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本年からリハビリテーション医学分野の業績を

別に掲載します。

なお、内容につきましては、一部重複して掲載

しています。
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原著・総説 ２０１４

●Conservative treatment for patients with osteoid 

osteoma: a case series

Aiba H, Hayashi K, Inatani H, Yamada S,  

Watanabe N, Sakurai H, Tsuchiya H, Otsuka T

Anticancer Res, 34（7）: 3721-3725, 2014

●Resveratrol suppresses prostaglandin F（2α）-

induced osteoprotegerin synthesis in osteoblasts: 

inhibition of the MAP kinase signaling

Kuroyanagi G, Tokuda H, 

Matsushima-Nishiwaki R, Kondo A, Mizutani J, 

Kozawa O, Otsuka T

Arch Biochem Biophys, 542: 39-45, 2014

●Hip arthroscopic synovectomy and labral repair 

in a patient with rheumatoid arthritis with a two-

year follow-up

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

Murakami S, Otsuka T

Arthroscopy Techniques, 3（4）: e523-526, 2014

●Tumor necrosis factor stimulates osteoclastogen-

esis from human bone marrow cells under hypoxic 

conditions

Nomura T, Aoyama M, Waguri-Nagaya Y, Goto Y, 

Suzuki M, Miyazawa K, Asai K, Goto S

Exp Cell Res, 321（2）: 167-177, 2014

●Morphological characteristics of the deep layer of 

articularis genus muscle

Sakuma E, Sasaki Y, Yamada N, Wada I, Soji T

Folia Morphol（Warsz）, 73（3）: 309-313, 2014

●Morphometric analysis of the peroneal tubercle 

using a three-dimensional computed tomography 

model

Shibata Y, Sakuma E, Yoshida Y, Wakabayashi K, 

Iguchi H, Sekiya I, Otsuka T, Wada I

Foot（Edinb）, 24（4）: 200-202, 2014

●Resveratrol inhibits BMP-4-stimulated VEGF syn-

thesis in osteoblasts: suppression of S6 kinase

Kondo A, Otsuka T, Kuroyanagi G, Yamamoto N, 

Matsushima-Nishiwaki R, Mizutani J, Kozawa O, 

Tokuda H

Int J Mol Med, 33（4）: 1013-1018, 2014

著書 ２０１４

●松本佳久, 池谷　真, 戸口田淳也

実験医学別冊　ES・iPS 細胞実験スタンダード , 再生・

創薬・疾患研究のプロトコールと臨床応用の必須知識

骨への分化誘導　pp. 246-257

羊土社, 東京, 2014

●和田郁雄, 若林健二郎, 久保俊一

股関節学, 久保俊一編著

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, 久保俊一

股関節学, 久保俊一編著

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, 尾崎敏文, 赤澤啓史

編集

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, 尾崎敏文, 赤澤啓史

編集

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, 尾崎敏文, 赤澤啓史

編集

Ludloff 法　pp. 82-87

メジカルビュー社, 東京, 2014

●星野啓介

教えて 救急 整形外科疾患のミカタ

膝関節　pp. 197-214

羊土社, 東京, 2014

●星野啓介

教えて 救急 整形外科疾患のミカタ

頸椎　pp. 232-240

羊土社, 東京, 2014
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●Involvement of Rac in thromboxane A2-induced 

human platelet activation: regulation of sCD40 li-

gand release and PDGF-AB secretion

Kageyama Y, Doi T, Matsushima-Nishiwaki R, 

Iida Y, Akamatsu S, Kondo A, Kuroyanagi G, 

Yamamoto N, Mizutani J, Otsuka T, Tokuda H, 

Iida H, Kozawa O, Ogura S

Molecular Medicine Reports, 10（1）: 107-112, 2014

●Derivation of mesenchymal stromal cells from plu-

ripotent stem cells through a neural crest lineage 

using small molecule compounds with defined me-

dia

Fukuta M, Nakai Y, Kirino K, Nakagawa M, 

Sekiguchi K, Nagata S, Matsumoto Y, 

Yamamoto T, Umeda K, Heike T, Okumura N, 

Koizumi N, Sato T, Nakahata T, Saito M, Otsuka T, 

Kinoshita S, Ueno M, Ikeya M, Toguchida J

PLoS One, 9（12）: e112291, 2014

●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, 2014

●A case of late iliac arterial thrombosis due to com-

ponent migration after revision total hip arthro-

plasty

Ohmori H, Ito S, Suda H, Yoshida Y

Journal of Cardiology Cases, 10: Issue 5, 196-199, 

2014

●The effect of intraoperative patient position on 

anterior tibial translation in anterior cruciate liga-

ment reconstruction

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

Yoshida M, Tawada K, Murase A, Takenaga T, 

Iguchi H, Otsuka T

Nagoya Medical Journal, 54（1）: 1-7, 2014

●Regulation by resveratrol of prostaglandin E2-

stimulated osteoprotegerin synthesis in osteoblasts

Yamamoto N, Tokuda H, Kuroyanagi G, 

Mizutani J, Matsushima-Nishiwaki R, Kondo A, 

Kozawa O, Otsuka T

Int J Mol Med, 34（5）: 1439-1445, 2014

●Down-regulation by resveratrol of basic fibroblast 

growth factor-stimulated osteoprotegerin synthe-

sis through suppression of Akt in osteoblasts

Kuroyanagi G, Otsuka T, Yamamoto N, 

Matsushima-Nishiwaki R, Nakakami A, 

Mizutani J, Kozawa O, Tokuda H

Int J Mol Sci, 15（10）: 17886-17900, 2014

●Palmar dislocation of the thumb metacarpophalan-

geal joint: report of four cases and a review of the 

literature

Senda H, Okamoto H

J Hand Surg Eur, 39（3）: 276-281, 2014

●Anatomical basis of distally based anterolateral 

thigh flap

Yamada S, Okamoto H, Sekiya I, Wada I, 

Kobayashi M, Goto H, Mizutani J, Nozaki M, 

Hayashi K, Murakami S, Murase A, Kawaguchi Y, 

Inatani H, Tatematsu N, Otsuka T

J Plastic Surgery and 

Hand Surgery, 48（3）: 197-200, 2014

●Ultrasound imaging of the humeral capitellum: a 

cadaveric study

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

Nishiyama T, Otsuka T

Journal of Orthopaedic Science, 19（6）:

 907-912, 2014

●Rho-kinase limits BMP-4-stimulated osteocalcin 

synthesis in osteoblasts: regulation of the p38 

MAP kinase pathway

Kondo A, Tokuda H, Matsushima-Nishiwaki R, 

Kuroyanagi G, Yamamoto N, Mizutani J, 

Kozawa O, Otsuka T

Life Sci, 96（1-2）: 18-25, 2014

●The changes of gap junctions between pituitary 

folliculo-stellate cells during the postnatal develop-

ment of Zucker fatty and lean rats

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

Otsuka T, Herbert DC

Microsc Res Tech, 77（1）: 31-36, 2014
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●上腕骨小頭部断性骨軟骨炎が判明した野球選手の投球

フォームの特徴

後藤英之, 土屋篤志, 吉田雅人, 西森康浩, 武長徹也, 

大塚隆信

日本整形外科スポーツ医学会雑誌, 34（1）:

 109-115, 2014

●Jet lag に対するメラトニン受容体アゴニストの使用

経験　プロフットサルチームの海外遠征

西森康浩, 杉本勝正, 土屋篤志, 吉田雅人, 武長徹也, 

大塚隆信

日本整形外科スポーツ医学会雑誌, 34（2）:

 170-172, 2014

●異なる 2 種類の超音波エラストグラフィを用いた膝蓋

腱の弾性評価

武長徹也, 後藤英之, 杉本勝正, 小林正明, 土屋篤志, 

吉田雅人, 福吉正樹, 永井教生, 小野哲矢, 大塚隆信

日本整形外科超音波学会会誌, 25（1）: 32-35, 2014

●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

日本整形外科超音波学会雑誌, 25（1）: 128-131, 2014

●関節リウマチに対する Sauve-Kapandji 法の治療成績

立松尚衞, 岡本秀貴, 川口洋平, 関谷勇人, 大塚隆信

日本手外科学会雑誌, 31（3）: 325-328, 2014

●上腕骨近位端Neer 分類 4part 骨折の治療成績

竹内聡志, 多和田兼章, 土屋篤志, 杉本勝正, 後藤英之, 

高田直也, 大藪直子, 武長徹也, 鷹羽慶之, 大塚隆信

肩関節, 38: 840-843, 2014

●当院における足関節脱臼骨折に対する治療戦略

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 戸野祐二, 多和田兼章

骨折, 36: 972-975, 2014

●急性心筋梗塞患者に対する回復期心臓リハビリテー

ションが体組成の変化に及ぼす影響

加藤倫卓, 内藤裕治, 森　雄司, 川瀬翔太, 光地海人, 

落合康平, 鬼頭和也, 竹下直紀, 千崎史顕, 森本大輔, 

町田ゆり子, 池戸利行, 太田周介, 田邊　潤, 梅本琢也

理学療法科学, 29（4）: 543-547, 2014

●FAI を中心とする関節唇損傷症例の手術例と保存療

法例の臨床所見ならびに放射線学的差違の検討

渡邉宣之, 和田郁雄

Hip Joint, 40: 274-278, 2014

●Progression of hip joint deformity during the man-

agement of pelvic insufficiency fracture in a patient 

with rheumatoid arthritis: a case report

Ikuta K, Waguri-Nagaya Y, Nozaki M, Mizutani J, 

Goto H, Kobayashi M, Otsuka T

Nagoya Medical Journal, 54（3）: 6, 2014

●Patient-Specific Surgical Guide（Signature） を 用

いた人工膝関節置換術

野崎正浩, 小林正明, 永谷祐子, 後藤英之, 三井裕人, 

村瀬熱紀, 武長徹也, 井口普敬, 大塚隆信

日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌, 

39（2）: 332-333, 2014

●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

日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌, 

39（2）: 472-473, 2014

●大腿骨近位部骨折における術前の下肢深部静脈血栓症

の発症リスクと器械的予防策の有効性

河　命守, 太田周介, 川口洋平, 雪平重雄

日本関節病学会雑誌, 33（1）: 73-77, 2014

●当院における大腿骨近位骨折に対する地域連携パスの

検討

内藤祐治, 光地海人, 山岸国夫, 森　雄司, 川瀬翔太, 

千崎史顕, 町田ゆり子, 加藤倫卓, 川口洋平, 河　命守, 

雪平重雄, 太田周介

日本関節病学会雑誌, 33（4）: 487-494, 2014

●予防的抗凝固剤使用の現状と課題　人工股関節置換

術後の深部静脈血栓症の予防におけるエドキサバン

15mg 錠の効果と安全性　フォンダパリヌクス 1.5mg

製剤との比較

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, 大塚隆信

日本人工関節学会誌, 44: 75-76, 2014

●THA MOM 脱臼を起こしたメタルオンメタル人工股

関節置換術後偽腫瘍の 2 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, 大塚隆信

日本人工関節学会誌, 44: 391-392, 2014
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●人工股関節置換術における taper-wedge stem の

alignment について

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 白井康裕

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（2）:

 287-288, 2014

●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, 室　秀紀, 星野啓介, 白井康裕, 

岡本秀貴

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（2）:

 345-346 2014

●関節リウマチと診断治療されていた非結核性抗酸菌症

の 1 例

鴨居史樹, 高橋育太郎, 貝沼慎悟, 裵　漢成, 河野宗平

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（2）:

 377-378, 2014

●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, 白井康裕

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（3）:

 505-506, 2014

●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, 脇田　郷, 永谷祐子, 井口普敬, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（3）:

 507-508, 2014

●当院における類骨骨腫の治療経験

相羽久輝, 林　克洋, 稲谷弘幸, 渡邊宣之, 櫻井公也, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（3）:

 601-602, 2014

●鏡視下腫瘍掻爬術を施行した骨巨細胞腫 2 例の経験

川口洋平, 林　克洋, 小林正明, 岡本秀貴, 稲谷弘幸, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（3）:

 605-606, 2014

●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

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（3）:

 627-628, 2014

●上位胸椎前方固定術を行う際に良好な視野を得るため

のアプローチの工夫

鈴木伸幸, 福岡宗良, 矢野知紀, 奥田勝裕, 水谷　潤, 

大塚聖視, 大塚隆信

Journal of Spine Research, 5（4）: 774-779, 2014

●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

Journal of Spine Research, 5（10）: 1411-1414, 2014

●骨粗鬆症治療の継続をめざして　ミノドロン酸水和

物の最新知見　ビスホスホネート Monthly 製剤への

Daily, Weekly 製剤からの切替え後アンケート調査

早川和男, 鈴木伸幸, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 

近藤　章, 大塚隆信

Osteoporosis Japan, 22（1）: 92-93, 2014

●腰背部痛を有する骨粗鬆症患者に対する 3 ヵ月投与で

新規に内服開始したミノドロン酸水和物にうよる疼痛

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

Osteoporosis Japan, 22（1）: 97-99, 2014

●【ブラッシュアップ ! 関節鏡視下手術テクニック】 下

肢　膝関節滑膜病変に対する鏡視下アプローチ

小林正明, 大塚隆信

Orthopaedics, 27（5）: 151-157, 2014

●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

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（1）:

 49-50, 2014

●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

大野木宏実, 渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 西森康浩, 

小栗雄介, 早稲田裕也, 相羽久輝, 櫻井公也

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（1）:

 131-132, 2014

● 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

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（2）:

 267-268, 2014
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●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, 藤吉一吉, 五十棲秀幸, 井上淳平, 関谷勇人

