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著書 ２０１３

● Yoshihara H, VanderHeiden TF, Weckback S,  

Stahel PF 

Orthopaedic Trauma Call for the Attending Sur-

geon 

Chapter 39: Vertebral burst fracture. In: Hak DJ. 

Ipaktchi KR, Morgan SJ, eds. 

SLACK Incorporated: Professional Book Division, 

Boston, 2013

●和田郁雄

今日の治療と看護, 改訂第3版, 永井良三, 太田　健

総編集

骨端症（骨端炎）　pp. 1046-1049

南江堂 , 東京 , 2013

●若林健二郎

画像とチャートでわかる小児の整形外科診療エッセンス

その他の足変形 （外反扁平足 , 垂直距骨）　pp. 167-169

診断と治療社 , 東京 , 2013

●和田郁雄, 若林健二郎

股関節学

小児の骨盤骨切り術

Salter骨盤骨切り術　pp. 386-391

金芳堂 , 京都 , 2014

●若林健二郎, 和田郁雄

股関節学

手術進入法　小児内側進入法　pp. 451-456

金芳堂 , 京都 , 2014

●和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉

先天性股関節脱臼の診断と治療

診断・理学所見のとり方　pp. 22-29

メジカルビュー社 , 東京 , 2014

●伊藤錦哉, 和田郁雄, 若林健二郎

先天性股関節脱臼の診断と治療

リーメンビューゲル （Rb） 法　pp. 46-51

メジカルビュー社 , 東京 , 2014

●若林健二郎, 和田郁雄, 伊藤錦哉

先天性股関節脱臼の診断と治療

Ludloff法　pp. 82-86

メジカルビュー社 , 東京 , 2014

（補　遺）　2012

●松本佳久, 池谷　真, 戸口田淳也

遺伝子医学MOOK 22号

難治性骨軟骨疾患罹患者由来iPS細胞を用いた病態再

現と治療薬開発の試み　pp. 190-194

メディカルドゥ , 東京 , 2012

原著・総説 ２０１３

● Therapeutic advantage in selective ligament aug-

mentation for partial tears of the anterior cruciate 

ligament: results in an animal model 

Mifune Y, Ota S, Takayama K, Hoshino Y, 

Matsumoto T, Kuroda R, Kurosaka M, Fu FH, 

Huard J

Am J Sports Med, 41（2）: 365-373, doi: 

10.1177/0363546512471614. Epub 2013 Jan 8, 2013

● Single cell time-lapse imaging of focus formation 

by the DNA damage-response protein 53BP1 after 

UVC irradiation human pancreatic cancer cell

Miwa S, Tome Y, Yano S, Hiroshima Y, Uehara F, 

Mii S, Kimura H, Hayashi K, Tsuchiya H, 

Bouvet M, Efimova EV, Hoffman RM

Anticancer Res, 33: 1373-1377, 2013

● Inhibition of SAPK/JNK leads to enhanced IL-1-

induced IL-6 synthesis in osteoblasts

Kondo A, Otsuka T, Matsushima-Nishiwaki R,

Kuroyanagi G, Mizutani J, Wada I, Kozawa O, 

Tokuda H

Arch Biochem Biophys, 15; 535（2）: 

227-233, doi: PMID: 23624146, 2013

● Incidental dural tear in lumbar spinal decompres-

sion and discectomy: analysis of a nationwide data-

base

Yoshihara H, Yoneoka D

Arch Orthop Trauma Surg, 

133（11）: 1501-1508, 2013
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● Surgical options for lumbosacral fusion: Biome-

chanical stability, advantage, disadvantage and af-

fecting factors in selecting options

Yoshihara H

Eur J Orthop Surg Traumatol, 

Epub ahead of print, 2013

● Incidental dural tear in spine surgery: analysis of 

a nationwide database

Yoshihara H, Yoneoka D

Eur Spine J, 23（2）: 389-394, 2014

● Leg lymphedema caused by iliopectineal bursitis 

associated with destruction of a rheumatoid hip 

joint: A case report

Kuroyanagi G, Yamada K, Imaizumi T, Mizutani J, 

Wada I, Kozawa O, Tokuda H, Otsuka T

Experimental and Therapeutic Medicine, 6（4）: 

887-890, Epub 2013 Aug 2. PMID: 

24137283 [PubMed], 2013

● Diagnosis and treatment of low-grade osteosar-

coma: experience with nine cases

Hayashi K, Tsuchiya H, Yamamoto N, Shirai T, 

Nishida H, Takeuchi A, Kimura H, Miwa S, 

Inatani H, Okamoto H, Yamada S, Ikeda H, 

Sawada-Kitamura S, Nojima T, Ooi A, Otsuka T

Int J Clin Oncol, 18, 2013 DOI 10.1007/

s10147-013-0592-z

● Thrombopoietin amplifies ADP-induced HSP27 

phosphorylation in human platelets: importance of 

pre-treatment

Cuong NT, Doi T, Matsushima-Nishiwaki R, 

Akamatsu S, Kuroyanagi G, Kondo A, Mizutani J, 

Wada I, Otsuka T, Tokuda H, Kozawa O, Ogura S

Int J Mol Med, 31（6）: 1291-1297, doi: 

10.3892/ijmm.2013.1345. Epub 2013 Apr 11. PMID: 

23588296, 2013

● The timing of administration of a clinically rele-

vant dose of losartan influences the healing process 

after contusion induced muscle injury

Kobayashi T, Uehara K, Ota S, Tobita K, 

Ambrosio F, Cummins JH, Terada S, Fu FH, 

Huard J

J Appl Physiol, 114（2）: 262-273, doi: 

10.1152/japplphysiol.00140.2011. 

Epub 2012 Nov 15, 2013

● Resveratrol suppresses prostaglandin F2 α -in-

duced osteoprotegerin synthesis in osteoblasts: In-

hibition of the MAP kinase signaling

Kuroyanagi G, Otsuka T, Kondo A, 

Matsushima-Nishiwaki R, Mizutani J, Kozawa O, 

Tokuda H

Archives of Biochemistry and Biophysics, 

542: 39-45, 2013

●（-）-Epigallocatechin gallate amplifies interleu-

kin-1-stimulated interleukin-6 synthesis in osteo-

blast-like MC3T3-E1 cells

Kuroyanagi G, Tokuda H, 

Matsushima-Nishiwaki R, Kondo A, Mizutani J, 

Kozawa O, Otsuka T

Biochimie, 95: 1933-1938, 2013

● Vertebra collapse due to primary systemic amyloi-

dosis causing neurological compromise

Yoshihara H, Nojiri K, Yabe M, Takahata T

BMJ Case Rep, 31: 2013, 2013

● Revision total hip arthroplasty of a Kyocera ABS 

cup which produced abnormal sounds before disso-

ciation and fracture: a case report

Inatani H, Kabata T, Maeda T, Yoshida H, 

Kajino Y, Tsuchiya H

Chirurgia, April 26（2）: 181-183, 2013

● Combined Anterior-Posterior Surgery is the Most 

Important Risk Factor for Developing Proximal 

Junctional Kyphosis in Idiopathic Scoliosis

Yoshihara H

Clinical Orthop Relat Res, 471（3）: 1060-1061, 2013

● Intercellular communication within the rat anteri-

or pituitary gland. XV. Properties of spontaneous 

and LHRH-induced Ca2+ transients in the transi-

tional zone of the rat anterior pituitary in situ

Hattori K, Shirasawa N, Suzuki H, Otsuka T, 

Wada I, Yashiro T, Herbert DC, Soji T, 

Hashitani H

Endocrinology, 154（1）: 400-409, 

doi: 10.1210/en.2012-1501. Epub 2012 Nov 6. 

PMID:23132744, 2013
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● The Pavlik harness in the treatment of develop-

mentally dislocated hips: results of Japanese multi-

center studies in 1994 and 2008

Wada I, Sakuma E, Otsuka T, Wakabayashi K, 

Ito K, Horiuchi O, Asagai Y, Kamegaya M, Goto E, 

Satsuma S, Kobayashi D, Saito S, Taketa M, 

Takikawa K, Nakashima Y, Hattori T, Mitani S, 

Wada A

J Orthop Sci, 29: PMID: 23812768, 2013

● Padicle versus free frozen autograft for recon-

struction in malignant bone and soft tissue tumors 

of the lower extremities

Shimozaki S, Yamamoto N, Shirai T, Nishida H, 

Hayashi K, Tanzawa Y, Kimura H, Takeuchi A, 

Igarashi K, Inatani H, Kato T, Tsuchiya H

J Orthop Sci, 2013 Oct 25. [Epub ahead of print]

● Pediatric displaced fractures of the lateral condyle 

of the humerus treated using high strength, bioac-

tive, bioresorbable F-u-HA/PLLA pins: A case re-

port of 8 patients with at least 3 years of follow-up

Takada N, Otsuka T, Suzuki H, Yamada K

J Orthop Trauma, 27: 281-284, 2013

● Incidental dural tear in cervical spine surgery: 

analysis of a nationwide database

Yoshihara H, Yoneoka D

J Spinal Disord Tech, Epub ahead of print, 2013

● Trends in the treatment for traumatic central cord 

syndrome without bone injury in the US from 2000 

to 2009

Yoshihara H, Yoneoka D

J Trauma Acute Care Surg, 75（3）: 453-458, 2013

● Unphosphorylated heat shock protein 27 suppress-

es fibroblast growth factor-2-stimulated vascular 

endothelial growth factor release in osteoblasts

Kondo A, Tokuda H, Matsushima-Nishiwaki R, 

Kato K, Kuroyanagi G, Mizutani J, Fukuoka M, 

Wada I, Kozawa O, Otsuka T

Mol Med Rep, 8（2）: 691-695, doi: 

10.3892/mmr.2013.1533. Epub 2013 Jun 19. PMID: 

23783659, 2013

● Use of an antifibrotic agent improves the effect of 

platelet-rich plasma on muscle healing after injury

Terada S, Ota S, Kobayashi M, Kobayashi T, 

Mifune Y, Takayama K, Witt M, Vadala' G, 

Oyster N, Otsuka T, Fu FH, Huard J

J Bone Joint Surg Am, 95（11）: 980-988, 2013

● Dynamic color-coded fluorescence imaging of the 

cell-cycle phase, mitosis, and apoptosis demon-

strates how caffeine modulates cisplatinum efficacy

Miwa S, Yano S, Tome Y, Sugimoto N, 

Hiroshima Y, Uehara F, Mii S, Kimura H, 

Hayashi K, Efimova EV, Fujiwara T, Tsuchiya H, 

Hoffman RM

J Cell Biochem, Nov 114（11）: 2454-2460, 2013

● Imaging UVC-induced DNA damage response in 

models of minimal cancer

Miwa S, Yano S, Hiroshima Y, Tome Y, Uehara F, 

Mii S, Efimova EV, Kimura H, Hayashi K, 

Tsuchiya H, Hoffman RM

J Cell Biochem, Nov 114（11）: 2493-2499, 2013

● Palmar dislocation of the thumb metacarpopha-

langeal joint: report of four cases and a review of 

the literature

Senda H, Okamoto H

J Hand Surg Eur, Vol August 1, 2013, 

doi: 10.1177/1753193413499291

● Cigarette smoke condensate extracts induce IL-1 

beta production from rheumatoid arthritis patient-

derived synoviocytes, but not osteoarthritis pa-

tient-derived synoviocytes, through aryl hydrocar-

bon receptor-dependent NF-kappa B activation and 

novel NF-kappa B sites

Adachi M, Okamoto S, Chujyo S, Arakawa T, 

Yokoyama M, Yamada K, Hayashi A, Akita K, 

Takeno M, Ito S, Takii T, Waguri-Nagaya Y, 

Otsuka T, Hayakawa K, Miyazawa K, Onozaki K

J Interferon & Cytokine Research, 33: 297-307, 

PubMed PMID: 23452206, 2013

● Screw related complications in subaxial cervical 

spine: lateral mass screw vs cervical pedicle screw

Yoshihara H, Passias PG, Errico TJ

J Neurosurg Spine, 19（5）: 614-623, 2013
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● Trends in the surgical treatment for spinal metas-

tasis and the in-hospital patient outcomes in the 

United States from 2000 to 2009

Yoshihara H, Yoneoka D

Spine J, Epub ahead of print, 2013

● Minimally invasive tension band wiring technique 

for olecranon fractures

Takada N, Kato K, Fukuta M, Wada I, Otsuka T

Tech Hand Up Extrem Surg, 17（4）: 199-201, doi: 

10.1097/BTH.0b013e3182a9128c. 2013

● Intercellular communications within the rat ante-

rior pituitary. XVI: Postnatal changes of distribu-

tion of S-100 protein positive cells, connexin 43 and 

LH-RH positive sites in the pars tuberalis of the 

rat pituitary gland. An immunohistochemical and 

electron microscopic study

Wada I, Sakuma E, Shirasawa N, Wakabayashi K, 

Otsuka T, Hattori K, Yashiro T, Herbert DC, 

Soji T

Tissue Cell, 46（1）: 33-39, doi: 

