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著書 2 0 1 5
●戸口田淳也, 池谷　真, 西小森隆太, 松本佳久,  

横山宏司

実験医学増刊　再生医療 2015 幹細胞と疾患 iPS 細胞

の研究最前線　疾患特異的 iPS 細胞を用いた難治性

骨軟骨疾患の病態解析・創薬　pp. 147-151

羊土社, 東京, 2015

●池谷　真, 松本佳久, 戸口田淳也

遺伝子医学 MOOK　27 号　進行性骨化性線維異形成

症　pp. 203-207

メディカルドゥ, 東京, 2015

●渡邊宣之

整形外科【超音波診断・治療の最前線】　超音波ガイ

ド下インターベンション Femoroacetabular impinge-

ment に対する超音波ガイド下股関節注射　pp. 900-903

南江堂, 東京, 2015

●大島ゆかり, 小出夏子, 金子俊子, 大嶋なみ,  

水野美恵子, 坪田ひろみ, 工藤一美, 黒柳　元,  

立松尚衞, 西脇巨記, 大塚隆信

整形外科看護　20（9）:　当院における骨粗鬆症患者

に対する月 1 回服薬のビスホスホネート製剤を使用し

た服薬指導　pp. 115-118

メディカ出版, 大阪, 2015

●若林健二郎

下肢臨床症候の診かた・考え方　足関節・足部の臨床

診断各論 麻痺足（痙性麻痺と弛緩性麻痺）　pp. 203-

205

南山堂, 東京, 2015

●若林健二郎

下肢臨床症候の診かた・考え方　足関節・足部の臨床

診断各論 足趾の先天異常　pp. 206-207

南山堂, 東京, 2015

●若林健二郎

整形外科看護 決定版！もう苦手とは言わせない ま

るごと股関節 これ 1 冊　発育性股関節形成不全　pp. 

152-158

メディカ出版, 大阪, 2015

●大塚隆信

骨・軟部腫瘍　臨床・画像・病理　改訂第 2 版

診断と治療社, 東京, 2015

原著・総説 2 0 1 5
●Posterior shoulder capsules are thicker and stiffer 

in the throwing shoulders of healthy college base-

ball players: A quantitative assessment using 

Shear-Wave ultrasound elastography

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

Fukuyoshi M, Tsuchiya A, Murase A, Ono T, 

Otsuka T

Am J Sports Med, 43（12）: 2935-2942, 2015

●Salvage method for unplanned excision of soft tis-

sue sarcoma: long-term results of second-look sur-

gery following radio-hyperthermo-chemotherapy

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

Takeuchi A, Nishida H, Yamamoto N, Tsuchiya H, 

Otsuka T

Anticancer Res, 35（1）: 493-498, 2015

●Regulation by heat shock protein 22（HSPB8）of 

transforming growth factor-α-induced ovary can-

cer cell migration

Suzuki M, Matsushima-Nishiwaki R, 

Kuroyanagi G, Suzuki N, Takamatsu R, Furui T, 

Yoshimi N, Kozawa O, Morishige K

Archives of Biochemistry and Biophysics, 

571: 40-49, 2015

●Enhanced chondrogenesis of iPS cells from neona-

tal-onset multisystem inflammatory disease occurs 

via the caspase-1-independent cAMP/PKA/CREB 

pathway

Yokoyama K, Ikeya M, Umeda K, Oda H, 

Nodomi S, Nasu A, Matsumoto Y, Izawa K, 

Horigome K, Kusaka T, Tanaka T, Saito K. M, 

Yasumi T, Nishikomori R, Ohara O, Nakayama N, 

Nakahata T, Heike T, Toguchida J

Arthritis Rheumatol, 67: 302-314, 2015

●Pain medication use after spine surgery: is it as-

sessed in literature? A systematic review, January 

2000-December 2009

Yoshihara H

BMC Research Notes, 8: 323, 2015
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●Is the canal flare index a reliable means of estima-

tion of canal shape? Measurement of proximal 

femoral geometry by use of 3D models of the femur

Tawada K, Iguchi H, Tanaka N, Watanabe N, 

Murakami S, Hasegawa S, Otsuka T

J Orthop Sci, 20（3）: 498-506, 2015

●Quantitative analysis of attachment of the labrum 

to the glenoid fossa: a cadaveric study

Yoshida M, Goto H, Nozaki M, Nishimori Y, 

Takenaga T, Murase A, Nagaya Y, Iguchi H, 

Kobayashi M, Sugimoto K, Nishiyama T, 

Otsuka T

J Orthop Sci, 20（5）: 823-829, 2015

●Randomized study of direct anterior approach ver-

sus posterior approach for BHA

Aiba H, Watanabe N, Nishimori Y, Onogi H, 

Oguri Y, Sakurai H, Otsuka T

Jacobs Journal of Orthopedics and Rheumatology, 

1（2）: 010, 2015

●SOXC transcription factors induce cartilage 

growth plate formation in mouse embryos by pro-

moting noncanonical WNT signaling

Kato K, Bhattaram Pallavi, Penzo-Méndez Alfredo, 

Gadi Abhilash, Lefebvre Véronique

Journal of Bone and Mineral Research, 

30: 1560-1571, 2015

●Delay in hip fracture surgery: an analysis of pa-

tient-specific and hospital-specific risk factors

Ryan DJ, Yoshihara H, Yoneoka D, 

Egol KA, Zuckerman JD

Journal of Orthopaedic Trauma, 

29（8）: 343-348, 2015

●Blood transfusion in primary total shoulder ar-

throplasty: incidence, trends, and risk factors in 

the United States from 2000 to 2009

Ryan DJ, Yoshihara H, Yoneoka D, Zuckerman JD

Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 

24（5）: 760-765, 2015

●Incidental dural tear in cervical spine surgery: 

analysis of a nationwide database

Yoshihara H, Yoneoka D

Journal of Spinal Disorders & Techniques, 

28（1）: 19-24, 2015

●Glia-restricted precursors maintain their permis-

sive properties after long-term expansion but nor 

following exposure to pro-inflammatory factors

Hayakawa K, Haas Christopher, Jin Ying, 

Bouyer Julien, Otsuka T, Fischer Itzhak

Brain Research, 10; 1629: 113-125, 2015

●Resveratrol suppresses TGF-β-induced VEGF 

synthesis in osteoblasts: Inhibition of the p44/p42 

MAPKs and SAPK/JNK pathways

Kuroyanagi G, Otsuka T, Yamamoto N, 

Matsushima-Nishiwaki R, Kozawa O, Tokuda H

Experimental and Therapeutic Medicine, 

9（6）: 2303-2310, 2015

●An anatomic study of the accessory anterolateral 

talar facet

Hattori K, Sakuma E, Nakayama M, 

Kozaki A, Wada I, Otsuka T

Folia Morphol（Warsz）, 74（1）: 61-64, 2015

●Unphosphorylated HSP27（HSPB1）regulates the 

translation initiation process via a direct associa-

tion with eIF4E in osteoblasts

Kuroyanagi G, Tokuda H, Yamamoto N, 

Matsushima-Nishiwaki R, Kozawa O, Otsuka T

Internal Journal of Molecular Medicine, 

36（3）: 881-889, 2015

●Amplification by（-）-epigallocatechin gallate and 

chlorogenic acid of TNF-α-stimulated interleu-

kin-6 synthesis in osteoblasts

Yamamoto N, Tokuda H, Kuroyanagi G, 

Kainuma S, Ohguchi R, Fujita K, 

Matsushima-Nishiwaki R, Kozawa O, Otsuka T

Internal Journal of Molecular Medicine, 

36（6）: 1707-1712, 2015

●Postoperative evaluation of drill holes for ar-

throscopic Bankart repair with suture anchors by 

the use of computed tomography

Yoshida M, Goto H, Nozaki M, Nishimori Y, 

Takenaga T, Murase A, Nagaya Y, Iguchi H, 

Kobayashi M, Sugimoto K, Otsuka T

J Orthop Sci, 20（3）: 481-487, 2015
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●PGD2 stimulates osteoprotegerin synthesis via 

AMP-activated protein kinase in osteoblasts: Regu-

lation of ERK and SAPK/JNK

Kainuma S, Tokuda H, Kuroyanagi G, 

Yamamoto N, Ohguchi R, Fujita K, 

Matsushima-Nishiwaki R, Kozawa O, Otsuka T

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 

101: 23-29, 2015

●Resveratrol reduces prostaglandin E1-stimulated 

osteoprotegerin synthesis in osteoblasts: suppres-

sion of stress-activated protein kinase/c-Jun N-

terminal kinase

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

Kainuma S, Nakakami A, 

Matsushima-Nishiwaki R, Kozawa O, Tokuda H

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 

116-117: 57-63, 2015

●Rho-kinase regulates human platelet activation 

induced by thromboxane A2 independently of p38 

MAP kinase

Iida Y, Doi T, Tokuda H, Matsushima-Nishiwaki R, 

Tsujimoto M, Kuroyanagi G, Yamamoto N, 

Enomoto Y, Tanabe K, Otsuka T, Iwama T, 

Ogura S, Kozawa O, Iida H

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 

94: 73-81, 2015

●Re:“comparison of in-hospital morbidity and mor-

tality rates between anterior and nonanterior ap-

proach procedures for thoracic disc hemiation”by 

Yoshihara et al

Yoshihara H, Yoneoka D

Spine, 40（17）: E1001, 2015

●New protocol to optimize iPS cells for genome 

analysis of fibrodysplasia ossificans progressiva

Matsumoto Y, Ikeya M, Hino K, Horigome K, 

Fukuta M, Watanabe M, Nagata S, Yamamoto T, 

Otsuka T, Toguchida J

Stem Cells, 33（6）: 1730-1742, 2015

●National trends in the surgical treatment for lum-

ber degenerative disease: United States, 2000 to 

2009

Yoshihara H, Yoneoka D

The Spine Journal: Offcial Journal of the North 

American Spine Society, 15（2）: 265-271, 2015

●Rac limits TGF-β-induced VEGF synthesis in os-

teoblasts

Yamamoto N, Otsuka T, Kondo A, 

Matsushima-Nishiwaki R, Kuroyanagi G, 

Kozawa O, Tokuda H

Molecular and Cellular Endocrinology, 

405: 34-41, 2015

●αB-crystallin reduces ristocetin-induced soluble  

CD40 ligand release in human platelets: suppres-

sion of thromboxane A2 generation

Tsujimoto M, Doi T, Kuroyanagi G, 

Yamamoto N, Matsushima-Nishiwaki R, 

Iida Y, Enomoto Y, Iida H, Ogura S, Otsuka T, 

Tokuda H, Kozawa O, Iwama T

Molecular Medicine Reports, 12: 357-362, 2015

●Resveratrol amplifies BMP-4-stimulated osteo-

protegerin synthesis via p38 MAP kinase in osteo-

blasts

Kuroyanagi G, Tokuda H, Yamamoto N, 

Matsushima-Nishiwaki R, Mizutani J, Kozawa O, 

Otsuka T

Molecular Medicine Reports, 12: 3849-3854, 2015

●Progenitor cell fate, SOXC and WNT

Bhattaram Pallavi, Kato K, Lefebvre Véronique

Oncotarget, 6: 24596-24597, 2015

●Release of Phosphorylated HSP27（HSPB1）from 

Platelets Is Accompanied with the Acceleration of 

Aggregation in Diabetic Patients

Tokuda H, Kuroyanagi G, Tsujimoto M, 

Enomoto Y, Matsushima-Nishiwaki R, Onuma T, 

Kojima A, Doi T, Tanabe K, Akamatsu S, Iida H, 

Ogura S, Otsuka T, Iwama T, Tanikawa T, 

Ishikawa K, Kojima K, Kozawa O

PLoS One, 10: e0128977, 2015

●Neofunction of ACVR1 in fibrodysplasia ossificans 

progressive

Hino K, Ikeya M, Horigome K, Matsumoto Y, 

Ebise H, Nishio M, Sekiguchi K, Shibata M, 

Nagata S, Matsuda S, Toguchida J

Proc Natl Acad Sci USA, 112: 15438-15443, 2015
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●後十字靱帯を温存した Cruciate-Substituting 型人工

膝関節置換術における可動域と前後安定性の術中評価

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, 安藤恒平, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 

川西佑典, 内山田修一, 大塚隆信

日本人工関節学会誌, 45: 309-310, 2015

●3D テンプレーティングシステムを用いた Modulus ス

テムの大腿骨髄腔への適合部位の評価

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, 内山田修一, 

川西佑典, 大塚隆信

日本人工関節学会誌, 45: 605-606, 2015

●人工関節置換術後の深部静脈血栓症対策　～エノキサ

パリンとアスピリンを用いたプロトコールの予防効果

と安全性の検討～

相羽久輝, 渡邊宣之, 大野木宏洋, 早稲田祐也, 

小栗雄介, 西森康浩, 山上貴也, 相良学爾, 櫻井公也, 

岡本秀貴, 大塚隆信

日本人工関節学会誌, 45: 649-650, 2015

●肘部管症候群における皮下前方移動術と 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

日本手外科学会雑誌, 31（6）: 926-929, 2015

●整形外科疾患に対する PRP（Platelet-rich plasma）

療法 筋損傷に対する PRP 治療

小林　真, 太田周介, 寺田聡史, 大塚隆信, 

Fu Freddie, Huard Johnny

日本整形外科スポーツ医学会雑誌, 35（4）: 490, 2015

●ロサルタンはマウス骨格筋損傷に対する骨格筋由来幹

細胞移植の有効性を高める

小林　真, 太田周介, 寺田聡史, Fu Freddie H, 

Huard Johnny, 大塚隆信

日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌, 

40（4）: 416, 2015

●股関節鏡視下手術を施行した広範な Pincer FAI であ

る Bone apposition の 3 股

渡邊宣之, 相良学爾, 西森康裕

日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌,

 40: 470, 2015

●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

Hip Joint, 41: 874, 2015

●後期高齢者の腰部脊柱管狭窄症に対する手術選択

稲田　充, 小林佳三, 古谷愛晴, 緒方研吾, 川端　哲, 

早川高志, 駒　直樹

Journal of Spine Research, 6（4）: 2015

●椎間板ヘルニア術後に残存した下肢痛の原因が仙骨嚢

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

Journal of Spine Research, 6（4）: 839-843, 2015

●骨粗鬆症性椎体圧迫骨折に対する早期離床クリティカ

ルパスの検討

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

Osteoporosis Japan, 23: 213-217, 2015

●iPS 細胞と整形外科医療 iPS 細胞を用いた難治性骨軟

骨疾患への取り組み

松本佳久, 池谷　真, 横山宏司, 大塚隆信, 

戸口田淳也

日本整形外科学会雑誌, 89（12）: 1005-1009, 2015

●小円筋をメルクマールとした肩関節後下方関節包の描

出方法

武長徹也, 杉本勝正, 後藤英之, 福吉正樹, 土屋篤志, 

吉田雅人, 小野哲矢, 中川宏樹, 桐山雅史, 大塚隆信

日本整形外科超音波学会会誌, 26（1）: 44-47, 2015

●外腸骨動脈血栓を来たした THA 再置換術後の 1 例

佐野嘉紀, 吉田行雄, 後藤悠助, 兒玉起平

日本人工関節学会誌, 45: 45-46, 2015

●THA 再置換術における Modulus medium/long stem

の中期成績

吉田行雄, 佐野嘉紀, 後藤悠助, 兒玉起平

日本人工関節学会誌, 45: 87-88, 2015

●ステム周辺骨折（Vancouver 分類 type B2, B3）に対

するセメントレスロングステムを用いた再置換術

後藤悠助, 吉田行雄, 佐野嘉紀, 兒玉起平

日本人工関節学会誌, 45: 89-90, 2015

●Zed Hip を使用した THA 3D テンプレーティングの

整合性について

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 舩橋伸司, 戸野祐二, 

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

日本人工関節学会誌, 45: 165-166, 2015
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●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, 小栗雄介, 西森康浩, 櫻井公也, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（1）: 173-174, 2015