東海整形外科外傷研究会誌, 27: 54-56, 2014

●当院における大腿骨ステム周囲骨折

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

東海整形外科外傷研究会誌, 27: 64-67, 2014

●大腿骨遠位部内側骨折に対しロッキングプレートで治

療した 2 例

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

東海整形外科外傷研究会誌, 27: 100-102, 2014

●脛骨遠位部骨折に対する最小侵襲プレート固定法

（MIPO 法）と観血的骨接合術（ORIF 法）の治療成

績の対比

相羽久輝, 西森康浩, 大野木宏洋, 高橋伸弥, 小栗雄介, 

山上貴也, 相良学爾, 渡邊宣之, 櫻井公也

東海整形外科外傷研究会誌, 27: 106-109, 2014

●成人筋性斜頚の観血的治療　―手術により愁訴は改善

するか―

早川高志, 稲田　充, 緒方研吾, 川端　哲, 鈴木信治

東海脊椎外科, 28: 33-38, 2014

●投球フォームチェックの一致率の検討

武長徹也, 後藤英之, 吉田雅人, 野崎正浩, 村瀬熱紀, 

小林正明, 大塚隆信, 土屋篤志, 福吉正樹, 杉本勝正

東海スポーツ傷害研究会会誌, 32: 3-6, 2014

●摺動面の再置換のみで対処出来た人工股関節再置換術

の検討

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 戸野祐二, 舩橋伸司, 

多和田兼章, 福田　誠, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 川西佑典, 

内山田修一, 大塚隆信

東海関節, 6: 67-70, 2014

●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, 渡邊宣之

東海骨軟部腫瘍, 26: 37-38, 2014

●進行期パーキンソン病患者の転倒に関係する因子の検

討　―動的立位姿勢制御に着目して―

佐橋健斗, 堀場充哉, 山下　豊, 田中照洋, 和田郁雄

愛知県理学療法学会誌, 26（2）: 62-67, 2014

●関節リウマチの最新の診断と治療～画像診断の意義

松井宣夫

愛知県診療放射線技師会誌, 25（2）; 32, 2014

●長母指伸筋腱皮下断裂により母指MP 関節伸展不全を

生じた短母指伸筋腱欠損の 1 例

舩橋伸司, 大石崇人, 森岡　誠, 柴田倫匡

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（3）: 

641-642, 2014

●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, 平出隆将, 山田宏毅, 泉田　誠

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（4）:

 787-788, 2014

●一期的高位脛骨骨切り・解剖学的二重束前十字靱帯再

建術の 2 例

村瀬熱紀, 野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 武長徹也, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（5）: 

1079-1080, 2014

●関節リウマチ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

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（5）: 

1167-1168, 2014

●当院における上腕骨遠位端骨折の治療経験

藤浪慎吾, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 白井康裕, 

岡本秀貴

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（5）: 

1171-1172, 2014

●上腕骨近位端骨折後に腋窩動脈瘤をきたした 1 例

山田宏毅, 鈴木浩之, 泉田　誠, 平出隆将, 柴田　淳

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（5）:

 1187-1188, 2014

●長期歩行不能であった高度屈曲拘縮膝に対する人工膝

関節置換術の経験

野崎正浩, 小林正明, 永谷祐子, 後藤英之, 井口普敬, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（6）:

 1269-1270, 2014

●腰椎化膿性脊椎炎における椎間板注射療法後の椎間板

高の経時的変化

柴山元英, 伊藤不二夫, 三浦恭志, 中村　周, 山田　実

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 57（6）:

 1331-1332, 2014



113

（補　遺）　2013

●高度骨欠損を伴う人工股関節再置換術症例に対する 3

次元骨モデルの有用性

川西利幸, 吉田行雄, 井口普敬

日本人工関節学会誌, 43: 377-378, 2013

●セメント使用再置換THA 術後に広範な大腿骨骨欠損

を呈した 1 例

吉田行雄, 川西利幸, 山田宏毅, 早稲田祐也, 福田俊嗣

日本人工関節学会誌, 43: 381-382, 2013

学会発表 ２０１４

Asian Pacific HA Meeting in Kokura

（2014.01.11, Kokura, Japan）

●Hip preserving operation for a patient with rheu-

matoid arthritis: Arthroscopic labrum repair and 

synovectomy with over two years follow up

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

Murakami S, Otsuka T

60th ORS（Orthopaedic Research Society）An-

nual Meeting

（2014.03.15-18, New Orleans, USA）

●Suitable Drilling angle for anchor insertion at the 

5 o'clock position of the glenoid in arthroscopic 

bankart repair ―a cadaveric study―

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

Murase A, Kobayashi M, Mitsui H, Nagaya Y, 

Iguchi H, Otsuka T

The 5th Cervical Spine Research Society Asia Pa-

cific Section Annual Meeting

（2014.04.03-05, Ho Chi Minh, Vietnam）

●Closed subarachnoid drainage for management of 

cerebrospinal fluid leakage ―the efficacy of the 

pump-regulated lumbar subarachnoid drainage―

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

Hayakawa K

●関節リウマチの治療　―半世紀をふり返って―

松井宣夫

静岡整形外科医学雑誌, 7（1）: 70, 2014

●病的骨折の診断と治療

稲谷弘幸, 大塚隆信

日本生体電気・物理刺激研究会誌, 28: 17-22, 2014

●頸部固有感覚トレーニングが重心動揺に及ぼす影響に

ついての研究

小田恭史, 浅井友詞, 若林諒三, 森本浩之, 仁木淳一, 

石田和人, 和田郁雄, 佐久間英輔, 若林健二郎, 

Everett B. Lohman III, Eric G. Johnson

日本福祉大学 健康科学論集, 17:, 2014

●当院における脊椎インストゥルメンテーション手術後

感染の検討

山上貴也, 渡邊宣之, 相良学爾, 西森康浩, 高橋伸弥, 

小栗雄介, 大野木宏実, 相羽久輝, 櫻井公也

陶生医報, 29: 21-26, 2014

●運動器慢性疼痛治療の実際

生田憲史

Pharma Medica, 32（7）: 86-88, 2014

●Gamma3 nail における Pre-drilling の有用性について

星野啓介

Stryker infos, 21: 39-41, 2014

●筋損傷に対する PRP 治療

寺田聡史

整形・災害外科, 57（8）: 971-975, 2014

●高齢者の首下がり・腰曲がり　―脊柱変形と姿勢―　

Parkinson 病による脊柱後彎変形の病態と治療（解

説/ 特集）

水谷　潤

関節外科, 33（5）: 558-563, 2014

●大腿骨近位部骨折に対する骨粗鬆症治療を取り入れた

クリニカルパスの効果

雪平重雄, 太田周介, 川口洋平, 河　命守

整形外科, 4: 301-304, 2014

●良性腫瘍に対する最新の治療戦略 手指内軟骨腫　鏡

視下掻爬術による治療戦略

岡本秀貴, 関谷勇人, 小林正明, 山田　聡, 林　克洋, 

村瀬熱紀, 川口洋平, 稲谷弘幸, 立松尚衞, 大塚隆信

臨床整形外科, 49（3）: 227-232, 2014

●関節リウマチの治療最前線

大谷真史, 松井宣夫

理学療法, 31（3）: 2014
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●The importance of gliostatin as an indicator of dis-

ease activity in patients with rheumatoid arthritis

Ikuta K, Waguri-Nagaya Y, Tatematsu N, 

Kawaguchi Y, Terazawa T, Kobayashi M, Goto H, 

Nozaki M, Aoyama M, Asai K, Otsuka T

ISSCR 12th Annual Meeting

（2014.06.18-21, Vancouver, Canada）

●Identification of gene sets dysregulated by mutant 

ACVR1 gene causing a rare intractable disease, fi-

brodysplasia ossificance progressiva

Matsumoto Y, Ikeya M, Fukuta M, Edward Hsiao, 

Hayashi Y, Asaka I, Otsuka T, Bruce R. Conklin, 

Toguchida J

The 14th Annual Meeting of CAOS International

（2014.06.18-21, Milan, Italy）

●Placement of a femoral posterior condylar trial 

component changes extension gap in navigated to-

tal knee arthroplasty using the pre-cut technique

Yamada K, Hoshino K, Tawada K

The 6th Asian Congress of Hyperthermic Oncol-

ogy（ACHO）& The 31st Japanese Congress of 

Thermal Medicine（JCTM）

（2014.09.05-06, Fukui, Japan）

●Two cases of myxofibrosarcoma treated with Ra-

diohyperthermochemotherapy（RHC）

Yamada S, Kimura H, Inatani H, Oguchi R, 

Okamoto H, Otsuka T

●Long-term results of second-look operation fol-

lowing radio-hyperthermo chemotherapy for un-

planned excision of soft tissue sarcoma

Hayashi K, Yamada S, Kimura H, Inatani H, 

Okamoto H, Tsuchiya H, Otsuka T

The 25th SECEC-ESSSE“European Society for 

Surgery of the Shoulder and Elbow”Congress

（2014.09.17-20, Istanbul, Turkey）

●The posterior capsule thickness and elasticity of 

the shoulder joint in baseball players using shear 

wave ultrasound elastography

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

Yoshida M, Fukuyoshi M, Otsuka T

The 16th Congress of European Society of Sports 

Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy

（2014.05.14-17, Amsterdam, Nederland）

●The potential risk of neurovascular injury in all-

inside meniscal repair ～ A Cadaveric Study

Tawada K, Nozaki M, Kobayashi M, Goto H, 

Terada S, Murase A, Otsuka T

●Evaluation of tibial angular velocity in the ACL 

deficient and the posterior horn medical meniscal 

tears during the Pivot-Shift test using the gyro-

scope

Terada S, Murase A, Nozaki M, Otsuka T

The 41th The International Society for the Study 

of the Lumbar Spine Annual Meeting

（2014.06.03-07, Seoul, Korea）

●The relation between early stage mri fat suppres-

sion image and prognosis of acute osteoporotic ver-

tebral compression fracture

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

Otsuka T

●Closed subarachnoid drainage for management of 

cerebrospinal fluid leakage ―the efficacy of the 

pump-regulated lumbar subarachnoid drainage―

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

Otsuka T

15th EFFORT

（2014.06.04-06, London, UK）

●A Correlation study between patient related Out-

come-JHEQ and psychological adjustment Scale-

NAS-J-HIP with total hip arthroplasty patients

Watanabe N, Iguchi H, Murakami S, Sagara G, 

Yamagami T, Nishimori Y, Sakurai H, Otsuka T

EULAR 2014 15th Annual European Congress of 

Rheumatology-European League Against Rheu-

matism

（2014.06.11-14, Paris, France）

●Gliostatin regulates vascular endothelial growth-

factor production in human fibroblast-like syn-

oviocytes

Kawaguchi Y, Waguri-Nagaya Y, Ikuta K, 

Tatematsu N, Kobayashi M, Goto H, Nozaki M, 

Aoyama M, Asai K, Otsuka T
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XXVI SICOT Triennial World Congress combined 

with the 46th SBOT Annual Meeting

（2014.11.20, Rio de Janeiro, Brazil）

●Anatomical evaluation of the screw placement with 

Sacral plate related to nerve injury in Lumbosacral 

fixation ―clinical study with CT scan―

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

Otsuka T

The 9th International Congress of Chinese Ortho-

paedic Association

（2014.11.20-23, Beijing, China）

●The Great Man for the Arthroscopy―My Mentor, 

Professor Watanabe

Matsui N

第 20 回東海関節鏡研究会

（2014.01.18, 名古屋）

●鏡視下バンカート修復術後の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, 

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

第 7 回東海人工関節研究会

（2014.02.01, 名古屋）

●摺動面（ポリエチレンライナー＋骨頭）のみ交換した

人工股関節再置換術の検討

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 多和田兼章, 白井康裕, 

藤浪慎吾

●Rotating hinge 術後 9 年で発症した膝関節結核の 1 例

小林正明, 後藤英之, 野崎正浩, 三井裕人, 大塚隆信, 

永谷祐子, 井口普敬

●大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術（Profemur-

Z）の使用経験

佐野嘉紀, 吉田行雄, 日比野仁子, 千田博也, 小島　洋, 

南谷千帆, 早稲田祐也, 福田俊嗣

第 34 回日本リハビリテーション医学会中部・東海

地方会

（2014.02.01, 名古屋）

●半側空間無視に対し頸部筋振動刺激を施行した 1 例

青山公紀, 堀場充哉, 村上里奈, 和田郁雄

International Society for Technology in Arthro-

plasty 2014 Kyoto

（2014.09.24-27, Kyoto, Japan）

●Prospective randomized study of the direct anterior 

approach vs. the posterior approach for the bipolar 

hemiarthroplasty of the hip

Watanabe N, Aiba H, Sagara G, Yamagami T, 

Nishimori Y, Waseda Y, Oguri Y, Onogi H, 

Sakurai H1, Otsuka T

●Kinematics of deep flexion knee after CR-TKA 

with our procedure

Terada S, Nakane K, Yamamoto T, Niwa S

●Comparison of Intraoperative Gap Balance in CR 

type TKA between two Techniques ―Patient Spe-

cific Surgical Guide（PSSG）and PSSG with Modi-

fied Gap Technique―

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

Mitsui H, Murase A, Iguchi H, Otsuka T

9th Anti Cancer Reserch

（2014.10.01, Greek）

●Conservative treatment for patients with osteoid 

osteoma: a case series

Aiba H

10th Congress of Asian Pacific Federation of So-

cieties for Surgery of the Hand

(2014.10.02-04, Kuala Lumpur, Malaysia)

●Surgical reconstruction of dorsal skin defects of 

the fingers

Senda H

37th Singapore Orthpaedic Association Annual 

Scientific Meeting

（2014.10.07-09, Singapore）

●Minimally invasive plate osteosynthesis for poste-

rior wall fracture

Fukuta M, Otsuka T, Yamada K, Hoshino K

●Treatment of femoral neck fractures with novel 

high strength  bioresorbable screws（Osteotrans）: 

Case report and biomechanical study

Fukuta M, Otsuka T, Yamada K, Hoshino K
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●我々の手術手技と新しい後療法で行った CR 型TKA