10.1016/j.tice.2013.10.001. Epub 2013 Oct 9, 2014

● Severe fixed cervical kyphosis treated with cir-

cumferential release, osteotomy and pedicle screw 

fixation using anterior-posterior-anterior surgical 

sequence

Yoshihara H, Abumi K, Ito M, Kotani Y, Sudo H, 

Takahata M

World Neurosurg, 80（5）: 654, e17-21, 2013

●変形性股関節症における内転筋萎縮に関する一考察

高木清仁, 種田陽一, 渡邊宣之

Hip Joint Suppl, 39: 166-169, 2013

●石灰沈着性腱板炎の関節鏡視下手術における術中超音

波ガイドの使用経験

土屋篤志, 大藪直子, 後藤英之, 吉田雅人, 

武長徹也, 杉本勝正

JOSKAS, 38: 18-19, 2013

●【進歩する骨粗鬆症性椎体骨折の診断】新鮮骨粗鬆性

脊椎圧迫骨折後の痛み , 生活障害の程度 , 生活の質の

変化への骨折高位 , 骨折型 , 初期の骨折程度の影響

鈴木伸幸, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 大塚隆信, 

Hansson T

Journal of Spine Research, 4: 996-1000, 2013

● Induced pluripotent stem cells from patients with 

human fibrodysplasia ossificans progressiva show 

increased mineralization and cartilage formation

Matsumoto Y, Hayashi Y, Schlieve CR, Ikeya M, 

Kim H, Nguyen TD, Sami S, Baba S, Barruet E, 

Nasu A, Asaka I, Otsuka T, Yamanaka S, 

Conklin BR, Toguchida J, Hsiao EC

Orphanet J Rare Dis, 8（1）: 190, 2013

● Genetically matched human iPS cells reveal that 

propensity for cartilage and bone differentiation 

differs with clones, not cell type of origin

Nasu A, Ikeya M, Yamamoto T, Watanabe A, 

Jin Y, Matsumoto Y, Hayakawa K, Amano N, 

Sato S, Osafune K, Aoyama T, Nakamura T, 

Kato T, Toguchida J

PLoS One, 8（1）: e53771. Epub 2013, 2013

●Prognostic value of histological response to chemo-

therapy in osteosarcoma patients receiving tumor-

bearing frozen autograft

Miwa S, Takeuchi A, Ikeda H, Shirai T, 

Yamamoto N, Nishida H, Hayashi K, Tanzawa Y, 

Kimura H, Igarashi K, Tsuchiya H

PLoS One, 2013 Aug 15, 8（8）: e71362

● Predictors of allogeneic blood transfusion in spinal 

fusion in the United States, 2004-2009

Yoshihara H, Yoneoka D

Spine（Phila Pa 1976）, Epub ahead of print, 2013

● Trends in the utilization of blood transfusions in 

spinal fusion in the United States from 2000 to 2009

Yoshihara H, Yoneoka D

Spine（Phila Pa 1976）, Epub ahead of print, 2013

● Surgical treatment for thoracic disc herniation: an 

update

Yoshihara H

Spine（Phila Pa 1976）, Epub ahead of print, 2013

● The Relationship of GMFCS Level and Hip Dyspla-

sia on the Pattern and Progression of Scoliosis in 

Children with Cerebral Palsy

Garg S, Engleman G, Yoshihara H, McNair B, 

Chang F

Spine Deformity, 1（4）: 266-271, 2013

● Rod in spinal surgery: a review of the literature, 

Yoshihara H

Spine J, 13（10）: 1350-1358, 2013
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●超音波検査による上腕骨小頭部骨軟骨欠損の描出範囲

の検討

後藤英之, 杉本勝正, 小林正明, 吉田雅人, 土屋篤志, 

武長徹也, 大塚隆信

日本整形外科超音波研究会会誌 , 24: 72-75, 2013

●観血的治療を行った習慣性胸鎖関節前方亜脱臼の 1 例

武長徹也, 後藤英之, 杉本勝正, 吉田雅人, 

冨田眞壽生, 大塚隆信

日本整形外科スポーツ医学会雑誌 , 33: 105-109, 2013

●上腕骨近位端骨折 AO 分類 type C に対するロッキン

グプレートの治療成績

竹内聡志, 多和田兼章, 武長徹也, 杉本勝正, 

後藤英之, 高田直也, 大藪直子, 土屋篤志, 吉田雅人, 

大塚隆信

日本肩関節学会会誌 , 37: 1047-1049, 2013

●パーキンソン病における脳深部刺激術が言語学習に及

ぼす影響

坪井理佳, 城川哲也, 堀場充哉, 山下　豊, 和田郁雄, 

梅村　淳, 三村　将

日本高次脳機能障害学会誌 , 33（2）: 85-92, 2013

●高齢発症骨肉腫についての検討

山田　聡, 林　克洋, 稲谷弘幸, 立松尚衞, 岡本秀貴, 

大塚隆信

日本整形外科学会雑誌 , 87（6）, 2013

●手術を施行した脂肪腫と高分化型脂肪肉腫 45 例の臨

床的特徴の比較

稲谷弘幸, 山田　聡, 林　克洋, 立松尚衞, 岡本秀貴, 

土屋弘行, 大塚隆信

日本整形外科学会雑誌 , 87（6）, 2013

●肩甲骨切除後の再建と患肢機能 

―JMOG 共同研究―

林　克洋, 岩田慎太郎, 生越　章, 川井　章, 

上田孝文, 土屋弘行, 大塚隆信

日本整形外科学会雑誌 , 87（6）, 2013

●手指化膿性腱鞘炎に対してセイラムサンプチューブを

用いた閉鎖性持続洗浄療法を行った治療経験

小栗雄介, 岡本秀貴, 相良学爾, 千田博也, 櫻井公也, 

大塚隆信

日本手外科学会雑誌 , 29: 840-844, 2013

●ジュニアオリンピックビリヤード選手に発症した尺骨

神経脱臼を伴った肘部管症候群の 1 例

岡本秀貴, 関谷勇人, 後藤英之, 小林正明, 武長徹也, 

大塚隆信

日本肘関節学会雑誌 , 20: 227-229, 2013

●達人はこうみる四肢関節画像診断　関節リウマチ

（RA）と RA 類似疾患の画像診断

永谷祐子, 大塚隆信

Monthly Book Orthopaedics, 26（5）: 78-86, 2013

●大腿骨近位部骨折入院患者における骨粗鬆症治療の問

題点

太田周介, 川口洋平, 河　命守, 八束満雄

Osteoporosis Japan, 21: 139-143, 2013

● Effectiveness の視点からみたエルデカルシトロール

単独投与の有効性と安全性―骨量減少例を踏まえて―

奥田敏治

Therapeutic Research, 34（5）: 665-671, 2013

● 3D テ ン プ レ ー テ ィ ン グ シ ス テ ム を 用 い た taper 

wedge stem の設置アライメント評価

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀

日本人工関節学会誌 , 43: 243-244, 2013

●急速破壊型股関節症に対する THA の臨床成績

多和田兼章, 山田邦雄, 星野啓介

日本人工関節学会誌 , 43: 439-440, 2013

●外反変形膝に対する人工膝関節置換術における大腿骨

後顆プレカット法

山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 藤波慎吾, 安間三四郎, 

竹内聡志, 山中真徳, 今泉　司, 大塚隆信

日本人工関節学会誌 , 43: 489-490, 2013

●大腿骨頚部骨折の人工骨頭置換術に対する前方アプ

ローチと後方アプローチの比較

谷口祥一, 渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 小栗雄介, 

高橋伸弥, 篠原　司, 櫻井公也

日本人工関節学会誌 , 43: 503-504, 2013

● THA に至った変形性股関節症患者の術前 NAS-J-

Hip の検討

渡邊宣之, 井口普敬, 相良学爾, 山上貴也,  谷口祥一, 

高橋伸弥, 小栗雄介, 篠原　司, 櫻井公也, 岡本秀貴, 

大塚隆信

日本人工関節学会誌 , 43: 679-680, 2013

●超音波ガイド補助下に鏡視下手術を施行した Bony 

partial articular surface tendon avulsion（PASTA）

lesion の 1 例

土屋篤志, 後藤英之, 吉田雅人, 武長徹也, 杉本勝正

日本整形外科超音波研究会会誌 , 24: 56-59, 2013
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●ゾレドロン酸長期投与中両大腿骨非定型骨折をきたし

た 1 例

兒玉起平, 向藤原由花, 関谷勇人, 林　義一, 

柴田芳宏, 上用祐士

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 56: 413-414, 2013

●骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折における早期 MRI fat sup-

pression 像による予後予測

鈴木伸幸, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 南谷千帆, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 56: 685-686, 2013

●小児化膿性肘関節炎の 1 例

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 多和田兼章

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 

56: 741-742, 2013

●非結核性抗酸菌による手指関節炎の 1 例

市川義明, 加藤哲司, 山岸逸郎, 夏目英雄

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 56: 745-746, 2013

●アキレス腱断裂術後に肺血栓塞栓症を発症し救命し得

た 1 例

安間三四郎, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 

白井康裕

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 56: 831-832, 2013

●非定型抗酸菌性腱鞘炎の 1 例

鴨下友彦, 関谷勇人, 高田直也, 向藤原由花, 

林　義一, 柴田芳宏

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 56: 897-898, 2013

●直接浸潤胸椎アスペルギルス脊椎炎の 1 例

鈴木伸幸, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 

56: 1243-1244, 2013

●光硬化性スプリントの有用性

関谷勇人, 岡本秀貴, 千田博也, 高田直也, 川瀬　光, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 

56: 1439-1440, 2013

●脛骨トレイの破損に対し再置換術を施行したアルミナ

セラミック人工膝関節の一例

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 

56: 1449-1450, 2013

●メタルオンメタル人工股関節置換術後の偽腫瘍と鑑別

を要した大腿ヘルニアの 1 例

山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 白井康裕

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 

56: 1477-1478, 2013

●関節リウマチ患者での Revelation Hip System を使

用した人工股関節置換術の短期成績

三井裕人, 井口普敬, 後藤英之, 永谷祐子, 小林正明, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 56: 87, 2013

●整形外科疾患が疑われた閉鎖孔ヘルニアの 3 例

津田亮二, 山田邦雄, 大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 56: 131-132, 2013

●臼蓋唇部の骨化による femoroacetabular impinge-

ment の 2 例

服部一希, 和田郁雄, 佐久間英輔, 渡邊宣之, 

若林健二郎, 大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 56: 143-144, 2013

●非感染性に急速な骨破壊を呈した MIS-TLIF 後の 1 例

大室智士, 那須　輝, 松本佳久

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 56: 173-174, 2013

●リウマチ患者に対して吸収性骨接合材を用いた Sauve-

Kapanji 法における手術器具の工夫

大藪直子, 土屋篤志, 幅麻里子, 後藤悠助

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 56: 179-180, 2013

●上腕骨遠位端骨折（AO type C）に対する手術的治療

成績

佐野嘉紀, 種田陽一, 泉田　誠, 鈴木浩之, 小谷賢司

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 56: 219-220, 2013

●手指内軟骨腫に対する鏡視下掻破術の現状と将来展望

岡本秀貴, 関谷勇人, 小林正明, 三井裕人, 稲谷弘幸, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 56: 231-232, 2013

●当院における脛骨高原骨折に対する Smith & Neph-

ew PERI-LOC Ti® Locking Plate の使用経験

藤浪慎吾, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 蓮尾隆明, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 56: 247-248, 2013

●骨軟部腫瘍の動注化学療法におけるリザーバーの有用

性と問題点

稲谷弘幸, 林　克洋, 村瀬熱紀, 岡本秀貴, 土屋弘行, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 56: 365-366. 2013

● 15 年以上経過し筋肉内転移で再発した腎細胞癌の 2 例

村瀬熱紀, 林　克洋, 稲谷弘幸, 岡本秀貴, 大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 56: 393-394. 2013
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●前脛骨筋ヘルニアの治療経験

福田俊嗣, 黒柳　元, 日比野仁子, 川西利幸, 

小島　洋, 南谷千帆, 塩見　巌, 早稲田祐也, 

吉田行雄, 和田郁雄, 大塚隆信

関節外科 , 32: 1288-1291, 2013

●関節リウマチ患者に対する膝蓋骨非置換人工膝関節置

換術の術後成績

黒柳　元, 川西利幸, 吉田行雄, 村瀬熱紀, 和田郁雄, 

大塚隆信

関節の外科 , 40: 5-8, 2013

●iPS 細胞―その基礎と臨床応用に向けた展望―

池谷　真, 松本佳久, 横山宏司, 戸口田淳也

整形・災害外科 第 56 巻第 5 号 , 4 月臨時増刊号

pp. 507-514　金原出版 , 東京 , 2013

● iPS 細胞の基礎と応用（第 3 回）iPS 細胞を使う : 骨

の研究へ

松本佳久, 福田　誠, 池谷　真, 戸口田淳也

整形外科 64（09）pp. 1017-1019

南江堂 , 東京 , 2013

●グリオスタチン

生田憲史

整形外科 64（12）pp. 1304

南江堂 , 東京 , 2013

●腫瘍と間違いやすいスポーツ外傷・障害

林　克洋, 大塚隆信

臨床スポーツ医学 , 30（1）: 23-27, 2013

●骨軟部腫瘍　特集・整形外科疾患の病態と診断・治療

林　克洋, 大塚隆信

医学と薬学 , 70（4）: 741-746, 2013

●関節リウマチ患者さんへの生物学的製剤のすすめ方

山田邦雄

ニュースレターリウマチ , 39: 8, 2013

●知っていますか？子どもの整形外科 3 大疾患特集 2．

先天性股関節脱臼

若林健二郎, 和田郁雄

整形外科看護 , 18: 688-693, 2013

●当院における骨粗鬆症患者に対するテリパラチド（フォ

ルテオ）とビスホスホネート（ボナロン）の使用経験

黒柳　元, 日比野仁子, 川西利幸, 小島　洋, 

南谷千帆, 塩見　巌, 早稲田祐也, 福田俊嗣, 

吉田行雄, 小倉有子, 河合潤子, 北野貴子, 大塚隆信

名古屋市立病院紀要 , 35: 31-33, 2013

●大腿骨転子部骨折術後骨頭壊死に対し人工股関節全置

換術を行った 1 例

山岸逸郎, 加藤哲司, 市川義明, 夏目秀雄

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 , 

56: 1481-1482, 2013

●前腕軟部腫瘍の 1 例

林　克洋, 山田　聡, 村瀬熱紀, 稲谷弘幸, 大塚隆信, 

服部日出雄, 谷澤泰介, 松本誠一

東海骨軟部治療研究会雑誌 , 25: 15-16, 2013

●ロングガンマネイルにおける Distal Targeting De-

vice の有用性

藤浪慎吾, 星野啓介, 室　秀紀, 蓮尾隆明, 戸野祐二, 

山田邦雄

骨折 , 35: 112-115, 2013

●光硬化性スプリントの使用経験

関谷勇人, 勝田康裕, 鴨下友彦, 上用祐士, 

岡本秀貴, 大塚隆信

　骨折 , 35: 225-227, 2013

●大腿骨頚部骨折に対し Revelation stem を使用した人

工骨頭置換術の治療成績

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 蓮尾隆明, 戸野祐二, 

多和田兼章

骨折 , 35: 332-334, 2013

●安全な 5 o'clock ポータル作成の工夫　―エコーガイ

ドの利用―

土屋篤志, 大藪直子, 幅麻里子, 後藤英之, 吉田雅人, 

武長徹也, 杉本勝正

肩関節 , 37: 447-480, 2013

●腱板断裂の保存的治療成績

武長徹也, 後藤英之, 杉本勝正, 大藪直子, 土屋篤志, 

多和田兼章, 吉田雅人, 西森康浩, 竹内聡志, 

大塚隆信

肩関節 , 37: 1121-1123, 2013

●超音波エラストグラフィーを用いた青少年野球選手の

肩関節前下方関節包の定量的弾性評価

武長徹也, 杉本勝正, 後藤英之, 大藪直子, 土屋篤志, 

多和田兼章, 吉田雅人, 西森康浩, 竹内聡志, 

大塚隆信

肩関節 , 37: 1189-1192, 2013

●TKA 後の膝蓋骨骨折の治療

山田邦雄

関節外科 , 32: 912-919, 2013
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● Potential risk of anterior tibial cortex damage in 

