鬆症性脊椎疾患の診断と治療戦略 波呂 浩孝 

Single position での腰椎前後方固定術の有用性と

安全性 

小田 洸太郎 

中高齢者に対する鏡視下半月板切除術の検討 落合 聡司 

関節リウマチ患者における長期機能的寛解を獲得

するための臨床条件 

小泉 良介 第 32 回中部リウマチ 2021/9/17 

エタネルセプトバイオシミラー使用の小経験 小山 賢介 

レッドゾーンで COVID-19 陽性関節リウマチに発

生した大腿骨骨折の経験 

後藤 豪 

急速に進行する手指足趾の壊死を伴った結節性多

発動脈炎の 1 例 

窪田総一郎 

骨粗鬆症性椎体骨折に対する低侵襲前方椎体置換

術と経皮的椎弓根スクリューを用いた前後方固定

術の適応と限界 

竹居 隼人 第 30 回日本脊椎イン

ストゥルメンテーショ

ン学会 

2021/10/1 

Single position での腰椎前後方固定術の有用性と

安全性 

小田 洸太郎 
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成人脊柱変形手術における術前術後の PI 変化がも

たらす功罪 

藤田 康稚 

腰椎椎体間固定術の手術侵襲が術後体幹筋に与え

る影響の解析～Open と経皮的椎弓根スクリュー

の比較～ 

遠藤 とも香 

腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン改訂第 3 版 波呂 浩孝 第 29 回日本腰痛学会 2021/10/22 

成人脊柱変形患者における仙腸関節の重要性 藤田 康稚 

骨粗鬆症性椎体骨折と成人脊柱変形に対する当科

で実施している脊椎矯正固定術 

波呂 浩孝 一般社団法人日本脳神

経外科学会第 80 回学

術総会 

2021/10/27 

Lenke Type1A 特発性側弯症の上肢の筋量は左右

非対称である 

大場 哲郎 第 55 回日本側弯症学

会 

2021/11/5 

Asymmetry of upper limb skeletal muscle in 

Lenke type 1A adolescent idiopathic scoliosis 

大場 哲郎 

Lumbar modifier A-R タイプの特発性側湾症に対

する前方固定術における過矯正の方法とその効果 

田中 伸樹 

当院における内反足治療の中期成績 若生 政憲 第 46 回日本足の外科

学会学術集会 

2021/11/11 

第 2 中足骨短縮症を発症した外反母趾変形の 1 例 藤巻 太郎 

8 歳小児における浮き趾の頻度と筋肉量との関係 若生 政憲 第 32 回日本小児整形

外科学会学術集会 

2021/12/2 

重症心身障害児（者）病棟における骨折の検討 ―

四肢長管骨骨折の危険因子― 

落合 聡司 

 

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 
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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 
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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 

 