術後の深屈曲膝（145 度以上）の非荷重下の動きにつ

いて　―ACL 不全膝と同じか―

中根邦雄, 獅子目　亨, 長澤範和, 吉田　映, 

日下部賢治, 中島　晶, 唐澤善幸, 山本隆博, 

本庄宏司, 丹羽滋郎

●最終的に広汎切除と腫瘍用人工膝関節置換術を要した

膝関節近傍骨巨細胞腫の検討

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

●人工股関節置換術患者における軽度認知障害

村上里奈, 田中照洋, 和田郁雄, 井口普敬, 三井裕人, 

大塚隆信

●人工股関節置換術後の深部静脈血栓症の予防における

エドキサバン 15 mg 錠の効果と安全性　―フォンダ

パリヌクス 1.5 mg 製剤との比較―

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, 大塚隆信

●人工膝関節置換術後の可動域改善のための訓練機器の

開発

獅子目　亨, 中根邦雄, 石原敦司, 丹羽滋郎, 山本隆博, 

唐澤善幸, 日下部賢治, 吉田　映, 長澤範和

●大腿骨頭置換術におけるステム設置位置に対する前方

アプローチ・後方アプローチの比較検討

相羽久輝, 渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 西森康浩, 

小栗雄介, 高橋伸弥, 大野木宏洋, 櫻井公也, 谷口祥一, 

岡本秀貴, 大塚隆信

●脱臼を起こしたメタルオンメタル人工股関節置換術後

偽腫瘍の 2 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, 大塚隆信

第 33 回日本画像医学会

（2014.02.21-22, 東京）

●良性腫瘍と間違われやすい低悪性度骨肉種の画像診断

について

林　克洋, 山田　聡, 稲谷弘幸, 川口洋平, 岡本秀貴, 

大塚隆信

第 20 回救急整形外傷シンポジウム（EOTS）

（2014.02.27-03.01, 石垣）

●外傷性肘関節拘縮に対する肘関節授動術の治療経験

坂井宏章, 寺澤貴志, 生田憲史, 篠原　司, 白神宗男

第 29 回東海小児整形外科懇話会

（2014.02.08, 名古屋）

●小児の両側ステロイド性大腿骨頭壊死症に対し , 血管

柄付き腸骨移植術と大腿骨頭回転骨切り術を施行した

1 例

伊藤錦哉, 和田郁雄, 関谷勇人, 若林健二郎, 堀内　統, 

岡本秀貴, 服部一希, 大塚隆信

第 36 回東海スポーツ傷害研究会

（2014.02.08, 名古屋）

●投球フォームチェックの一致率の検討

武長徹也, 後藤英之, 土屋篤志, 吉田雅人, 野崎正浩, 

村瀬熱紀, 福吉正樹, 小林正明, 杉本勝正, 大塚隆信

第 44 回日本人工関節学会

（2014.02.21-22, 宜野湾）

●Patient specific surgical guide 法（Signature）と

modified gap technique 法における CR 型TKA の骨

切り後ギャップの比較（主題）

小林正明, 野崎正浩, 後藤英之, 三井裕人, 村瀬熱紀, 

大塚隆信, 永谷祐子, 井口普敬

●Patients Specific Surgical Guide（Signature）を用

いた人工膝関節置換術　―CT base と MRI 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, 武長徹也, 井口普敬, 大塚隆信

●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

●Revelation short stem の CT による術後評価とステ

ム周囲の骨密度の変化

柴田芳宏, 関谷勇人, 高田直也, 向藤原由花, 林　義一, 

勝田康裕, 藤原一吉, 兒玉起平, 五十棲秀幸, 井上淳平, 

井口普敬

●THA 患者の患者立脚型アウトカム JHEQ と障害への

心理的適応尺度NAS J HIP の相関の検討

渡邊宣之, 井口普敬, 相良学爾, 山上貴也, 西森康浩, 

高橋伸弥, 小栗雄介, 相羽久輝, 大野木宏洋, 櫻井公也, 

岡本秀貴, 大塚隆信

●コラプシブル要素を用いた有限要素解析によるステム

形状の違いによる荷重伝達状態の違いとストレスシー

ルディングに関する検討

井口普敬, 三井裕人, 山本創太, 小林正明, 永谷祐子, 

後藤英之, 野崎正浩, 吉田行雄, 柴田芳宏, 柴田康宏, 

福井孝洋, 大塚隆信
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●小児のネフローゼ症候群に伴う深部静脈血栓症と肺塞

栓の 1 例

黒柳　元, 大塚隆信, 山本浩司

●新体操選手に生じた足関節内果疲労骨折の 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

●数年来の関節水腫を呈した膝関節内腫瘤の 1 例

三井裕人, 小林正明, 水谷武彦, 野崎正浩, 後藤英之, 

永谷祐子, 井口普敬, 大塚隆信

●著しい hinge abduction を呈し cheilectomy を行った

ペルテス病の 1 例

服部一希, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 大塚隆信

●当院における鎖骨骨折に対する立体的鎖骨モデルを用

いた術前計画

福田俊嗣, 早稲田祐也, 日比野仁子, 千田博也, 

小島　洋, 南谷千帆, 佐野嘉紀, 吉田行雄, 黒柳　元, 

大塚隆信

●妊娠中に発症した腰椎椎間板ヘルニアに対して手術治

療を行った 1 例

早川和男, 福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 

近藤　章, 大塚隆信

●踵骨骨折に対し内固定術後, 創部に Incisional NPWT

を施行した 3 例

柴田　淳, 鈴木浩之, 種田陽一, 泉田　誠, 久保田雅仁, 

平出隆将, 山田宏毅, 松沢　良, 駒　直樹

第 4 回日本テニス・スポーツ医学研究会

（2014.03.21, 別府）

●鎖骨骨折後にテニスに復帰した 1 例

上用祐士, 岡本秀貴, 藤浪慎吾, 柴田康宏, 大塚隆信

●テニスにおける傷害疾病発生について　―ベテランア

マチュア年代別の比較―

岡本秀貴, 後藤英之, 野崎正浩, 村瀬熱紀, 西森康浩, 

黒柳　元, 川口洋平, 立松尚衞, 大塚隆信, 赤池　敦, 

深谷泰士, 大間知孝顕, 村本明生, 伊藤研悠, 栗本　秀, 

志津香苗, 大原邦仁, 尾頭晴彦, 佐藤　崇, 村松由崇, 

森井淳司, 浅野雄資, 福田章二, 山田一成, 藤浪慎吾, 

上用祐士, 中根康雄, 三木裕昭, 中田　研

●広範囲皮膚欠損創を伴う開放性Lisfranc 関節脱臼の 1

例

岩田英敏, 星野啓介, 多和田兼章, 室　秀紀, 戸野祐二, 

白井康裕, 藤浪慎吾, 竹内聡志, 山中真徳, 鷹羽慶之, 

山田邦雄

第 4 回VTE を考える会

（2014.02.28, 名古屋）

●当院でのエノキサパリンの使用経験

相羽久輝, 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, 櫻井公也

第 235 回整形外科集談会東海地方会

（2014.03.08, 名古屋）

●TKA 術前に大腿骨顆上骨折を受傷した関節リウマチ

の 1 例

篠原　司, 寺澤貴志, 生田憲史, 坂井宏章, 白神宗男

●グロムス腫瘍 11 例の検討

川口洋平, 岡本秀貴, 立松尚衞, 大口玲央, 大塚隆信, 

関谷勇人

●ロングガンマネイルの折損を生じた大腿骨近位部粉砕

骨折の 1 例

大野木宏洋, 渡邊宣之, 櫻井公也, 相良学爾, 山上貴也, 

西森康浩, 高橋伸弥, 小栗雄介, 相羽久輝, 篠原　司, 

岡本秀貴

●一期的高位脛骨骨切り・解剖学的二重束前十字靭帯再

建術の 2 例

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

●軽微な外傷が原因と思われた新生児腸腰筋膿瘍の 1 例

福島裕晃, 北田裕之, 嶋田航也, 寺田聡史, 川瀬　剛, 

植田裕昭, 渡辺隆之, 遠藤浩二郎, 安間三四郎, 

藤吉文規

●原発性リスフラン関節症を伴う , 第 3 中足骨偽関節に

対して , リスフラン関節固定術を施行した 1 例

井上淳平, 柴田芳宏, 高田直也, 向藤原由花, 林　義一, 

勝田康裕, 藤原一吉, 兒玉起平, 五十棲秀幸, 関谷勇人

●骨折治療中に循環抗凝固因子の出現した小児の 1 例

高橋育太郎, 鴨居史樹, 貝沼慎悟, 裵　漢成, 大口怜央, 

河野宗平, 山崎　真, 安藤仁志

●左足背軟部肉腫に広範切除後, 腱固定術を行った 1 例

川口洋平, 山田　聡, 林　克洋, 岡本秀貴, 稲谷弘幸, 

立松尚衞, 大塚隆信
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●TKA 術後長期経過観察例の検討

小林正明, 後藤英之, 野崎正浩, 大塚隆信, 永谷祐子, 

井口普敬

●一期的高位脛骨骨切り・解剖学的二重束前十字靭帯再

建術の 2 例

村瀬熱紀, 野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 武長徹也, 

大塚隆信

●関節リウマチ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, 多和田兼章, 白井康裕, 

藤浪慎吾

●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, 

山田宏毅

●高齢者下腿開放性骨折の 2 例

鈴木浩之, 泉田　誠, 久保田雅仁, 平出隆将, 山田宏毅, 

種田陽一

●腰椎疾患に起因する慢性疼痛に対してブプレノルフィ

ンテープを 6 ヶ月以上貼付継続した症例の検討

生田憲史, 寺澤貴志, 坂井宏章, 篠原　司, 白神宗男

●腰痛・左下肢痛を主訴に来院した特発性後腹膜血腫の

1 例

山中真徳, 星野啓介, 室　秀紀, 白井康裕, 藤浪慎吾, 

山田邦雄

●上腕骨近位端骨折後に腋窩動脈瘤をきたした 1 例

山田宏毅, 鈴木浩之, 泉田　誠, 久保田雅仁, 平出隆将, 

種田陽一

●摺動面（ポリエチレンライナー＋骨頭）のみ交換した

人工股関節再置換術の検討

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 多和田兼章, 白井康裕, 

藤浪慎吾, 山中真徳, 大塚隆信

●生物学的製剤導入以後の関節リウマチ頚椎病変に対す

る手術治療

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 近藤　章, 

大塚隆信

●長期歩行不能であった重度屈曲拘縮膝に対する人工膝

関節置換術の経験

野崎正浩, 小林正明, 永谷祐子, 後藤英之, 大塚隆信, 

井口普敬

●当院における上腕骨遠位端骨折の治療経験

藤浪慎吾, 星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 白井康裕, 

岡本秀貴

第 56 回東海整形外科外傷研究会学術集会

（2014.03.29, 名古屋）

●当院における locking plate を用いた最小侵襲プレー

ト固定法（MIPO 法）での下肢長管骨骨折の治療経験

相羽久輝, 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, 櫻井公也

●踵骨骨折に対し内固定術後, 創部に Incisional NPWT

を施行した 3 例

柴田　淳, 鈴木浩之, 種田陽一, 泉田　誠, 久保田雅仁, 

平出隆将, 山田宏毅, 松澤　良, 駒　直樹

●橈骨遠位端骨折に対する掌側locking plate の短期治

療成績の比較検討

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, 岡本秀貴

Stryker ADM MDM Seminar

（2014.03.29, 名古屋）

●難治性大腿骨近位部骨折の治療経験

星野啓介

第 63 回東海関節外科研究会

（2014.04.05, 名古屋）

●筋皮弁を併用し二期的に人工膝関節置換した , 結核性

膝関節の 1 例

吉田光一, 渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 西森康浩, 

高橋伸弥, 小栗雄介, 相羽久輝, 大野木宏洋, 櫻井公也, 

岡本秀貴, 猪田邦雄

●ステム折損例に対する THA 再置換術の 1 例

吉田行雄, 佐野嘉紀

●Squeaking 後にライナーの脱転を生じたセラミック

オンセラミック人工股関節置換術の 1 例

多和田兼章, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

舩橋伸司, 福田　誠, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 川西佑典, 

内山田修一

第 122 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

（2014.04.11-12, 岡山）

●Radio-Hyperthermo-Chemotherapy とカフェインの併

用により , 不適切切除肉腫の局所コントロールを行っ

た 3 例

林　克洋, 稲谷弘幸, 岡本秀貴, 山田　聡, 大塚隆信, 

土屋弘行
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●高度局所後弯を有する頚椎変形矯正手術の治療戦略

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 早川和男, 

近藤　章, 大塚隆信

●The prevalence of wrong level spine surgery

貝沼慎悟, 柴山元英, 河野宗平, 服部　敏

●CBT screw を用いた固定術の椎弓への影響

稲田　充, 緒方研吾, 川端　哲, 早川高志, 鈴木信治

●感染性脊椎疾患に対する血管柄付き肋骨移植術の経験

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 早川和男, 

近藤　章, 大塚隆信

第 58 回日本リウマチ学会総会・学術集会

（2014.04.24-26, 東京）

●MRI はセカンドバイオの選択に有用か？インフリキ

シマブからエタネルセプトまたはトシリズマブにス

イッチした関節リウマチ患者の MRI の検討

窪田泰浩, 松井宣夫, 大谷真史

●乾癬性関節炎に施行した人工関節置換術の治療成績

立松尚衞, 永谷祐子, 小林正明, 後藤英之, 野崎正浩, 

三井裕人, 水谷　潤, 井口普敬, 大塚隆信

●環軸椎亜脱臼に対して Laminar screw を併用した後

頭骨頸椎固定手術後に早期バックアウトして再手術を

要した関節リウマチ患者の 1 例

生田憲史, 寺澤貴志, 坂井宏章, 水谷　潤, 永谷祐子, 

小林正明, 大塚隆信

●関節リウマチに対する大腿骨後顆プレカット法を用い

たナビゲーション人工膝関節置換術

山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 多和田兼章, 岩田英敏

●関節リウマチ患者に合併した免疫不全関連リンパ増殖

性疾患の 2 例

太田周介, 坪井義晃, 河　命守

●関節リウマチ患者に発症したメトトレキサート関連リ

ンパ増殖性疾患の 2 例

岩田英敏, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 多和田兼章

●当院における高齢者関節リウマチ患者に対するアバタ

セプトの治療成績

多和田兼章, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 舩橋伸司, 

岩田英敏

●当科における関節リウマチの薬物治療の変遷

三井裕人, 永谷祐子, 野崎正浩, 後藤英之, 小林正明, 

井口普敬, 大塚隆信

●当院における腓骨近位骨腫瘍の治療成績

稲谷弘幸, 林　克洋, 土屋弘行, 川口洋平, 岡本秀貴, 

大塚隆信

●肺癌術後肺塞栓症に対する抗凝固療法開始後約 2 週間

で発症した稀な胸髄硬膜外血腫の 1 例

早稲田祐也, 日比野仁子, 小島　洋

第 57 回日本手外科学会学術集会

（2014.04.17-18, 宜野湾）

●JuggerKnot Soft Anchor を使用した治療経験

鴨居史樹, 服部　敏, 高橋育太郎

●関節リウマチに対する Sauve-Kapandji 法の治療成績

立松尚衞, 川口洋平, 岡本秀貴, 関谷勇人, 大塚隆信

●骨性マレット指の治療成績の検討

勝田康裕, 関谷勇人, 五十棲秀幸, 岡本秀貴, 

西　源三郎

●指骨変形, 骨端線部分閉鎖をきたした microgeodic 

disease の 1 例

久保田雅仁, 岡本秀貴

●指尖切断後の末節骨欠損と爪の長さについて

西　源三郎, 鈴木祥吾, 菊池可絵, 勝田康裕

●手指内軟骨腫に対する鏡視下掻爬術　―ポータル数の

検討―

岡本秀貴, 関谷勇人, 小林正明, 川口洋平, 大塚隆信

●動脈損傷を伴った上腕骨骨折の検討

五十棲秀幸, 関谷勇人, 勝田康裕

●肘関節後外側回施不安定症の治療経験: 外側尺骨側副

靭帯に関する考察

奥村　弥, 浅田麻樹

●肘部管症候群における皮下前方移行術と King 変法の

術後成績の比較

川口洋平, 岡本秀貴, 立松尚衞, 関谷勇人, 大塚隆信

●腱内ガングリオンの治療経験: 総指伸筋腱と浅指屈筋

腱内発生の各 1 例について

千田博也, 吉田行雄, 佐野嘉紀, 早稲田祐也, 福田俊嗣, 

南谷千帆, 小島　洋, 日比野仁子

第 43 回日本脊椎脊髄病学会学術集会

（2014.04.17-19, 京都）

●当科におけるリウマチ脊椎病変の手術治療の変遷　 

―生命維持から快適な日常生活維持のために―

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 早川和男, 

近藤　章, 大塚隆信
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●整形外科における局所陰圧閉鎖療法　―外傷群と非外