transtibial technique for anatomical double bundle 

anterior cruciate ligament reconstruction

Nishimori Y, Nozaki M, Kobayashi M, Goto H, 

Murase A, Yoshida M, Nagaya Y, Iguchi H, 

Mitsui H, Otsuka T

● Correlation between femoral intercondylar notch 

width and guide pin exit point when preparing 

anterior cruciate ligament femoral tunnel through 

far anteromedial portal: A cadaveric study

Murase A, Nozaki M, Kobayashi M, Goto H, 

Nishimori Y, Yoshida M, Nagaya Y, Iguchi H, 

Mitsui H, Otsuka T

● Evaluation of femoral tunnel exit points in ana-

tomical double bundle ACL reconstruction

Nozaki M, Kobayashi M, Goto H, Nishimori Y, 

Murase A, Yoshida M, Tawada K, Nagaya Y, 

Iguchi H, Mitsui H, Otsuka T

CiRA Retreat 2013

（2013.03.13-14, Shiga, Japan）

● Application of iPS cells for rare and intractable 

diseases involving mesenchymal tissues

Matsumoto Y, Ikeya M, Hsaio E, Asaka I, 

Otsuka T, Toguchida J

Groval spine congress 2013

（2013.04.04-06, Hongkong, China）

● Delivery of molecules and cells directly into the 

cerebrospinal fluid via lumbar puncture（LP）: ap-

proach of therapy of the central nervous system

Otsuka S, Grumet M, Otsuka T

12th International Congress of Shoulder and El-

bow Surgery（ICSES 2013）

（2013.04.10-12, Nagoya, Japan）

● Safe establishment of a 5 o'clock portal in the 

shoulder―Ultrasound-guided technique

Tsuchiya A, Oyabu N, Haba M, Goto Y, Goto H, 

Yoshida M, Takenaga T, Sugimoto K

●当院におけるテリパラチド（フォルテオ）使用患者の

栄養摂取量

小倉有子, 河合潤子, 北野貴子, 黒柳　元, 

日比野仁子, 川西利幸, 小島　洋, 南谷千帆, 

塩見　巌, 早稲田祐也, 福田俊嗣, 吉田行雄, 

大塚隆信

名古屋市立病院紀要 , 35: 53-56, 2013

●手指化膿性腱鞘炎に対する陶生式治療法を用いた治療

経験

相良学爾, 岡本秀貴, 渡邊宣之, 山上貴也, 谷口祥一,

高橋伸弥, 小栗雄介, 篠原　司, 櫻井公也

陶生医報 , 28: 13-17, 2013

●当院における大腿骨近位部骨折に対する地域連携クリ

ティカルパスの現状と課題

内藤裕治, 加藤倫卓, 光地海人, 竹下直紀, 落合康平, 

山岸国夫, 太田周介, 川口洋平, 河　命守, 雪平重雄

静岡県理学療法士会学術誌 : 静岡理学療法ジャーナル

（1344-3593）, 26: 54, 2013

●足関節両果骨折患者に対する理学療法の経験　体性感

覚の低下に着目した介入

竹下直紀, 内藤裕治, 加藤倫卓, 光地海人, 山岸国夫, 

太田周介, 川口洋平, 河　命守, 雪平重雄

静岡県理学療法士会学術誌 : 静岡理学療法ジャーナル

（1344-3593）, 26: 76, 2013

学会発表 ２０１３

59th ORS（Orthopaedic Research Society）An-

nual Meeting 2013

（2013.01.26-29, San Antonio, Texas, USA）

● Administration of RhoA siRNA to the injured 

spinal cord via Lumbar puncture reduces allodynia, 

preserves white matter, and increases serotonergic 

fibers caudal to the injury site

Otsuka S, Adamson C, Venkatachalam S, 

Kane-Goldsmith N, Feinstein E, Otsuka T, 

Grumet M

● Range of motion at the elbow necessary to visual-

ize osteochondral lesions of the humeral capitellum 

by ultrasonographic evaluation

Takenaga T, Goto H, Nozaki M, Yoshida M, 

Nishimori Y, Murase A, Tawada K, Kobayashi M, 

Mitsui H, Nagaya Y, Iguchi H, Otsuka T
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The 26th European Musculo Skeletal Oncology 

Society

（2013.05.29-31, Goteborg, Sweden）

● Leading technology for in vivo fluorescent sar-

coma imaging

Hayashi K, Tsuchiya H, Yamamoto N, Shirai T, 

Nishida H, Takeuchi A, Kimura H, Miwa S, 

Hoffman RM, Otsuka T

● Functional outcomes after scapulectomy and re-

construction　 ―Japanese Musculoskeletal Oncol-

ogy Group （JMOG） co-opereative study―

Hayashi K, Iwata S, Ogose A, Kawai A, Ueda T, 

Yamada S, Inatani H, Takeuchi A, Nishida H, 

Shirai T, Yamamoto N, Tsuchiya H, Otsuka T

14th EFORT

（2013.06.05-08, Istanbul, Turkey）

● Minimally invasive tension band wiring for the 

treatment of olecranon fractures

Takada N, Kato K, Fukuta M, Otsuka T

● Biomechanical properties of bioresorbable F-u-

HA/PLLA screws in a medial malleolar ankle frac-

ture model　―comparison with wire fixation―

Takada N, Fukuta M, Otsuka T

● Management of severe unstable open pelvic ring 

disruption with perineum wound, hip dislocation, 

and femoral diaphyseal fracture in a 7-year-old pa-

tient

Joyo Y

● Subcutaneous locking compression plate fixation 

technique for treatment of pediatric femoral di-

aphyseal fractures

Hayashi Y, Tsuchiya D, Sekiya I, Takada N, 

Otsuka T

2013 ISSCR 11th Annual Meeting

（2013.06.12-15, Boston, USA）

● Application of iPS cells to the research of fibro-

dysplasia ossificans progressive

Matsumoto Y, Ikeya M, Hsiao E, Schlieve CR, 

Nasu A, Asaka I, Otsuka T, Conklin BR, 

Toguchida J

● Clinical results of mosaicplasty for osteochondri-

tis dissecans of the humeral capitellum in juvenile 

baseball players 

Takenaga T, Goto H, Sugimoto K, Tsuchiya A, 

Yoshida M, Tawada K, Takeuchi S, Takaba K, 

Oyabu N, Otsuka T

9th Biennial ISAKOS（International Society of 

Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic 

Sports medicine）Congress

（2013.05.12-16, Toronto, Ontario, Canada）

● Clarifying the Three-Dimensional position and the 

size of the bennett's lesion（Thrower's Exostosis）

using three-Dimensional computed tomography

Takenaga T, Goto H, Sugimoto K, Kobayashi M, 

Nagaya Y, Iguchi H, Nozaki M, Yoshida M, 

Nishimori Y, Murase A, Otsuka T

● Optimal angle for femoral tunnel drilling to avoid 

penetration of lateral anatomical structures

Nishimori Y, Nozaki M, Kobayashi M, Goto H, 

Yoshida M, Murase A, Takenaga T, Iguchi H, 

Otsuka T

● Assessing risk to lateral structures of the knee in 

anterior cruciate ligament reconstruction using the 

outside-in technique

Murase A, Nozaki M, Kobayashi M, Goto H, 

Nishimori Y, Yoshida M, Takenaga T, Mitsui H, 

Iguchi H, Otsuka T

The 40th The International Society for the Study 

of the Lumbar Spine Annual Meeting

（2013.05.13-17, Scottsdale, Arizona, USA）

● Early stage MRI fat suppression imagae predict 

the prognosis of acute osteoporotic vertebral com-

pression fracture treated by hard-corset treatment

Suzuki N, Fukuoka M, Mizutani J, Otsuka S, 

Otsuka T

29th Cervical Spine Research Society European 

Section

（2013.05.29-31, Bordeaux）

● 3D in vivo evaluation of philadelphia collar effec-

tiveness

Hasegawa S, Mizutani J, Otsuka T, Banks SA
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● Long term result of“second-look operation”fol-

lowing unplanned excision of soft tissue malignan-

cy

Hayashi K, Yamada S, Inatani H, Okamoto H, 

Tsuchiya H, Otsuka T

● Surgical management proximal fibula tumor in 

our institution

Inatani H, Hayashi K, Yamada S, Kawaguchi Y, 

Okamoto H, Takeuchi A, Nishida H, Shirai T, 

Yamamoto N, Tsuchiya H, Otsuka T

8th Combined Meeting of Orthopaedic Research 

Societies 2013

（2013.10.13-16, Venice, Italy）

● 3D in vivo evaluation for the effectiveness of brac-

ing

Hasegawa S, Mizutani J, Otsuka T, Banks SA

● Anatomical evaluation of the screw placement 

with Sacral plate related to nerve injury in Lumbo-

sacral fixation　―using cadavers―

Otsuka S, Fukuoka M, Mizutani J, Suzuki N, 

Otsuka T

● Application of iPS cells for a rare and intractable 

disease involving mesenchymal tissues

Matsumoto Y, Ikeya M, Hsiao E, Schlieve CR, 

Nasu A, Asaka I, Otsuka T, Conklin BR, 

Toguchida J

● Validation of Nottingham Adjustment Scale Japa-

nese version（NAS-J-Hip）in preoperative patients 

who undergo total hip arthroplasty

Watanabe N, Iguchi H, Murakami S, Nishimori Y, 

Taniguchi S, Yamagami T, Sagara G, Sakurai H, 

Okamoto H, Otsuka T

26th International Society for Technology in Ar-

throplasty 2013

（2013.10.16-19, West Palm beach, FL, USA）

● 3D in vivo evaluation for the cervical spine with 

and without bracing

Hasegawa S, Mizutani J, Otsuka T, Banks SA

● Stability of the Micro MAX Stem

Shibata Y, Iguchi H, Murakami S, Mitsui H

EULAR 2013

―Annual European Congress of Rheumatology

（2013.06.12-15, Madrid, Spain）

● The SP1 transcription factor is essential for the 

expression of gliostatin/thymidine phosphorylase 

in rheumatoid fibroblast-like synoviocytes

Ikuta K, Waguri-Nagaya Y, Terazawa T, 

Kobayashi M, Otsuka T

● Aquaporin expression in the synovial tissues of 

patients with osteoarthritis and rheumatoid ar-

thritis

Tatematsu N, Waguri-Nagaya Y, Nagahara M, 

Ikuta K, Aoyama M, Asai K, Otsuka T

Computer Assisted Radiology and Surgery 2013

（2013.06.26-29, Heidelberg, Germany）

● Introduction of collapsible elements for finite ele-

ment analysis on hip prosthesis design

Mitsui H, Iguchi H, Watanabe N, Nozaki M, 

Otsuka T, Yamamoto S, Arachi T, Takeichi Y, 

Takikawa C, Motai H

2nd FNN Global Congress

（2013.08.29-31, Berlin, Germany）

● Usefulness of the MUSTEC squat machine in re-

habilitation after surgery for proximal femoral 

fracture in the elderly

Kodama T, Shibata Y

●Unusual Femoral Fracture Nonuion and Nail Frac-

ture after Bilateral Femoral Nailing, during Long-

term Bisphosphonate Therapy: A Case Report

Kodama T, Shibata Y

International Society of Limb Salvage 17th Gen-

eral Meeting

（2013.09.11-13, Bologna, Italy）

● Multicenter study of functional outcomes after 

scapulectomy and reconstruction in Japanese Mus-

culoskeletal Oncology Group

Hayashi K, Iwata S, Ogose A, Kawai A, Ueda T, 

Yamada S, Inatani H, Takeuchi A, Nishida H, 

Shirai T, Yamamoto N, Tsuchiya H, Otsuka T
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第 6 回東海人工関節研究会