●チタンゲージ内β -TCP 移植後の椎体間骨癒合に関す

る組織学的検討

川端　哲, 稲田　充, 早川高志, 緒方研吾

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（2）: 251-252, 2015

●当科における化膿性脊椎炎の臨床的検討

林　義一, 高田直也, 向藤原由花, 柴田芳宏, 関谷勇人, 

福岡宗良

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（3）: 439-440, 2015

●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

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

53（3）: 463-464, 2015

●骨粗鬆症治療におけるデノスマブ投与後血清 Ca 値の

変動と腎機能

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, 

58（4）: 661-662, 2015

●足部粉砕骨折に対するイリザロフ創外固定器を用いた

arched wire technique による治療経験

寺澤貴志, 生田憲史, 坂井宏章, 篠塚　司, 棚橋一雄

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（4）: 765-766, 2015

●若年者に発生した大腿骨頸部疲労骨折の 1 例

山田宏毅, 鈴木浩之, 平出隆将, 松澤　良, 福田俊嗣, 

泉田　誠

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 58（4）: 769-770, 

2015

●Toxic shock like syndrome を呈した G 群溶血性連鎖

球菌による下腿壊死性筋膜炎の 1 例

棚橋一雄, 寺澤貴志, 生田憲史, 坂井宏章, 篠塚　司

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（4）: 793-794, 2015

●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, 久保田雅仁, 千田博也, 川口洋平, 

立松尚衞, 山田　聡, 木村浩明, 大口怜央, 下崎真吾, 

大塚隆信

日本マイクロサージャリー学会会誌,

 28（2）: 68-72, 2015

●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

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（1）: 15-16, 2015

●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, 

福田　誠

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（1）: 25-26, 2015

●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, 高田直也, 関谷勇人, 福岡宗良

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（1）: 81-82, 2015

●内視鏡下手術を行った黄色靭帯骨化症を伴った軟骨無

形成症の 1 例

藤田和彦, 水谷　潤, 福井孝洋, 上用祐士, 大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（1）: 119-120, 2015

●成人脊柱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

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（1）: 127-128, 2015

●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

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（1）: 171-172, 2015
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●両足関節果部骨折 AO/OTA 分類 44 type C の 1 例

大久保徳雄, 鈴木浩之, 久保田雅仁, 平出隆将, 

山田宏毅, 福田俊嗣, 松澤　良, 柴田　淳, 土井孝信, 

泉田　誠

東海整形外科外傷研究会誌, 28: 40-43, 2015

●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, 篠塚　司

東海整形外科外傷研究会誌, 28: 44-47, 2015

●不安定型骨盤輪骨折に対して spinal instrumentotion

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

東海整形外科外傷研究会誌, 28: 51-54, 2015

●上腕骨近位端骨折に対する deltoid split approach

（DSA）の有用性

福田　誠, 多和田兼章, 星野啓介, 加藤治朗, 

内山田修一, 川西佑典, 岩田英敏, 五十棲秀幸, 

安藤恒平, 舩橋伸司, 戸野祐二, 室　秀紀, 山田邦雄, 

大塚隆信

東海整形外科外傷研究会誌, 28: 70-74, 2015

●上腕骨投球骨折にプレート固定を施行した 2 例

近藤　陽, 高田直也, 向藤原由花, 林　義一, 

柴田芳宏, 勝田康裕, 藤原一吉, 藤浪慎吾, 井上淳平, 

近藤伸一郎, 河本絵梨子, 関谷勇人, 五十棲秀幸

東海整形外科外傷研究会誌, 28: 82-84, 2015

●脛骨骨幹部骨折髄内釘手術で外側傍膝蓋骨関節外アプ

ローチを行った 2 例

坪内希親, 裵　漢成, 山崎　真, 白神宗男, 河野宗平, 

鴨居史樹, 渡辺隆之, 市川義明, 高橋育太郎

東海整形外科外傷研究会誌, 28: 89-91, 2015

●膝後十字靭帯大腿骨側裂離骨折の 1 例

早稲田裕也, 西森康浩, 大野木宏洋, 相羽久輝, 

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, 28: 95-98, 2015

●Pop-on 式椎弓根スクリューの CBT 法への応用

稲田　充, 緒方研吾, 川端　哲, 早川高志, 鈴木信治

東海脊椎外科, 29: 12-14, 2015

●進行する歩行障害を呈し , 前医 2 か所（整形外科 , 神

経内科）で脊椎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

東海脊椎外科, 29: 19-21, 2015

●仙骨上関節突起骨折に対する低出力パルス超音波を利

用した保存的治療

松本佳久, 大塚聖視, 鈴木伸幸, 水谷　潤, 福岡宗良, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 58（5）: 907-908, 

2015

●手指内軟骨腫に対する我々の治療　―鏡視下掻爬術―

岡本秀貴, 小林正明, 関谷勇人, 木村浩明, 大口怜央, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（5）: 1007-1008, 2015

●椎体間固定術におけるハイドロキシアパタイトの役割

（組織学的検討）

川端　哲, 稲田　充, 緒方研吾, 早川高志, 鈴木信治

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（5）: 1053-1054, 2015

●前方脱臼に対して頻回に整復操作を繰り返したが , 術

中所見で後方脱臼が原因であったと確認した 1 例

裵　漢成, 高橋育太郎

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（6）: 1105-1106, 2015

●胸腰椎脊髄腫瘍に対する還納式椎弓形成術の術後成績

福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 松本佳久, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（6）: 1211-1212, 2015

●腰椎転移性脊椎腫瘍に対する椎体半切による根治手術

の 2 例

近藤　章, 村上英樹, 吉岡克人, 林　寛之, 大塚隆信, 

土屋弘行

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（6）: 1213-1214, 2015

●スポーツ活動中に発症した脊髄終糸症候群の 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

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（6）: 1227-1228, 2015

●両下肢痛の診断に難渋した Stiff-person syndorome

の 1 例

生田憲史, 寺澤貴志, 坂井宏章, 篠塚　司, 棚橋一雄

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（6）: 1231-1232, 2015
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ORS 2015 Annual Meeting

（2015.03.28-31, Las Vegas, USA）

●Oral administration of losartan significantly 

improves muscle healing after compartment Syn-

drome-Like muscle injury

Kobayashi M, Kawakami Y, Otsuka T, 

Freddie H. Fu, Johnny Huard

●Losartan improve the muscle regeneration poten-

tial of muscle derived stem cell

Kobayashi M, Kawakami Y, Terada S, Ota S, 

Otsuka T, Freddie H. Fu, Johnny Huard

●Anatomical evaluation of the screw placement with 

sacral plate related to nerve injury in lumbosacral 

Fixation-Comparison of clinical with cadaver study

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

Matsumoto Y, Otsuka T

●Quantitative evalution of elasticity in the postero-

inferior shoulder joint capsules of collegiate base-

balllayers using Shear-Wave ultrasound elastogra-

phy

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

Yoshida M, Murase A, Mitsui H, Kobayashi M, 

Nagaya Y, Iguchi H, Otsuka T

●（-）-epigallocatechin gallate attenuates the induc-

tion of Hsp27 stimulated by Sphingosine 1-phos-

phate via suppression of phosphatidylinositol 3-ki-

nase/akt pathway in osteoblasts

Mizutani J, Otsuka T, Kozawa O

●Quantitative assessment of the Pivot-shift test for 

anterior cruciate ligament injuries using a gyro-

scope

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

Takenaga T, Nagaya Y, Mitsui H, Okamoto H, 

Iguchi H, Otsuka T

●Intra-articular graft length in double bundle poste-

rior cruciate ligament reconstruction

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

Takenaga T, Nagaya Y, Mitsui H, Okamoto H, 

Iguchi H, Otsuka T

●人工膝関節全置換術が行われた重度変形性膝関節症患

者の理学療法を経験して

濱　貴之, 池戸 利行, 内藤裕治, 鬼頭和也, 落合康平, 

山岸国夫, 太田周介, 坪井義晃, 岡本康義

静岡理学療法ジャーナル, 30: 88, 2015

●【特集　超音波検査でみるスポーツ障害・外傷―解剖

から描出のテクニックまで】スポーツ障害・外傷に置

ける超音波検査の実際　肩関節

後藤英之

メディカルテクノロジー, 43（5）: 445-449, 2015

●人工股関節置換術を施行したアルカプトン尿症の 1 例

加藤哲司, 山岸逸郎, 笠井貞秀, 長澤範和, 市川義明

整形・災害外科, 58: 1629-1632, 2015

●卒後研修講座 小児期扁平足および関連病態の診断と

治療

若林健二郎

整形外科, 66（10）: 1087-1094, 2015

●当院における骨粗鬆症患者に対する月 1 回服薬のビス

ホスホネート製剤の服薬指導

大島ゆかり, 小出夏子, 金子俊子, 大嶋なみ, 

水野美恵子, 坪田ひろみ, 工藤一美, 黒柳　元, 

立松尚衞, 西脇巨記, 大塚隆信

整形外科看護, 20（9）: 943-947, 2015

●One for all. All for one

櫻井公也

おいわけ, 141: 1, 2015

●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, 大野木宏洋, 早稲田祐也, 

小栗雄介, 西森康浩, 山上貴也, 相良学爾, 櫻井公也

陶生医報, 30: 15, 2015

（補　遺）

2014 年

●破裂性腹部大動脈瘤の術後患者における全身性炎症反

応症候群の持続がリハビリテーションの進行に与える

影響

落合康平, 加藤倫卓, 光地海人, 森　雄司, 川瀬翔太, 

千崎史顕, 太田周介, 高木寿人, 小澤章子, 梅本琢也

第30回東海北陸理学療法学術大会誌, 145, 2014
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●The inhibitory effect of synthetic disease-modifying 

anti-rheumatic drugs and steroids on gliostatin/

platelet-derived endothelial cell growth factor pro-

duction in human fibroblast-like synoviocytes

Kawaguchi Y, Waguri-Nagaya Y, Ikuta K, 

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

Aoyama M, Asai K, Otsuka T

ISSCR 13th Annual Meeting

（2015.06.24-27, Stockholm, Sweden）

●New protocol to optimize iPS cells for genome 

analysis of fibrodysplasia ossificans progressiva

Matsumoto Y, Ikeya M, Hino K, Fukuta M, 

Nagata S, Yamamoto T, Otsuka T, Toguchida J

North American Spine Society（NASS）2015 

Spine Across the Sea

（2015.07.26-30, Hawaii, USA）

●Load and position induced changes within the 

spinal canal: a possible interaction between the 

ligamentum flavum and the epidural fat in the con-

striction of the cauda equina

Suzuki N, Otsuka S, Matsumoto Y

Eurospine 2015

（2015.09.02-04, Copenhagen, Denmark）

●Relationship between psoas muscle positon and spi-

nopelvic alignment: An anatomical analysis using 

MRI for lateral interbody fusion

Kondo A, Abe Y, Yamada K, Otsuka T, Sato S

The 26th Congress of the European Society for 

Surgery of the Shoulder and the Elbow（SECEC-

ESSSE）

（2015.09.16-19, Milano, Italy）

●Accuracy of ultrasound-guided versus blind sub-

acromial injections: a cadaveric study

Goto H, Takenaga T, Sugimoto K, Nozaki M, Yo-

shida M, Murase A, Sakai H, Mitsui H, 

Kobayashi M, Nagaya Y, Iguchi H, Otsuka T

●Interobserver agreement in the classification of 

postoperative rotator cuff integrity（Sugaya Clas-

sification）using magnetic resonance imaging

Yoshida M, Phillipe Collin, Thierry Josseaume, 

Goto H, Otsuka T

34th EPOS（European Paediatric Orthopaedic 

Society）Annual Meeting 2015

（2015.04.15-18, Marseille, France）

●How long the Pavlik harness should be continued?: 

A study of the acetabular development during Pav-

lik harness treatment in DDH

Wakabayashi K, Wada I, Sakuma E, Ito K, 

Hattori K, Shirai Y, Ha MS, Otsuka T

16th European Federation of National Associa-

tions of Orthopaedics and Traumatology Con-

gress Prague 2015

（2015.05.27-30, Praha, Czech Republic）

●Evaluating efficacy of monthly oral minodronate 

treatment in Japanese elderly patients after acute 

osteoporotic fracture

Ohta S, Tsuboi Y, Okamoto Y

The 25th Korean-Japanease combined Orthopae-

dic Symposium（KJCOS 2015）

（2015.06.04-06, Busan, South Korea）

●Clinical outcome of reconstruction using a frozen 

autograft for a humeral bone tumor

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

Nishida H, Takeuchi A, Inatani H, Shimozaki S, 

Otsuka T, Tsuchiya H

10th Biennial ISAKOS CONGRESS

（2015.06.07-11, Lyon, France）

●Losartan improve the muscle regeneration poten-

tial of muscle derived stem cell in contusion injury 

mouse model

Kobayashi M, Terada Y, Ota S, Otsuka T, 

Freddie H. Fu, Johnny Huard

EULAR 2015 16th Annual European Congress of 

Rheumatology 2015 -European League Against 

Rheumatism

（2015.06.10-13, Fiera Roma, Italy）

●A role for p38 Mitogen-Activated Protein Kinase

（MAPK）in gliostatin production in rheumatoid 

fibroblast-like synoviocytes

Ikuta K, Kawaguchi Y, Waguri-Nagaya Y, 

Tatematsu N, Terazawa T, Kobayashi M, Goto H, 

Nozaki M, Aoyama M, Asai K, Otsuka T
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第 21 回東海関節鏡研究会

（2015.01.17, 名古屋）

●鏡視下股関節唇縫合術に於ける JuggerKnot Curved 

Guide の有用性

渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 西森康浩, 小栗雄介, 

早稲田祐也, 相羽久輝, 大野木宏洋, 櫻井公也, 

岡本秀貴

●半月板後角損傷に対する修復術の小経験

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

●再建靭帯を温存できた ACL 再建術後 MRSA 感染の 1 例

竹内聡志, 土屋篤志, 長谷川伸一, 大藪直子, 

野崎正浩

●Percutaneous Insertion Kit を用いた鏡視下肩関節制

動術の小経験

武長徹也, 後藤英之, 野崎正浩, 吉田雅人, 村瀬熱紀, 

三井裕人, 永谷祐子, 井口普敬, 小林正明, 大塚隆信, 

大藪直子, 杉本勝正

第 8 回東海人工関節研究会

（2015.01.30, 名古屋）

●ポータブルナビゲーション（Kneealign2 System）を

用いた人工膝関節置換術

野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 三井裕人, 村瀬熱紀, 

武長徹也, 大塚隆信, 永谷祐子, 井口普敬

第 32 回中部日本手外科研究会

（2015.01.31, 名古屋）

●手指内軟骨腫治療の最前線　―鏡視下掻爬術―

岡本秀貴

第 128 回北海道整形災害外科学会

（2015.01.31-02.01, 札幌）

●MRI を用いた腸腰筋と腰椎椎間板の位置関係の検討 

脊柱矢状面アライメントが腸腰筋位置に与える影響

近藤　章, 安倍雄一郎, 佐藤栄修, 百町貴彦, 

柳橋　寧, 山田賢太郎, 増田武志

第 2 回桜山リウマチミーティング

（2015.02.06, 名古屋）

●当院におけるゴリムマブ投与の実際

福井孝洋

●The direction of the inferior border of the scapula 

related to the glenoid articular surface: A cadaveric 

study

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

Yoshida M, Murase A, Otsuka T

ISOLS 2015（MSTS 2015）

（2015.10.06-10, Orlando, USA）

●Clinical outcome of reconstruction using a frozen 

autograft for a humeral bone tumor

Kimura H, Yamamoto N, Hayashi K, Takeuchi A, 

Igarashi K, Inatani H, Shimozaki S, Kato T, 

Aoki Y, Higuchi T, Otsuka T, Tsuchiya H

●Prediction of the Skeletal-Related events in pa-

tients with Non-Small cell lung cancer

Aiba H, Kimura T, Yamagami T, Nishimori Y, 

Watanabe N, Sakurai H, Kimura H, Shimozaki S, 

Otsuka T

American Society for Bone and Mineral Research

（ASBMR）2015 Annual Meeting

（2015.10.09-12, Seattle, USA）

●Adherence to osteoporosis medications in Japanese 

patients after hospitalization for acute osteoporotic 

fracture

Ohta S, Tsuboi Y, Okamoto Y, Doi T

●New protocol to optimize iPS cells for genome 

analysis of fibrodysplasia ossificans progressiva

Matsumoto Y, Ikeya M, Hino K, Fukuta M, 

Nagata S, Yamamoto T, Otsuka T, Toguchida J

The 16th International Symposium of Neural Re-

generation

（2015.11.30-12.03, California, USA）

●Glial restricted precursors maintain their permis-

sive properties after long-term expansion but nor 

following exposure to pro-inflammatory factors

Hayakawa K, Haas Christopher, Jin Ying, 

Bouyer Julien, Otsuka T, Fischer Itzhak
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第 45 回日本人工関節学会