傷群の比較検討―

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, 竹内聡志, 山中真徳, 岡本秀貴, 

大塚隆信

●大腿骨後顆プレカット法を用いた人工膝関節置換術に

おいて後顆トライアルの使用は術後の膝屈曲拘縮を予

防する

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, 大塚隆信

●超音波検査による上方関節唇の描出部位　―解剖学的

検討―

武長徹也, 後藤英之, 土屋篤志, 小林正明, 井口普敬, 

永谷祐子, 野崎正浩, 三井裕人, 村瀬熱紀, 杉本勝正, 

大塚隆信

斯整会疼痛セミナー

（2014.05.30, 名古屋）

●当院における脊椎内視鏡手術

室　秀紀

第 9 回東海股関節外科研究会

（2014.05.31, 名古屋）

●FAI を中心とする関節唇損傷の保存的治療法例と手

術例の臨床所見および放射線学的所見の比較

渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 西森康浩, 小栗雄介, 

早稲田裕也, 大野木宏洋, 相羽久輝, 櫻井公也, 

和田郁雄

●転移性骨腫瘍による病的骨折に対し GMRS を使用し

て大腿骨近位部置換術を施行した 1 例

星野啓介, 山田邦雄, 多和田兼章

第 51 回日本リハビリテーション医学会学術集会

（2014.06.05-07, 名古屋）

●Ota search task を用いた半側空間無視の評価

青山公紀, 村上里奈, 和田郁雄

第 81 回東海脊椎脊髄病研究会学術集会

（2014.06.07, 名古屋）

●椎間板ヘルニア術後に残存した下肢痛の原因が , 仙骨

神経根嚢腫であった 1 例

大塚聖視, 福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 松本佳久, 

大塚隆信

第 87 回日本整形外科学会学術総会

（2014.05.22-25, 神戸）

●Flexible Guide を用いた解剖学的二重束ACL 再建　

―死体膝を用いた大腿骨外側骨孔開口部の検討―

野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 村瀬熱紀, 武長徹也, 

永谷祐子, 三井裕人, 井口普敬, 大塚隆信

●Minimally invasive  plate osteosynthesis  for poste-

rior wall fractures

福田　誠, 大塚隆信, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 

戸野祐二, 舩橋伸司, 多和田兼章, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 

川西佑典, 内山田修一

●Patient-specific Surgical Guide（SignatureTM）を

用いた人工膝関節置換術―MRI base, CT base の比較

野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 村瀬熱紀, 武長徹也, 

永谷祐子, 三井裕人, 井口普敬, 大塚隆信

●Treatment of femoral neck fractures with novel 

high strength  bioresorbable screws（Osteotrans）: 

Case report and biomechanical study

福田　誠, 大塚隆信, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 

戸野祐二, 舩橋伸司, 多和田兼章, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 

川西佑典, 内山田修一

●ジャイロセンサを使用した前十字靭帯損傷膝の回施不

安定性評価　―新鮮死体膝を用いた検討―

村瀬熱紀, 野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 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ACL 再建術における関節内グラフト

長の評価　―死体膝を用いた検討―

村瀬熱紀, 野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 武長徹也, 

永谷祐子, 三井裕人, 井口普敬, 大塚隆信

●環椎外側魂スクリューを用いた環軸椎亜脱臼に対する

治療戦略　―患者さんから学んだこと―

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 早川和男, 

近藤　章, 大塚隆信

●新規治療戦略の開発をめざした肉腫起源細胞の探索

戸口田淳也, 玉置さくら , 福田　誠, 池谷　真, 

加藤友久, 岡本　健, 大塚隆信, 松田秀一

●人工膝関節置換術における術後屈曲位靭帯バランスの

経時的変化

多和田兼章, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

舩橋伸司, 福田　誠, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 川西佑典, 

内山田修一, 白井康裕, 藤浪慎吾, 竹内聡志, 山中真徳, 

大塚隆信



121

第 6 回愛知CR 研究会

（2014.06.21, 名古屋）

●私が PCL 切除を中止した理由

吉田行雄

第 40 回日本骨折治療学会

（2014.06.27-28, 熊本）

●Ilizarov 創外固定器を用いて治療した Pilon 骨折の 2 例

篠原　司, 寺澤貴志, 生田憲史, 坂井宏章, 白神宗男

●VariAx Clavicle Locking Plate System を使用した

鎖骨骨幹部骨折の治療経験

星野啓介, 岩田英敏, 室　秀紀, 戸野祐二, 多和田兼章, 

舩橋伸司, 福田　誠, 鷹羽慶之, 川西佑典, 内山田修一, 

山田邦雄

●鎖骨遠位端骨折に対して ACUMED Diatal Clavicle 

Plate を用いた使用経験

山中真徳, 星野啓介, 室　秀紀, 白井康裕, 藤浪慎吾

●大腿骨近位部骨折の骨折型による術後疼痛の比較検討

西森康浩, 渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 小栗雄介, 

早稲田裕也, 大野木宏実, 相羽久輝, 櫻井公也

●大腿骨近位部骨折術後疼痛管理での露基礎プロフェン

とトラマードール塩酸塩―アセトアミノフェン配合錠

との比較検討

大野木宏実, 渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 西森康浩, 

小栗雄介, 早稲田裕也, 相羽久輝, 櫻井公也

●大腿骨転子部骨折に対する髄内釘での骨接合術後合併

症例の検討

鈴木浩之, 泉田　誠, 久保田雅仁, 平出隆将, 山田宏毅, 

松澤　良, 駒　直樹, 柴田　淳, 種田陽一

●当院における小児上腕骨顆上骨折に対する治療成績の

検討

岩田英敏, 星野啓介, 室　秀紀, 戸野祐二, 多和田兼章, 

舩橋伸司, 福田　誠, 鷹羽慶之, 川西佑典, 内山田修一, 

山田邦雄

●当院における大腿骨ステム周辺骨折の治療に対する検討

安間三四郎, 藤吉文規, 嶋田航也, 寺田聡史, 渡辺隆之

●両側上腕骨小結節骨折の 1 例

山田宏毅, 鈴木浩之, 泉田　誠, 久保田雅仁, 平出隆将, 

松澤　良, 柴田　淳, 駒　直樹, 種田陽一

●橈骨遠位端骨折に対する VA-TCP, AcuLoc2, Stel-

lar2 の治療成績の比較

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, 竹内聡志, 山中真徳, 岡本秀貴, 

大塚隆信

●進行する歩行障害を呈し , 前医 2 カ所で脊髄梗塞と診

断された胸椎OYL の 1 例

小島　洋, 日比野仁子, 南谷千帆, 千田博也, 佐野嘉紀, 

兒玉起平, 後藤悠助, 吉田行雄

第 18 回静岡県理学療法士学会

（2014.06.07, 静岡）

●Screw Home Movement の 再 建 と Extension lag の

改善に難渋した脛骨高原骨折の一症例の検討

鬼頭和也, 池戸利行, 内藤裕治, 千崎史顕, 山岸国夫, 

加藤倫卓, 光地海人, 川瀬翔太, 太田周介, 坪井義晃, 

河　命守

第 127 回北海道整形災害外科学会

（2014.06.14, 旭川）

●神経根奇形のため , 手術法に工夫を要した腰椎すべり

症の 1 例

近藤　章, 山田賢太郎, 安倍雄一郎, 柳橋　寧, 

百町貴彦, 佐藤栄修, 増田武志

第 236 回整形外科集談会東海地方会

（2014.06.14, 名古屋）

●筋肉内血腫を契機に診断された後天性血友病XIII の 1 例

近藤　陽, 井上淳平, 五十棲秀幸, 藤浪慎吾, 藤原一吉, 

勝田康裕, 柴田芳宏, 林　義一, 向藤原由花, 高田直也, 

関谷勇人

●鎖骨骨幹部骨折に行ったプレート固定術後, プレート

折損を起こした 1 例

内山田修一, 星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 戸野祐二, 

舩橋伸司, 多和田兼章, 福田　誠, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 

川西佑典

●手外科領域における持続末梢神経ブロックを用いた早

期運動療法の経験

岡本秀貴, 小林正明, 福岡宗良, 永谷祐子, 後藤英之, 

水谷　潤, 山田　聡, 若林健二郎, 野崎正浩, 鈴木伸幸, 

大塚聖視, 伊藤錦哉, 村上里奈, 三井裕人, 松本佳久, 

服部一希, 菊池可絵, 武長徹也, 村瀬熱紀, 川口洋平, 

大口怜央, 立松尚衞, 大塚隆信, 和田郁雄, 井口普敬, 

山田邦雄

第 53 回日本小児股関節研究会

（2014.06.20-21, 大津）

●歩行開始後の DDH に対する観血的整復術の治療成績

若林健二郎, 和田郁雄, 伊藤錦哉, 服部一希, 白井康裕, 

河　命守, 大塚隆信
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第 6 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会学

術集会（JOSKAS）

（2014.07.24-26, 広島）

●イリザロフ創外固定器を用いて治療した膝関節結核の

1 例

坂井宏章, 寺澤貴志, 生田憲史, 篠原　司, 棚橋一雄

●鏡視下バンカート修復術における前下方ポータルから

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, 土屋篤志, 野崎正浩, 

村瀬熱紀, 大藪直子, 小林正明, 杉本勝正, 井口普敬, 

大塚隆信

●股関節鏡視下手術した広範な Pincer FAI である Bone 

apposition の 3 股

渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 西森康浩, 小栗雄介, 

早稲田裕也, 大野木宏洋, 相羽久輝, 櫻井公也, 

岡本秀貴, 和田郁雄

●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 3 例

竹内聡志, 多和田兼章, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 

戸野祐二, 白井康裕, 藤波慎吾, 山中真徳, 岩田英敏, 

鷹羽慶之

●新体操選手に生じた足関節内果疲労骨折の 1 例

川西佑典, 多和田兼章, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

舩橋伸司, 福田誠, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 内山田修一, 

山田邦雄

●大腿骨顆部冠状断骨折に対して鏡視下骨接合術を施行

した 2 例

鷹羽慶之, 多和田兼章, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

舩橋伸司, 福田　誠, 岩田英敏, 内山田修一, 川西佑典, 

山田邦雄

●Patient specific surgical guide 法（Signature）とmodi-

fied gap technique 法における術中術後の屈曲位バラ

ンスの比較

小林正明, 野崎正浩, 後藤英之, 三井裕人, 村瀬熱紀, 

大塚隆信, 永谷祐子, 井口普敬

第 35 回日本リハビリテーション医学会　中部・東

海地方会

（2014.08.23, 名古屋）

●踵凹足変形を呈する二分脊椎症への整形外科的対応と

動作分析

伊藤錦哉, 水谷　潤, 植木美乃, 村上里奈, 青山公紀, 

和田郁雄, 若林健二郎, 白井康裕, 河　命守, 服部一希, 

大塚隆信

●踵骨骨折に対し骨接合術後Incisional NPWT を施行

した 3 例

柴田　淳, 鈴木浩之, 泉田　誠, 久保田雅仁, 平出隆将, 

山田宏毅, 松澤　良, 駒　直樹, 種田陽一

第 37 回日本骨関節感染症学会

（2014.07.01, 東京）

●播種性非結核性抗酸菌症の一例

相羽久輝, 渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 西森康浩, 

小栗雄介, 高橋伸弥, 大野木宏洋, 櫻井公也, 岡本秀貴

名古屋肩関節セミナー

（2014.07.03, 名古屋）

●骨頭破壊を伴う肩関節内血腫の 1 例

鷹羽慶之, 多和田兼章

第 26 回日本整形外科超音波学会学術集会

（2014.07.05, 大阪）

●大学野球選手における肩関節後下方関節包の厚みの検討

武長徹也, 後藤英之, 杉本勝正, 土屋篤志, 吉田雅人, 

福吉正樹, 小野哲矢, 中川宏樹, 伊藤錦哉, 和田郁雄, 

大塚隆信

第 47 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会

（2014.07.17-18, 大阪）

●Prediction of the skeletal related events in patients 

with non small cell Lung cancer

相羽久輝, 渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 西森康浩, 

小栗雄介, 高橋伸弥, 大野木宏洋, 櫻井公也, 岡本秀貴

●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 6 例

山田　聡, 林　克洋, 稲谷弘幸, 川口洋平, 岡本秀貴, 

大塚隆信

●不適切切除された軟部肉腫に対し , 放射線温熱化学療法

で治療し追加広範切除を行わなかった症例の長期成績

林　克洋, 山田　聡, 稲谷弘幸, 川口洋平, 岡本秀貴, 

土屋弘行, 大塚隆信

●同一ヒト個体の正常脂肪組織と異型脂肪腫様腫瘍由来

間葉系幹細胞の脂肪および骨分化能の比較

稲谷弘幸, 林　克洋, 山田　聡, 川口洋平, 岡本秀貴, 

山本憲男, 西田英司, 木村浩明, 武内章彦, 下崎真吾, 

白井寿治, 土屋弘行, 大塚隆信
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●両足関節果部骨折Type C の 1 例