（2013.02.02, 名古屋）

●当院における Taperloc-Microplasty-Stem を使用した

人工股関節置換術の短期成績

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 戸野祐二, 

多和田兼章

● Patients specific matching 法（Signature）による

人工膝関節置換術の小経験

小林正明, 永谷祐子, 後藤英之, 野崎正浩, 三井裕人, 

大塚隆信, 井口普敬

第 25 回日本肘関節学会学術集会

（2013.02.08-09, 東京）

●カサバッハ・メリット症候群による重度肘関節拘縮に

対し OptiROM Elbow Fixater を用いて授動術を行っ

た 1 例

後藤英之, 関谷勇人, 岡本秀貴, 土屋篤志, 吉田雅人, 

武長徹也, 大塚隆信

●ビリヤードジュニアオリンピック選手に発症した尺骨

神経脱臼を伴った肘部管症候群の 1 例

岡本秀貴, 後藤英之, 小林正明, 野崎正浩, 吉田雅人, 

西森康浩, 村瀬熱紀, 武長徹也, 大塚隆信, 関谷勇人

●上腕骨小頭骨軟骨病変の超音波検査による下肢範囲の

正確性と肘関節可動域制限が与える影響の検討

武長徹也, 後藤英之, 小林正明, 永谷祐子, 岡本秀貴, 

野崎正浩, 吉田雅人, 西森康浩, 村瀬熱紀, 大塚隆信

第 11 回東濃・加茂脊椎セミナー

（2013.02.14, 多治見）

●透析性脊椎症の治療に難渋した 1 例

波頭経俊, 安藤喜一郎, 小川　崇, 山本敦史, 

山本尚洋, 河野宗平, 中北吉厚

第 43 回日本人工関節学会

（2013.02.22-23, 京都）

● 3D テンプレーティングシステムを用いた taper wedge 

stem の設置アライメント評価

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 蓮尾隆明, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 藤浪慎吾, 安間三四郎, 

竹内聡志, 山中真徳, 大塚隆信

● CR 型 TKA における膝蓋骨征服による gap 量の変化

と術前屈曲角度の関係

小林正明, 永谷祐子, 後藤英之, 野崎正浩, 三井裕人, 

大塚隆信, 井口普敬

● The radiographic findings after total hip arthro-

plasty with revelation stem

Mitsui H, Iguchi H, Tawada K, Watanabe N, 

Nozaki M, Goto H, Nagaya Y, Kobayashi K, 

Otsuka T

34th SICOT 2013

（2013.10.17-19, Hyderabad, India）

● An anatomical position-related study of the screws 

with sacral plate in lumbosacral fixation　―using 

cadavers―

Otsuka S, Fukuoka M, Mizutani J, Suzuki N, 

Otsuka T

33rd Hong Kong Orthpedic Association Annual 

Congress

（2013.11.23-24, Hong Kong, China）

● Biological reconstruction after excision of bone 

metastasis using turmor-bearing autografts treat-

ed with liquid nitrogen

Hayashi K, Tsuchiya H, Yamamoto N, Shirai T, 

Nishida H, Tanazawa Y, Takeuchi A, Inatani H, 

Otsuka T

第 19 回東海関節鏡研究会

（2013.01.19, 名古屋）

● FAI（femoroacetabular impingement）に対する股

関節鏡視下手術治療

渡邊宣之, 井口普敬, 和田郁雄, 櫻井公也, 相良学爾, 

山上貴也, 谷口祥一, 高橋伸弥, 小栗雄介, 篠原　司, 

岡本秀貴, 土屋篤志

●鏡視下バンカート修復術における 5 o'clock portal か

ら作製したアンカー骨孔の検討

武長徹也, 後藤英之, 吉田雅人, 野崎正浩, 土屋篤志, 

西森康浩, 村瀬熱紀, 三井裕人, 永谷祐子, 大藪直子, 

小林正明, 杉本勝正, 井口普敬, 大塚隆信

●肩甲骨関節窩骨折に対し 鏡視下整復固定術を施行し

た 1 例

土屋篤志, 大藪直子, 幅麻里子, 後藤悠助, 後藤英之, 

吉田雅人, 武長徹也, 杉本勝正

第 26 回岐阜リウマチ研究会

（2013.02.02, 岐阜）

●整形外科クリニックにおけるエンブレルの使用経験

奥田敏治
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大腿骨転子部セミナー（基礎と応用）

（2013.02.24, 名古屋）

●大腿骨転子部骨折の治療（Revision, Complication）

鈴木浩之, 種田陽一, 泉田　誠, 久保田雅仁, 

家田靖久, 小谷賢司, 平出隆将, 佐野嘉紀, 山﨑　真, 

松澤　良

第 29 回中濃整形外科研修会

（2013.02.28, 関）

●母指開放性骨折の治療に難渋した 1 例

山本敦史, 波頭経俊, 安藤喜一郎, 小川　崇, 

山本尚洋, 河野宗平, 中北吉厚

第 79 回東海マイクロサージャリー研究会

（2013.03.02, 名古屋）

●小児上腕骨顆上骨折に動脈損傷を合併した 1 例

五十棲秀幸, 勝田康裕, 児玉起平, 鴨下友彦, 

上用祐士, 柴田芳宏, 林　義一, 向藤原由花, 

高田直也, 関谷勇人

第 40 回日本生体電気・物理刺激研究会

（2013.03.08-09, 京都）

●骨軟部悪性腫瘍に対する直流通電療法の抗腫瘍効果

林　克洋, 松下　廉, 山田　聡, 稲谷弘幸, 立松尚衞, 

岡本秀貴, 土屋弘行, 大塚隆信

第 19 回救急整形外傷シンポジウム

（2013.03.15-16, 福島）

●大腿骨頸部骨折に対するハンソンピン内固定術後の CT

評価

鈴木浩之, 種田陽一, 泉田　誠, 久保田雅仁, 

家田靖久, 小谷賢司, 平出隆将, 佐野嘉紀, 山﨑　真, 

松澤　良

第 12 回日本再生医療学会総会

（2013.03.21-23, 横浜）

● Application of iPS cells for rare and intractable 

diseases involving mesenchymal tissues

Matsumoto Y, Ikeya M, Hsaio E, Asaka I, 

Otsuka T, Toguchida J

● Metal on metal THA の短期成績と合併症

向藤原由花, 高田直也, 林　義一, 柴田芳宏, 

勝田康裕, 鴨下友彦, 児玉起平, 上用祐士, 

五十棲秀幸, 関谷勇人

● Omnifit hybrid THA 術後 20 年の長期成績の検討

井上正弘, 増田武志, 安部聡弥, 穂積晃, 唐島大節, 

小林正明, 菅野大己

●Revelation short stem の回旋安定性の検討

柴田芳宏, 関谷勇人, 高田直也, 向藤原由花, 林義一, 

勝田康裕, 鴨下友彦, 兒玉起平, 上用祐士, 井口普敬, 

村上里奈, 三井裕人

● Revelation stem を用いた人工股関節置換術後のレン

トゲン所見

三井裕人, 井口普敬, 多和田兼章, 渡邊宣之, 

野崎正浩, 後藤英之, 永谷祐子, 小林正明, 大塚隆信

●急速破壊型股関節症に対する THA の臨床成績

多和田兼章, 山田邦雄, 星野啓介, 室　秀紀, 

戸野祐二, 白井康裕, 藤浪慎吾, 安間三四郎, 

竹内聡志, 山中真徳, 大塚隆信

●外反変形膝に対する人工膝関節置換術における大腿骨

後顆プレカット法

山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 藤波慎吾, 安間三四郎, 

竹内聡志, 山中真徳, 今泉　司, 大塚隆信

●急速破壊型股関節症に対する THA の臨床成績

多和田兼章, 山田邦雄, 星野啓介, 室　秀紀, 

戸野祐二, 白井康裕, 藤浪慎吾, 安間三四郎, 

竹内聡志, 山中真徳, 大塚隆信

● Parallel cut 法での屈曲 gap 作成　―膝蓋翻転位と

膝蓋骨整復の比較―

野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 西森康浩, 村瀬熱紀, 

吉田雅人, 武長徹也, 永谷祐子, 三井裕人, 井口普敬, 

大塚隆信

第 32 回日本画像医学会

（2013.02.22-23, 東京）

●インフリキシマブからエタネルセプトにスイッチした

関節リウマチ患者の MRI の推移

窪田泰浩, 松井宣夫, 大谷真史

● 15 年以上経過し筋肉内転鋳が診断された腎細胞癌の 2 例

林　克洋, 村瀬熱紀, 山田　聡, 稲谷弘幸, 岡本秀貴, 

土屋弘行, 大塚隆信

●外科手術の適応と術式　半月板損傷 , 前十字靭帯損傷

の MRI 診断と術式選択

野崎正浩
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●鏡視下腱板修復術における斜角筋間ブロックの効果

後藤英之, 吉田雅人, 武長徹也, 大塚隆信

●腰椎疾患に対するブプレノルフィンテープの使用経験

生田憲史, 寺澤貴志, 坂井宏章, 篠原　司, 白神宗男

●骨腫瘍が疑われた手指関節結核の 1 例

坂井宏章, 寺澤貴志, 生田憲史, 篠原　司, 白神宗男

●前腕に発生した放射線後肉腫の 1 例

林　克洋, 山田　聡, 稲谷弘幸, 立松尚衞, 土屋弘行, 

大塚隆信

●直接浸潤胸椎アスペルギルス脊椎炎の 1 例

鈴木伸幸, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 大塚隆信

●当院におけるエホバの証人の整形外科手術治療の経験

藤浪慎吾, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕

●脛骨トレイの破損に対し再置換術を施行したアルミナ

セラミック人工膝関節の一例

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 蓮尾隆明, 

多和田兼章, 白井康裕

学術講演会　～ベネット 75mg 発売記念講演会～

（2013.04.06, 豊橋）

●当院における骨粗鬆症関連骨折の現状

柴田康宏

第 62 回東海関節外科研究会

（2013.04.14, 名古屋）

● CT-free navigation を併用した Open wedge High Tibi-

al Osteotomy の 1 例

星野啓介, 山田邦雄, 多和田兼章

第 56 回日本手外科学会学術集会

（2013.04.18-19, 神戸）

● JT スクリューを用いた母指 CM 関節形成術の治療成

績　―Thompson 法―

岡本秀貴, 関谷勇人, 勝田康裕, 立松尚衞, 大塚隆信

第 57 回日本リウマチ学会総会・学術集会・第 22

回国際リウマチシンポジウム

（2013.04.18-20, 京都）

●C1/C2 固定の意義

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 

長谷川伸一, 大塚隆信

第 54 回東海整形外科外傷研究会

（2013.03.23, 名古屋）

●膝蓋骨骨折に対するひまわり法術後感染に対し陰圧閉

鎖療法（NPWT）, 逆行性腓腹筋弁により創閉鎖をし

得た 1 例

岩田英敏, 星野啓介, 安間三四郎, 室　秀紀, 

戸野祐二, 多和田兼章, 白井康裕, 藤浪慎吾, 

竹内聡志, 山中真徳, 山田邦雄

●小指中手指節（MP）関節掌側脱臼の 1 例

鈴木浩之, 泉田　誠, 久保田雅仁, 家田靖久, 

小谷賢司, 平出隆将, 佐野嘉紀, 山﨑　真, 松澤　良, 

種田陽一

第 120 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

（2013.04.05-06, 和歌山）

●ゾレドロン酸長期投与中量大腿骨非定型骨折を来し , そ

の後再骨折 , 髄内釘の折損を来した 1 例

兒玉起平, 向藤原由花, 高田直也, 林　義一, 

柴田芳宏, 勝田康裕, 鴨下友彦, 上用祐士, 

五十棲秀幸, 関谷勇人

●アキレス腱断裂術後に肺血栓塞栓症を発症し救命し得

た 1 例

安間三四郎, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 

多和田兼章, 白井康裕

●大腿骨転子部骨折術後骨頭壊死に対し人工股関節全置

換術を行った 1 例

山岸逸郎, 加藤哲司, 市川義明, 夏目秀雄

●パーキンソン脊柱変形に対する手術症例の検討

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 

長谷川伸一, 大塚隆信

●光硬化性スプリントの有用性

関谷勇人, 岡本秀貴, 千田博也, 高田直也, 川瀬　光, 

大塚隆信

●非定型抗酸菌性腱鞘炎の 1 例

鴨下友彦, 関谷勇人, 高田直也, 向藤原由花, 

林　義一, 柴田芳宏

●メタルオンメタル人工股関節置換術後の偽腫瘍と鑑別

を要した大腿ヘルニアの 1 例

山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕

●関節リウマチ患者での Revelation Hip System を使用

した人工股関節置換術の短期成績

三井裕人, 井口普敬, 後藤英之, 永谷祐子, 小林正明, 

大塚隆信
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●コラプシブル要素を用いた有限要素解析法の人工股関