（2015.02.27-28, 博多）

●3D テンプレーティングシステムを用いた Modulus ス

テムの大腿骨髄腔への適合部位の評価

多和田兼章, 山田邦雄, 星野啓介, 大塚隆信

●ARMD と鑑別を要する MoM THA のインプラント

インピンジメントによるメタローシスを伴う巨大偽腫

瘍を呈した 1 例

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, 山田　聡, 大塚隆信

●Dual conical stem の開発と転子骨切術への臨床応用

井口普敬, 三井裕人, 小林正明, 永谷祐子, 後藤英之, 

野崎正浩, 柴田康宏, 福井孝洋, 上用祐士, 大塚隆信

●MicroMax Stem の使用経験とステム挿入角度の計測

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, 藤浪慎吾, 五十棲秀幸, 井上淳平, 

近藤　陽, 井口普敬

●Patient specific surgical guide 法（Signature）にお

る TKA の術中術後屈曲位バランスに対する parallel 

cut 法併用の効果

小林正明, 永谷祐子, 後藤英之, 野崎正浩, 三井裕人, 

村瀬熱紀, 井口普敬, 大塚隆信

●THA 再置換術における Modulus medium/long stem

の中期成績

吉田行雄, 佐野嘉紀, 後藤悠助, 兒玉起平

●Zed Hip を使用した THA 3D テンプレーティングの

整合性について

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 舩橋伸司, 戸野祐二, 

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

●アナトミカルセメントレスステムにおけるステムファー

スト手技―2 年以上経過観察した臨床評価の検討

渡邊宣之, 井口普敬, 三井裕人, 岡本秀貴, 大塚隆信

●ステム周辺骨折（Vancouver 分類 type B2 B3）に対

するセメントレスロングステムを用いた再置換術

後藤悠助, 吉田行雄, 佐野嘉紀, 兒玉起平

●外腸骨動脈血栓を来たした THA 再置換術後の 1 例

佐野嘉紀, 吉田行雄, 後藤悠助, 兒玉起平

●原発生化膿性股関節炎後の骨破壊に対して impaction 

bone grafting 併用人工股関節置換術を施行した 1 例

金子達洋, 安藤喜一郎, 小川　崇, 山本敦史, 高橋伸弥, 

八木　清, 荒木恵介, 波頭経俊

第 6 回東三河アクテムラカンファランス

（2015.02.07, 豊橋）

●トシリズマブ静脈注射から皮下注製剤へのスイッチ症

例の検討

福井孝洋

第 37 回東海スポーツ傷害研究会

（2015.02.07, 名古屋）

●野球開始年齢やポジションは上腕骨後捻角に影響するか

武長徹也, 後藤英之, 吉田雅人, 村瀬熱紀, 野崎正浩, 

小林正明, 大塚隆信, 杉本勝正, 福吉正樹, 土屋篤志

第 1 回西尾張整形外科医会

（2015.02.14, 一宮）

●診断に難渋したハンソンピン後の転子下骨折の 1 例

長澤範和, 加藤哲司, 山岸逸郎, 笠井貞秀

第 30 回東海小児整形外科懇話会

（2015.02.14, 名古屋）

●先天性多発性関節拘縮症を伴った両先天性垂直距骨に

対して Dobbs 変法を行った 1 例

河　命守, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 服部一希, 白井康裕, 

大塚隆信, 和田郁雄, 佐久間英輔

第 6 回日本 MISt 研究会

（2015.02.15, 神戸）

●腰椎疾患に対する XLIF の間接的除圧効果

大塚聖視

第 5 回 VTE を考える会

（2015.02.20, 名古屋）

●人工膝関節置換術後の深部静脈血栓症対策

相羽久輝, 渡邊宣之, 大野木宏洋, 早稲田裕也, 

小栗雄介, 西森康浩, 山上貴也, 相良学爾, 櫻井公也, 

岡本秀貴, 大塚隆信

第 34 回日本画像医学会

（2015.02.27-28, 東京）

●セルトリズマブ・ペゴルの治療効果を足 MRI で評価

した関節リウマチの 1 例

窪田泰浩
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第 239 回整形外科集談会東海地方会

（2015.03.14, 名古屋）

●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

●外側上腕皮弁にて被覆した前腕広範囲軟部組織欠損の

2 例

岡本秀貴, 山田　聡, 木村浩明, 大口怜央, 下崎慎吾, 

川口洋平, 立松尚衞, 大塚隆信, 松下　廉, 鴨居史樹

●硬膜内髄外腫瘍が肺腺癌の転移であった 1 例

井上淳平, 藤原一吉, 林　義一, 高田直也, 向藤原由花, 

柴田芳宏, 勝田康裕, 藤浪慎吾, 五十棲秀幸, 近藤　陽, 

関谷勇人, 福岡宗良

●体幹発生 myxofibrosarcoma の 1 例

山田　聡, 木村浩明, 大口怜央, 下崎慎吾, 岡本秀貴, 

大塚隆信

●大腿骨コンポーネントが脱転した Oxford knee の 2 例

黒柳　元, 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

●陳旧性大腿四頭筋断裂の 1 例

加藤治郎, 星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 戸野祐二, 

多和田兼章, 舩橋伸司, 安藤恒平, 福田　誠, 岩田英敏, 

鷹羽慶之, 川西佑典, 内山田修一

第 14 回日本再生医療学会総会

（2015.03.19-21, 横浜）

●New protocol to optimize iPS cells for genome 

analysis of fibrodysplasia ossificans progressive

Matsumoto Y, Ikea M, Fukuta M, Nagata S, 

Otsuka T, Toguchida J

●外傷性変形性膝関節モデルに対する EP2 受容体アゴ

ニスト関節注射製剤の有用性

福田　誠, 金　永輝, 松本佳久, 日根野翔, 関口和也, 

松永一仁, 丸山隆幸, 越智保夫, 大塚隆信, 戸口田淳也

●疾患特異的 iPS 細胞を用いた進行性骨化性繊維異形

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

●疾患特異的 iPS 細胞を用いた難治性骨・軟骨疾患の

病態解析

戸口田淳也, 池谷　真, 松本佳久, 福田　誠, 横山宏司, 

西小森隆太, 平家俊男, 大塚隆信, 松田秀一

●後十字靭帯を温存した CruciateSubstituting 型人工

膝関節置換術における可動域と前後安定性の術中評価

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, 大塚隆信

●後方非剥離 AL supine approach を用いた THA の短

期成績

安藤喜一郎, 小川　崇, 山本敦史, 高橋伸弥, 金子達洋, 

八木　清, 荒木恵介, 波頭経俊

●人工関節置換術後の深部静脈血栓症対策　～エノキサ

パリンとアスピリンを用いたプロトコールの予防効果

と安全性の検討～

相羽久輝, 渡邊宣之, 大野木宏洋, 早稲田祐也, 

小栗雄介, 西森康浩, 山上貴也, 相良学爾, 櫻井公也, 

岡本秀貴, 大塚隆信

●人工膝関節置換術における Patient Matchied Instru-

mentation（VISIONAIRE）の精度についての検討

福井孝洋, 柴田康宏, 山岸洋介, 藤田和彦, 上用祐士, 

井口普敬, 大塚隆信

●人工膝関節置換術後 9 年で発症した結核性膝関節炎の

1 例

三井裕人, 小林正明, 野崎正浩, 後藤英之, 永谷祐子, 

井口普敬, 大塚隆信

●当院における人工関節置換術後の深部静脈血栓症　～

アスピリンとエノキサパリンを用いたプロトコールの

効果と安全性の検討～

相羽久輝, 渡邊宣之, 大野木宏洋, 早稲田裕也, 

小栗雄介, 西森康浩, 山上貴也, 相良学爾, 櫻井公也, 

岡本秀貴, 大塚隆信

●膝蓋大腿関節置換（PFJ）に MPFL 再建を併用し経

過良好であった習慣性膝蓋骨脱臼の 1 例

上用祐士

第 179 回静岡県整形外科医会集談会

（2015.03.04, 三島）

●大腿骨近位部骨折新鮮例に対するミノドロン酸の骨粗

鬆症治療効果

坪井義晃, 岡本康義, 太田周介

重症開放骨折を語る会

（2015.03.07, 名古屋）

●創管理法（NPWT）

鈴木浩之
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第 64 回東海関節外科研究会

（2015.04.04, 名古屋）

●テリパラチドと IBG にて術後早期にリモデリングを

得た , 人工肘関節再置換術の 1 例

大野木宏洋, 渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 西森康浩, 

小栗雄介, 早稲田祐也, 相羽久輝, 櫻井公也, 岡本秀貴

第 58 回東海整形外科外傷研究会学術集会

（2015.04.04, 名古屋）

●Twins による大腿骨頚部骨折治療の短期成績

柴田　淳, 鈴木浩之, 久保田雅仁, 山田宏毅, 松澤　良, 

泉田　誠

●上腕骨近位端骨折に対する LCP Percutaneous Aim-

ing System 3.5 for PHILOS を用いた低侵襲手術の小

経験

鷹羽慶之, 星野啓介, 福田　誠, 室　秀紀, 戸野祐二, 

舩橋伸司, 多和田兼章, 岩田英敏, 内山田修一, 

川西佑典, 山田邦雄

●上腕骨近位部骨折に対する Deltoid-split approach

福田　誠, 内山田修一, 川西佑典, 岩田英敏, 鷹羽慶之, 

多和田兼章, 舩橋伸司, 戸野祐二, 星野啓介, 室　秀紀, 

山田邦雄

●投球骨折に対しプレート固定を施行した 2 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

●当院における大腿骨頚基部骨折, 頚基部骨折を合併し

た大腿骨転子部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

●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

●膝後十字靭帯大腿骨側裂離骨折の 1 例

早稲田裕也, 西森康浩, 大野木宏洋, 相羽久輝, 

山上貴也, 相良学爾, 小栗雄介, 渡邊宣之, 櫻井公也

●脛骨骨幹部骨折髄内釘手術での外側膝蓋骨関節外アプ

ローチに軟部保護の工夫を加えた2例

坪内希親, 山崎　真, 白神宗男, 河野宗平, 裵　漢成, 

鴨居史樹, 渡辺隆之, 市川義明, 高橋育太郎

第 7 回愛知 CR 研究会

（2015.03.20, 名古屋）

●特発性膝関節骨壊死に対して人工膝関節置換術を施行

した 1 例

佐野嘉紀

第 3 回中部 MISt 研究会

（2015.03.21, 名古屋）

●CBT 法を用い単椎間での後方・前方同時手術を行っ

た化膿性脊椎炎の 1 例

早川高志, 稲田　充, 小林桂三, 古谷愛晴, 緒方研吾, 

川端　哲, 駒　直樹, 草田潤一

●XLIF による間接的除圧効果の検討

大塚聖視

第 5 回日本テニス・スポーツ医学研究会

（2015.03.21, 東京）

●東海地区ジュニアテニス指導における調査報告

藤浪慎吾, 岡本秀貴, 杉本勝正, 小林正明, 後藤英之, 

野崎正浩, 村瀬熱紀, 川口洋平, 立松尚衞, 武長徹也, 

黒柳　元, 山本尚洋, 上用祐士, 大野木宏美, 大塚隆信, 

別府諸兄, 梅林　薫, 中田　研, 平松久仁彦, 渡邊美月, 

三木裕昭, 岩月俊二, 魚田尚吾, 松本健太郎, 尾藤晴彦, 

内田繕博

●東海地区ジュニアテニス指導者モチベーション調査報告

上用祐士, 岡本秀貴, 杉本勝正, 小林正明, 後藤英之, 

野崎正浩, 村瀬熱紀, 川口洋平, 立松尚衞, 武長徹也, 

黒柳　元, 山本尚洋, 藤浪慎吾, 大野木宏美, 大塚隆信, 

別府諸兄, 梅林　薫, 中田　研, 平松久仁彦, 渡邊美月, 

三木裕昭, 岩月俊二, 魚田尚吾, 松本健太郎, 尾藤晴彦, 

内田繕博

第 120 回日本解剖学会全国学術集会・第 92 回生理

学会大会・合同大会

（2015.03.21-23, 神戸）

●Postnatal changes of distribution of S-100 protein 

positive cells, connexin 43 and LH-RH positive sites 

in the pars tuberalis of the rat pituitary gland

佐久間英輔, 和田郁雄, 白澤信行, 若林健二郎, 

大塚隆信, 植木孝俊
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●手指内軟骨腫に対する私の治療　―鏡視下掻爬術―

岡本秀貴, 小林正明, 関谷勇人, 木村浩明, 大口玲央, 

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

●仙骨上関節突起骨折に対する低出力パルス超音波を利

用した保存的治療

松本佳久, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 水谷　潤, 福岡宗良, 

大塚隆信

●足部粉砕骨折に対するイリザロフ創外固定器を用いた

arched wire technique による治療経験

寺澤貴志, 生田憲史, 坂井宏章, 篠原　司, 棚橋一雄

●超音波断層検査による修復腱板の経時的変化

後藤英之, 杉本勝正, 土屋篤志, 吉田雅人, 武長徹也, 

大塚隆信

●超音波断層検査による修復腱板の評価

後藤英之, 小林正明, 井口普敬, 永谷祐子, 野崎正浩, 

三井裕人, 武長徹也, 大塚隆信

●椎体間固定術におけるハイドロキシアパタイトの役割

（組織学的検討）

川端　哲, 稲田　充, 緒方研吾, 早川高志, 鈴木信治

●転移性骨腫瘍に対する予防的手術の必要性

下崎真吾, 山田　聡, 木村浩明, 大口怜央, 大塚隆信, 

土屋弘行

●当施設における骨巨細胞腫の治療成績

稲谷弘幸, 山本憲男, 西田英司, 林　克洋, 土屋弘行, 

大塚隆信

●両下肢痛の診断に難渋した Stiff-person syndrome の

1 例

生田憲史, 寺澤貴志, 篠原　司, 安間三四郎, 

棚橋一雄

第 58 回日本手外科学会学術集会

（2015.04.16-17, 東京）

●RA 患者における手指 PIP 関節手術例の検討

奥田敏治, 岡本秀貴, 大塚隆信

●グロムス腫瘍 12 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

●後骨間神経麻痺を合併した Monteggia 骨折の治療経験

藤浪慎吾, 関谷勇人, 勝田康裕, 五十棲秀幸, 

岡本秀貴

第 124 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

（2015.04.10-11, 金沢）

●TKA 術後 Hb 低下により Xa 阻害剤は中止すべきか？

小林正明, 永谷祐子, 後藤英之, 野崎正浩, 井口普敬, 

大塚隆信

●Toxic shock like syndrome を呈した G 群溶血性連鎖

球菌による下腿壊死性筋膜炎の 1 例

棚橋一雄, 寺澤貴志, 生田憲史, 坂井宏章, 篠原　司

● Twins による大腿骨頚部骨折治療の短期成績

柴田　淳, 鈴木浩之, 久保田雅仁, 山田宏毅, 松澤　良, 

泉田　誠

●スポーツ活動中に発症した脊髄終糸症候群の 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

●パゾパニブ投与中に気胸を発症した症例の検討

木村浩明, 山田　聡, 大口怜央, 下崎真吾, 大塚隆信, 

土屋弘行

●下腿骨骨折に対するロッキング機構を有する髄内釘の

使用経験

松澤　良, 泉田　誠, 久保田雅仁, 鈴木浩之, 平出隆将

●胸腰椎脊髄腫瘍に対する還納式椎弓形成術の術後成績

福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 松本佳久, 

大塚隆信

●腰椎転移性脊椎腫瘍に対する椎体半切による根治手術

の2例

近藤　章, 村上英樹, 吉岡克人, 林　寛之, 大塚隆信, 

土屋弘行

●骨吸収性（uHA-PLLA）インプラントの体内吸収動

態に対する検討

福田　誠, 多和田兼章, 星野啓介, 山田邦雄, 大塚隆信

●骨粗鬆症治療におけるデノスマブ投与後血清 Ca 値の

変動と腎機能

鈴木伸幸, 大口怜央, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 

松本佳久, 南谷千帆, 大塚隆信

●鎖骨骨幹部骨折に対し LCP での骨接合術後再骨折を

起こした 2 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

●自在金具とカラビナを使用した創外固定挙上法

鈴木浩之, 久保田雅仁, 泉田　誠, 村瀬熱紀, 福田俊嗣, 

松澤　良

●若年者に発生した大腿骨頸部疲労骨折の1例

山田宏毅, 鈴木浩之, 平出隆将, 松澤　良, 福田俊嗣, 

泉田　誠
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●当院における RA 患者の骨粗鬆症に対する治療経験