大久保徳雄, 泉田　誠, 久保田雅仁, 鈴木浩之, 

平出隆将, 山田宏毅, 松澤　良, 福田俊嗣, 柴田　淳, 

土井孝信

第 15 回尾張整形外科医療連携を考える会

（2014.09.27, 名古屋）

●脊髄癆の既往がある大腿骨近位部骨折

星野啓介

第 123 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

（2014.10.03-04, 名古屋）

●CBT 法を用いた低侵襲固定術と従来法での固定術と

の侵襲の比較

稲田　充, 緒方研吾, 川端　哲, 早川高志, 鈴木信治

●Cortical bone trajectory（CBT）法における CT を

用いた刺入軌道および軌道長・軌道径の検討

早川高志, 稲田　充, 緒方研吾, 川端　哲, 鈴木信治

●MARS MRI による MOM THA 術後インプラント周

囲変化と他の摺動面との比較

谷口祥一, 蜂谷裕道, 渡邊裕規, 村松孝一, 田中健一郎, 

吉岡淳思

●XLIF（Extreme lateral interbody fusion）を用いた

成人脊柱変形に対する矯正固定術の有用性

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 松本佳久, 

大塚隆信

●アキレス腱再断裂治療中に発症した梨状筋症候群の一例

横川俊樹, 前田　徹, 服部　敏, 仁丹克則, 重松辰祐

●チタンケージ内β-TCP 移植後の椎体間骨融合に関す

る組織学的検討

川端　哲, 稲田　充, 早川高志, 緒方研吾, 鈴木信治

●下腿コンパートメントの持続圧測定を行った 4 症例

日下部賢治, 唐澤善幸, 獅子目　亨, 吉田　英, 

中根邦雄

●吸収性材料u-HA-PLLA の吸収過程に対する検討　 

―u-HA-PLLA はいつ吸収されるのか？―

福田　誠, 大塚隆信, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 

戸野祐二, 舩橋伸司, 多和田兼章, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 

川西佑典, 内山田修一

●強直性脊椎骨増殖症に合併した脊椎横断性骨折 4 症例

の治療経験

井上淳平, 林　義一, 藤原一吉, 高田直也, 関谷勇人, 

福岡宗良

第 26 回中部リウマチ学会学術集会

（2014.08.29-30, 新潟）

●関節リウマチに対するナビゲーション人工膝関節置換

術における術後下肢アライメント

山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 多和田兼章, 

舩橋伸司, 福田　誠, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 川西佑典, 

内山田修一

●関節リウマチ患者の骨粗鬆症に対するミノドロン酸の

有効性の検討

岡本康義, 太田周介, 坪井義晃, 白神宗男, 大西真由子, 

渡邉詩乃

第 2 回中部MISt 研究会

（2014.09.06, 名古屋）

●腰椎疾患に対する XLIF を用いた indirect decompres-

sion の小経験

大塚聖視, 福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 松本佳久, 

大塚隆信

第 40 回日本整形外科スポーツ医学会学術集会

（2014.09.12-14, 東京）

●大学野球選手における上腕骨後捻角と野球開始年齢の

検討

武長徹也, 後藤英之, 杉本勝正, 土屋篤志, 野崎正浩, 

吉田雅人, 多和田兼章, 渡辺隆之, 福吉正樹, 竹内聡志, 

鷹羽慶之, 川西佑典, 大塚隆信

●ジュニアゴルファーの障害調査

坂井宏章, 寺澤貴志, 生田憲史, 篠原　司, 棚橋一雄, 

野崎正浩, 村瀬熱紀, 大塚隆信

●保存的加療をおこなった骨盤裂離骨折の 3 例

渡辺隆之, 藤吉文規, 北田裕之, 嶋田航也, 寺田聡史, 

川瀬　剛, 植田裕昭, 遠藤浩二郎, 安間三四郎, 

福島裕晃

●足関節後方インピンジメント症候群の 2 例

安間三四郎, 藤吉文規, 北田裕之, 嶋田航也, 寺田聡史, 

川瀬　剛, 植田裕昭, 渡辺隆之, 遠藤浩二郎, 福島裕晃

第 237 回整形外科集談会東海地方会

（2014.09.20, 名古屋）

●吸収性材料u-HA PLLA の吸収過程に対する検討　 

―u-HA PLLA はいつ吸収されるのか？―

福田　誠, 内山田修一, 川西佑典, 鷹羽慶之, 岩田英敏, 

舩橋伸司, 多和田兼章, 戸野祐二, 星野啓介, 室　秀紀, 

山田邦雄, 高田直也, 大塚隆信
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第 29 回日本整形外科学会基礎学術集会

（2014.10.09-10, 鹿児島）

●ジャイロセンサーを使用した前十字靭帯損傷膝の回旋

不安定性評価

坂井宏章, 寺澤貴志, 生田憲史, 篠原　司, 棚橋一雄, 

武長徹也, 村瀬熱紀, 野崎正浩, 後藤英之, 小林正明, 

大塚隆信

●液体クロマトグラフィー・タンデム質量分析法による

関節リウマチ患者の血清中AcSDKP の検討

立松尚衞, 永谷祐子, 川口洋平, 菊池可絵, 青山峰芳, 

井之上浩一, 浅井清文, 大塚隆信

●骨芽細胞において Rho-kinase は BMP-4 による os-

teocalcin 産生を抑制する

山本尚洋, 近藤　章, 黒柳　元, 貝沼慎悟, 水谷　潤, 

徳田治彦, 小澤　修, 大塚隆信

●疾患特異的iPS 細胞を用いた進行性骨化性線維異形成

症の創薬に向けた薬剤スクリーニング系の構築

松本佳久, 池谷　真, 福田　誠, 永田早苗, 浅香　勲, 

大塚隆信, 戸口田淳也

●仙骨プレートを使用し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　―臨床症例におけ

る CT 画像から―

大塚聖視, 福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 松本佳久, 

大塚隆信

●超音波せん断波エラストグラフィを用いた野球選手の

肩関節後下方関節包の弾性評価

武長徹也, 後藤英之, 杉本勝正, 小林正明, 井口普敬, 

永谷祐子, 野崎正浩, 三井裕人, 村瀬熱紀, 大塚隆信

小牧市民病院院内学術集会

（2014.10.11, 小牧）

●下肢虚血疾患に対する大腿・下腿切断術後の実態調査 

―切断後, 生命・機能は？―

岩田英敏, 福田　誠, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

多和田兼章, 舩橋伸司, 鷹羽慶之, 川西佑典, 

内山田修一, 山田邦雄

第 57 回東海整形外科外傷研究会学術集会

（2014.10.11, 名古屋）

●Ilizarov 創外固定器を用いて治療した重度足部外傷の

1 例

棚橋一雄, 寺澤貴志, 生田憲史, 坂井宏章, 篠原　司

●骨粗鬆症診療におけるアレンドロネート点滴静注製剤

の使用経験

奥田敏治, 大塚隆信, 岡本秀貴

●上肢骨折を合併した高齢者大腿骨近位部骨折の治療

舩橋伸司, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 多和田兼章, 

福田　誠

●人工膝関節置換術後FXa 阻害剤中止例の検討

小林正明, 後藤英之, 野崎正浩, 三井裕人, 村瀬熱紀, 

大塚隆信, 永谷祐子, 井口普敬

●成人脊椎変形に対する腸骨スクリュー併用矯正固定術 

―L5/S1 骨癒合に着目して―

福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 松本佳久, 

大塚隆信

●生物学的製剤導入前後にリウマチ関節手術を考慮した

症例の検討

永谷祐子, 小林正明, 後藤英之, 野崎正浩, 井口普敬, 

大塚隆信

●大腿骨近位部骨折における術後深部静脈血栓症に対す

る抗凝固療法の安全性の検討

相羽久輝, 渡邊宣之, 西森康浩, 櫻井公也, 大塚隆信

●大腿骨転子部骨折手術後の深部静脈血栓症の予防にお

けるエノキサパリンの効果と安全性

岩田英敏, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 多和田兼章, 

舩橋伸司

●当院におけるメタルオンメタル人工股関節置換術後偽

腫瘍の 5 例

多和田兼章, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 舩橋伸司, 

岩田英敏

●当科における MED 導入初期 30 例の治療成績

藤田和彦, 福井孝洋, 上用祐二, 水谷　潤, 大塚隆信

●当科における化膿性脊椎炎の臨床的検討

林　義一, 藤原一吉, 高田直也, 向藤原由花, 関谷勇人, 

福岡宗良

●内視鏡下手術を行った黄色靭帯骨化を伴った軟骨無形

成症の 1 例

藤田和彦, 福井孝洋, 上用祐二, 水谷　潤, 大塚隆信

●二重束ACL 再建の術後成績　―hop test を用いた運

動機能評価を踏まえて―

野崎正浩, 小林正明, 村瀬熱紀, 大塚隆信, 永谷祐子, 

後藤英之
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第 41 回日本肩関節学会学術集会

（2014.10.24-25, 佐賀）

●前下方ポータルから肩甲関節窩に作製したアンカー骨

孔の特徴

武長徹也, 後藤英之, 杉本勝正, 土屋篤志, 吉田雅人, 

多和田兼章, 渡辺隆之, 竹内聡志, 大藪直子, 大塚隆信

●大学野球選手における肩関節後下方関節包の厚みと弾性

武長徹也, 杉本勝正, 後藤英之, 土屋篤志, 吉田雅人, 

多和田兼章, 渡辺隆之, 竹内聡志, 鷹羽慶之, 大塚隆信

第 18 回東海足と靴の研究会

（2014.10.25, 名古屋）

●Charcot-Marie-Tooth 病に伴う足部変形に対する手

術経験

白井康裕, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 服部一希, 

河　命守, 佐久間英輔, 大塚隆信

第 41 回日本股関節学会

（2014.10.30-11.01, 東京）

●人工股関節置換術後における Taperloc Microplasty

ステム設置alignment に対する検討

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 戸野祐二, 舩橋伸二, 

多和田兼章, 福田　誠, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 

大塚隆信

●THA 施行時に縫合部病理所見を検討し得た , 鏡視下

関節唇縫合術後の 1 例

渡邊宣之, 相良学爾

第 42 回日本関節病学会

（2014.11.06-07, 東京）

●当院における ABS セラミックオンセラミック人工股

関節置換術の臨床成績

多和田兼章, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 

戸野祐二, 舩橋伸司, 福田　誠, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 

川西佑典, 内山田修一, 大塚隆信

●人工膝関節置換術後の荷重時膝蓋骨軸射像による膝蓋

大腿関節の適合性評価

山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 多和田兼章, 

舩橋伸司, 福田　誠, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 川西佑典, 

内山田修一

●下腿骨骨折に対する Locking 機構を有する髄内釘の

使用経験

松澤　良, 鈴木浩之, 久保田雅仁, 平出隆将, 山田宏毅, 

福田俊嗣, 柴田　淳, 大久保徳雄, 土井孝信, 泉田　誠

●骨内鋼線締結法による中手骨骨幹部骨折の治療経験

小栗雄介, 相良学爾, 大野木宏洋, 相羽久輝, 

早稲田裕也, 西森康浩, 山上貴也, 渡邊宣之, 櫻井公也

●中手骨骨折に対する骨内鋼線締結法

小栗雄介, 渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 西森康浩, 

早稲田裕也, 相羽久輝, 大野木宏実, 櫻井公也

●不安定性骨盤骨折に対して spinal instrumentation

を用いて後方固定を行った 1 例

川西佑典, 福田　誠, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

多和田兼章, 舩橋伸司, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 

内山田修一, 山田邦雄

●両足関節果部骨折Type C の 1 例

大久保徳雄, 泉田　誠, 久保田雅仁, 鈴木浩之, 

平出隆将, 山田宏毅, 松澤　良, 福田俊嗣, 柴田　淳, 

土井孝信

第 16 回日本骨粗鬆症学会

（2014.10.23-25, 東京）

●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

鈴木伸幸, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 南谷千帆, 

松本佳久, 大塚隆信

●胸腰椎圧迫骨折新鮮例に対するミノドロン酸の効果

太田周介, 坪井義晃, 岡本康義, 白神宗男

●腰背部痛を有する骨粗鬆症患者に対する 3 か月投与で

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, 棚橋一雄

第 27 回日本臨床整形外科学会学術集会

（2014.10.23-25, 仙台）

●腰背部痛を有する骨粗鬆症患者に対して長期 3 ヵ月投

与で新規に内服開始した , ミノドロン酸水和物 4 週 1

回製剤による 6 ヵ月後の疼痛変化と服薬アドヒアラン

スの検討

生田憲史, 寺澤貴志, 坂井宏章, 篠原　司, 棚橋一雄
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●麻痺性踵凹足変形に対する観血治療の術後経過と動作