節設計に対する応用の有用性

井口普敬, 山本創太, 荒地智晴, 三井裕人, 田中信彦, 

村上里奈, 渡邊宣之, 小林正明, 後藤英之, 野崎正浩, 

大塚隆信

●閉塞性動脈硬化症による下肢切断術の ADL に影響す

る危険因子

河　命守, 太田周介, 川口洋平, 雪平重雄, 大塚隆信

●解剖学的二重束 ACL 再建における flexible guide を

用いた大腿骨骨孔作成の有用性　―大腿骨外側骨孔開

口部に着目して―

野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 西森康浩, 村瀬熱紀, 

吉田雅人, 武長徹也, 永谷祐子, 三井裕人, 井口普敬, 

大塚隆信

●解剖学的二重束前十字靭帯再建術における腓腹筋外側

頭付着部損傷リスクの検討

西森康浩, 野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 村瀬熱紀, 

吉田雅人, 武長徹也, 永谷祐子, 三井裕人, 井口普敬, 

大塚隆信

●肩関節の超音波診断

後藤英之, 杉本勝正, 小林正明, 井口普敬, 永谷祐子, 

野崎正浩, 吉田雅人, 西森康浩, 武長徹也, 村瀬熱紀, 

大塚隆信

●肩甲骨切除後の再建と患肢機能　―JMOG 共同研究―

林　克洋, 岩田慎太郎, 生越　章, 川井　章, 

上田孝文, 土屋弘行, 大塚隆信

●高齢発症骨肉腫についての検討

山田　聡, 林　克洋, 稲谷弘幸, 立松尚衞, 岡本秀貴, 

大塚隆信

●骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折における早期 MRI fat sup-

pression 像による椎体圧潰予後予測と痛みの経過

鈴木伸幸, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視,　南谷千帆, 

大塚隆信

●最少侵襲治療に向けた超音波の活用

杉本勝正, 後藤英之, 土屋篤志, 吉田雅人, 武長徹也

●屍体膝を用いた再建 MPFL 固定位置と距離変化の検討

小林正明, 永谷祐子, 後藤英之, 野崎正浩, 三井裕人, 

村瀬熱紀, 大塚隆信, 井口普敬

●手術を施行した脂肪腫と高分化型脂肪肉腫 45 例の臨

床的特徴の比較

稲谷弘幸, 山田　聡, 林　克洋, 立松尚衞, 岡本秀貴, 

土屋弘行, 大塚隆信

●小児大腿骨骨幹部骨折に対する皮下プレート法

土屋大志, 和田郁雄, 向藤原由花, 勝田康裕

●関節リウマチに合併したニューモシスチス肺炎の 4 例

多和田兼章, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 

戸野祐二, 白井康裕, 藤浪慎吾, 竹内聡志, 山中真徳, 

岩田英敏, 鷹羽慶之

●生物学的製剤を使用して 5 年以上経過した関節リウマ

チ患者の手 MRI 所見について

大谷真史, 窪田泰浩, 荻久保　修, 松井宣夫

●当院での関節リウマチに対するアバタセプトの治療成

績の検討

河　命守, 太田周介, 川口洋平, 雪平重雄

●バイオスイッチした関節リウマチ患者の MRI による

治療効果判定

窪田泰浩, 松井宣夫, 大谷真史

●リウマチ手の手術により疾患活動性が改善しえた RA 

の 3 例

奥田敏治

●人工膝関節置換後に生じた脛骨疲労骨折の経験

安藤喜一郎, 波頭経俊, 小川　崇, 山本敦史, 

金子達洋, 八木　清, 中北吉厚, 荒木恵介

●生物学的製剤使用中の RA 患者に対する手指再建術

の検討

奥田敏治

●転写因子 Sp1 は関節リウマチ由来線維芽細胞様滑膜

細胞におけるグリオスタチン発現を制御する

生田憲史, 永谷祐子, 寺澤貴志, 菊池可絵, 青山峰芳, 

浅井清文, 小林正明, 大塚隆信

第 42 回日本脊椎脊髄病学会

（2013.04.25-27, 沖縄）

●ラット脊髄圧挫損傷モデルに対する RhoA siRNA 投

与は後肢運動機能 , アロディニア , 残存脊髄白質領

の改善に寄与する

大塚聖視, Grumet M, 大塚隆信

●仙骨プレートを用いた腰仙椎固定術における椎体スク

リュー刺入部位の解剖学的検討　―Cadaver study―

大塚聖視, 福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 南谷千帆, 

大塚隆信

第 86 回日本整形外科学会学術総会

（2013.05.23-26, 広島）

●Modulus stem の大腿骨髄腔適合性の検討

多和田兼章, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 

戸野祐二, 白井康裕, 藤浪慎吾, 安間三四郎, 

竹内聡志, 山中真徳, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 大塚隆信
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第 8 回東海股関節外科研究会

（2013.06.01, 名古屋）

● DHS の全スクリューが破損した大腿骨転子下骨折の 1 例

星野啓介, 山田邦雄

●FAI 症例にみられた , Bone apposition の 2 例

渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 西森康浩, 高橋伸弥, 

小栗雄介, 大野木宏洋, 相羽久輝, 櫻井公也, 

岡本秀貴, 和田郁雄

Trauma Meeting

（2013.06.15, 名古屋）

●両側開放性pilon 骨折

五十棲秀幸, 高田直也, 井上淳平, 兒玉起平, 

藤原一吉, 勝田康裕, 柴田芳宏, 林　義一, 

向藤原由花, 関谷勇人

第 5 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会

（JOSKAS）

（2013.06.20-22, 札幌）

● FAI を中心とする股関節唇損傷例に対する鏡視下手

術治療の短期成績

渡邊宣之, 井口普敬, 和田郁雄, 櫻井公也, 相良学爾, 

山上貴也, 谷口祥一, 高橋伸弥, 小栗雄介, 篠原　司, 

岡本秀貴

●中高年者に施行した前十字靭帯解剖学的再建術の臨床

成績

多和田兼章, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 

戸野祐二, 白井康裕, 藤浪慎吾, 竹内聡志, 山中真徳, 

岩田英敏, 鷹羽慶之, 野崎正浩

●液体窒素とアルコール処理を補助療法として併用した

膝関節近傍骨巨細胞腫の治療成績

生田憲史, 寺澤貴志, 坂井宏章, 篠原　司, 白神宗男, 

山田　聡, 小林正明, 大塚隆信

●骨端線閉鎖前 ACL 付着部剥離骨折に対して関節鏡視

下 pull-out 法を用いて治療を行った 1 例

竹内聡志, 多和田兼章, 武長徹也, 室　秀紀, 

星野啓介, 戸野祐二, 白井康裕, 藤浪慎吾, 山中真徳, 

山田邦雄

●前十字靭帯断裂 , 外側側副靭帯断裂に遠位大腿二頭筋

腱裂離を合併した一例

土屋篤志, 大藪直子, 後藤悠助, 野崎正浩, 小林正明, 

後藤英之, 吉田雅人, 西森康浩, 村瀬熱紀, 武長徹也, 

杉本勝正

●上腕骨小頭骨軟骨病変の超音波検査による可視範囲と

肘関節屈曲角度の検討

武長徹也, 後藤英之, 小林正明, 永谷祐子, 井口普敬, 

野崎正浩, 三井裕人, 吉田雅人, 西森康浩, 村瀬熱紀, 

大塚隆信

●新鮮ブタ死体膝を用いた関節鏡スキル評価

村瀬熱紀, 野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 吉田雅人, 

西森康浩, 武長徹也, 三井裕人, 永谷祐子, 井口普敬, 

大塚隆信

●深部脳神経刺激術後のパーキンソン脊柱変形に対する

矯正固定術

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 大塚隆信

●整形外科下肢手術における抗凝固薬の肺血栓塞栓症予

防効果　―東海地区における多施設調査―

坂野真士, 石黒直樹, 須藤啓広, 長谷川正裕, 

小林正明, 水谷　潤, 廣瀬士朗, 井上真輔, 星野裕信, 

小山博史, 松本　和, 瀧上伊織, 伊達秀樹

●生物学的製剤使用中の RA 患者に対する関節滑膜切

除術の検討

奥田敏治

●多能性幹細胞を用いた融合癌蛋白標的遺伝子の同定

早川和男, 池谷　真, 福田　誠, ウォルテン　クヌート, 

玉置さくら, 高原直子, 松本佳久, 佐藤信吾, 

大塚隆信, 戸口田淳也

●大腿骨後顆プレカット法を用いた人工膝関節置換術に

おける後顆トライアルの使用による伸展ギャップの変化

山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 藤浪慎吾, 安間三四郎, 

竹内聡志, 山中真徳, 大塚隆信

●年長発症 Perthes 病に対する棚形成術（slotted ac-

etabular augmentation）の効果と限界

和田郁雄, 若林健二郎, 佐久間英輔, 伊藤錦哉, 

服部一希, 村上里奈, 大塚隆信, 土屋大志

● Functional outcome after total scapulectomy in 

EAMOG （East-Asia Musculoskeletal Oncology 

Group）-affiliated institutions

Hayashi K, Tsuchiya H, Niu X, Deng X, 

Asavamongkolkul A, Kawai A, Yamamoto N, 

Shirai T, Nishida H, Tanzawa Y, Takeuchi A, 

Kimura H, Miwa S, Igarashi K, Inatani H, 

Otsuka T
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●抗血小板薬内服患者の大腿骨近位部骨折における腰椎

麻酔による早期手術と硬膜外血腫の関係

柴田　淳, 鈴木浩之, 種田陽一, 泉田　誠, 

久保田雅仁, 小谷賢司, 平出隆将, 山崎　真, 

松澤　良, 板垣進介, 駒　直樹

第 3 回日本テニススポーツ医学研究会

（2013.06.22, 札幌）

●テニスによるアキレス腱断裂の治療経験

藤浪慎吾, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 竹内聡志, 山中真徳, 

岩田英敏, 鷹羽慶之, 山田邦雄, 岡本秀貴

第 13 回日本抗加齢医学会総会

（2013.06.28, 横浜）

●骨粗鬆症患者に対する新規活性型ビタミン D3 製剤の

使用経験

奥田敏治

第 39 回日本骨折治療学会

（2013.06.28-29, 久留米）

● Hansson twin hook system による大腿骨頚部骨折

の治療成績

藤浪慎吾, 星野啓介, 室　秀紀, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 安間三四郎, 竹内聡志, 

山中真徳, 山田邦雄

●鎖骨骨幹部骨折に対する 3.5 mm LCP Superior An-

terior Clavicle Plate lateral extension の治療経験

白井康裕, 星野啓介, 室　秀紀, 戸野祐二, 

多和田兼章, 藤浪慎吾, 山中真徳
●術後に遠位骨片が掌側ロッキングプレートを乗り越え

て転位した橈骨遠位端骨折の 2 症例

山崎　真, 久保田雅仁, 種田陽一, 泉田　誠, 

鈴木浩之, 家田靖久, 小谷賢司, 平出隆将, 佐野嘉紀, 

松澤　良

●小指中手指節（MP）関節掌側脱臼の 1 例

鈴木浩之, 泉田　誠, 久保田雅仁, 家田靖久, 

小谷賢司, 平出隆将, 佐野嘉紀, 山﨑　真, 松澤　良, 

種田陽一

●足関節周囲骨折に使用した locking compression plate

抜去困難例の検討

白神宗男, 寺澤貴志, 生田憲史, 坂井宏章, 篠原　司

●前上方ポータルと 5 o'clock portal から肩甲関節窩 4

～ 5 時に作製したアンカー骨孔の比較

武長徹也, 後藤英之, 吉田雅人, 野崎正浩, 土屋篤志, 

西森康浩, 村瀬熱紀, 永谷祐子, 小林正明, 杉本勝正, 

井口普敬, 大塚隆信

●大腿骨顆部冠状骨折 3 例の治療経験

鷹羽慶之, 星野啓介, 室　秀紀, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 藤浪慎吾, 竹内聡志, 

山中真徳, 岩田英敏, 山田邦雄

●名市大式セラミック人工膝関節置換術の術後成績（シ

ンポジウム）

小林正明, 永谷祐子, 後藤英之, 野崎正浩, 三井裕人, 

大塚隆信, 井口普敬

● TKA 術後 DVT 予防における Xa 阻害剤の有用性 

―注射薬と経口剤の比較―

小林正明, 永谷祐子, 後藤英之, 野崎正浩, 三井裕人, 

大塚隆信, 井口普敬

● Outside-in アプローチを使用した解剖学的二重束

ACL 再建における膝外側構成体損傷の評価

村瀬熱紀, 野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 西森康浩, 吉

田雅人, 武長徹也, 永谷祐子, 三井裕人, 井口普敬, 大塚

隆信

●解剖学的二重束前十字靭帯再建術において大腿骨孔が

腓腹筋外側頭付着部を損傷する可能性の検討

西森康浩, 野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 村瀬熱紀, 

吉田雅人, 武長徹也, 永谷祐子, 三井裕人, 井口普敬, 

大塚隆信

● Patient-Specific Surgical Guide （SignatureTM） を

用いた人工膝関節置換術

野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 西森康浩, 村瀬熱紀, 

吉田雅人, 武長徹也, 永谷祐子, 三井裕人, 井口普敬, 

大塚隆信

第 232 回整形外科集談会東海地方会

（2013.06.22, 名古屋）

●Bosworth 型足関節脱臼骨折の 1 例

岩田英敏, 星野啓介, 室　秀紀, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 藤浪慎吾, 竹内聡志, 

山中真徳, 鷹羽慶之, 山田邦雄

●アミロイド沈着を認めた腸恥滑液包炎により大腿神経

麻痺を呈した 1 例

井上淳平, 林　義一, 高田直也, 向藤原由花, 

柴田芳宏, 勝田康裕, 藤原一吉, 兒玉起平, 

五十棲秀幸, 関谷勇人, 河合憲一
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●肩関節上方関節唇の超音波動態検査におけるプローブ

の種類による描出能の検討

後藤英之, 小林正明, 吉田雅人, 武長徹也, 大塚隆信, 

杉本勝正, 土屋篤志

第 46 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会

（2013.07.11-12, 東京）

●手術を施行した脂肪腫と高分子化型脂肪肉腫 45 例の

臨床的特徴の比較

稲谷弘幸, 山田　聡, 林　克洋, 立松尚衞, 岡本秀貴, 

土屋弘行, 大塚隆信

●高齢発症骨肉腫についての検討

山田　聡, 林　克洋, 稲谷弘幸, 立松尚衞, 岡本秀貴, 

大塚隆信

●肩甲骨切除後の再建と患肢機能　―JMOG 共同研究―

林　克洋, 岩田慎太郎, 生越　章, 川井　章, 上田孝文, 

土屋弘行, 大塚隆信

●多能性幹細胞を用いた融合癌蛋白標的遺伝子の同定

早川和男, 池谷　真, 福田　誠, ウォルテン　クヌート, 

玉置さくら , 高原直子, 松本佳久, 佐藤信吾, 大塚隆信, 

戸口田淳也

第 26 回日本臨床整形外科学会

（2013.07.14, 静岡）

● RA 患者の手指変形に対するシリコンインプラントを

使用した再建術

奥田敏治

第 57 回瑞穂卒後研修セミナー

（2013.07.19, 名古屋）

●足関節骨折術後偽関節に対して血管柄付き腓骨移植を

用いた足関節固定術を施行した 1 例

上用祐士

東海ハイパーサーミア研究会

（2013.07.27, 名古屋）

●不適切切除された軟部肉腫に対しカフェインを併用し

て放射線温熱化学療法を施行した 3 例

林　克洋, 山田　聡, 稲谷弘幸, 川口洋平, 岡本秀貴, 

大塚隆信

●足関節内果骨折モデルに対する生体吸収性スクリュー

固定と鋼線固定の力学的比較

高田直也, 向藤原由花, 林　義一, 勝田康裕, 

五十棲秀幸, 関谷勇人, 福田　誠, 大塚隆信

●当院における足関節脱臼骨折の治療戦略

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 藤浪慎吾, 竹内聡志, 

山中真徳, 大塚隆信

●膝蓋骨粉砕骨折に対する self-locking pin and circum-

ferential wiring の経験

山中真徳, 星野啓介, 室　秀紀, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 藤浪慎吾

第 52 回日本小児股関節研究会

(2013.06.28-29, 神戸 )