奥田敏治

第 21 回救急整形外傷シンポジウム

（2015.04.24-25, 台北, 台湾）

●Floating shoulder に対して鎖骨骨幹部と肩甲骨に観

血的骨接合術を施行した 1 例

上用祐士

第 42 回東三河リウマチ研究会

（2015.05.16, 豊橋）

●MTX における間質性肺炎治療のために人工呼吸器管

理中に縦隔気腫をきたした 1 例

福井孝洋

平成 27 年度西三医学会

（2015.05.17, 碧南）

●当院における関節リウマチに対する生物学的製剤の治

療効果

窪田泰浩

第 88 回日本整形外科学会学術総会

（2015.05.21-24, 神戸）

●3-D 大腿骨モデルを用いた回旋の影響の少ない近位大

腿骨髄腔形態

多和田兼章, 井口普敬, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 

戸野祐二, 舩橋伸司, 福田　誠, 大塚隆信

●50°以上頚椎後弯症の変形矯正手術

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 近藤　章, 

松本佳久, 大塚隆信

●MRI を用いた腸腰筋と腰椎椎間板の位置関係の検討：

脊柱矢状面アライメントが腸腰筋位置に与える影響

近藤　章, 安倍雄一郎, 佐藤栄修, 百町貴彦, 柳橋　寧, 

山田賢太郎, 大塚隆信, 増田武志

●TKA の parallel cut 法における膝蓋骨翻転整復の影響

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

●ジャイロスコープを使用した Pivot-shift test 定量評

価の検討（ACL 損傷膝と対側正常膝の比較）

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, 岡本秀貴, 井口普敬, 大塚隆信

●遺残性股関節亜脱臼における MRI 臼蓋角の検討

白井康裕, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 服部一希, 

河　命守, 和田郁雄, 佐久間英輔, 大塚隆信

●手外科領域における持続末梢神経ブロックを用いた早

期リハビリテーションの経験

立松尚衞, 岡本秀貴, 川口洋平, 関谷勇人, 大塚隆信

●手指基節骨単顆部骨折の治療成績

勝田康裕, 関谷勇人, 五十棲秀幸, 岡本秀貴, 

西　源三郎

第 44 回日本脊椎脊髄病学会学術集会

（2015.04.16-18, 福岡）

●MRI を用いた腸腰筋と腰椎椎間板の位置関係の検討：

脊柱矢状面アライメントが腸腰筋位置に与える影響

近藤　章, 安部雄一郎, 佐藤栄修, 百町貴彦, 柳橋　寧, 

山田賢太郎, 大塚隆信, 増田武志

●XLIF を用いた低侵襲腰椎固定術の間接的神経除圧効

果の検討―画像所見から

大塚聖視, 福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 松本佳久, 

南谷千帆, 大塚隆信

●後期高齢者の腰部脊柱管狭窄症に対する手術選択

稲田　充, 小林桂三, 古谷愛晴, 緒方研吾, 川端　哲, 

早川高志, 駒　直樹

●骨粗鬆症性脊椎椎体骨折における ADL, QoL 障害の

精神コンポーネントの重要性

鈴木伸幸, 大口怜央, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 

大塚隆信, 松本佳久

●成人脊椎変形に対する矯正固定術　―腸骨スクリュー

は S1 スクリューを守れるか―

福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 松本佳久, 

大塚隆信

第 59 回日本リウマチ学会総会・学術集会

（2015.04.23-25, 名古屋）

● 2 年以上バイオフリーを維持した関節リウマチ患者の

MRI 所見

窪田泰浩, 松井宣夫, 大谷真史

●関節リウマチ（RA）前足部変形に対する関節温存型

関節形成術の短期成績

立松尚衞, 川口洋平, 小林正明, 菊池可絵, 青山峰芳, 

井之上浩一, 浅井清文, 後藤英之, 野崎正浩, 

三井裕人, 向藤原由花, 大塚隆信, 永谷祐子

●関節リウマチに対するトファシチニブの短期成績

太田周介, 坪井義晃, 岡本康義

●高齢者 RA 患者のバイオスイッチにおけるアバタセ

プト単剤投与の臨床成績

安藤喜一郎, 小川　崇, 山本敦史, 高橋伸弥, 金子達洋, 

荒木恵介, 田口敦丈, 植田晋太郎, 波頭経俊
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第 7 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会

（JOSKAS2015）

（2015.06.18-20, 札幌）

●CR 型 TKA の術中屈曲 gap 差およびバランスと術後

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, 

村瀬熱紀, 井口普敬, 大塚隆信

●Inertial sensor を使用した Pivot-shift test 定量評価

の検討（対側正常膝 , ACL 損傷膝 , 再建膝の 3 群比較）

村瀬熱紀, 野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 武長徹也, 

坂井宏章, 安間三四郎, 永谷祐子, 三井裕人, 

井口普敬, 大塚隆信

● Inertial sensor を使用した前十字靭帯損傷膝の回旋

不安定性評価　―新鮮屍体膝を用いた検討―

村瀬熱紀, 野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 武長徹也, 

坂井宏章, 安間三四郎, 永谷祐子, 三井裕人, 

井口普敬, 大塚隆信

●Percutaneous Insertion Kit を用いて前下方ポータル

を作成した鏡視下肩関節制動術の小経験

武長徹也, 後藤英之, 杉本勝正, 土屋篤志, 野崎正浩, 

村瀬熱紀, 竹内聡志, 鷹羽慶之, 福島裕晃, 藤吉文規, 

大塚隆信

●人工膝関節置換術におけるコンポーネント設置精度

の検証　―PSI（Signature）と Portable navigation

（Kneealign2）の比較―

野崎正浩, 小林正明, 永谷祐子, 後藤英之, 村瀬熱紀, 

三井裕人, 武長徹也, 井口普敬, 大塚隆信

●内側半月板後角損傷に対する pull out 修復術の 2 例

村瀬熱紀, 野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 武長徹也, 

坂井宏章, 安間三四郎, 永谷祐子, 三井裕人, 

井口普敬, 大塚隆信

●二重束 ACL 再建術における Flexible guide の有用性 

―経ポータル法を用いた異なる膝屈曲角度での大腿骨

骨孔作成―

野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 村瀬熱紀, 武長徹也, 

坂井宏章, 安間三四郎, 永谷祐子, 三井裕人, 

井口普敬, 大塚隆信

第 41 回日本骨折治療学会

（2015.06.26-27, 奈良）

●Twins による大腿骨頚部骨折治療の手術成績

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

●疾患特異的 iPS 細胞を用いた骨軟骨疾患の病態解明

戸口田淳也, 松本佳久, 横山宏司, 松田秀一, 

西小森隆太, 池谷　真

●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

●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, 小林正明, 関谷勇人, 山田　聡, 木村浩明, 

大口怜央, 川口洋平, 立松尚衞, 稲谷弘幸, 大塚隆信

●人工膝関節置換術後 DTV 予防における Xa 阻害剤の

有用性と副作用について　―非使用例 , 使用例 , 中止

例の比較―

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

●成人脊柱変形手術の低侵襲化

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 近藤　章, 

松本佳久, 大塚隆信

●超音波ガイド下肩峰下滑液包注射の正確性　―屍体肩

による研究―

後藤英之, 武長徹也, 杉本勝正, 野崎正浩, 吉田雅人, 

村瀬熱紀, 三井裕人, 小林正明, 永谷祐子, 井口普敬, 

大塚隆信

●冬季夜間の下肢こむら返り発症と睡眠障害に対するラ

メルテオンの効果

生田憲史, 寺澤貴志, 篠原　司, 安間三四郎, 

棚橋一雄

●二重束 PCL 再建術の関節内 graft 長の検討　―屍体膝

を用いた各屈曲角度での ALB, PMB 関節内長の検討―

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

第 52 回日本リハビリテーション医学会学術集会

（2015.05.30-06.03, 新潟）

●手外科領域における持続末梢神経ブロックを用いた早

期リハビリテーションの経験

岡本秀貴, 水谷　潤, 伊藤錦哉, 村上里奈, 大塚隆信, 

植木美乃, 青山公紀, 和田郁雄

第 83 回東海脊椎脊髄病研究会学術集会

（2015.06.13, 名古屋）

●前後方アプローチにより摘出した頚胸椎砂時計腫の 1 例

松本佳久, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 水谷　潤, 

近藤　章, 大塚隆信, 矢野智紀
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●エコーガイド下肩関節注射の正確性

後藤英之, 杉本勝正, 吉田雅人, 土屋篤志, 武長徹也, 

大塚隆信

●コンベックスプローブにてエコーガイド下股関節造影

MRI 施行時に股関節唇を動態観察した症例 , ならび

に同部の股関節鏡手術所見を観察し得た症例の検討

渡邊宣之

●軟部腫瘍の硬度表現に対する超音波エラストグラ

フィーによる検証

後藤英之, 杉本勝正, 吉田雅人, 土屋篤志, 武長徹也, 

大塚隆信

第 48 回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会

（2015.07.09-10, 高松）

●Myxofibrosarcoma の 6 例

山田　聡, 木村浩明, 下崎真吾, 大口怜央, 林　克洋, 

稲谷弘幸, 岡本秀貴, 大塚隆信

●パゾパニブ投与中に気胸を発症した症例の検討

木村浩明, 山田　聡, 岡本秀貴, 大口怜央, 下崎真吾, 

大塚隆信, 土屋弘行

●四肢転移性骨腫瘍に対する Mirels' score の有用性の

検討

下崎真吾, 山田　聡, 木村浩明, 大口怜央, 大塚隆信, 

土屋弘行

第 28 回日本臨床整形外科学会学術集会

（2015.07.19-20, 下関）

●整形外科周術期に発症した抗菌薬による薬剤熱の検討

生田憲史, 寺澤貴志, 篠原　司, 安間三四郎, 

棚橋一雄

●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

●生物学的製剤使用中の RA 患者に対するリウマチ手

の治療経験

奥田敏治

第 42 回脊椎倶楽部

（2015.07.23, 名古屋）

●Cortical bone trajectory（CBT）法を用いた腰仙椎

後方椎体間固定術

早川高志, 稲田　充, 小林桂三, 古谷愛晴, 緒方研吾, 

川端　哲, 駒　直樹

●エーラスダンロス症候群患者の大腿骨頸部骨折術後に

同側転子下骨折をきたした症例に骨接合術を施行した

1 例

上用祐士

●骨盤骨折の恥骨上枝骨折に対する安全な screw 挿入

固定法

福田　誠, 戸野裕二, 岩田英敏, 舩橋伸司, 

多和田兼章, 星野啓介, 室　秀紀, 山田邦雄, 

大塚隆信

●鎖骨骨幹部骨折に対し LCP での骨接合術後再骨折を

起こした 2 例

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

●脛骨髄内釘手術におけるTrigen Sureshotの有用性に

ついての比較検討

福田　誠, 岩田英敏, 舩橋伸司, 多和田兼章, 

戸野裕二, 星野啓介, 室　秀紀, 山田邦雄, 大塚隆信

第 240 回整形外科集談会東海地方会

（2015.06.27, 名古屋）

●当院における modulus stem の使用経験

近藤　陽, 高田直也, 向藤原由花, 林　義一, 

柴田芳宏, 勝田康裕, 藤原一吉, 藤浪慎吾, 井上淳平, 

遠藤伸一郎, 河本絵梨子, 関谷勇人

第 38 回日本骨・関節感染症学会

（2015.07.03-04, 高松）

●化膿性脊椎炎に合併した AKI の一例

相羽久輝, 山上貴也, 渡邊宣之, 櫻井公也

第 24 回豊田加茂医学会

（2015.07.04, 豊田）

●関節リウマチ患者に対するゴリムマブの使用経験

窪田泰浩

第 27 回日本整形外科超音波学会

（2015.07.04-05, 秋田）

●The relationship between glenohumeral internal 

rotation and the posteroinferior capsule elasticity 

of the shoulder joint in baseball players

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

Fukuyoshi M, Ono T, Nakagawa H, Kiriyama M, 

Otsuka T
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第 41 回日本整形外科スポーツ医学会学術集会

（2015.09.11-12, 京都）

●Single-legged hop test を使用した膝前十字靭帯再建

術後の評価

安間三四郎, 野崎正浩, 村瀬熱紀, 小林正明, 

後藤英之, 永谷祐子, 寺澤貴志, 大塚隆信

●ロサルタンはマウス骨格筋損傷に対する骨格筋由来幹

細胞移植の有効性を高める

小林　真, 太田周介, 寺田聡史, 大塚隆信, 

Fu Freddie, Huard Johnny

●加速度・角速度センサ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

村瀬熱紀, 野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 泉田　誠, 

久保田雅仁, 鈴木浩之, 大塚隆信

●左投げの野球選手は上腕骨後捻角の左右差が小さい

武長徹也, 後藤英之, 杉本勝正, 土屋篤志, 野崎正浩, 

福吉正樹, 小野哲矢, 中川宏樹, 竹内聡志, 鷹羽慶之, 

藤吉文規, 大塚隆信

●東海地区ジュニアテニス指導における調査報告

藤浪慎吾, 岡本秀貴, 杉本勝正, 小林正明, 後藤英之, 

野崎正浩, 村瀬熱紀, 川口洋平, 立松尚衞, 武長徹也, 

上用祐士, 大塚隆信

●東海地区ジュニアテニス指導者におけるモチベーショ

ン調査報告

上用祐士, 岡本秀貴, 八木　清, 福井孝洋, 山岸洋介, 

柴田康宏, 藤浪慎吾, 大塚隆信

●半月板 radial tear に対する fibrin clot を併用した縫

合術

野崎正浩, 小林正明, 村瀬熱紀, 後藤英之, 永谷祐子, 

安間三四郎, 三井裕人, 井口普敬, 大塚隆信

第 4 回中部 MISt 研究会

（2015.09.12, 富山）

●Cortical bone trajectory（CBT）法を用いた腰仙椎

後方椎体間固定術の治療成績

早川高志, 稲田　充, 小林桂三, 古谷愛晴, 緒方研吾, 

川端　哲, 駒　直樹

●X-core の使用経験

大塚聖視

第 63 回瑞穂卒後研修セミナー

（2015.07.23, 名古屋）

●橈尺骨骨折に対して生体内吸収性プレートとチタン製

プレートによるハイブリッド固定法を施行した1例

大野木宏洋

●橈骨神経断裂を伴った上腕骨骨幹部骨折の一例

岩田英敏

第 31 回岐阜リウマチ研究会

（2015.08.21, 岐阜）

●関節リウマチ患者に対するデノスマブの使用経験

奥田敏治

第 43 回東三河リウマチ研究会

（2015.08.22, 豊橋）

●当院におけるトシリズマブ皮下注射製剤の使用経験

福井孝洋, 山岸洋介, 八木　清, 上用祐士, 柴田康宏

第 32 回日本ハイパーサーミア学会学術大会

（2015.09.04-05, 大阪）

●Myxofibrosarcoma に 対 し RHC（Radiohyperther-

mochemotherapy）を実施した 3 例

山田　聡, 木村浩明, 下崎真吾, 相羽久輝, 岡本秀貴, 

大塚隆信

日本リウマチ学会中部支部学術集会第 27 回中部リ

ウマチ学会

（2015.09.04-05, 名古屋）

●MTX 関連リンパ増殖性疾患発症後の RA 再燃にトシ

リズマブが有効であった 1 例

黒柳　元, 永谷祐子, 立松尚衞, 川口洋平, 三井裕人, 

野崎正浩, 後藤英之, 小林正明, 大塚隆信

●アバタセプト皮下注射製剤の使用経験

三井裕人, 永谷祐子, 野崎正浩, 後藤英之, 寺澤貴志, 

小林正明, 井口普敬, 大塚隆信

●トシリズマブを使用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

●関節リウマチに対するセルトリズマブペゴルの短期治

療成績

川口洋平, 永谷祐子, 立松尚衞, 小林正明, 後藤英之, 

野崎正浩, 三井裕人, 黒柳　元, 大塚隆信

●関節リウマチの薬剤性肺炎に対して人工呼吸器管理中

に縦隔気腫を合併したが救命しえた 1 例

福井孝洋, 山岸洋介, 八木　清, 上用祐士, 柴田康宏
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第 125 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