解析

伊藤錦哉, 和田郁雄, 若林健二郎, 服部一希, 白井康裕, 

河　命守, 佐久間英輔, 大塚隆信

●両側同時に発症した足関節果部骨折AO 44 Type C の

一例

鈴木浩之, 泉田　誠, 久保田雅仁, 平出隆将, 山田宏毅, 

福田俊嗣, 松澤　良, 柴田　淳, 大久保徳雄, 土井孝信

●踵骨骨折骨接合術後, Incisional NPWT を施行した 3 例

松澤　良, 久保田雅仁, 鈴木浩之, 平出隆将, 山田宏毅, 

福田俊嗣, 柴田　淳, 大久保徳雄, 土井孝信, 泉田　誠

●長母趾屈筋腱鞘より発生した母趾粘液嚢腫の 1 例

千田博也, 吉田行雄, 佐野嘉紀, 後藤悠助, 兒玉起平

第 63 回日本農村医学会学術集会

（2014.11.13-14, つくば）

●脛骨裂離骨折の 3 例

小田隆夫, 加藤哲司, 山岸逸郎, 笠井貞秀, 長澤範和

第 22 回日本腰痛学会

（2014.11.15-16, 幕張）

●腰背部痛を有する原発性骨粗鬆症患者に対するミノド

ロン酸水和物 4 週 1 回製剤内服による疼痛緩和効果

生田憲史, 寺澤貴志, 坂井宏章, 篠原　司, 棚橋一雄

第 25 回日本小児整形外科学会学術集会

（2014.11.27-28, 浦安）

● 8-plate を用いた骨端軟骨発育抑制術の治療経験

若林健二郎, 和田郁雄, 伊藤錦哉, 服部一希, 白井康裕, 

河　命守, 佐久間英輔, 大塚隆信

●小児化膿性股関節炎における MRI 所見

河　命守, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 服部一希, 

白井康裕, 佐久間英輔, 大塚隆信

●先天性内反足の足根骨骨化核面積と面積比が Ponseti

法の治療成績に与える影響

伊藤錦哉, 和田郁雄, 若林健二郎, 服部一希, 白井康裕, 

河　命守, 佐久間英輔, 大塚隆信

●当院における Pilon 骨折の治療経験

相羽久輝, 早稲田祐也, 大野木宏洋, 小栗雄介, 

西森康浩, 山上貴也, 相良学爾, 渡邊宣之, 櫻井公也

●セメントレスメタルオンメタル人工股関節置換術の術後

10 年間の関節可動域の評価

鷹羽慶之, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

舩橋伸司, 多和田兼章, 福田　誠, 岩田英敏, 

内山田修一, 川西佑典

●サルモネラ菌による人工膝関節置換術後感染に対し

temporary articulating spacer を使用し二期的再置

換術を行った関節リウマチの 1 例

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 戸野祐二, 多和田兼章, 

舩橋伸司, 福田　誠, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 川西佑典, 

内山田修一

第 39 回日本足の外科学会学術集会

（2014.11.13-14, 宮崎）

●凹足変形に対する足底腱膜解離術の治療効果

若林健二郎, 和田郁雄, 伊藤錦哉, 服部一希, 白井康裕, 

河　命守, 佐久間英輔, 大塚隆信

●距骨外側突起の解剖学的調査

服部一希, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 白井康裕, 

河　命守, 水谷　潤, 佐久間英輔, 大塚隆信

●足関節外果骨折手術時に使用した Locking compres-

sion plate 抜去困難例の検討

生田憲史, 寺澤貴志, 坂井宏章, 篠原　司, 棚橋一雄

●足根骨癒合症に対する手術成績

白井康裕, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 服部一希, 

河　命守, 大塚隆信

●足部発症の慢性再発性多発性骨髄炎の 1 例

福田俊嗣, 和田郁雄, 伊藤錦哉, 若林健二郎, 白井康裕, 

河　命守, 大塚隆信

●第 2 MTP 関節不安定症に対して , 背側アプローチに

て Plantar Plate の修復を行った一例

柴田芳宏, 関谷勇人, 高田直也, 向藤原由花, 林　義一, 

井上淳平, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 服部一希, 和田郁雄

●第 2 足根中足関節の不安定性を伴った第 3 中足骨偽関

節の治療経験

井上淳平, 柴田芳宏, 関谷勇人, 高田直也, 向藤原由花, 

林　義一, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 服部一希, 和田郁雄

●長母趾屈筋腱鞘より発生した母趾粘液嚢腫の 1 例

千田博也, 吉田行雄, 佐野嘉紀, 後藤悠助, 兒玉起平

●特発性距骨骨壊死に対する Blair 変法の治療経験

河　命守, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 服部一希, 

白井康裕, 大塚隆信
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●精神疾患患者の大腿骨近位部骨折の特徴

鈴木祥吾, 稲生秀文, 西　源三郎, 大杉佳哉, 松岡将之, 

森井淳司, 梶田幸宏, 岩堀裕介, 斎藤　豊

●脊髄腫瘍手術における 3D-multifusion image を使っ

た術前評価の有用性

板垣進介, 荻久保　修, 長尾沙織, 大谷真史, 松井宣夫, 

河合憲一

●大腿骨変形治癒に対して骨切り術とポータブルナビ

ゲーションを使用して TKA を施行した 1 例

小林正明, 後藤英之, 野崎正浩, 三井裕人, 村瀬熱紀, 

大塚隆信, 永谷祐子, 井口普敬

●当院における脛骨天蓋骨折（Pilon 骨折）に対する治

療戦略

内山田修一, 福田　誠, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

多和田兼章, 舩橋伸司, 鷹羽慶之, 岩田英敏, 川西佑典, 

山田邦雄, 大塚隆信

●背側進入により neurectomy を施行した Morton 病

の 3 例

森井淳司, 稲生秀文, 西　源三郎, 大杉佳哉, 松岡将之, 

鈴木祥吾, 梶田幸宏, 岩堀裕介, 斎藤　豊

●腓骨粉砕骨折を合併した治療に苦渋した Pilon 骨折の

1 例

内山田修一, 星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 戸野祐二, 

舩橋伸司, 多和田兼章, 福田　誠, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 

川西佑典

名市大卒後研修セミナー

（2014.12.20, 名古屋）

●大腿骨転子部骨折に対して人工骨頭置換術を施行した

4 例

鷹羽慶之, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 舩

橋伸司, 多和田兼章, 福田　誠, 岩田英敏, 内山田修一, 

川西佑典

（補　遺）

2012

第 43 回日本人工関節学会

（京都, 2012.02.22-02.23）

●セメント使用再置換THA 術後に広範な大腿骨骨欠損

を呈した 1 例

吉田行雄, 川西利幸, 山田宏毅, 早稲田祐也, 福田俊嗣

●高度骨欠損を伴う THA 再置換術症例に対する 3 次元

骨モデルの有用性

川西利幸, 吉田行雄, 井口普敬

第 29 回日本臨床リウマチ学会

（2014.11.29-30, 福岡）

●関節リウマチ患者の骨粗鬆症に対するミノドロン酸の

有効性の検討（第 2 報）　―原発性骨粗鬆症患者との

比較―

岡本康義, 太田周介, 坪井義晃, 大西真由子, 渡邉詩乃

第 41 回日本マイクロサージャリー学会学術集会

（2014.12.04-05, 京都）

●名古屋市立大学整形外科におけるマイクロ縫合実習に

ついて

岡本秀貴, 関谷勇人, 川口洋平, 立松尚衞, 山田　聡, 

木村浩明, 稲谷弘幸, 大口怜央, 大塚隆信

●逆行性腓腹動脈皮弁における腓腹神経, 小伏在静脈の

存在部位の検討

千田博也, 日比野仁子, 小島　洋, 南谷千帆, 佐野嘉紀, 

後藤悠助, 兒玉起平, 吉田行雄

第 82 回東海脊椎脊髄病研究会学術集会

（2014.12.06, 名古屋）

●脊椎全摘術を行った頸椎血管腫の 1 例

松本佳久, 福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 

大塚隆信

第 238 回整形外科集談会東海地方会

（2014.12.13, 名古屋）

●Angiomatoid Fibrous Histiocytoma の 1 例

大口怜央, 山田　聡, 木村浩明, 下崎慎吾, 大塚隆信

●グロムス腫瘍 11 例の検討

川口洋平, 岡本秀貴, 立松尚衞, 大口怜央, 関谷勇人, 

大塚隆信

●スポーツで受傷した外傷性肘関節外側側副靭帯損傷に

対する suture anchor を用いた靭帯修復術の治療成績

梶田幸宏, 岩堀裕介, 斎藤　豊, 稲生秀文, 西　源三郎, 

大杉佳哉, 松岡将之, 鈴木祥吾, 森井淳司

●スポーツ愛好者の Accessory anterolateral talar facet

による距踵骨インピンジメント

服部一希, 若林健二郎, 村上里奈, 白井康裕, 河　命守, 

大塚隆信, 和田郁雄, 伊藤錦哉, 佐久間英輔

●上腕骨近位骨幹端部粉砕骨折に対して人工骨頭置換術

を行った 1 例

藤浪慎吾, 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, 近藤　陽, 

関谷勇人
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超音波ハンズオンセミナー 2014　広島会場

（2014.02.15, 広島）

肩痛の診断・治療戦略　～エコーガイド下注射手技の実

際～

後藤英之

岐阜NCU カンファレンス

（2014.02.15, 岐阜）

関節リウマチの診断と治療　～関節機能温存のために～

永谷祐子

名古屋骨を守る会　第 22 回講演会

（2014.02.22, 名古屋）

骨粗鬆症ならびに高齢医学に関する市民啓発活動

鈴木伸幸

平成 25 年度春季名古屋市立大学整形外科開業医会

総会, 講演会

（2014.02.22, 名古屋）

関節リウマチと骨粗鬆症対策

永谷祐子

斯整会骨粗鬆症・リウマチ研究会

（2014.02.28, 名古屋）

ビスフォスフォネート Monthly 製剤への Daily, Week-

ly 製剤からの切り替え後アンケート調査

早川和男

第 11 回秋田県骨軟部腫瘍セミナー

（2014.03.01, 秋田）

骨軟部腫瘍の診断・治療の現状とピットフォール

大塚隆信

第 5 回静岡肩関節鏡セミナー

（2014.03.01, 静岡）

肩関節鏡視下手術におけるエコーの利用　―術後鎮痛対

策も含めて―

後藤英之

第 14 回東三河運動器リハビリテーション研究会

（2014.03.01, 豊橋）

膝関節スポーツ外傷の診断と治療　―半月板損傷, 前十

字靭帯損傷―

野崎正浩

（補　遺）

2013

第 57 回日本リウマチ学会総会・学術集会

（京都, 2013.04.18-20）

●関節リウマチに対するゴリムマブの使用経験

吉田行雄, 川西利幸, 山田宏毅

第 79 回東海脊椎脊髄病研究会学術集会

（名古屋, 2013.06.08）

●肺癌術後肺塞栓症に対する抗凝固療法開始後約 2 週間

で発症した胸髄硬膜外血腫の 1 例

早稲田祐也, 小島　洋, 南谷千帆, 日比野仁子

第 38 回日本足の外科学会学術集会

（仙台, 2013.10.31-11.01）

●成人期足根骨癒合症に対する癒合部切除術の小経験

福田俊嗣, 吉田行雄, 和田郁雄, 大塚隆信

講演 ２０１４

Zimmer Kick off Meeting

（2014.01.19, 東京）

骨折治療と再生医療の架け橋

福田　誠

Zimmer Traumal Symposium

（2014.01.25, 東京）

上肢Gustilo ⅢC 開放骨折の治療戦略　―成功と失敗か

ら振り返る―

福田　誠

京都リハビリテーションフォーラム

（2014.01.30, 京都）

名古屋市のリハビリテーションの現況

大塚隆信

研修医ランチョンセミナー

（2014.02.14, 瀬戸）

見逃し症例・教訓症例に学ぶ ER の整形外科疾患

相羽久輝
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第 87 回日本整形外科学会学術総会　共催ハンズオ

ンセミナー

（2014.05.23, 神戸）

外来で使える超音波検査と超音波ガイド下インターベン

ションのコツ

後藤英之

第 87 回日本整形外科学会学術総会　ブースハンズ

オンセミナー

（2014.05.24, 神戸）

肩痛の診断・治療戦略　～エコーガイド下注射手技の実

際～

後藤英之

Denosumab Symposium 2014

（2014.05.28, 名古屋）

骨粗鬆症の最近の話題　―Denosumab（プラリア）と

その他の新薬―

鈴木伸幸

第 9 回東海股関節研究会

（2014.05.31, 名古屋）

股関節鏡視下手術治療について

寺澤貴志, 渡邊宣之

第 14 回Kyoto Orthopaedic Seminar

（2014.06.10, 京都）

メディカルチェックによる少年野球選手への障害予防

後藤英之

シンドロームフォーラム　～生活習慣病の最新情

報～

（2014.06.11, 豊田）

骨粗鬆症治療における多彩なビスフォスフォネート製剤

剤型の使い分け

鈴木伸幸

第 21 回公立陶生病院病診連携勉強会

（2014.06.12, 瀬戸）

スポーツ選手を診るためのドーピング基礎知識

西森康浩

Zimmer Round Table Discussion 愛知

（2014.03.06, 名古屋）

人工骨リジェノスについて

福田　誠

第 175 回静岡整形外科医会集談会

（2014.03.15, 三島）

関節リウマチの治療　―半世紀をふり返って―

松井宣夫

第 41 回日本生体電気・物理刺激研究会　ランチョ

ンセミナー

（2014.04.05, 横浜）

病的骨折の診断と治療

大塚隆信, 大塚聖視

伊豆スプリングセミナー

（2014.04.12, 沼津）

進化した鎖骨遠位端プレート Scorpion NEO

福田　誠

GE ヘルシーマジネーションカレッジ

（2014.04.23, 東京）

患者 300 万人！『五十肩治療』への超音波診断・治療の

実際　～超高齢社会における整形外科医の新しい役割～

後藤英之

第 34 回Alphatec Spine Medical Education

（2014.05.13, ）

CBT 法と PPS 法の実際

大塚聖視

水谷　潤

第 2 回名古屋外傷症例検討会

（2014.05.16, 名古屋）

下腿コンパートメント症候群を合併した脛骨近位部骨折

に対する治療戦略

福田　誠

超音波ハンズオンセミナー 2014　金沢会場

（2014.05.17, 金沢）

肩痛の診断・治療戦略　～エコーガイド下注射手技の実

際～

後藤英之
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第 1 回骨粗鬆症と運動器疾患研究会

（2014.07.03, 福島）

骨軟部腫瘍の診断・治療の現状とピットフォール

大塚隆信

第 26 回日本整形外科超音波学会　共催ハンズオン

セミナー

（2014.07.05, 大阪）

運動器超音波診断の基本から応用まで

後藤英之

Synthes TRAUMA Open Conference

（2014.07.05, 東京）

腓骨粉砕骨折を合併した Pilon 骨折

福田　誠

整形外科超音波エコーハンズオンセミナー

（2014.07.12, 那覇）

外来でのエコー利用のコツ

後藤英之

第 2 回桜山RA ミーティング

（2014.08.26, 名古屋）

AoR（The Academy of Rheumatology）に参加して

三井裕人

小牧医療連帯懇親会

（2014.09.06, 名古屋）

小牧市民病院における大腿骨近位部骨折の現状　～骨粗

鬆症と絡めて～

水谷　潤, 星野啓介

第 40 回日本整形外科スポーツ医学会　共催ハンズ

オンセミナー

（2014.09.13, 東京）

スポーツ障害の超音波検査　～基礎から応用まで～

後藤英之

名古屋市立東部医療センター　第 111 回市民健康

講座

（2014.09.17, 名古屋）

手や指の病気・けがについて

千田博也

「True-Lok トラウマ」ハンズオンセミナー

（2014.06.14, 名古屋）

イリザロフ創外固定器の応用　―イリザロフ法でこんな

治療もできる―

寺澤貴志

第 20 回斯整会TRAUMA MEETING

（2014.06.21, 名古屋）

PTH 製剤の使用経験

大口怜央

超音波ハンズセミナー 2014

（2014.06.21, 福岡）

肩痛の診断・治療戦略　～エコーガイド下注射手技の実

際～

後藤英之

第 11 回運動器疾患懇話会

（2014.06.23, 札幌）

整形外科研修の今後　～専門医制度を踏まえて～

大塚隆信

2014 年リウマチ療養相談会, 日本リウマチ友の会

（2014.06.23, ）

関節リウマチ最新のトピックス

松井宣夫

看護師のための関節リウマチセミナー

（2014.06.25, 名古屋）

関節リウマチの診断と治療　～関節機能温存のために～

永谷祐子

第 30 回名古屋股関節セミナー

（2014.06.28, 名古屋）

FAI の診断と治療―股関節鏡を中心に

渡邊宣之

Hip Scope Seminar メディカルスタッフのための

股関節鏡セミナー 2014 in 東京

（2014.06.29, 東京）

股関節疾患の臨床評価―質問紙法を中心に

渡邊宣之
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超音波ハンズオンセミナー 2014　伊勢赤十字病院