● DDH に対する観血的整復術 (Ludloff 法 ) の長期成績 

―適応と限界について―

若林健二郎, 和田郁雄, 伊藤錦哉, 服部一希, 大塚隆信

GLM expert meeting

（2013.07.04, 豊橋）

●当院におけるゴリムマブの使用経験

福井孝洋, 山岸洋介, 藤田和彦, 上用祐士, 柴田康宏

第 22 回豊田加茂医学会

（2013.07.06, 豊田）

●アダリムマブからアバタセプトへのスイッチが有効で

あった関節リウマチの 1 例

窪田泰浩

第 25 回日本整形外科超音波学会

（2013.07.06, 名古屋）

●カラードップラーによるアキレス腱断裂縫合術後の血

流評価

土屋篤志, 杉本勝正, 後藤英之, 吉田雅人, 武長徹也

●異なる 2 種類の超音波エラストグラフィーを用いた膝

蓋腱の弾性評価

武長徹也, 後藤英之, 小林正明, 吉田雅人, 大塚隆信, 

杉本勝正, 福吉正樹, 永井教生, 小野哲矢, 土屋篤志

●関節内麻酔を併用したエコーガイド下大腿神経ブロッ

クによる膝関節鏡視下手術

渡邊宣之, 小栗雄介, 高橋伸弥, 渡辺隆之
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●当院リウマチ外来における関節リウマチの薬物療法

三井裕人, 井口普敬, 野崎正浩, 後藤英之, 永谷祐子, 

小林正明, 大塚隆信

●乾癬性関節炎によるムチランス型関節破壊を来たし多

関節手術を施行した 1 例

立松尚衞, 永谷祐子, 小林正明, 水谷　潤, 後藤英之, 

野崎正浩, 三井裕人, 井口普敬, 大塚隆信

第 20 回記念日本脊椎・脊髄神経手術手技学会学術集会

（2013.09.06-07, 名古屋）

●環椎外側塊スクリュー刺入の工夫。後弓刺入法のコツ

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 早川和男, 

大塚隆信

第 39 回日本整形外科スポーツ医学会学術集会

（2013.09.13-14, 名古屋）

● 5 o'clock ポータルを用いた鏡視下Bankart 修復術

土屋篤志, 後藤悠助, 後藤英之, 吉田雅人, 杉本勝正

● Jet lag に対するメラトニン受容体アゴニストの使用

経験

西森康浩, 杉本勝正, 野崎正浩, 吉田雅人, 土屋篤志, 

武長徹也, 後藤英之, 小林正明, 岡本秀貴, 大塚隆信

●サッカー中非接触性に発症した股関節後方脱臼骨折の

1 例

竹内聡志, 多和田兼章, 室　秀紀, 星野啓介, 

戸野祐二, 白井康裕, 藤浪慎吾, 山中真徳, 岩田英敏, 

鷹羽慶之, 山田邦雄

●テニスによるアキレス腱断裂の治療経験

藤浪慎吾, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 竹内聡志, 山中真徳, 

岩田英敏, 鷹羽慶之, 山田邦雄, 岡本秀貴, 後藤英之, 

野崎正浩, 大塚隆信

●フットサルトップチーム 5 年間の障害報告

西森康浩, 杉本勝正, 野崎正浩, 吉田雅人, 土屋篤志, 

武長徹也, 後藤英之, 小林正明, 岡本秀貴, 大塚隆信

●筋損傷の予防 , 治療 , 復帰 多血小板血漿（PRP）に

よる筋損傷に対する治療

寺田聡史, 太田周介, 大塚隆信, Huard J

●骨格筋損傷に対する第二世代の多血小板血漿（PRP）

治療

小林　真, 寺田聡史, 太田周介, 大塚隆信, Fu FH, 

Huard J

●骨端線閉鎖前の前十字靱帯後外側束損傷に前内側束を

温存した前十字靱帯補強術を施行した 1 例

柴田康宏

第 35 回東三河リウマチ研究会

（2013.08.10, 豊橋）

●アダリムマブから他剤変更後アダリムマブを再投与し

た 1 例

福井孝洋, 山岸洋介, 藤田和彦, 上用祐士, 柴田康宏

第 27 回岐阜リウマチ研究会

（2013.08.24, 岐阜）

●RA 患者における手指伸筋腱皮下断裂の治療経験

奥田敏治

日本ハイパーサーミア学会第 30 回大会

（2013.08.30-31, 横浜）

●四肢軟部肉腫転移あるいは再発に対し放射線温熱化学

療法（RHC）を実施した 5 例

山田　聡, 林　克洋, 稲谷弘幸, 岡本秀貴, 川口洋平, 

大塚隆信

第 42 回リウマチの外科研究会

（2013.08.31, 名古屋）

●ポストカムインピンジメントによるポストの摩耗が原

因と考えられた人工膝関節置換術後水腫の 1 例

多和田兼章, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 

戸野祐二, 白井康裕, 藤浪慎吾, 竹内聡志, 山中真徳, 

岩田英敏, 鷹羽慶之

骨軟部腫瘍サマーセミナー（第 15 回）

（2013.08.31, 名古屋）

●骨盤腫瘍の一例

相羽久輝, 林　克洋, 山田　聡, 稲谷弘幸, 川口洋平, 

大塚隆信

第 25 回中部リウマチ学会学術集会

（2013.09.06, 金沢）

●アダリムマブの長期使用の有効性と安全性の検討 

～全例調査登録症例の長期 2 年間フォロー～

福井孝洋, 山岸洋介, 藤田和彦, 上用祐士, 柴田康宏

●バイオフリー寛解後に再燃した関節リウマチに対する

トシリズマブ随時投与の経験

窪田泰浩, 松井宣夫, 大谷真史

●当院での関節リウマチに対するゴリムマブの治療成績

の検討

坪井義晃, 太田周介, 河　命守
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日本マイクロサージャリー学会 40 周年記念学術集会

（2013.09.26-27, 盛岡）

●小児上腕骨顆上骨折に合併した上腕動脈損傷の 2 例

五十棲秀幸, 向藤原由花, 高田直也, 林　義一, 

柴田芳宏, 勝田康裕, 藤原一吉, 兒玉起平, 井上淳平, 

関谷勇人

●人工股関節置換術後感染に対して有茎外側広筋皮弁を

行った 1 例

岡本秀貴, 井口普敬, 小林正明, 三井裕人, 川口洋平, 

立松尚衞, 大塚隆信

関連病院セミナー

（2013.09.27, 名古屋）

●大腿骨転子部骨折の術中・術後合併症

鈴木浩之, 泉田　誠, 久保田雅仁, 平出隆将, 

山﨑　真, 松澤　良, 駒　直樹, 柴田　淳, 種田陽一

第 40 回日本肩関節学会

（2013.09.27-28, 京都）

●当施設における肩関節脱臼に対する Stimson 法の整

復率

多和田兼章, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 

戸野祐二, 白井康裕, 藤浪慎吾, 竹内聡志, 山中真徳, 

岩田英敏, 鷹羽慶之

●鎖骨遠位端骨折に対する NOW-J プレートの使用経験

渡邊宣之, 相羽久輝, 大塚隆信

●鎖骨重複骨折の 1 例

鷹羽慶之, 多和田兼章, 後藤英之, 吉田雅人, 

武長徹也, 大藪直子, 土屋篤志, 竹内聡志, 杉本勝正, 

大塚隆信

●上腕骨近位端 Neer 分類 4 part 骨折 : 骨接合術 vs 人

工骨頭置換術

竹内聡志, 多和田兼章, 武長徹也, 杉本勝正, 

後藤英之, 高田直也, 大藪直子, 土屋篤志, 吉田雅人, 

大塚隆信

●石灰沈着性腱板炎に対する超音波ガイド下穿刺 , 洗浄

の治療成績

土屋篤志, 大藪直子, 後藤英之, 吉田雅人, 武長徹也, 

杉本勝正

●超音波エラストグラフィーによる肩関節後方関節包の

厚みと弾性

武長徹也, 後藤英之, 杉本勝正, 大藪直子, 土屋篤志, 

多和田兼章, 吉田雅人, 竹内聡志, 鷹羽慶之, 

大塚隆信

●大学野球選手の肩関節後方関節包の厚さと可動域の関係

武長徹也, 後藤英之, 杉本勝正, 土屋篤志, 吉田雅人, 

野崎正浩, 岡本秀貴, 西森康浩, 村瀬熱紀, 小林正明, 

大塚隆信

●大腿骨外側顆離断性骨軟骨炎に対して LIPUS が有用

だった 1 例

鷹羽慶之, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 藤浪慎吾, 竹内聡志, 

山中真徳, 岩田英敏, 大塚隆信

●両側同時前十字靱帯再建術を行った 1 例

坂井宏章, 寺澤貴志, 生田憲史, 篠原　司, 白神宗男

●テニスにおける傷害疾病発生について　―プロとアマ

チュアとの比較―

岡本秀貴, 小林正明, 後藤英之, 野崎正浩, 吉田雅人, 

村瀬熱紀, 西森康浩, 武長徹也, 立松尚衞, 藤浪慎吾, 

上用祐士, 大塚隆信

●解剖学的二重束 ACL 再建術における大腿骨骨孔作成

法　―異なる大腿骨骨孔作成法の検討―

野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 村瀬熱紀, 西森康浩, 

吉田雅人, 武長徹也, 永谷祐子, 三井裕人, 井口普敬, 

大塚隆信

●肩関節スポーツ障害の超音波診断

杉本勝正, 後藤英之, 土屋篤志, 吉田雅人, 武長徹也

●膝前十字靱帯再建術後の Hop test を使用した膝機能

評価

村瀬熱紀, 野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 武長徹也, 

永谷祐子, 井口普敬, 三井裕人, 大塚隆信

●多血小板血漿 （PRP） による筋損傷に対する治療

寺田聡史, 太田周介, 大塚隆信, Johnny Huard

第 233 回整形外科集談会東海地方会

（2013.09.21, 名古屋）

●上腕骨近位部骨折に腋窩動脈損傷を合併した 1 例

五十棲秀幸, 勝田康裕, 井上淳平, 兒玉起平, 

藤原一吉, 柴田芳宏, 林　義一, 向藤原由花, 

高田直也, 関谷勇人

●徒手整復が不能であった膝蓋骨脱臼骨折の 1 例

金子達洋, 波頭経俊, 安藤喜一郎, 小川　崇, 

山本敦史, 八木　清, 中北吉厚, 荒木恵介

●橈骨遠位端骨折後に Sudeck 骨萎縮様の症状を呈した

1 例

水野孝昭, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 藤浪慎吾, 竹内聡志, 

山中真徳, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 日比野治生
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● 70 歳以上の高齢者腰椎変性すべり症に対する開窓術

の治療成績

福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 早川和男, 

大塚隆信

第 55 回東海整形外科外傷研究会

（2013.10.05, 名古屋）

●当院における大腿骨インプラント周囲骨折

高橋伸弥, 渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 西森康浩, 

小栗雄介, 大野木宏洋, 相羽久輝, 櫻井公也

●当院における小児上腕骨顆上骨折に対する手術症例の

検討

岩田英敏, 星野啓介, 室　秀紀, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 藤浪慎吾, 竹内聡志, 

山中真徳, 鷹羽慶之, 山田邦雄

● Gamma3 long nail の折損を来した大腿骨転子下骨

折の 2 例

兒玉起平, 高田直也, 向藤原由花, 林　義一, 

柴田芳宏, 勝田康裕, 藤原一吉, 五十棲秀幸, 

井上淳平, 関谷勇人

第 15 回日本骨粗鬆症学会

（2013.10.11-13, 大阪）

●腰背部痛を有する骨粗鬆症患者に対する 3 ケ月投与で

新規に内服開始したミノドロン酸水和物による疼痛変

化とアンケート調査の検討

生田憲史, 寺澤貴志, 坂井宏章, 篠原　司, 白神宗男

●骨粗鬆症患者に対する新規活性型ビタミン D3 製剤エ

ルデカルシトールの骨代謝改善効果

奥田敏治

●骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折における早期離床への障害因

子の検討

落合康平, 池戸利行, 内藤裕治, 光地海人, 千崎史顕, 

竹下直紀, 鬼頭和也 太田周介, 坪井義晃, 河　命守

●骨粗鬆症性脊椎椎体骨折における早期 MRI fat sup-

pression 像による椎体圧潰 , 偽関節の予後予測と痛み

の経過

鈴木伸幸, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 南谷千帆, 

早川和男, 大塚隆信

日本リウマチともの会　中濃地区交流会

（2013.09.29, 関）

●関節リウマチの薬物療法と手術療法

安藤喜一郎

第 121 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

（2013.10.03-04, 名古屋）

● CCK 型人工膝関節再置換術後に後方脱臼をきたした 3 例

三井裕人, 小林正明, 永谷祐子, 脇田　郷, 井口普敬, 

大塚隆信

●大腿骨近位部骨折術後疼痛コントロールにおけるトラ

ムセットの使用経験

大野木宏洋, 西森康浩, 渡邊宣之, 相良学爾, 

山上貴也, 櫻井公也

●当院における類骨骨腫の治療経験

相羽久輝, 林　克洋, 山田　聡, 稲谷弘幸, 櫻井公也, 

大塚隆信

●術後に膝蓋骨骨折を合併した人工膝関節の長期経過観

察例の検討

山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕

●人工股関節置換術における taper-wedge stem の align-

ment について

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 白井康裕, 藤浪慎吾

●当院における局所陰圧閉鎖療法の治療経験

藤浪慎吾, 山田邦雄, 星野啓介, 室　秀紀, 

多和田兼章, 岡本秀貴

●当院における類骨骨腫の治療経験

大野木宏洋, 西森康浩, 渡邊宣之, 相良学爾, 

山上貴也, 櫻井公也

●頸椎椎弓形成術後の脊髄後方移動距離と硬膜管拡大率

の各椎間での検討

鈴木伸幸, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 早川和男, 

大塚隆信

●ヒアルロン酸架橋体製剤は変形性膝関節症に対して有

用か ?