（2015.10.02-03, 名古屋）

●CBT 法におけるスクリュー外側逸脱例の検討

早川高志, 稲田　充, 緒方研吾, 川端　哲, 小林桂三, 

古谷愛晴

●DDH において MRI を用いて単純 X 線と同様に臼蓋

角を評価してよいか？

白井康裕, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 河　命守, 

和田郁雄, 大塚隆信

●Lisfranc 関節底側脱臼の 2 例

岩田英敏, 星野啓介, 多和田兼章, 川西佑典, 

山田邦雄, 大塚隆信

●open excision 後早期に再発した popliteal Cyst に対

して鏡視下手術が有効であった 1 例

柴田康宏, 井口普敬, 山岸洋介, 藤田和彦, 上用祐士

●Ponseti 法に足底腱膜解離を併用した Complex Idio-

pathic Clubfoot の 1 例

若林健二郎, 伊藤錦哉, 白井康裕, 河　命守, 

和田郁雄, 大塚隆信

●RIA（reamer irrigator aspirator）を用いた新しい

自家骨採取法による偽関節手術の 1 例

福田　誠, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

大塚隆信

●UKA 術後合併症によって TKA による再置換を必要

とした 4 例

黒柳　元, 小林正明, 後藤英之, 野崎正浩, 大塚隆信, 

永谷祐子

●デノスマブ投与時における前投与薬別の Ca 値の変動

の検討

大口怜央, 鈴木伸幸, 福岡宗良, 大塚聖視, 松本佳久, 

大塚隆信

●テリパラチドと同種骨移植にて術後早期にリモデリン

グを得た , 人工肘関節再置換術の 1 例

大野木宏洋, 渡邊宣之, 相羽久輝, 小栗雄介, 

櫻井公也, 大塚隆信

●ハイドロキシアパタイトを使用した腰椎椎体間固定術

の CT での骨癒合評価

川端　哲, 稲田　充, 緒方研吾, 小林桂三, 早川高志, 

古谷愛晴

●遺伝子改変を行った iPS 細胞を用いた進行性骨化性線

異異形成症の病態解明及び創薬に向けた評価系の構築

松本佳久, 池谷　真, 福田　誠, 日野恭介, 大塚隆信, 

戸口田淳也

第 17 回日本骨粗鬆症学会

（2015.09.17-19, 広島）

●エルデカルシトール/バゼドキシフェン併用療法の有

用性の検討

鈴木伸幸, 福岡宗良, 水谷　潤, 大口怜央, 大塚聖視, 

南谷千帆, 松本佳久, 大塚隆信

●すべての骨脆弱性骨折患者に骨粗鬆症治療が必要か？ 

―大腿骨近位部骨折と胸腰椎圧迫骨折での比較―

内藤裕治, 池戸利行, 坪井義晃, 岡本康義, 土井孝信, 

千﨑史顕, 梅原康彦, 神野都志乃, 杉山恵津子, 

秋山晴佳, 太田周介

●下肢こむら返りを発症し睡眠を障害された骨粗鬆症治

療患者におけるラメルテオンの内服効果

生田憲史, 寺澤貴志, 篠原　司, 安間三四郎, 

棚橋一雄

●骨折リスク関連因子（骨量評価・骨代謝マーカー・

FRAX®）・投薬歴からみた大腿骨近位部骨折の骨折

型の検証

相羽久輝, 西森康浩, 渡邊宣之, 大野木宏洋, 

早稲田祐也, 山上貴也, 小栗雄介, 岡本秀貴, 

櫻井公也, 大塚隆信

●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

●上肢の骨脆弱性骨折患者に対する骨粗鬆症治療導入率

と新規骨折発生数の検討

土井孝信, 坪井義晃, 岡本康義, 池戸利行, 内藤裕治, 

千﨑史顕, 梅原康彦, 神野都志乃, 杉山恵津子, 

秋山晴佳, 太田周介

●大腿骨近位部骨折術後2年経過時点での骨粗鬆症薬物

治療の状況調査

池戸利行, 内藤裕治, 坪井義晃, 岡本康義, 土井孝信, 

千﨑史顕, 梅原康彦, 神野都志乃, 杉山恵津子, 

秋山晴佳, 太田周介

●当院におけるテリパラチド連日製剤の使用経験

大口怜央, 鈴木伸幸, 福岡宗良, 大塚聖視, 松本佳久, 

大塚隆信

第 241 回整形外科集談会東海地方会

（2015.09.26, 名古屋）

●8-plate を用いた骨端成長抑制術に伴い膝関節過伸展

を来たした 2 例

河　命守, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 白井康裕, 

和田郁雄, 大塚隆信



136

●脊椎転移を有する非小細胞性肺癌患者における骨関連

事象発生予測因子に関する検討

相羽久輝, 櫻井公也, 山上貴也, 渡邊宣之, 西森康浩, 

大塚隆信

●仙骨骨折を伴う不安定型骨盤輪骨折に対して spinal 

instrumentation を用いて後方固定を行った 1 例

川西佑典, 戸野祐二, 山田邦雄, 室　秀紀, 福田　誠, 

大塚隆信

●大腿骨転子部骨折に対する人工骨頭置換術の臨床成績

多和田兼章, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 

舩橋伸司, 大塚隆信

●大腿骨転子部骨折術後の前捻角について

星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 多和田兼章, 

舩橋伸司, 大塚隆信

●超高齢者に対する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, 

舩橋伸司, 大塚隆信

●陳旧性巨大血腫に感染を起こした1例

岡本康義, 坪井義晃, 土井孝信, 太田周介

●当院で経験した大腿四頭筋腱断裂の 2 例

加藤治朗, 星野啓介, 山田邦雄, 室　秀紀, 戸野祐二, 

大塚隆信

●同一個体の正常脂肪組織と異形脂肪腫様腫瘍由来間葉

系幹細胞の比較

稲谷弘幸, 山本憲男, 林　克洋, 木村浩明, 大塚隆信, 

土屋弘行

●内シャントのスチール症候群により手指壊死を来たし

た 1 例

舩橋伸司, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 岡本秀貴, 

大塚隆信

●猫泣き症候群に合併した脊柱側弯症に対し , 手術を

行った 1 例

近藤　章, 福岡宗良, 大塚聖視, 鈴木伸幸, 松本佳久, 

大塚隆信

●野球選手における肩関節後下方関節包の弾性と後方タ

イトネスとの関係

武長徹也, 杉本勝正, 後藤英之, 藤吉文規, 大塚隆信

●顆粒状人工骨用インサーターの使用経験

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

●下肢虚血疾患における大腿・下腿切断術の生命・機能

予後

福田　誠, 山田邦雄, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

大塚隆信

●外反偏平足に対する手術成績

河　命守, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 白井康裕, 

大塚隆信, 和田郁雄

●筋損傷に対する PRP 治療

小林　真, 寺田聡史, 太田周介, 大塚隆信, 

Freddie H. Fu, Johnny Huard

●劇症型連鎖球菌感染症による Toxic Shock-Like Syn-

drome（TSLS）の 2 例

神田佳洋, 千田博也, 小島　洋, 南谷千帆, 後藤悠助, 

吉田行雄

●肩甲骨関節窩骨折（Ideberg type 3）に対して肩関節

鏡を併用し骨接合を行った1例

上用祐士

●腰部脊柱管狭窄症の固定椎間数による術前後の脊椎骨

盤アライメントの変化　―多椎間病変の術式の検討―

稲田　充, 小林佳三, 古谷愛晴, 緒方研吾, 川端　哲, 

早川高志, 駒　直樹

●指関節の関節鏡視および鏡視下滑膜切除術

関谷勇人, 小林正明, 岡本秀貴, 向藤原由花, 

勝田康裕, 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, 日野恭介, 大塚隆信, 

戸口田淳也

●尺骨骨折を伴わない橈骨頭脱臼の 1 例

篠原　司, 寺澤貴志, 生田憲史, 安間三四郎, 

棚橋一雄

●手指内軟骨腫に対する関節鏡を利用した鏡視下掻爬術

岡本秀貴, 小林正明, 関谷勇人, 木村浩明, 下崎真吾, 

大塚隆信

●小児指節骨に発生した骨軟骨腫の小経験

川口洋平, 岡本秀貴, 立松尚衞, 関谷勇人, 大塚隆信

●整形外科領域における再生医療の臨床と展望

福田　誠, 池谷　真, 松本佳久, 大塚隆信, 

戸口田淳也

●脊椎低侵襲手術取得のための Cadaver Training 導入

に関する取り組み

蜂谷裕道, 吉田宗人, 大塚隆信, 山下敏彦, 佐藤公治, 

加集紀子
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●上腕骨近位端骨折に対する MIPO 法におけるプレー

ト設置位置の検討

多和田兼章, 後藤英之, 土屋篤志, 武長徹也, 

竹内聡志, 鷹羽慶之, 高田直也, 杉本勝正, 大塚隆信

第 59 回東海整形外科外傷研究会学術集会

（2015.10.10, 名古屋）

● 8 歳男児の骨欠損を伴う脛骨開放骨折（Gustilo IIIB）

に対して bone transport を施行した 1 例

内山田修一, 福田　誠, 星野啓介, 寺澤貴志, 

室　秀紀, 戸野祐二, 多和田兼章, 舩橋伸司, 

安藤恒平, 五十棲秀幸, 岩田英敏, 川西佑典, 

加藤治朗, 山田邦雄

● PCL 付着部剥離骨折に対して仰臥位投げ出し Burks

アプローチで治療した 3 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, 井上淳平, 近藤　陽, 

遠藤伸一郎, 河本絵梨子, 関谷勇人

●コンパートメント症候群後の尖足拘縮に対してイリザ

ロフ創外固定器を用いて治療した 1 例

寺澤貴志, 生田憲史, 篠原　司, 安間三四郎, 

棚橋一雄, 和田郁雄

●ひまわり法による膝蓋骨骨折の治療経験

加藤治朗, 福田　誠, 山田邦雄, 室　秀紀, 戸野祐二, 

星野啓介, 多和田兼章, 舩橋伸司, 安藤恒平, 

岩田英敏, 川西佑典, 内山田修一

●大腿骨頚部骨折における lipohaemarthrosis について

五十棲秀幸, 室　秀紀, 星野啓介, 戸野祐二, 

多和田兼章, 舩橋伸司, 安藤恒平, 福田　誠, 

岩田英敏, 内山田修一, 川西佑典, 加藤治朗, 

山田邦雄

●膝蓋靭帯付着部損傷に対する低侵襲手術

福田　誠, 多和田兼章, 加藤治朗, 内山田修一, 

川西佑典, 岩田英敏, 五十棲秀幸, 安藤恒平, 

舩橋伸司, 戸野祐二, 星野啓介, 室　秀紀, 山田邦雄, 

大塚隆信

●痙攣発作によって受傷したと思われる両側寛骨臼骨折

の 1 例

遠藤伸一郎, 高田直也, 向藤原由花, 林 義一, 

柴田芳宏, 勝田康裕, 藤原一吉, 藤浪慎吾, 井上淳平, 

近藤　陽, 河本絵梨子, 関谷勇人

●脛骨顆間隆起骨折に対する鏡視下固定術の治療経験

鴨下友彦, 小林　真, 渡邊宣之, 相良学爾, 

山上貴也, 小栗雄介, 早稲田裕也, 大野木宏洋, 

櫻井公也

第 69 回国立病院総合医学会

（2015.10.02-03, 札幌）

●当院で手術を行った骨脆弱性による大腿骨近位部骨折

術後の追跡調査を経験して

池戸利行, 内藤裕治, 千崎史顕, 梅原康彦, 太田周介

●人工膝関節置換術において同一術者における従来法と

Patient Matched Instrumentation の比較

福井孝洋, 井口普敬, 山岸洋介, 八木　清, 上用祐士, 

奥村太朗, 柴田康宏

●手術側と同側の上腕および対側の大腿切断のある患者

に対する人工股関節置換術の 1 例

奥村太朗, 井口普敬, 山岸洋介, 福井孝洋, 八木　清, 

上用祐士, 柴田康宏

第 54 回全国自治体病院学会

（2015.10.08-09, 函館）

●自在金具とカラビナを使用した創外固定挙上法

鈴木浩之, 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 42 回日本肩関節学会

（2015.10.09-10, 仙台）

●The evaluation of the elasticity of the repaired ro-

tator cuff（腱板修復部の組織弾性の評価）

後藤英之, 杉本勝正, 武長徹也, 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

●腱板修復部の組織弾性の評価

後藤英之, 杉本勝正, 武長徹也, 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

●投球側・非投球側別にみた野球開始年齢と上腕骨後捻

角の関係

武長徹也, 後藤英之, 杉本勝正, 土屋篤志, 福吉正樹, 

多和田兼章, 竹内聡志, 鷹羽慶之, 藤吉文規, 

大塚隆信

●スーチャーアンカーを用いた大結節骨折の骨接合術の

治療経験

鷹羽慶之, 武長徹也, 多和田兼章, 後藤英之, 

土屋篤志, 竹内聡志, 藤吉文規, 高田直也, 杉本勝正, 

大塚隆信
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第 64 回日本農村医学会学術集会

（2015.10.22-23, 秋田）

●Hansson pin による骨接合術後に転子下骨折を生じた

2 例

茶谷亮輔, 長澤範和, 山岸逸郎, 河村文徳, 加藤哲司

●液体窒素による凍結腫瘍骨移植術の経験

小川　崇, 安藤喜一郎, 山本敦史, 高橋伸弥, 

金子達洋, 荒木恵介, 田口敦丈, 植田晋太郎, 

波頭経俊

名古屋転子部セミナー

（2015.10.24, 名古屋）

●大腿骨転子部骨折側面分類でスライディングは予測可

能か？

鈴木浩之

第 19 回東海足と靴の研究会

（2015.10.24, 名古屋）

●vacuum-formed removale rigid dressing とシリコン

ライナーによる断端管理を行った下腿切断の一例

柴田康裕, 高田直也, 向藤原由花, 林　義一, 

勝田康裕, 藤原一吉, 藤浪慎吾, 井上淳平, 

近藤陽, 遠藤伸一郎, 河本絵梨子, 松川貴哉, 

関谷勇人, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 和田郁雄

●腓腹筋損傷後に外傷性尖足を来した 1 例

河　命守, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 白井康裕, 

和田郁雄, 大塚隆信

第 7 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会学

術集会（7th JOSKAS 2015）

（2015.10.24-25, 札幌）

●Accessry discoid を伴った外側半月板バケツ柄断裂の

1 例

柴田康宏, 山岸洋介, 福井孝洋, 上用祐士

●鏡視下股関節唇縫合術における JuggerKnot Curved 

Guide の小経験

渡邊宣之, 相良学爾, 西森康浩

●中高年スポーツ愛好家の慢性腰痛症に対するブプレノ

ルフィンテープの使用経験

生田憲史, 寺澤貴志, 篠原　司, 安間三四郎, 

棚橋一雄

第 3 回桜山リウマチミーティング

（2015.10.13, 名古屋）

●アダリムマブにて治療中に潰瘍性大腸炎を併発した関

節リウマチの 1 例

福井孝洋

第 119 回リウマチアーヴェント

（2015.10.15, 名古屋）

●頚椎症性脊髄症と鑑別が困難であったリウマチ性多発

筋痛症の 1 例

福井孝洋

第 30 回日本整形外科学会基礎学術集会

（2015.10.22-23, 富山）

● iPS 細胞技術を用いた骨再生の試み

福田　誠, 池谷　真, 松本佳久, 大塚隆信, 

戸口田淳也

●ジャイロセンサー（inertial sensor）を使用した膝回

旋不安定性評価　―新鮮屍体膝を用いた検討―

安間三四郎, 野崎正浩, 村瀬熱紀, 小林正明, 

後藤英之, 永谷祐子, 三井裕人, 井口普敬, 寺澤貴志, 

生田憲史, 篠原　司, 棚橋一雄, 大塚隆信

●ラット下肢コンパートメント損傷モデルに対するロサ

ルタン経口投与の効果

小林　真, 川上洋平, 大塚隆信, 

Freddie H. Fu, Johnny Huard

●慣性センサーを使用した前十字靭帯損傷膝の回旋不安

定性定量評価　骨固定と皮膚固定の比較―新鮮屍体膝

を用いた検討―

村瀬熱紀, 野崎正浩, 小林正明, 後藤英之, 

安間三四郎, 永谷祐子, 大塚隆信, 泉田　誠, 

久保田雅仁, 鈴木浩之, 松澤　良, 福田俊嗣

●関節リウマチ線維芽細胞様滑膜細胞において TNF- α

によるグリオスタチン発現は JAK 阻害剤により抑制

される

川口洋平, 永谷祐子, 立松尚衞, 小林正明, 後藤英之, 

野崎正浩, 青山峰芳, 浅井清文, 大塚隆信

●骨芽細胞において Rac は TGF- βによる VEGF 産生

を抑制的に制御している

黒柳　元, 山本尚洋, 貝沼慎悟, 大口怜央, 藤田和彦, 

徳田治彦, 小澤　修, 大塚隆信

●疾患特異的 iPS 細胞を用いた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
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第 44 回東三河リウマチ研究会