会場

（2014.10.14, 伊勢）

エコーによる診断と治療に関する講演と実技講演

後藤英之

ファイザー社内講義

（2014.10.14, 名古屋）

関節リウマチの病態および診断・治療

永谷祐子

超音波ハンズオンセミナー 2014　岐阜会場

（2014.10.18, 岐阜）

エコーによる診断と治療に関する講演と実技講演

後藤英之

平成 26 年度秋季名古屋市立大学整形外科開業医会

総会, 講演会

（2014.10.18, 名古屋）

膝関節スポーツ外傷の診断, 治療, リハビリ　―半月板

損傷, 前十字靭帯損傷―

野崎正浩

第 61 回瑞穂卒後研修セミナー

（2014.10.24, 名古屋）

スポーツによる半月板損傷の治療　―半月板切除～縫合

の実際―

野崎正浩

斯整会関節リウマチ治療研究会

（2014.10.24, 名古屋）

RA 治療におけるタクロリムスの使用経験

三井裕人

西名古屋整形外科学術講演会

（2014.10.30, 名古屋）

骨粗鬆症におけるデノスマブの位置づけ

鈴木伸幸

斯整会　骨粗鬆症特別研究会

（2014.10.31, 名古屋）

骨粗鬆症の最新情報の提供

大塚隆信

骨粗鬆症治療におけるテリパラチドの有効性

鈴木伸幸

Gustilo3B Open Fracture Management Course

（2014.09.20, 東京）

肘関節脱臼を伴う Gustilo ⅢC 前腕開放骨折

福田　誠

尾張臨床懇話会

（2014.09.25, 小牧）

関節リウマチの治療　―薬物療法および手術療法の最近

の変化―

山田邦雄

第 4 回NCU 式セメントレスステム研究会

（2014.09.27, 名古屋）

Dangers of short stems: an updated report of world 

experience

井口普敬

Lateral Flare stem に於ける , Dall 変法と後方アプロー

チ - あるいは「Revelation と私」

渡邊宣之

第 9 回骨軟部腫瘍検討会　特別講演会

（2014.09.27, 名古屋）

骨軟部腫瘍疾患についての最近の知見

大塚隆信

第 2 回群馬運動器超音波ハンズオンセミナー

（2014.09.27, 前橋）

エコーによる診断と治療に関する講演と実技講演

後藤英之

瀬戸尾張旭開業医会講演

（2014.09.30, 瀬戸）

骨粗鬆症とその周辺

渡邊宣之

第 2 回東尾張関節リウマチ学術講演会

（2014.10.02, 瀬戸）

リウマチ前足部の治療

永谷祐子

当院におけるトシリズマブの使用経験

西森康浩
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愛知県整形外科医会教育研究講演会

（2014.11.15, 名古屋）

変形性膝関節症の手術治療　関節鏡視下手術～骨切り～

人工関節置換術

野崎正浩

名古屋市東区医師会学術講演会

（2014.11.28, 名古屋）

骨粗鬆症についての情報提供

鈴木伸幸

ロコモ対策　運動器疾患／骨・関節フォーラム

（2014.11.29, 岐阜）

関節リウマチの薬物療法と手術介入

永谷祐子

PILON 骨折を語る会

（2014.11.29, 名古屋）

PILON 骨折に対するリング式創外固定器の ADVAN-

TAGE

寺澤貴志

第 8 回金沢骨軟部腫瘍セミナー

（2014.12.13, 金沢）

骨軟部腫瘍に関する最新情報の習得

木村浩明

救急プログラム

（2014.12.17, 瀬戸）

四肢の外傷

櫻井公也, 相良学爾

第 9 回小牧リウマチ Conference Seminar

（2014.12.18, 小牧）

当科における RA 外科的治療の変遷

山田邦雄

第 12 回東海小児整形外科研修会

（2014.12.21, 名古屋）

リーメンビューゲル（Rb）装着法

若林健二郎

フォルテオ web conference

（2014.11.05, 名古屋）

骨脆弱性骨折治療における rPTH の役割　―若手整形

外科医は今何ができるか？―

福田　誠

第 8 回福島県プライマリケア研究会

（2014.11.06, 福島）

骨軟部腫瘍診断・治療の現況とピットホール（パート 2）

大塚隆信

金曜会

（2014.11.08, 名古屋）

整形外科的腰痛疾患　―紹介するタイミング―

櫻井公也

愛知県整形外科医会教育研修講演会

（2014.11.08, 名古屋）

関節機能温存をめざした関節リウマチ治療

永谷祐子

Zimmer Round Table Discussion 東京

（2014.11.08, 東京）

人工骨リジェノスについて

福田　誠

Osteoporosis Forum in Nagoya

（2014.11.13, 名古屋）

骨粗鬆症の診断学の向上と治療学の確立

鈴木伸幸

平成 26 年度浜松整形外科医会秋期研修会

（2014.11.14, 浜松）

骨粗鬆症の最新情報の提供

後藤英之

超音波ハンズオンセミナー 2014　名古屋会場

（2014.11.15, 名古屋）

エコーによる診断と治療に関する講演と実技講演

後藤英之
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（補　遺）

2013 年

桜山関節セミナー

（2013.06.25, 名古屋）

当科におけるオレンシアの使用経験

吉田行雄

第 236 回東広島整形外科Open Conference

（2013.07.12, 広島）

人工股関節再置換術

吉田行雄

科学研究費 ２０１４

●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

●和田郁雄 , 若林健二郎 , 佐久間英輔 

平成 25 ～ 27 年度　厚生労働科学研究費助成事業　挑

戦的萌芽研究

下垂体瀘胞星細胞を用いたモデルラットの脊髄損傷再

生治療

●永谷祐子, 大塚隆信, 浅井清文

平成 26 ～ 28 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））

グリオスタチンは関節リウマチの新規治療ターゲット

となりうる

●武長徹也

平成 26 年度　公益財団法人　豊秋奨学会　海外渡航

旅費助成

Quantitative evaluation of elasticity in the postero-

inferior shoulder joint capsules of collegiate base-

ball players using Shear-Wave ultrasound elastog-

raphy

超音波せん断波エラストグラフィを用いた大学野球選

手の肩関節後下方関節包の定量的弾性評価

●村瀬熱紀

平成 26 年度　一般社団法人　日本整形外科スポーツ

医学会　研究助成

ジャイロスコープを使用した膝前十字靭帯損傷に対す

る Pivot-shift test の定量評価



134

原著・総説 ２０１４

●Resveratrol suppresses prostaglandin F（2α ）-in-

duced osteoprotegerin synthesis in osteoblasts: in-

hibition of the MAP kinase signaling

Kuroyanagi G, Tokuda H, 

Matsushima-Nishiwaki R, Kondo A, Mizutani J, 

Kozawa O, Otsuka T

Arch Biochem Biophys, 542: 39-45, 2014

●Morphological characteristics of the deep layer of 

articularis genus muscle

Sakuma E, Sasaki Y, Yamada N, Wada I, Soji T

Folia Morphol（Warsz）, 73（3）: 309-313, 2014

●Morphometric analysis of the peroneal tubercle 

using a three-dimensional computed tomography 

model

Shibata Y, Sakuma E, Yoshida Y, Wakabayashi K, 

Iguchi H, Sekiya I, Otsuka T, Wada I

Foot（Edinb）, 24（4）: 200-202, 2014

●Resveratrol inhibits BMP-4-stimulated VEGF syn-

thesis in osteoblasts: suppression of S6 kinase

Kondo A, Otsuka T, Kuroyanagi G, Yamamoto N, 

Matsushima-Nishiwaki R, Mizutani J, Kozawa O, 

Tokuda H

Int J Mol Med, 33（4）: 1013-1018, 2014

●Regulation by resveratrol of prostaglandin E2-

stimulated osteoprotegerin synthesis in osteoblasts

Yamamoto N, Tokuda H, Kuroyanagi G, 

Mizutani J, Matsushima-Nishiwaki R, Kondo A, 

Kozawa O, Otsuka T

Int J Mol Med, 34（5）: 1439-1445, 2014

●Down-regulation by resveratrol of basic fibroblast 

growth factor-stimulated osteoprotegerin synthe-

sis through suppression of Akt in osteoblasts

Kuroyanagi G, Otsuka T, Yamamoto N, 

Matsushima-Nishiwaki R, Nakakami A, 

Mizutani J, Kozawa O, Tokuda H

Int J Mol Sci, 15（10）: 17886-17900, 2014

著書 ２０１４

●和田郁雄

今日の治療指針 2014, 山口 徹, 北原光夫監修, 福井次

矢, 高木　誠, 小室一成総編集

先天性内反足　pp. 1004

医学書院, 東京, 2014

●和田郁雄, 若林健二郎, 久保俊一

股関節学, 久保俊一編著

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, 久保俊一

股関節学, 久保俊一編著

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, 尾崎敏文, 赤澤啓史

編集

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, 尾崎敏文, 赤澤啓史

編集

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, 尾崎敏文, 赤澤啓史

編集

Ludloff 法　pp. 82-87

メジカルビュー社, 東京, 2014

●和田郁雄

外反母趾診療ガイドライン　日本整形外科学会 日本

足の外科学会監修, 日本整形外科学会診療ガイドライ

ン委員会 外反母趾診療ガイドライン策定委員会編集

骨幹部骨切り術　pp. 61-72

南江堂, 東京, 2014

リハビリテーション医学
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●Postsurgical propriospinal myoclonus emerging at 

wake to sleep transition

Oguri T, Hisatomi K, Kawashima S, Ueki Y, 

Tachibana N, Matsukawa N

Sleep Medicine, 15（1）: 152-154, 2014

●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, 2014

●FAI を中心とする関節唇損傷症例の手術例と保存療

法例の臨床所見ならびに放射線学的差違の検討

渡邉宣之, 和田郁雄

Hip Joint 40: 274-278, 2014

●上位胸椎前方固定術を行う際に良好な視野を得るため

のアプローチの工夫

鈴木伸幸, 福岡宗良, 矢野知紀, 奥田勝裕, 水谷　潤, 

大塚聖視, 大塚隆信

Journal of Spine Research, 5（4）: 774-779, 2014

●若年者における運動学習と脳の可塑性のメカニズム

植木美乃, 美馬達哉

Medical Rehabilitation, 172: 69-75, 2014

●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

Osteoporosis Japan, 22（1）: 92-93, 2014

●骨粗鬆症治療の継続をめざして　ミノドロン酸水和

物の最新知見　ビスホスホネート Monthly 製剤への

Daily, Weekly 製剤からの切替え後アンケート調査

早川和男, 鈴木伸幸, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 

近藤　章, 大塚隆信

Osteoporosis Japan, 22（1）: 97-99, 2014

●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

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

57（1）: 49-50, 2014

●Anatomical basis of distally based anterolateral 

thigh flap

Yamada S, Okamoto H, Sekiya I, Wada I, 

Kobayashi M, Goto H, Mizutani J, Nozaki M, 

Hayashi K, Murakami S, Murase A, Kawaguchi Y, 

Inatani H, Tatematsu N, Otsuka T

J Plast Surg Hand Surg, 48（3）: 197-200, 2014

●Rho-kinase limits BMP-4-stimulated osteocalcin 

synthesis in osteoblasts: regulation of the p38 

MAP kinase pathway

Kondo A, Tokuda H, Matsushima-Nishiwaki R, 

Kuroyanagi G, Yamamoto N, Mizutani J, 

Kozawa O, Otsuka T

Life Sci, 96（1-2）: 18-25, 2014

●The changes of gap junctions between pituitary 

folliculo-stellate cells during the postnatal develop-

ment of Zucker fatty and lean rats

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

Otsuka T, Herbert DC

Microsc Res Tech, 77（1）: 31-36, 2014

●Involvement of Rac in thromboxane A2-induced 

human platelet activation: regulation of sCD40 li-

gand release and PDGF-AB secretion

Kageyama Y, Doi T, Matsushima-Nishiwaki R, 

Iida Y, Akamatsu S, Kondo A, Kuroyanagi G, 

Yamamoto N, Mizutani J, Otsuka T, Tokuda H, 

Iida H, Kozawa O, Ogura S

Molecular Medicine Reports, 10（1）: 107-112, 2014

●Progression of hip joint deformity during the man-

agement of pelvic insufficiency fracture in a patient 

with rheumatoid arthritis: a case report

Ikuta K, Waguri-Nagaya Y, Nozaki M, Mizutani J, 

Goto H, Kobayashi M, Otsuka T

Nagoya Medical Journal, 54（3）: 6, 2014

●Gadolinium enhancement of cranial nerves in MRI 

associated with rapid progression in a case of fa-

milial Amyotrophic Lateral Sclerosis with Cys6Gly 

mutation in Superoxide Dismutase 1

Mizuno M, Ueki Y, Sakurai K, Okita K, Endo F, 

Yamanaka K, Morita M, Matsukawa N

Neurology and clinical neuroscience, 2: 54-56, 2014
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●Closed subarachnoid drainage for management of 