小林正明, 永谷祐子, 後藤英之, 野崎正浩, 大塚隆信, 

井口普敬

●骨に発生したホスホグリセリド結晶沈着症の 2 例

稲谷弘幸, 林　克洋, 川口洋平, 岡本秀貴, 土屋弘行, 

大塚隆信

●術後 10 年以上経過したリウマチ脊椎病変に対する後

頭頚椎固定術の長期成績

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 早川和男, 

大塚隆信
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●タイトロープを用いた大腿骨 , 脛骨骨孔内移植腱長の

工夫　―両骨孔内の移植腱長の均衡―

野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 村瀬熱紀, 西森康浩, 

吉田雅人, 武長徹也, 永谷祐子, 三井裕人, 井口普敬, 

大塚隆信

第 38 回日本足の外科学会学術集会

（2013.10.31-11.01, 仙台）

●高齢者の脛腓骨遠位部骨折における術後成績不良予測

因子の検討

坪井義晃, 太田周介, 河　命守

●外傷後claw toe の 2 例

柴田芳宏, 関谷勇人, 高田直也, 向藤原由花, 

林　義一, 勝田康裕, 土屋大志, 和田郁雄

●足関節後方インピンジメントを生じた距骨後方突起骨

折の 1 例

坂井宏章, 寺澤貴志, 生田憲史, 篠原　司, 白神宗男

●痛風性関節炎との鑑別を要した化膿性母趾 MTP 関節

炎の 1 例

白井康裕, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 

服部一希, 大塚隆信

●趾節間外反母趾に対して矯正骨切り術を行った 2 例

山田宏毅, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 

服部一希, 大塚隆信, 柴田芳宏, 土屋大志, 福田俊嗣

●母趾に発生した亜急性骨髄炎の 1 例

若林健二郎, 和田郁雄, 伊藤錦哉, 服部一希, 大塚隆信, 

土屋大志. 柴田芳宏, 白井康裕

第 21 回日本腰痛学会

（2013.11.01-02, 東京）

●腰椎疾患に起因する慢性疼痛に対するブプレノルフィ

ンテープの使用経験

生田憲史, 寺澤貴志, 坂井宏章, 篠原　司, 白神宗男

第 4 回日本仙腸関節研究会

（2013.11.02, 東京）

●仙腸関節ブロック治療に抵抗する難治性仙腸関節障害

症例の腰椎骨盤単純レントゲン検査所見の検討　―特

に移行椎と腸腰靭帯に注目して―

吉田眞一

第 28 回日本整形外科学会基礎学術集会

（2013.10.17-18, 千葉）

●骨芽細胞において SAPK/JNK は interleukin-1 によ

る interleukin-6 産生を抑制的に制御している

山本尚洋, 加藤賢治, 近藤　章, 黒柳　元, 水谷　潤, 

徳田治彦, 小澤　修, 大塚隆信

●骨芽細胞においてカテキンは interleulin-1（IL-1）に

よる IL-6 産生を促進的に制御している

黒柳　元, 近藤　章, 水谷　潤, 西脇理英, 徳田治彦, 

小澤　修, 大塚隆信

●人工多能性幹細胞（induced pluripotent stem cell, 

iPSC）を用いた希少難治性骨疾患への取り組み

松本佳久, 池谷　真, Hisao E, 横山宏司, 那須　輝, 

浅香　勲, 大塚隆信, 戸口田淳也

●青少年野球選手の肩関節前下方関節包の組織弾性 

―超音波エラストグラフィーを用いた研究―

武長徹也, 後藤英之, 小林正明, 井口普敬, 永谷祐子, 

野崎正浩, 三井裕人, 吉田雅人, 西森康浩, 村瀬熱紀, 

大塚隆信

●前十字靭帯再建術中の側面 X 線撮影時おける Inter-

condylar Roof Impingement の評価

村瀬熱紀, 野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 西森康浩, 

吉田雅人, 武長徹也, 永谷祐子, 三井裕人, 井口普敬, 

大塚隆信

● iPS 細胞技術を用いた滑膜肉腫起源の同定への試み

福田　誠, 早川和男, 玉置さくら, 佐藤信吾, 池谷　真, 

大塚隆信, Knut Woltjen, 戸口田淳也

●骨芽細胞において Rho-kinase は thyroid hormone

による osteocalcin 産生を抑制的に制御する

近藤　章, 加藤賢治, 黒柳　元, 山本尚洋, 水谷　潤, 

徳田治彦, 小澤　修, 大塚隆信

第 22 回日本脊椎インストゥルメンテーション学会

（2013.10.24-26, 高知）

●術後髄液漏に対するスパイナルドレナージの工夫 

―従量式スパイナルドレナージの有用性―

鈴木伸幸, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 早川和男, 

大塚隆信

第 24 回臨床スポーツ医学会

（2013.10.25-26, 熊本）

●プロフットサルチームでの内科的メディカルチェック

西森康浩, 杉本勝正, 野崎正浩, 吉田雅人, 土屋篤志, 

武長徹也, 後藤英之, 小林正明, 岡本秀貴, 大塚隆信
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第 24 回日本小児整形外科学会学術集会

（2013.11.08-09, 横浜）

●DDH 健側股関節における MRI 臼蓋角の検討

若林健二郎, 和田郁雄, 伊藤錦哉, 村上里奈, 服部一希, 

大塚隆信

第 58 回瑞穂卒後研修セミナー

（2013.11.15, 名古屋）

●両側同時に鏡視下手術を行った両三角骨障害の一例

後藤悠助, 土屋篤志, 長谷川伸一, 大藪直子, 

西森康浩

第 16 回日本内視鏡低侵襲脊椎外科学会

（2013.11.21-22, 神戸）

●腰椎変性すべり症に対する内視鏡下片側侵入両側除圧

術後の画像変化

鈴木伸幸, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 早川和男, 

大塚隆信

第 1 回中濃地域連携の集い

（2013.11.28, 関）

●関節リウマチの薬物療法と手術療法

安藤喜一郎, 波頭経俊, 小川　崇, 山本敦史, 

金子達洋, 八木　清, 中北吉厚, 荒木恵介

第 40 回日本低温医学会総会

（2013.11.29-30, 名古屋）

● Long-term histological findings of oncologically 

sterilized autoclaved bone, irradiated bone and fro-

zen bone

Hayashi K, Tsuchiya H, Yamamoto N, Shirai T, 

Nishida H, Takeuchi A, Tanazawa Y, Inatani H, 

Okamoto H, Yamada S, Otsuka T

第 40 回日本股関節学会学術集会

（2013.11.29-30, 広島）

● FAI を中心とする関節唇損傷症例の手術例と保存療

法例の臨床所見並びに放射線学的差違の検討

渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 西森康浩, 高橋伸弥, 

小栗雄介, 大野木宏洋, 相羽久輝, 櫻井公也, 

和田郁雄

● Modulus long stem にて再手術を施行した大腿骨転

子下骨折 seinsheimer Type 5 の 2 例

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 藤浪慎吾

第 41 回日本関節病学会

（2013.11.02-03, 名古屋）

● Metasul Hip System を用いたセメントレスメタルオ

ンメタル人工股関節置換術の長期成績

白井康裕, 山田邦雄 , 室　秀紀 , 星野啓介, 

戸野祐二, 多和田兼章 , 藤浪慎吾, 竹内聡志 , 

山中真徳, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 大塚隆信

● Patient-Specific Surgical Guide（Signature） を 用

いた人工膝関節置換術　―MRI base1, CT base の比

較―

野崎正浩, 小林正明, 永谷祐子, 後藤英之, 三井裕人, 

村瀬熱紀, 井口普敬, 大塚隆信

● Revelation hip system による人工股関節置換術後の

レントゲン所見

三井裕人, 井口普敬, 多和田兼章, 渡辺宣之, 

野崎正浩, 後藤英之, 永谷祐子, 小林正明, 大塚隆信

●アバタセプトにより MRI の滑膜炎が改善した関節リ

ウマチの 1 例

窪田泰浩

●鏡視下デブリードマンを施行した小児化膿性股関節炎

の小経験

竹内聡志, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 藤浪慎吾, 山中真徳, 

岩田英敏, 鷹羽慶之, 大塚隆信

●自己血輸血が人工膝関節術後D dimer 値に及ぼす影響

小林正明, 永谷祐子, 後藤英之, 野崎正浩, 三井裕人, 

村瀬熱紀, 大塚隆信, 井口普敬

●大腿骨頚部骨折に対し Revelation short stem を使用

した人工骨頭置換術の治療成績

星野啓介, 山田邦雄, 多和田兼章

第 62 回日本農村医学会学術総会

（2013.11.08, 福島）

● Japanese PFNA 使用下での術中コンプレッション

の有無による術後スライディング量 , 術後成績の比

較 , 検討

中北吉厚, 波頭経俊, 安藤喜一郎, 小川　崇, 

山本敦史, 金子達洋, 八木　清, 荒木恵介

●非結核性抗酸菌による上肢感染の 2 例

本田和郎, 市川義明, 笠井貞秀, 山岸逸郎, 眞下啓二

●筋肉温存型腰椎椎弓間除圧術（MILD）の術後 5 年成

績について

小川　崇, 波頭経俊, 安藤喜一郎, 山本敦史, 

金子達洋, 八木　清, 中北吉厚, 荒木恵介
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（補　遺）

2012

ISTA 2012

（2012.10.03-06, Sydney, Australia）

● Self compensation of excessive anteversion by os-

teophytes in hip arthritis

Mitsui H, Iguchi H, Kobayashi M, Nagaya Y, 

Goto H, Nozaki M, Watanabe N, Murakami S, 

Otsuka T

第 27 回日本整形外科学会基礎学術集会

（2012.10.26-27, 名古屋）

● X 線および CT 画像を用いた腰椎椎間関節の横断面

オリエンテーションの測定

大塚嘉久, 井上　望, 大塚明世, Howard An, 水谷潤, 

伊藤錦哉, 三井裕人, 大塚嘉彦, 大塚隆信

講演 ２０１３

コメディカルのための股関節鏡セミナー 2013

（2013.01.12, 小倉）

股関節鏡手術の評価法　―質問紙法を中心に―

渡邊宣之

第 7 回リウマチ病診連携コネッサンス

（2013.01.16, 名古屋）

関節リウマチの MRI　～スコアリングの実際と活用法～

窪田泰浩

名東整形外科医会

（2013.01.16, 名古屋）

上腕骨近位部骨折の最新治療

高田直也

平成 24 年度第 5 回尾張中地区薬剤業務研究会

（2013.01.22, 春日井）

当院における骨粗鬆症診療

櫻井公也

第 56 回瑞穂卒後研修セミナー

（2013.02.01, 名古屋）

化膿性脊椎炎の診断と治療

林　義一, 福岡宗良

●Revelation microMAX の使用経験

三井裕人, 井口普敬, 野崎正浩, 後藤英之, 永谷祐子, 

小林正明, 大塚隆信

●人工股関節全置換術を施行したアルカプトン尿症性関

節症の 1 例

加藤哲司

第 28 回日本臨床リウマチ学会

（2013.11.30, 千葉）

●アダリムマブの長期有効性と安全性の検討　～ 1 年間

の経過観察より～

福井孝洋, 山岸洋介, 藤田和彦, 上用祐士, 柴田康宏

東海骨軟部腫瘍

（2013.11.30, 金沢）

●肩軟部腫瘍の一例

相羽久輝, 林　克洋, 山田　聡, 稲谷弘幸, 川口洋平, 

大塚隆信, 服部日出雄, 渡邊宣之

第 76 回名市大整形外科セミナー

（2013.12.14, 名古屋）

●小児大腿骨Hoffa 骨折に対して鏡視下に骨接合した 1 例

鷹羽慶之, 多和田兼章, 室　秀紀, 星野啓介, 

戸野祐二, 白井康裕, 藤浪慎吾, 竹内聡志, 山中真徳, 

岩田英敏, 山田邦雄

第 234 回整形外科集談会東海地方会

（2013.12.21, 名古屋）

●大腿骨近位部骨折術後高齢患者における MUSTEC

（トレーニングマシーン）の有用性について

井上淳平, 高田直也, 向藤原由花, 林　義一, 

柴田芳宏, 勝田康裕, 藤原一吉, 兒玉起平, 

五十棲秀幸, 関谷勇人

●壊死性筋膜炎に対しデブリードマン施行後の広範囲皮

膚欠損創となった症例に対する NPWT の使用経験

鷹羽慶之, 星野啓介, 室　秀紀, 戸野祐二, 

多和田兼章, 白井康裕, 藤浪慎吾, 竹内聡志, 

山中真徳, 岩田英敏, 山田邦雄

●外傷性股関節前方脱臼骨折に対して観血的脱臼整復術

を施行した 1 例

駒　直樹, 泉田　誠, 久保田雅仁, 鈴木浩之, 

平出隆将, 山田宏毅, 松澤　良, 柴田　淳, 種田陽一
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岐阜 足の医学セミナー　日本足の外科学会（足部 