（2015.10.31, 豊橋）

●当院における臼蓋側高度骨破壊を伴う患者に対する人工

股関節置換術の工夫　―三次元骨モデルを作成して―

福井孝洋, 井口普敬, 八木　清, 上用祐士, 柴田康宏

骨軟部腫瘍治療法検討会

（2015.11, 名古屋）

●骨盤骨に発生した未分化多形細胞肉腫の治療検討

相羽久輝, 山田　聡, 木村浩明, 大塚隆信

第 43 回日本関節病学会

（2015.11.05-06, 札幌）

●Revelation stem による人工股関節置換術の中期成績

の検討

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

●関節リウマチ患者に対するメタズール人工股関節置換

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, 安藤恒平, 

五十棲秀幸, 岩田英敏, 内山田修一, 川西佑典, 

加藤治朗, 大塚隆信

●股関節唇損傷に対する股関節唇部分切除術の長期成績

川口洋平, 永谷祐子, 小林正明, 後藤英之, 野崎正浩, 

三井裕人, 立松尚衞, 井口普敬, 大塚隆信

●後十字靭帯を切離した Cruciate-Substituting 型人工

膝関節置換術における可動域と前後安定性の術中評価

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, 安藤恒平, 

五十棲秀幸, 岩田英敏, 川西佑典, 内山田修一, 

加藤治朗, 大塚隆信

●抗血小板薬内服中の大腿骨頚部骨折患者に対する人工

骨頭挿入術の検討

岡本康義, 坪井義晃, 土井孝信, 太田周介

●人工膝関節置換術における従来法と Patient Matched 

Instrumentation の比較

福井孝洋, 井口普敬, 八木　清, 上用祐士, 柴田康宏

●人工膝関節置換術直前に大腿骨顆上骨折を受傷した関

節リウマチ患者の 1 例

篠原　司, 寺澤貴志, 生田憲史, 安間三四郎, 

棚橋一雄

●陳旧性肩鎖関節脱臼に対して鏡視下烏口鎖骨靭帯およ

び肩鎖靭帯再建術を行った 2 例

後藤英之, 小林正明, 井口普敬, 永谷祐子, 野崎正浩, 

三井裕人, 西森康浩,武長徹也, 村瀬熱紀, 鷹羽慶之, 

大塚隆信

●二重束 ACL 再建術において遺残組織の温存が MRI 

T2 強調画像でのグラフトの信号強度に与える影響

安間三四郎, 野崎正浩, 村瀬熱紀, 小林正明, 

藤吉文規, 寺澤貴志, 大塚隆信

●脛骨後十字靭帯付着部骨折に対して関節鏡下整復固定

術を施行した 1 例

上用祐士

第 40 回日本足の外科学会・学術集会

（2015.10.29-30, 浦安）

●先天性内反足に対する後方解離術の治療効果

河　命守, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 

白井康裕, 佐久間英輔, 大塚隆信

●片側性先天性内反足における健側足に対する Denis 

Browne Splint の影響

白井康裕, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 河　命守, 

大塚隆信, 和田郁雄, 佐久間英輔

第 42 回日本股関節学会学術集会

（2015.10.30-31, 大阪）

● 3D 立体骨モデルにて術前模擬手術を施行した人工股

関節置換術

渡邊宣之, 相良学爾, 山上貴也, 小林　真, 小栗雄介, 

早稲田裕也, 鴨下友彦, 大野木宏洋, 櫻井公也, 

岡本秀貴

●股関節鏡の適応を決める軟骨厚み 2 mm ルールとは -

単純レントゲンとリコンストラクション CT における

軟骨厚み測定の比較検討

渡邊宣之, 相羽久輝, 和田郁雄, 櫻井公也

●股関節鏡下ドレナージにより感染を鎮静化した後に人

工股関節置換術を施行した化膿性股関節炎の 2 例

金子達洋, 安藤喜一郎, 小川　崇, 山本敦史, 

高橋伸弥, 荒木恵介, 田口敦丈, 植田晋太郎, 

波頭経俊

●片側のみの急速破壊型股関節症を呈した両側腸恥滑液

胞炎の 1 例

荒木恵介, 安藤喜一郎, 小川　崇, 山本敦史, 

高橋伸弥, 金子達洋, 田口敦丈, 植田晋太郎, 

波頭経俊
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第 42 回日本マイクロサージェリー学会学術集会

（2015.11.26-27, さいたま）

●逆行性外側上腕皮弁にて被覆した前腕広範囲軟部組織

欠損の 2 例

岡本秀貴, 関谷勇人, 久保田雅仁, 千田博也, 

山田　聡, 木村浩明, 下崎真吾, 川口洋平, 立松尚衞, 

相羽久輝, 鴨居史樹, 大塚隆信

第 26 回日本小児整形外科学会学術集会

（2015.12.04-05, 岐阜）

● 8-plate を用いた骨端成長抑制術による膝伸展変形

河　命守, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 白井康裕, 

大塚隆信, 和田郁雄, 佐久間英輔

●遺残性股関節亜脱臼における MRI を用いた関節唇評価

白井康裕, 若林健二郎, 和田郁雄, 伊藤錦哉, 

河　命守, 佐久間英輔, 大塚隆信

第 84 回東海脊椎脊髄病研究会学術集会

（2015.12.06, 名古屋）

●XLIF 施行例における大腰筋位置の変化　―術前後の

脊柱矢状面アライメントと大腰筋移動量の関係―

近藤　章, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 鈴木伸幸, 

松本佳久, 大塚隆信

●デュアルソース CT デュアルエナジーモードの脊椎外

科領域での有用性

大塚聖視, 福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 松本佳久, 

大塚隆信

春日井・小牧広域二次救急医療圏症例検討会

（2015.12.08, 春日井）

●救急整形外傷について

鈴木浩之

第 242 回整形外科集談会東海地方会

（2015.12.12, 名古屋）

●硬膜外腫瘍と鑑別を要した腰椎椎間板ヘルニアの 1 例

河本絵梨子, 林　義一, 藤原一吉, 高田直也, 

向藤原由花, 柴田芳宏, 勝田康裕, 藤浪慎悟, 

井上淳平, 近藤　陽, 遠藤伸一郎, 関谷勇人, 

福岡宗良

●人工股関節全置換術後に発症し , 開胸による血栓除去

術により救命できた致死性の肺梗塞の 1 例

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

●内側脛骨プラトー骨折による内反変形に対して内側開

大式高位脛骨切り術（open wedge HTO）を応用した

1 例

篠原　司, 寺澤貴志, 生田憲史, 安間三四郎, 

棚橋一雄

第 23 回鶴舞脊椎脊髄カンファレンス

（2015.11.12, 名古屋）

●胸腰椎破裂骨折

近藤　章, 福岡宗良, 大塚聖視, 鈴木伸幸, 松本佳久

第 23 回日本腰痛学会

（2015.11.14, 東京）

●仙腸関節障害の 3D-CT による仙腸関節面の骨形態に

関する検討

吉田眞一

第 6 回日本仙腸関節研究会

（2015.11.15, 東京）

●骨盤 3D-CT で認められる仙腸関節障害の周辺靱帯骨

化に関する検討

吉田眞一

第 64 回瑞穂卒後研修セミナー

（2015.11.20, 名古屋）

●小児の体操選手の足関節外顆副骨障害についての1例

報告

川西佑典

●ACL 再建術後のリハビリにおいて膝前面痛に苦慮し

た 1 例　～ share-wave ultrasound elastography を

用いた評価～

鷹羽慶之

第 30 回日本臨床リウマチ学会

（2015.11.21-22, 神戸）

●関節リウマチ患者の骨粗鬆症に対するデノスマブの有

効性の検討

土井孝信, 太田周介, 坪井義晃, 岡本康義
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●当院における関節リウマチ患者に対する骨粗鬆症治療

の現状

福井孝洋

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）

●Patient Matched Instrumentation 使用による人工膝

関節置換術の評価と導入時の問題点

福井孝洋, 井口普敬, 藤田和彦, 上用祐士

●小児の前腕骨骨幹部骨折に合併した尺骨神経麻痺の 1 例

上用祐士

第 58 回日本リウマチ学会総会・学術集会

（2014.04.24-26, 東京）

●ムチランス型関節リウマチ患者に対して三次元骨モデ

ルを作成して人工股関節置換術を施行した1例

福井孝洋, 井口普敬, 柴田康宏

●RA 患者に対する手指 PIP 関節手術例の検討

奥田敏治

●整形外科クリニックにおける RA 患者に対するエタ

ネルセプトの使用経験

奥田敏治

第 38 回東三河リウマチ研究会

（2014.05.31, 豊橋）

●当院におけるセルトリズマブ・ペゴルの使用経験

福井孝洋

第 40 回日本骨折治療学会

（2014.06.27-28, 熊本）

●股関節中心性脱臼骨折を伴う大腿骨頚部骨折に対して

三次元骨模型を作成して人工股関節置換術を施行した

1 例

福井孝洋, 井口普敬, 山岸洋介, 藤田和彦, 上用祐士, 

柴田康宏

●当院における鎖骨骨幹部骨折に対する手術治療成績の

比較検討

上用祐士

第 23 回豊田加茂医学会

（2014.07.05, 豊田）

●非生物学的抗リウマチ薬併用療法により臨床的寛解と

なった関節リウマチの 1 例

窪田泰浩

金沢骨軟部研究会

（2015.12.15, 金沢）

●骨盤悪性腫瘍の一例

相羽久輝

（補　遺）

2013 年

第 4 回日本仙腸関節研究会

（2013.11.12, 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

症例における腰椎骨盤単純 X レントゲン所見の検討 

―移行椎と腸腰靱帯

吉田眞一

2014 年

The 27th Annual Congress of the International 

Society for Technology in Arthroplasty 2014 

Kyoto（ISTA2014）

（2014.09.24-27, Kyoto, Japan）

●Three total hip cases with acetabular reinforcement 

plates preoperatively shaped on chemical wood pel-

vic models

Fukui T, Yamagishi Y, Fujita K, Jyoyou Y, 

Shibata Y

第 33 回日本画像医学会

（2014.02.21-22, 東京）

●インフリキシマブからトシリズマブにスイッチした関

節リウマチ患者の MRI

窪田泰浩

第 44 回日本人工関節学会

（2014.02.21-22, 宜野湾）

●臼蓋側の高度骨欠損症例に対する人工股関節置換術及

び再置換術における三次元骨実体モデル作成の有用性

の検討

福井孝洋, 井口普敬, 山岸洋介, 藤田和彦, 上用祐士, 

柴田康宏

第 37 回東三河リウマチ研究会

（2014.03.15, 豊橋）

●patient-specific cutting blocks を用いた人工膝関節

置換術

柴田康宏
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●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, 野崎正浩, 村瀬熱紀, 

吉田雅人, 三井裕人, 永谷祐子, 井口普敬, 小林正明, 

大塚隆信

●液体クロマトフラフィー / 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

●疾患特異的 iPS 細胞を用いた進行性骨化性線維異形

成症の病態解析

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, 早川和男, 

近藤　章, 大塚隆信

●骨芽細胞において Rho-Kinase は BMP-4 による os-

teocalcin 生産を抑制する

山本尚洋, 近藤　章, 黒柳　元, 水谷　潤, 徳田治彦, 

小澤　修, 大塚隆信

●iPS細胞を用いた難蜘性骨軟骨疾患への取り組み

池谷　真, 松本佳久, 横山宏司, 福田　誠, 那須　輝, 

浅香　勲, 大塚隆信, 戸口田淳也

●同一個体における正常脂肪細胞と異形脂肪腫様腫瘍組

織由来間葉系幹細胞の分化能の比較

稲谷弘幸, 林　克洋, 木村浩明, 山田　聡, 川口洋平, 

岡本秀貴, 土屋弘行, 大塚隆信

第 40 回日本整形外科スポーツ医学会学術集会

（2014.10.12-14, 東京）

●鎖骨骨幹部骨折術後にテニスに復帰した 1 例

上用祐士

第 16 回日本骨粗鬆症学会

（2014.10.23-25, 東京）

●ビスホスホネート製剤投与後の維持療法としてのエル

デカルシトール単独使用例の検討

奥田敏治

第 6 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会鶴

術集会（6th JOSKA 2014）

（2014.07.24-26, 広島）

●大腿骨骨幹部骨折後内反変形を伴う変形性膝関節症に

対して patient matched cutting block を作成し TKA

を施行した 1 例

柴田康宏

第 39 回東三河リウマチ研究会

（2014.08.02, 豊橋）

●当院における関節リウマチに対するゴリムマブの使用

経験

福井孝洋

日本リウマチ学会中部支部学術集会第 26 回日本リ

ウマチ学会

（2014.08.29-30, 新潟）

●関節リウマチ患者に対してアダリムマブが労働生産性

に与える影響の検討

福井孝洋, 山岸洋介, 藤田和彦, 上用祐士, 柴田康宏

●当院における関節リウマチに対するゴリムマブの有効

性, 継続率と安全性の検討

福井孝洋

第 39 回三河関節外科懇話会

（2014.09.04, 知立）

●当院における鏡視下腱板縫合術の現状

柴田康宏

第 29 回日本整形外科学会基礎学術集会

（2014.10.09-10, 鹿児島）

●骨芽細胞において resveratrol は PGF2 αによる os-

teoprotegerin 生産を抑制する

貝沼慎悟, 黒柳　元, 近藤　章, 山本尚洋, 水谷　潤, 

徳田血治彦, 小澤　修, 大塚隆信

●ジャイロセンサを使用した前十字靭帯損傷膝に対する

pivot-shift test の定量評価

村瀬熱紀, 野崎正浩, 坂井宏章, 小林正明, 後藤英之, 

武長徹也, 永谷祐子, 三井裕人, 岡本秀貴, 井口普敬, 

大塚隆信

●ジャイロセンサ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, 白神宗男, 

野崎正浩, 村瀬熱紀, 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
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講演 2 0 1 5
WEB 講演　M3 MR 君 臨床医が伝える骨粗鬆症診