cerebrospinal fluid leakage ―the efficacy of the 

pump-regulated lumbar subarachnoid drainage―

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

Otsuka T

XXVI SICOT Triennial World Congress combined 

with the 46th SBOT Annual Meeting

（2014.11.20, Rio de Janeiro, Brazil）

●Anatomical evaluation of the screw placement with 

Sacral plate related to nerve injury in Lumbosacral 

fixation ―clinical study with CT scan―

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

Otsuka T

第 34 回日本リハビリテーション医学会中部・東海

地方会

（2014.02.01, 名古屋）

●半側空間無視に対し頸部筋振動刺激を施行した 1 例

青山公紀, 堀場充哉, 村上里奈, 和田郁雄

第 29 回東海小児整形外科懇話会

（2014.02.08, 名古屋）

●小児の両側ステロイド性大腿骨頭壊死症に対し , 血管

柄付き腸骨移植術と大腿骨頭回転骨切り術を施行した

1 例

伊藤錦哉, 和田郁雄, 若林健二郎, 堀内　統, 服部一希, 

大塚隆信

第 44 回日本人工関節学会

（2014.02.21-22, 宜野湾）

●人工股関節置換術患者における軽度認知障害

村上里奈, 田中照洋, 和田郁雄, 井口普敬, 三井裕人, 

大塚隆信

第 235 回整形外科集談会東海地方会

（2014.03.08, 名古屋）

●著しい hinge abduction を呈し cheilectomy を行った

ペルテス病の 1 例

服部一希, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 大塚隆信

●妊娠中に発症した腰椎椎間板ヘルニアに対して手術治

療を行った 1 例

早川和男, 福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 

近藤　章, 大塚隆信

● 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

中部日本整形外科災害外科学会雑誌,

 57（2）: 267-268, 2014

●進行期パーキンソン病患者の転倒に関係する因子の検

討　―動的立位姿勢制御に着目して―

佐橋健斗, 堀場充哉, 山下　豊, 田中照洋, 和田郁雄

愛知県理学療法学会誌, 26（2）: 62-67, 2014

●頸部固有感覚トレーニングが重心動揺に及ぼす影響に

ついての研究

小田恭史, 浅井友詞, 若林諒三, 森本浩之, 仁木淳一, 

石田和人, 和田郁雄, 佐久間英輔, 若林健二郎, 

Everett B. Lohman III, Eric G. Johnson

日本福祉大学 健康科学論集, 17: 42010, 2014

●高齢者の首下がり・腰曲がり　―脊柱変形と姿勢―　

Parkinson 病による脊柱後彎変形の病態と治療（解

説/ 特集）

水谷　潤

関節外科, 33（5）: 558-563, 2014

学会発表 ２０１４

The 5th Cervical Spine Research Society Asia Pa-

cific Section Annual Meeting

（2014.04.03-05, Ho Chi Minh, Vietnam）

●Closed subarachnoid drainage for management of 

cerebrospinal fluid leakage ―the efficacy of the 

pump-regulated lumbar subarachnoid drainage―

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

Hayakawa K

The 41th The International Society for the Study 

of the Lumbar Spine Annual Meeting

（2014.06.03-07, Seoul, Korea）

●The relation between early stage mri fat suppres-

sion image and prognosis of acute osteoporotic ver-

tebral compression fracture

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

Otsuka T
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第 53 回日本小児股関節研究会

（2014.06.20-21, 大津）

●歩行開始後の DDH に対する観血的整復術の治療成績

若林健二郎, 和田郁雄, 伊藤錦哉, 服部一希, 白井康裕, 

河　命守, 大塚隆信

第 35 回日本リハビリテーション医学会中部・東海

地方会

（2014.08.23, 名古屋）

●パーキンソン病関連疾患における連合性対刺激法を用

いた脳可塑性の検討

植木美乃, 堀場充哉, 伊藤錦哉, 水谷　潤, 和田郁雄, 

川嶋将司, 松川則之, 美馬達哉, 福山秀直

●踵凹足変形を呈する二分脊椎症への整形外科的対応と

動作分析

伊藤錦哉, 水谷　潤, 植木美乃, 村上里奈, 青山公紀, 

和田郁雄, 若林健二郎, 白井康裕, 河　命守, 服部一希, 

大塚隆信

第 8 回パーキンソン病・運動障害疾患コングレス

（2014.10.02-04, 京都）

●パーキンソン病の両手指協調運動障害　―手指タッピ

ングの切り替えに着目して―

堀場充哉, 清水陽子, 佐橋健斗, 山下　豊, 植木美乃, 

伊藤錦哉, 水谷　潤, 和田郁雄, 川嶋将司, 大喜多賢治, 

松川則之, 岡　雄一, 山田和雄, 神鳥明彦, 佐野佑子

●パーキンソン病患者の指タッピング動作の持続時間に

よる変化の特徴

清水陽子, 堀場充哉, 佐橋健斗, 山下　豊, 植木美乃, 

伊藤錦哉, 水谷　潤, 和田郁雄, 川嶋将司, 大喜多賢治, 

松川則之, 岡　雄一, 山田和雄, 神鳥明彦, 佐野佑子

●視空間性n-back 課題をもちいたパーキンソン病の注

意障害についての検討

鈴木晧大, 川嶋将司, 植木美乃, 松川則之

第 123 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

（2014.10.03-04, 名古屋）

●XLIF（Extram lateral interbody fusion）を用いた

成人脊柱変形に対する矯正固定術の有用性

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 松本佳久, 

大塚隆信

●成人脊椎変形に対する腸骨スクリュー併用矯正固定術

　―L5/S1 骨癒合に着目して―

福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 松本佳久, 

大塚隆信

第 122 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

（2014.04.11-12, 岡山）

●生物学的製剤導入以後の関節リウマチ頚椎病変に対す

る手術治療

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 近藤　章, 

大塚隆信

第 43 回日本脊椎脊髄病学会学術集会

（2014.04.17-19, 京都）

●当科におけるリウマチ脊椎病変の手術治療の変遷　 

―生命維持から快適な日常生活維持のために―

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 早川和男, 

近藤　章, 大塚隆信

●高度局所後弯を有する頚椎変形矯正手術の治療戦略

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 早川和男, 

近藤　章, 大塚隆信

●感染性脊椎疾患に対する血管柄付き肋骨移植術の経験

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 早川和男, 

近藤　章, 大塚隆信

第 87 回日本整形外科学会学術総会

（2014.05.21-24, 神戸）

●環椎外側魂スクリューを用いた環軸椎亜脱臼に対する

治療戦略　―患者さんから学んだこと―

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 早川和男, 

近藤　章, 大塚隆信

第 51 回日本リハビリテーション医学会学術集会

（2014.06.05-07, 名古屋）

●Ota search task を用いた半側空間無視の評価

青山公紀, 村上里奈, 和田郁雄

第 236 回整形外科集談会東海地方会

（2014.06.14, 名古屋）

●手外科領域における持続末梢神経ブロックを用いた早

期運動療法の経験

岡本秀貴, 小林正明, 福岡宗良, 永谷祐子, 後藤英之, 

水谷　潤, 山田　聡, 若林健二郎, 野崎正浩, 鈴木伸幸, 

大塚聖視, 伊藤錦哉, 村上里奈, 三井裕人, 松本佳久, 

服部一希, 菊池可絵, 武長徹也, 村瀬熱紀, 川口洋平, 

大口怜央, 立松尚衞, 大塚隆信, 和田郁雄, 井口普敬, 

山田邦雄
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第 42 回日本頭痛学会総会

（2014.11.14-15, 下関）

●慢性頭痛に対する予防薬の選択

青山公紀, 西尾　実, 山田和雄

第 25 回日本小児整形外科学会学術集会

（2014.11.27-28, 浦安）

●先天性内反足の足根骨骨化核面積と面積比が Ponseti

法の治療成績に与える影響

伊藤錦哉, 若林健二郎, 服部一希, 白井康裕, 河　命守, 

和田郁雄, 大塚隆信, 佐久間英輔

● 8-plate を用いた骨端軟骨発育抑制術の治療経験

若林健二郎, 和田郁雄, 伊藤錦哉, 服部一希, 白井康裕, 

河　命守, 佐久間英輔, 大塚隆信

●小児化膿性股関節炎における MRI 所見

河　命守, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 服部一希, 

白井康裕, 佐久間英輔, 大塚隆信

●先天性内反足の足根骨骨化核面積と面積比が Ponseti

法の治療成績に与える影響

伊藤錦哉, 和田郁雄, 若林健二郎, 服部一希, 白井康裕, 

河　命守, 佐久間英輔, 大塚隆信

第 238 回整形外科集談会東海地方会

（2014.12.13, 名古屋）

●スポーツ愛好者の Accessory anterolateral talar facet

による距踵骨インピンジメント

服部一希, 若林健二郎, 村上里奈, 白井康裕, 河　命守, 

大塚隆信, 和田郁雄, 伊藤錦哉, 佐久間英輔

講演 ２０１４

第 1 回名古屋西部地域連携懇話会

（2014.01.18, 名古屋）

中枢性運動障害に対するリハビリテーションの基礎

和田郁雄

斯整会運動器疼痛特別研究会

（2014.01.25, 名古屋）

痛みの評価および慢性疼痛

水谷　潤

●当科における MED 導入初期 30 例の治療成績

藤田和彦, 福井孝洋, 上用祐二, 水谷　潤, 大塚隆信

●内視鏡下手術を行った黄色靭帯骨化を伴った軟骨無形

成症の 1 例

藤田和彦, 福井孝洋, 上用祐二, 水谷　潤, 大塚隆信

第 18 回東海足と靴の研究会

（2014.10.25, 名古屋）

●Charcot-Marie-Tooth 病に伴う足部変形に対する手

術経験

白井康裕, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 服部一希, 河　命守, 

大塚隆信, 和田郁雄, 佐久間英輔

第 39 回日本足の外科学会学術集会

（2014.11.13-14, 宮崎）

●凹足変形に対する足底腱膜解離術の治療効果

若林健二郎, 和田郁雄, 伊藤錦哉, 服部一希, 白井康裕, 

河　命守, 佐久間英輔, 大塚隆信

●距骨外側突起の解剖学的調査

服部一希, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 白井康裕, 

河　命守, 水谷　潤, 佐久間英輔, 大塚隆信

●足根骨癒合症に対する手術成績

白井康裕, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 服部一希, 

河　命守, 大塚隆信

●足部発症の慢性再発性多発性骨髄炎の 1 例

福田俊嗣, 和田郁雄, 伊藤錦哉, 若林健二郎, 白井康裕, 

河　命守, 大塚隆信

●第 2 MTP 関節不安定症に対して , 背側アプローチに

て Plantar Plate の修復を行った一例

柴田芳宏, 関谷勇人, 高田直也, 向藤原由花, 林　義一, 

井上淳平, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 服部一希, 和田郁雄

●第 2 足根中足関節の不安定性を伴った第 3 中足骨偽関

節の治療経験

井上淳平, 柴田芳宏, 関谷勇人, 高田直也, 向藤原由花, 

林　義一, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 服部一希, 和田郁雄

●特発性距骨骨壊死に対する Blair 変法の治療経験

河　命守, 和田郁雄, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 

服部一希, 白井康裕, 大塚隆信

●麻痺性踵凹足変形に対する観血治療の術後経過と動作

解析

伊藤錦哉, 和田郁雄, 若林健二郎, 服部一希, 白井康裕, 

河　命守, 佐久間英輔, 大塚隆信



139

京都リハビリテーションフォーラム

（2014.01.30, 京都）

リハビリテーションの基礎　―急性期治療介入から維持

期への展開―

和田郁雄

熊本県臨床整形外科医会

（2014.02.15, 熊本）

小児期扁平足および関連病態の診断と治療

和田郁雄

平成 25 年度春季名古屋市立大学整形外科開業医会

総会, 講演会

（2014.02.22, 名古屋）

子どもの股関節の病気　―発見のコツと小児整形外科へ

の紹介のタイミング―

和田郁雄

第 6 回北勢整形外科懇話会

（2014.03.01, 四日市）

小児股関節痛の診断と治療

和田郁雄

静岡足の外科セミナー

（2014.03.08, 浜松）

足の外科の基礎と診断

和田郁雄

藤田リハビリテーション医学・運動学研究会

（2014.05.09, 豊明）

障がい児の下肢障害に対するケアー　―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

愛知県整形外科医会

（2014.06.14, 名古屋）

小児股関節疾患の診断と治療　―小児整形外科医に紹介

するタイミングを含めて―

和田郁雄

川澄会

（2014.07.26, 名古屋）

ロコモティブ症候群の病態と介護保険

和田郁雄

小牧医療連帯懇親会

（2014.09.06, 名古屋）

小牧市民病院における大腿骨近位部骨折の現状　～骨粗

鬆症と絡めて～

水谷　潤 , 星野啓介

第 59 回八事整形会

（2014.09.18, 名古屋）

最近注目されているあしの疾患・外傷について

和田郁雄

尾張整形外科医療連携を考える会

（2014.09.27, 名古屋）

リハ医学的視点から見た下肢関節障害の病態と運動療法

和田郁雄

頭痛の達人養成塾 （第Ⅱシーズン） 第 5 回

（2014.10.18, 東京）

基調講演「脳神経外科からみた頭痛診療　～頭痛の達人

養成塾に学んで～」

青山公紀

名東区整形外科開業医会

（2014.11.19, 名古屋）

脳脊髄液漏出症と軽度外傷性脳損傷の診断と治療

青山公紀

Aichi Prospect 21

（2014.12.20, 名古屋）

動力学的評価からみた下肢障害の病態と整形外科および

リハビリテーション的対応

和田郁雄

科学研究費 ２０１４

●和田郁雄, 若林健二郎, 佐久間英輔

平成 25 ～ 27 年度　厚生労働科学研究費助成事業　挑

戦的萌芽研究

下垂体瀘胞星細胞を用いたモデルラットの脊髄損傷再

生治療



140

●福山秀直, 植木美乃, 植木孝俊, 岡戸晴生

平成 25 ～ 27 年度　新学術領域研究

神経回路の機能的成熟に与るニューロン・グリア相関

ダイナミズムの時空間解析

●中川正法, 山下敏彦, 阿部暁子, 小林庸子, 

和田郁雄, 松嶋康之, 高嶋　博, 滋賀　健

平成 26 ～ 28 年度　厚生労働科学研究委託事業　難治

性疾患等克服研究事業（難治性疾患等実用化研究事業

（難治性疾患実用化研究事業））

「シャルコー・マリー・トゥース病の診療向上に関す

るエビデンスを構築する研究」班