足関節疾患の勉強会）

（2013.03.02, 岐阜）

大人と子どもの扁平足障害　―診かたと対応―

和田郁雄

春日井市民公開講座

（2013.03.02, 春日井）

関節リウマチ治療の現状

種田陽一

腰部脊柱管狭窄症とはなに？

泉田　誠

第 70 回豊橋医療センター病診連携カンファレンス

（2013.03.06, 豊橋）

五十肩

柴田康宏

第 35 回東三医学会

（2013.03.09, 豊橋）

CAD ソフトを用いた人工股関節置換術の三次元術前計

画の有用性の検討

福井孝洋, 井口普敬, 山岸洋介, 藤田和彦, 柴田康宏

Lower Limb Bioskill Course Cadaver Workshop

（2013.03.13, バンコク）

脛骨近位骨折に対する MIS Plating Technique, 大腿骨

近位（31-A3）に対する Plating Technique

高田直也

斯整会特別セミナー

（2013.03.15, 名古屋）

TKA 術後DVT 予防におけるエドキサバンの有用性

小林正明, 野崎正浩

斯整会特別骨粗鬆症セミナー

（2013.03.21, 名古屋）

骨粗鬆症治療の実際　～薬物療法を中心に～

福岡宗良, 鈴木伸幸

金曜会

（2013.03.23, 名古屋）

整形外科的腰痛疾患　―骨粗鬆症を中心に―

櫻井公也

VTE を考える会

（2013.02.08, 名古屋）

膝関節鏡視下手術後に発症した致死性VTE の 1 例

渡邊宣之

エーザイ MR 研修会

（2013.02.13, 名古屋）

生物学的製剤を使用した症例の MRI　～バイオ時代の

MRI ～

窪田泰浩 

名古屋外傷症例検討会

（2013.02.15, 名古屋）

USA レベル 1 トラウマセンターでの留学経験と大腿骨

近位部骨折の治療

高田直也

平成 24 年度春季名市大整形外科開業医会総会, 講

演会

（2013.02.16, 名古屋）

肩腱板断裂の治療　―保存的治療（リハビリテーション）

から手術まで―

後藤英之

ファイザー製薬社内勉強会

（2013.02.21, 名古屋）

日常よくある整形外科疾患

関谷勇人

Osteoporosis Seminar

（2013.02.23, 名古屋）

本院における骨粗鬆症外来の現状

鈴木伸幸

科研製薬　教育研修会

（2013.02.27, 岐阜）

関節リウマチの診断と治療

奥田敏治

斯整会骨粗鬆症特別研究会

（2013.03.01, 名古屋）

適切な骨粗鬆症治療とは　～新薬とその適応: 月 1 ビス

フォスフォネート製剤アンケート結果も含めて～

鈴木伸幸, 福岡宗良
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第 27 回名古屋股関節セミナー

（2013.06.15, 名古屋）

FAI の関節鏡による治療

渡邊宣之

第 154 回東海手外科研究会

（2013.06.15, 名古屋）

手指に発生する腫瘍について

岡本秀貴

第 18 回斯整会TRAUMA MEETING

（2013.06.15, 名古屋）

術前待機期間におけるイリザロフ創外固定器を用いた簡

易牽引固定法の小経験

寺澤貴志

第 39 回三泗整形医会

（2013.06.20, 四日市）

日常診療における足部・足関節の診断と治療　扁平足障

害を中心に

和田郁雄

尾張, 名古屋 Bone Seminar

（2013.06.20, 名古屋）

最近, 当科で行っている創外固定治療

高田直也

骨粗鬆症性椎体骨折に対する脊椎手術でのテリパラチド

使用経験

林　義一

第 6 回小牧リウマチ Conference Seminar

（2013.06.26, 小牧）

関節リウマチの画像診断　～ MRI とエコーの基礎～

窪田泰浩

第 17 回金鯱手外科セミナー

（2013.07.03, 名古屋）

関節リウマチにおける手指の手術治療

奥田敏治

小野薬品工業社内講義

（2013.07.05, 名古屋）

Rheumatoid arthritis　―病因, 病態, 治療―

永谷祐子

第 17 回日本整形外傷セミナー（JOTS）

（2013.04.13-14, 岐阜）

コンパートメント症候群の病態/ 原因/ 診断

高田直也

 

愛知県医師会健康教育講座

（2013.04.16, 名古屋）

五十肩かな？と思ったら　―肩の痛みについて―

大藪直子

フォルテオ web 講演会

（2013.04.17, 名古屋）

フォルテオの有効性と対象患者, 導入のタイミング

鈴木伸幸

中外製薬　社内研修会

（2013.04.24, 岐阜）

骨粗鬆症患者における TRACP-5b の測定とエルデカル

シトールの使用経験

奥田敏治

岐阜骨粗鬆研修会 2013

（2013.05.11, 岐阜）

骨粗鬆症患者に対するエルデカルシトールの使用経験

奥田敏治

JA 愛知海部健康料理教室

（2013.05.18, 弥富）

骨粗鬆症の話　～いつまでも健やかに自立して過ごすた

めの食生活～

関谷勇人

第 86 回日本整形外科学会学術総会

（2013.05.23-26, 広島）

骨・軟部腫瘍画像診断の進歩

大塚隆信

第 20 回西三河南部整形外科医会

（2013.06.06, 碧南）

骨軟部腫瘍診断・治療のピットホール

大塚隆信
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リウマチ Conference Seminar

（2013.07.11, 瀬戸）

Bio 製剤に関連したリウマチ手術症例

渡邊宣之

地域連携における当科の現状

櫻井公也

中濃地区ベネット発売記念講演会

（2013.07.11, 美濃）

骨粗鬆症治療戦略　―症例に応じた薬物療法―

鈴木伸幸

第 2 回U-10 Trauma Discussion

（2013.07.12, 名古屋）

イリザロフ創外固定器の応用

寺澤貴志

第 1 回水整倶楽部勉強会

（2013.07.17, 名古屋）

治療を無駄なく有効に　―投薬と処置について―

大藪直子

第一三共　社員研修会

（2013.07.31, 大垣）

当院における骨粗鬆治療の現況

奥田敏治

名古屋市立大学　第 2 外科若手開業医会

（2013.08.03, 名古屋）

骨粗鬆症の診断と治療， 腰痛症の鑑別診断およびその治療

鈴木伸幸

ヤンセンファーマ　社内勉強会

（2013.08.03, 名古屋）

骨粗鬆症の診断と治療

鈴木伸幸

第 19 回肩関節鏡手術研究会

（2013.08.24, 東京）

エコーを併用した 5 o'clock ポータル作製法

土屋篤志

名市大リウマチ療養相談会

（2013.09.10, 名古屋）

関節リウマチの薬物治療

永谷祐子

リウマチ膝関節の手術

野崎正浩

リウマチ股関節の手術

三井裕人

リウマチ体操

坪井理佳

岐阜研究会

（2013.09.13, 岐阜）

骨粗鬆症の最新の薬物治療

鈴木伸幸

Lilly Bone Web 講演会

（2013.09.18, 名古屋）

骨粗鬆症治療におけるフォルテオの有効性・導入のタイ

ミング

鈴木伸幸

第 34 回長崎県央整形外科懇話会

（2013.09.20, 諫早）

扁平足障害の診かた・治しかた

和田郁雄

わかしゃちセミナー

（2013.09.26, 名古屋）

骨軟部腫瘍と温熱療法

大塚隆信

平成 25 年度前期関連病院会総会

（2013.09.27, 名古屋）

大腿骨転子部骨折の術中・術後合併症

鈴木浩之

のぞみ会　岐阜地区交流会

（2013.09.28, 大垣）

変形性股関節症の保存療法

奥田敏治
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Osteotrans Plus ラウンドテーブルディスカッション

（2013.09.28, 佐賀）

Osteotrans Plus の特徴, 適応, 臨床経験

高田直也

旭化成ファーマ　社内勉強会

（2013.10.02, 大垣）

当院における骨粗鬆治療の現況について

奥田敏治

名古屋市小児科医会第 35 回連続勉強会

（2013.10.05, 名古屋）

子どもの股関節と背骨の病気　―発見のコツと整形外科

への紹介のタイミング―

和田郁雄

2013 年骨と関節の日

（2013.10.05, 静岡）

骨粗鬆症のお話　―いつ病院に行ったらいいのか？なぜ

治療しないといけないのか？―

太田周介

The 7th Cadaver Dissection Course

（2013.10.10-12, コンケーン）

上腕骨近位部, 骨幹部, 遠位部骨折に対するアプロー

チ , プレート固定, IS screw 刺入法・恥骨スクリュー

高田直也

25 年度救急医療教育プログラム

（2013.10.16, 瀬戸）

頚椎, 頚髄損傷

山上貴也

尾北地区整形外科病診連携懇話会

（2013.10.17, 名古屋）

当科での病診連携の現状

鈴木浩之

名古屋市立大学整形外科開業医会

（2013.10.19, 名古屋）

国立東静病院のその後と三島・沼津の現状

八束満雄, 太田周介

Anatomy in Madrus University

（2013.10.21, Chennai, India）

Direct Administration of Molecules and Cells into the 

Cerebrospinal Fluid（CSF）via Lumbar Puncture（LP）: 

Novel experimental approach for spinal cord injury 

Repair

Otsuka S

第 14 回公立大学病院理学療法士・作業療法士・言

語聴覚士連絡協議会会議

（2013.10.26, 名古屋）

障害児の下肢障害に対するケアー　―私の行ってきたリ

ハビリテーションおよび整形外科的アプローチ―

和田郁雄

第 18 回日本整形外傷セミナー（JOTS）

（2013.10.26-27, 山形）

コンパートメント症候群の病態/ 原因/ 診断

高田直也

愛知県整形外科医会公開市民講座

（2013.10.27, 名古屋）

肩の痛みについて　―病態と対策―

大藪直子

第 38 回日本足の外科学会・学術集会　ハンズオン

セミナー

（2013.10.31-11/01, 仙台）

JuggerKnot を用いた足関節近傍におけるアンカリング

テクニック

高田直也

第 38 回日本足の外科学会・学術集会　―杜の都セ

ミナー―

（2013.11.01, 仙台）

小児期にみられる外反扁平足および関連疾患の病態と診療

和田郁雄

三笠製薬名古屋支店研修会

（2013.11.05, 名古屋）

スポーツ傷害とその予防について

関谷勇人
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慢性疼痛セミナー

（2013.11.09, 名古屋）

腰椎疾患に対するトラマドールの使用経験

大塚聖視

第 24 回日本小児整形外科学会教育研修講演　―金

時セミナー―

（2013.11.09, 横浜）

小児の足部疾患・変形　―どう診る , どうする―

和田郁雄

第 12 回東海病診フォーラム

（2013.11.09, 名古屋）

イリザロフ創外固定器の応用　―こんな治療もできる―

寺澤貴志

第 126 回西日本整形・災害外科学会

（2013.11.09-10, 宇部）

知っておくべき骨軟部腫瘍の最新臨床知識

大塚隆信

南区外科医会学術講演会

（2013.11.14, 名古屋）

四肢変形に対する手術療法

寺澤貴志

西濃リウマチセミナー

（2013.11.16, 大垣）

当院（整形外科クリニック）におけるリウマチ治療につ

いて

奥田敏治

第 33 回病診連携カンファレンス

（2013.11.16, 津島）

急病診療所から御紹介頂いた頚椎症性脊髄症の 1 例―当

院での頚部脊髄症の治療

林　義一, 藤原一吉, 高田直也, 向藤原由花, 柴田芳宏, 

勝田康裕, 兒玉起平, 五十棲秀幸, 井上淳平, 関谷勇人

名古屋市立大学病院薬物治療研究会

（2013.11.20, 名古屋）

関節リウマチと骨粗鬆症対策

永谷祐子

第 2 回名古屋市立大学整形外科開業医会『水曜会』

研修会

（2013.11.27, 名古屋）

治療を無駄なく有効に　―投薬と処置・手術について―

大藪直子

第 7 回股関節フォーラム

（2013.11.30, 広島）

リウマチに対する股関節鏡視下手術

渡邊宣之

第 17 回東海野球傷害研究会

（2013.12.01, 名古屋）

スポーツに伴う足関節・足部の障害

和田郁雄

岐阜県運動器リハビリテーションセミナー

（2013.12.07, 岐阜）

骨粗鬆症治療の重要性とテリパラチドの骨粗鬆症治療に

おける有用性

鈴木伸幸

第 64 回名古屋市立大学医学会総会

（2013.12.08, 名古屋）

障がい児の下肢障害に対するケアー　―私の行ってきた

リハおよび整形外科的アプローチ―

和田郁雄

第一三共社内講演会

（2013.12.11, 名古屋）

海南病院の現況と骨粗鬆症の治療

関谷勇人

股関節を語る会 2014

（2013.12.14, 内海）

FAI を含む股関節唇損傷に対する鏡視下手術とその実際

渡邊宣之

救急医療教育プログラム

（2013.12.18, 瀬戸）

四肢の外傷

相良学爾
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（補　遺）

2012

第 66 回国立病院総合医学会

（2012.11.17, 神戸）

CAD ソフトを利用して術前シミュレーションを行った

人工股関節再々置換術の 1 例

福井孝洋, 井口普敬, 山岸洋介, 藤田和彦, 柴田康宏

科学研究費 ２０１３

●永谷祐子, 大塚隆信, 浅井清文

平成23～25年度　科学研究費助成事業（学術研究助成

基金助成金（基盤研究（C））

グリオスタチン産生抑制の機序解明により関節リウマ

チの関節破壊制御をめざす

●林　克洋

平成23～25年度　科学研究費助成事業科学研究助成基

金助成金（若手B）

骨軟部腫瘍切除後欠損に対する脂肪由来幹細胞による

組織再生と蛍光イメージング評価

●大塚隆信, 永谷祐子, 浅井清文

平成24～26年度　科学研究費助成事業（学術研究助成

基金助成金（基盤研究（C））

滑膜組織でのアクアポリン機能制御により関節水症の

治療法の開発をめざす

●福岡宗良, 水谷　潤, 大塚隆信, 小澤　修

平成24～26年度　科学研究費助成事業（学術研究助成

基金助成金（基盤研究（C））

骨代謝全体における低分子量熱ショック蛋白質の役割

の検討

●水谷　潤, 鐙　邦芳, 梅村　淳, 大塚隆信, 山田和雄

平成24～26年度　科学研究費助成事業（学術研究助成

基金助成金（基盤研究（C））

安全かつ強固な新しい腰仙椎固定術式の開発と難治性

強度脊柱変形への学際的挑戦