療のポイント第 29 回

（2015.01）

疼痛を伴う骨粗鬆症の治療のポイント

生田憲史

第 6 回八事整形スポーツメディスン研究会

（2015.01.15, 名古屋）

日本テニス協会医事活動　―2020 東京オリンピックに

向けて―

岡本秀貴

第 424 回新城市医師会学術講演会

（2015.01.21, 新城）

最近の骨粗鬆症治療薬の特徴と選択基準

鈴木伸幸

TAISHOTOYAMA Medical Symposium in 名古屋

～健康寿命の延伸を考える～

（2015.01.24, 名古屋）

骨粗鬆性骨折のリスクと予防

鈴木伸幸

「True-Lok トラウマ」ハンズオンセミナー

（2015.01.24, 浜松）

イリザロフ創外固定器の応用

寺澤貴志

Winter Seminar on Orthopaedics

（2015.01.24, 岐阜）

整形外科超音波検査の基本

後藤英之

日本リトルシニア中学硬式野球協会東海連盟 平成

27 年度定期総会

（2015.01.25, 名古屋）

中学野球選手に起こりやすいスポーツ傷害の予防

後藤英之

第 68 回国立病院総合医学会

（2014.11.14-15, 横浜）

●人工膝単顆関節置換術に膝蓋大腿関節置換術を併用し

た Bicompartmental Knee Arthroplasty の小経験

福井孝洋, 上用祐士

●当院における5年間の鎖骨骨幹部骨折の手術治療成績

上用祐士

第 22 回日本腰痛学会

（2014.11.15, 千葉）

●仙腸関節ブロック治療に抵抗する難治性仙腸関節障害

症例における腰椎骨盤単純 X レントゲン所見の検討

―特に移行椎に注目して

吉田眞一

第 30 回東海北陸理学療法学術大会

（2014.11.15-16, 静岡）

●破裂性腹部大動脈瘤の術後患者における全身性炎症反

応症候群の持続がリハビリテーションの進行に与える

影響

落合康平, 加藤倫卓, 光地海人, 森　雄司, 川瀬翔太, 

千崎史顕, 太田周介, 高木寿人, 小澤章子, 梅本琢也

第 5 回日本仙腸関節研究会

（2014.11.16, 東京）

●仙腸関節障害の 3D-CT による仙腸関節面の骨形態に

関する検討

吉田眞一

第 29 回日本臨床リウマチ学会

（2014.11.29-30, 福岡）

●腱周囲滑膜炎が強く急速に関節破壊が進行した関節リ

ウマチの 1 例

窪田泰浩

●関節リウマチ患者における骨粗鬆症と FRAX®連性

の検討

福井孝洋, 山岸洋介, 藤田和彦, 上用祐士, 柴田康宏

●生物学的製剤未投与の関節リウマチ患者に対してアダ

リムマブが労働生産性および身体機能障害に与える影

響の検討

福井孝洋, 山岸洋介, 藤田和彦, 上用祐士, 柴田康宏
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第 34 回日本画像医学会　ランチョンセミナー

（2015.02.27-28, 東京）

整形外科診療における超音波検査の役割と活用

後藤英之

第 34 回日本画像医学会　ワークショップ

（2015.02.27-28, 東京）

外来診療に役立つ運動器超音波検査のコツ

後藤英之

第 10 回桜山整形セミナー

（2015.03.04, 名古屋）

低侵襲脊椎固定術

稲田　充

第 4 回尾張瀬戸 RA 医療連携セミナー

（2015.03.05, 瀬戸）

整形外科における RA 治療の現状

西森康浩

第 8 回北勢整形外科懇話会

（2015.03.07, 四日市）

BIO 時代のリウマチ関節手術

永谷祐子

第一三共 名古屋営業所 社内研修会

（2015.03.11, 名古屋）

骨粗しょう症―病態と治療薬選択

吉田眞一

岐阜県臨床整形外科医会研修講演会

（2015.03.14, 岐阜）

整形外科クリニックにおける関節リウマチの治療　―生

物学的製剤の使用経験と手術療法―

奥田敏治

第 17 回名城倶楽部

（2015.03.17, 名古屋）

低侵襲脊椎固定術

稲田　充

結セミナー

（2015.01.25, 東海）

仙腸関節障害

吉田眞一

中外製薬社内研修会

（2015.01.28, 名古屋）

関節リウマチの MRI　～トシリズマブ使用患者を中心

に～

窪田泰浩

金華山整形外科 Meeting

（2015.02.07, 岐阜）

『当院におけるテリパラチド週 1 回製剤の使用経験　―

橈骨遠位端骨折患者の骨粗鬆症の検討も含めて―』

奥田敏治

長泉町出張健康講座

（2015.02.12, 静岡）

ロコモティブシンドローム

太田周介 , 鬼頭和也

第 15 回海部整形外科医会

（2015.02.14, 津島）

人工膝関節置換術の成績と合併症

小林正明

平成 26 年度春季名市大整形外科開業医会総会 , 講

演会

（2015.02.21, 名古屋）

脊椎脊髄手術の“cutting-edge”～内視鏡手術から成人

脊椎変形の考え方まで～

水谷　潤

市民公開講座

（2015.02.25, 名古屋）

腰部脊柱管狭窄症

稲田　充

西区学術講演会

（2015.02.27, 名古屋）

骨粗鬆症の診断 , 治療におけるトピックス

稲田　充
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第 6 回三河地区トシリズマブ研究会

（2015.05.30, 知立）

関節リウマチに対するトシリズマブ使用の有用性　～当

院における使用経験から～

窪田泰浩

在宅医療における痛みを考える会

（2015.05.30, 名古屋）

在宅患者のしびれと痛みについて

稲田　充

「ロコモ対策 運動器疾患 / 骨・関節フォーラム」松

山会場

（2015.05.30, 松山）

整形外科診療における超音波検査の役割と活用法

後藤英之

第 1 回骨粗鬆症地域連携を考える会

（2015.06.03, 名古屋）

テリパラチドの効果そして導入 , 継続のコツ - 今後の地

域連携に向けて

鈴木伸幸

斯整会疼痛セミナー

（2015.06.05, 名古屋）

当院におけるオピオイドの使用経験

奥地　裕

「True-Lok トラウマ」ハンズオンセミナー

（2015.06.06, 名古屋）

イリザロフ創外固定器の応用

寺澤貴志

骨粗鬆症治療シンポジウム

（2015.06.06, 名古屋）

プラリアの臨床成績

大塚聖視

第 2 回西濃整形外科病診連携カンファレンス

（2015.06.11, 大垣）

Bone transport 法により治癒した下腿骨 MRSA 骨髄

炎の一例

米津大貴

骨・軟部腫瘍診断と治療　～現況とピットフォール～

大塚隆信

市民医療講座

（2015.03.28, いなべ）

ロコモティブシンドローム（運動器症候群 , ロコモ） ～

寝たきりにならないために～

大塚隆信

MUFG ジュニアテニストーナメント 2015

（2015.04.07, 名古屋）

アンチドーピングについて

岡本秀貴

第 124 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

（2015.04.10-11, 金沢）

かがやきセミナー 19　腫瘍の画像診断

大塚隆信

田辺三菱製薬株式会社講師招聘勉強会

（2015.04.17, 名古屋）

当科における RA 治療の現状とゴリムマブの使用経験

永谷祐子

第 20 回新都心上肢の外科研究会

（2015.04.28, 東京）

肩関節診療におけるエコーの活用

後藤英之

第 11 回リウマチ科講演会

（2015.05.21, 豊橋）

関節リウマチの最近のトピックス

福井孝洋

東名古屋疼痛勉強会

（2015.05.27, 名古屋）

整形外科領域における急性・慢性疼痛疾患についての最

近の知見

稲田　充

中外製薬 名古屋営業所 社内研修会

（2015.05.27, 名古屋）

仙腸関節から見た変形性膝関節症　―前膝関節症と膝関

節周囲炎―

吉田眞一
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平成 27 年度第 1 期オープンカレッジ「高齢化を生

きる　―加齢に伴う身体変化と疾患特異性を理解

し予防する―」

（2015.07.17, 名古屋）

骨粗鬆症と骨折―寝たきりにならないためにできること

鈴木伸幸

NHK 市民公開講座

（2015.07.18, 名古屋）

腰痛の原因とその治療

稲田　充

DePuy Synthes Mitek Knee 製品説明会　～弊社

製品を使用した治療戦略～

（2015.07.18, 名古屋）

ハムストリングを用いた MCL 再建術

野崎正浩

第 63 回瑞穂卒後研修セミナー

（2015.07.24, 名古屋）

手外科におけるリハビリテーション

鴨居史樹

第 3 回リウマチ治療を考える会

（2015.07.29, 土岐）

『関節リウマチ手足の手術について』

奥田敏治

第 4 回 HPC 研究会

（2015.08.06, 名古屋）

最近の脊椎手術　～最小侵襲手技～

大塚聖視

スポーツ医学ベーシックセミナーシリーズ　股関節

（2015.08.08, 名古屋）

股関節痛の診断

渡邊宣之

日本臓器製薬 名古屋営業所 社内研修会

（2015.08.19, 名古屋）

腰痛の発痛源を探る―仙腸関節性腰痛を中心に

吉田眞一

美濃関節リウマチセミナー

（2015.06.20, 美濃）

『関節リウマチ手足の手術について』

奥田敏治

名古屋市西区整形外科医師会

（2015.06.24, 名古屋）

圧迫骨折における病診連携

稲田　充

整形外科 Forum

（2015.06.27, 名古屋）

骨粗鬆症の薬剤選択

稲田　充

第 27 回日本整形外科超音波学会　ハンズオンセミ

ナー

（2015.07.04, 秋田）

肩のスポーツ傷害「関節唇損傷」

後藤英之

「関節疾患セミナー」スベニール 15 周年講演会

（2015.07.11, 東京）

整形外科診療における超音波検査の役割と活用法

後藤英之

エーザイ MR 研修会

（2015.07.15, 名古屋）

バイオ時代の RA 診療における MRI 活用法

窪田泰浩

名東区整形外科医会

（2015.07.15, 名古屋）

股関節鏡視下手術の実際　―RA から FAI まで―

渡邊宣之

第 3 回東尾張関節リウマチ学術講演会

（2015.07.16, 瀬戸）

当院におけるトシリズマブの使用経験

小林　真
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第 11 回桜山整形セミナー

（2015.09.16, 名古屋）

リウマチ足変形に対する治療戦略

柴田芳宏

ヨードコーティング抗菌インプラント　―その開発と臨

床試験の経過―

木村浩明

第 27 回尾張整形外科医療連携を考える会

（2015.09.19, 名古屋）

関節リウマチの薬物治療と手術療法

永谷祐子

骨粗鬆症の病診連携の会

（2015.09.26, 名古屋）

骨粗鬆症

稲田　充

沼津整形外科医会学術講演会　～閉経後 37 年 , 女

性の骨のケアを考える～

（2015.09.30, 静岡）

当院における骨粗鬆症治療の現状

太田周介

名古屋市名東区介護支援センター 職員研修会

（2015.09.30, 名古屋）

骨粗しょう症

吉田眞一

第 125 回中部日本整形外科災害外科・学術集会　

ランチョンセミナー（宗春セミナー 14）

（2015.10.02-03, 名古屋）

All microscopic TLIF Microscopic TLIF from the 

beginning to the end

稲田　充

国立病院機構富士医療センター研修会

（2015.10.07, 静岡）

長期臥床患者の骨粗鬆症とその対処法

太田周介

第 43 回整形外科エコーセミナー

（2015.10.11, 大阪）

肩関節の解剖と超音波画像

後藤英之

第 1 回愛知 RA と IL-6 研究会

（2015.08.29, 名古屋）

妊娠希望者に対するトシリズマブの使用経験

永谷祐子

瀬戸旭医師会学術講演会

（2015.08.29, 名古屋）

これからの地域医療を考える　―アンケート結果を踏ま

えて―

櫻井公也

第 34 回中濃整形外科研修会

（2015.09.02, 美濃加茂）

『整形外科クリニックにおける手外科疾患（リウマチ手

を含む） の治療経験』

奥田敏治

日本超音波医学会第 36 回中部地方会　教育研修講

演

（2015.09.06, 浜松）

外来診療で役立つ運動器超音波検査のコツ

後藤英之

第 41 回日本整形外科スポーツ医学会 ハンズオン

セミナー

（2015.09.11, 京都）

鏡視下 Bankart 修復術と鏡視下腱板修復術

後藤英之

第 64 回東日本整形災害外科学会

（2015.09.11-12, 福島）

骨軟部腫瘍画像診断の変遷と現況

大塚隆信

日本整形外科スポーツ医学会

（2015.09.12, 京都）

股関節のスポーツ損傷　寛骨臼関節唇損傷 FAI の保存

療法

渡邊宣之

第四回中部 MISt 研究会

（2015.09.12, 富山）

腰椎変性疾患に対する CBT のコツと pit fall

稲田　充
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Aichi Locomo Seminar

（2015.10.29, 名古屋）

リウマチ肩に対する外科的治療の現状

後藤英之

第 3 回知多地域総合診療研究会

（2015.11.14, 名古屋）

プラリアの臨床成績　―最新知見と実臨床について―

大塚聖視

第 12 回リウマチ科講演会

（2015.11.18, 豊橋）

基礎疾患（持病） のある方の災害への備え

福井孝洋

第 15 回東海スポーツドクターミーティング

（2015.11.19, 名古屋）

腰痛の発痛源を探る―仙腸関節と周辺靱帯を中心に

吉田眞一

第 64 回瑞穂卒後研修セミナー

（2015.11.20, 名古屋）

エコーガイド利用のススメ

土屋篤志

第 4 回名古屋市立大学整形外科開業医「水曜会」

研修会

（2015.11.25, 名古屋）

肩関節疾患に対する注射治療の戦略

後藤英之

平成27年度第3期オープンカレッジ「リハビリテー

ション医療最前線」

（2015.11.27, 名古屋）

ロコモティブ症候群（運動器症候群） の元凶「骨粗鬆症」

―ロコモ , 骨粗鬆症の病態と対策―

鈴木伸幸

「True-Lok トラウマ」ハンズオンセミナー

（2015.11.28, 大阪）

イリザロフ創外固定器の応用

寺澤貴志

第 112 回豊橋医療センター病診連携カンファランス

（2015.10.13, 豊橋）

当院をおける XLIF（低侵襲前方椎体間固定） の治療経験

八木　清

第 3 回桜山 RA Meeting

（2015.10.13, 名古屋）

当院整形外科リウマチ外来における関節リウマチの薬物

治療の実際

三井裕人

愛知リウマチ関節エコー研究会

（2015.10.14, 名古屋）

当院におけるリウマチエコーの現状と問題点

窪田泰浩

第 119 回愛知リウマチアーベント

（2015.10.15, 名古屋）

関節リウマチの治療におけるバイオマーカー

永谷祐子

平成 27 年度第 1 回労災医療特別講演会

（2015.10.15, 名古屋）

外傷性膝関節疾患の診療 , 治療　―半月板損傷 , 前十字

靭帯損傷を中心に―

野崎正浩

OKINAWA 超音波エコーセミナー 2015

（2015.10.17, 沖縄）

エコー下神経ブロックのコツ

後藤英之

愛知県臨床整形外科医会市民公開講座

（2015.10.18, 名古屋）

整形外科の腰痛について　―高齢の方を中心に―

櫻井公也

第 7 回 JOSKAS セミナードライワークショップ

（2015.10.25, 札幌）

鏡視下 Bankart 修復術

後藤英之
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豊橋医療センター病診連携カンファランス

（2014.07.08, 豊橋）

当院における人工骨頭置換術（AL-Supine） の術後成績

について

上用祐士

第 2 回桜山 RA ミーティング

（2014.08.26, 名古屋）

アダリムマブによる関節リウマチの疾患コントロールが

労働生産性に与える影響の検討

福井孝洋 , 山岸洋介 , 藤田和彦 , 上用祐士 , 柴田康宏

第 36 回 FSR の会

（2014.09.13, 名古屋）

これって本当に関節リウマチ？　セロネガティブ RA

と思われる 1 例

窪田泰浩

RA コラボレーションミーテイング

（2014.09.24, 岐阜）

『RA 手指の変形に対する手術療法』

奥田敏治

看護の日講演

（2014.10.03, 豊橋）

認知症もメタボもロコモで予防　―ロコモって何？―

福井孝洋

ヤンセン社内勉強会

（2014.10.29, 名古屋）

関節リウマチ診療における MRI の役割　～バイオ時代

の MRI ～

窪田泰浩

東愛知肩関節研究会

（2014.11.15, 豊橋）

当院におけるデノスマブの臨床成績と新たな適応について

柴田康宏

RA Safety Management in Gifu

（2014.11.15, 岐阜）

『当院におけるゴリムマブの使用経験とバイオ製剤使用

下における手術』

奥田敏治

リカルボン全国講演会 2015

（2015.11.29, 東京）

腰背部痛を有する骨粗鬆症患者に対する 3 ヵ月処方で新

規に内服を開始したミノドロン酸による 6 ヵ月後の疼痛

変化とアンケート調査の検討

生田憲史

熱田区医師会学術講演会

（2015.11.30, 名古屋）

「骨粗鬆症性脊椎椎体骨折を見逃さないための診断のコ

ツとその予防」

鈴木伸幸

救急医療教育プログラム

（2015.12.16, 瀬戸）

四肢の外傷

相良学爾

守山区医師会学術講演会

（2015.12.18, 名古屋）

腰痛をきたす疾患とその保存的治療

稲田　充

（補　遺）

2014 年

西濃骨粗鬆症研究会 2014

（2014.02.08, 大垣）

『当院における骨粗鬆治療について　（エルデカルシト

ロールの使用経験を中心に）』

奥田敏治

岐阜 NCU カンファレンス

（2014.02.15, 岐阜）

『当院における RA 上肢に対する手術療法』

奥田敏治

昭和病院臨床テクニカルセミナー

（2014.03.24, 明石）

腰痛下肢痛としびれに対する保存治療

吉田眞一

リウマチ科講演会

（2014.05.15, 豊橋）

関節リウマチと栄養

福井孝洋
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第 10 回リウマチ科講演会

（2014.11.20, 豊橋）

関節リウマチ患者の日常生活での注意事項

福井孝洋

桜山瑞穂セミナー

（2014.12.20, 名古屋）

三次元骨実体モデルを用いた人工股関節置換術および再

置換術の小経験

上用祐士

科学研究費 2 0 1 5
●大塚隆信, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 小澤　修

平成 27 年度～ 29 年度

基盤研究（C）　研究課題番号：15K10487

骨代謝における低分子量ストレス蛋白質の分子標的の

解析

●水谷　潤, 大塚隆信, 鈴木伸幸, 松川則之, 植木美乃

平成 27 年度～ 29 年度

基盤研究（C）　研究課題番号：15K10414

難治性脊柱変形の病態解明と脊柱変形手術低侵襲化へ

の集学的挑戦

●若林健二郎, 和田郁雄, 佐久間英輔, 村上里奈,  

青山公紀

平成 27 年度～ 29 年度

挑戦的萌芽研究　研究課題番号：15K15554

ASIC1a ノックアウトマウスを用いた育児障害の研究

●永谷祐子, 大塚隆信, 浅井清文

平成 26 年度～ 28 年度

基盤研究（C）　研究課題番号：26462309

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

●佐久間英輔, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉

平成 26 ～ 28 年度

基盤研究（C）

レプチン抵抗性が脊椎損傷の治療に悪影響を与えるメ

カニズムの解明とその克服法
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●Is the canal flare index a reliable means of estima-

tion of canal shape? Measurement of proximal 

femoral geometry by use of 3D models of the femur

Tawada K, Iguchi H, Tanaka N, Watanabe N, 

Murakami S, Hasegawa S, Otsuka T

J Orthop Sci, 20（3）: 498-506, 2015

●Parkinson's disease patients showed delayed aware-

ness of motor intention

Tabu H, Aso T, Matsuhashi M, Ueki Y, 

Takahashi R, Fukuyama H, Shibasaki H, Mima T

Neurosci Res, 95: 74-77, 2015

●Enhancement of long-term potentiation via mus-

carinic modulation in the hippocampus of HCNP 

precursor transgenic mice

Ohi Y, Kato D, Mizuno M, Sato T, Ueki Y, 

Borlongan CV, Ojika K, Haji A, Matsukawa N

Neurosci Lett, 597: 1-6, 2015

●Resveratrol amplifies BMP-4-stimulated osteo-

protegerin synthesis via p38 MAP kinase in osteo-

blasts

Kuroyanagi G, Tokuda H, Yamamoto N, 

Matsushima-Nishiwaki R, Mizutani J, Kozawa O, 

Otsuka T

Mol Med Rep, 12（3）: 3849-3854, 2015

●Influence of cerebral white matter lesions on the 

activities of daily living of older patients with mild 

stroke

Yamashita Y, Wada I, Horiba M, Sahashi K

Geriatr Gerontol Int, DOI: 10.1111/ggi.12580, 

Epub ahead of print, 2015

●特集　日常診療で役立つ小児整形外科の知識 III. 下肢

の疾患　外反扁平足

和田郁雄

小児科診療, 78（4）: 513-518, 2015

●エビデンスにつなげるための臨床場面で身近に使える

測定法 23―身体活動量の測定法

小出益徳, 船久保陽子

理学療法, 31（3）: 323-330, 2015

●骨盤帯に関わる筋の作用の捉え方と運動療法のあり方

―腰帯筋に関する解剖学的構造

浅井友詞, 小出益徳, 森本浩之, 佐久間英輔

理学療法, 32（11）: 981-990, 2015

著書 2 0 1 5
●小林庸子, 和田郁雄

シャルコー・マリー・トゥース病診療マニュアル　

CMT 診療マニュアル編集委員会編

CTM の装具療法　pp. 79-93

金芳堂, 京都, 2015

●渡邊耕太, 山下敏彦, 和田郁雄

シャルコー・マリー・トゥース病診療マニュアル　

CMT 診療マニュアル編集委員会編

CMT の手術療法・術後後療法　pp. 107-122

金芳堂, 京都, 2015

●細田多穂（監修）, 五味敏昭（編集）,  

浅井友詞（編集）, 佐藤二美（編集）

シンプル理学療法学・作業療法学シリーズ運動器系　

解剖学テキスト

局所解剖学　肩関節　肘関節　前腕　手関節　手指　

股関節　pp. 340-377

南光堂, 東京, 2015

●浅井友詞, 中山明峰, 森本浩之, 仁木淳一, 若林諒三

前庭リハビリテーション　めまい・平衡障害に対する

アプローチ

前庭系の機能と構造　前庭系の障害　前庭障害の診断

と評価　前庭機能低下症に対するリハビリテーション 

良性発作性頭位めまい症に対するリハビリテーション 

頸部障害のリハビリテーション　さまざまな前庭ト

レーニング　pp. 2-172

三輪書店, 東京, 2015

原著・総説 2 0 1 5
●An anatomic study of the accessory anterolateral 

talar facet

Hattori K, Sakuma E, Nakayama M, Kozaki A, 

Wada I, Otsuka T

Folia Morphol（Warsz）, 74（1）: 61-64, 2015

リハビリテーション医学
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学会発表 2 0 1 5
The 45th Annual Meeting of the Society for Neu-

roscience

（2015.10.17-21, Chicago, USA）

●Enhanced human motor cortical plasticity by com-

bined mirror visual feedback therapy and transcra-

nial direct current stimulation（tDCS）

Ueki Y, Horiba M, Nojima I, Shimizu Y, Sahashi K, 

Ito K, Mizutani J, Matsukawa N, Wada I

The 22th annual conference ISOQOL

（2015.10.21-24, Vancouver, Canada）

●Self-management behaviors and psychological and 

social factors influencing QOL in patients with 

Parkinson's disease

Ando Y, Ueki Y, Yamawaki T, Ozaki I, Abe A, 

Inukai A, Aiba I, Saito Y, Kawaminami K, 

Matsukawa N, Kobayashi T

第 36 回日本リハビリテーション医学会中部・東海

地方会

（2015.02.14, 名古屋）

●パーキンソン病における tDCS を用いた運動学習機能

の検討

植木美乃, 堀場充哉, 清水陽子, 佐橋健斗, 伊藤錦哉, 

水谷　潤, 和田郁雄

第 30 回東海小児整形外科懇話会

（2015.02.14, 名古屋）

●先天性多発性関節拘縮症を伴った両先天性垂直距骨に

対して Dobbs 変法を行った 1 例

河　命守, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 服部一希, 

白井康裕, 大塚隆信, 和田郁雄, 佐久間英輔

第 120 回日本解剖学会全国学術集会・第 92 回生理

学会大会・合同大会

（2015.03.21-23, 神戸）

●Postnatal changes of distribution of S-100 protein 

positive cells, connexin 43 and LH-RH positive sites 

in the pars tuberalis of the rat pituitary gland

佐久間英輔, 和田郁雄, 白澤信行, 若林健二郎, 

大塚隆信, 植木孝俊

●椎間板ヘルニア術後に残存した下肢痛の原因が仙骨嚢

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

Journal of Spine Research, 6（4）: 839-843, 2015

●Medical Rehabilitation　編集企画にあたって…

和田郁雄

Monthly Book Medical Rehabilitation（179）

:前付1, 2015

●こどもと成人の正常歩行パターンとその相違点（こど

もの歩容異常（跛行）と成人の跛行）

伊藤錦哉, 和田郁雄

Monthly Book Orthopaedics, 28（4）:1-9,2015

●骨粗鬆症治療におけるデノスマブ投与後血清Ca値の

変動と腎機能

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, 

58（4）: 661-662, 2015

●仙骨上関節突起骨折に対する低出力パルス超音波を利

用した保存的治療

松本佳久, 大塚聖視, 鈴木伸幸, 水谷　潤, 福岡宗良, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（5）: 907-908, 2015

●胸腰椎脊髄腫瘍に対する還納式椎弓形成術の術後成績

福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 松本佳久, 

大塚隆信

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（6）: 1211-1212, 2015

●スポーツ活動中に発症した脊髄終糸症候群の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

中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 

58（6）: 1227-1228, 2015
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●グルココルチコイド誘導性筋萎縮におけるオートファ

ジー関連遺伝子, カルパイン関連遺伝子, ユビキチン

関連遺伝子の発現変動

土田和可子, 岩田全広, 田中将斗, 大野嘉太, 

浅井友詞, 鈴木重行

第 56 回日本神経学会総会

（2015.05.20-23, 新潟）

●認知症を伴わないパーキンソン病の空間性作業記憶の

障害

川嶋将司, 植木美乃, 松川則之

●神経好中球病の臨床的特徴

鈴木鮎子, 川嶋将司, 植木美乃, 大喜多賢治, 

松川則之

第 88 回日本整形外科学会学術総会

（2015.05.21-24, 神戸）

●遺残性股関節亜脱臼における MRI 臼蓋角の検討

白井康裕, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 服部一希, 

河　命守, 和田郁雄, 佐久間英輔, 大塚隆信

●50°以上頚椎後弯症の変形矯正手術

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 近藤　章, 

松本佳久, 大塚隆信

●成人脊柱変形手術の低侵襲化

水谷　潤, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 近藤　章, 

松本佳久, 大塚隆信

第 52 回日本リハビリテーション医学会学術集会

（2015.05.30-06.03, 新潟）

●手外科領域における持続末梢神経ブロックを用いた早

期リハビリテーションの経験

岡本秀貴, 水谷　潤, 伊藤錦哉, 村上里奈, 大塚隆信, 

植木美乃, 青山公紀, 和田郁雄

第 50 回日本理学療法学術大会

（2015.06.06, 東京）

●三重県理学療法士会の地域包括ケアシステム構築に向

けた取り組み

伊藤卓也, 小出益徳, 南出光章, 高橋　猛, 大西丈二

第 83 回東海脊椎脊髄病研究会学術集会

（2015.06.13, 名古屋）

●前後方アプローチにより摘出した頚胸椎砂時計腫の 1 例

松本佳久, 福岡宗良, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 水谷　潤, 

近藤　章, 大塚隆信, 矢野智紀

Message from Hiroshima for Ending Stroke Epi-

demic

（2015.03.26-29, 広島）

●脳白質病変を伴う高齢脳卒中患者の機能予後に老年症

候群が及ぼす影響

山下　豊, 和田郁雄, 清水陽子, 堀場充哉, 佐橋健斗, 

坪井理佳, 藤井園子

第 124 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

（2015.04.10-11, 金沢）

●骨粗鬆症治療におけるデノスマブ投与後血清 Ca 値の

変動と腎機能

鈴木伸幸, 大口怜央, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 

松本佳久, 南谷千帆, 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

●仙骨上関節突起骨折に対する低出力パルス超音波を利

用した保存的治療

松本佳久, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 水谷　潤, 福岡宗良, 

大塚隆信

第 44 回日本脊椎脊髄病学会学術集会

（2015.04.16-18, 福岡）

●XLIF を用いた低侵襲腰椎固定術の間接的神経除圧効

果の検討―画像所見から

大塚聖視, 福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 松本佳久, 

南谷千帆, 大塚隆信

●骨粗鬆症性脊椎椎体骨折における ADL, QoL 障害の

精神コンポーネントの重要性

鈴木伸幸, 大口怜央, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 

大塚隆信, 松本佳久

●成人脊椎変形に対する矯正固定術　―腸骨スクリュー

は S1 スクリューを守れるか―

福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 大塚聖視, 松本佳久, 

大塚隆信

第 19 回日本体力医学会東海地方会学術集会

（2015.05.03, 名古屋）

●ストレッチング後の柔軟性指標の変化はストレッチン

グ方法によって異なる

松尾真吾, 宮崎　学, 山本彩乃, 波多野元貴, 

土田和可子, 浅井友詞, 岩田全広, 鈴木重行
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第 125 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

（2015.10.02-03, 名古屋）

●DDH において MRI を用いて単純 X 線と同様に臼蓋

角を評価してよいか？

白井康裕, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 河　命守, 

和田郁雄, 大塚隆信

●Ponseti 法に足底腱膜解離を併用した Complex Idio-

pathic Clubfoot の 1 例

若林健二郎, 伊藤錦哉, 白井康裕, 河　命守, 

和田郁雄, 大塚隆信

●外反偏平足に対する手術成績

河　命守, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 白井康裕, 

大塚隆信, 和田郁雄

第 31 回東海北陸理学療法学術大会

（2015.10.03-04, 金沢）

●健常高齢者におけるミラーセラピーを用いた上肢運動

学習機能の検討

板本將吾, 堀場充哉, 清水陽子, 佐橋健斗, 伊藤錦哉, 

水谷　潤, 植木美乃, 野嶌一平, 松川則之, 和田郁雄

第 59 回東海整形外科外傷研究会学術集会

（2015.10.10, 名古屋）

●コンパートメント症候群後の尖足拘縮に対してイリザ

ロフ創外固定器を用いて治療した1例

寺澤貴志, 生田憲史, 篠原　司, 安間三四郎, 

棚橋一雄, 和田郁雄

日本脳神経外科学会第 74 回学術総会

（2015.10.14, 札幌）

●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 9 回パーキンソン病・運動障害疾患コングレス

（2015.10.15-17, 東京）

●パーキンソン病患者の QOL に関連する心理・社会的

因子の検討

安東由佳子, 植木美乃, 山脇健盛, 尾崎伊都子, 

阿部朱美, 犬飼　晃, 餐場郁子, 齋藤由紀子, 

川南勝彦, 松川則之, 小林敏生

第 49 回日本作業療法学会

（2015.06.19-21, 神戸）

●高齢アテトーゼ型脳性麻痺の頸椎症性脊髄症の1例

藤井園子, 和田郁雄

第 9 回 motor control 研究会

（2015.06.25-27, 京都）

●Enhanced human motor cortical plasticity by com-

bined mirror visual feedback therapy and tran-

scranial direct current stimulation in patients with 

Parkinson's disease

植木美乃, 堀場充哉, 清水陽子, 佐橋健斗, 板本將吾, 

伊藤錦哉, 水谷　潤, 和田郁雄

第 37 回日本リハビリテーション医学会中部・東海

地方会

（2015.08.15, 名古屋）

●パーキンソン病の脳可塑性と運動学習障害

植木美乃, 堀場充哉, 清水陽子, 佐橋健斗, 青山公紀, 

伊藤錦哉, 水谷　潤, 和田郁雄

●脳性麻痺児股関節亜脱臼・脱臼に対する股関節周囲筋

解離術後レントゲン計測値の経時的変化

伊藤錦哉, 和田郁雄, 水谷　潤, 植木美乃, 青山公紀, 

若林健二郎, 服部一希, 白井康裕, 河　命守, 

村上里奈, 大塚隆信

第 13 回日本臨床医療福祉学会

（2015.08.27-29, 名古屋）

●長期臥床により廃用となったパーキンソン病患者のリ

ハビリテーション

坪井理佳, 佐橋健斗, 岡　雄一, 和田郁雄

第 17 回日本骨粗鬆症学会

（2015.09.17-19, 広島）

●エルデカルシトール/バゼドキシフェン併用療法の有

用性の検討

鈴木伸幸, 福岡宗良, 水谷　潤, 大口怜央, 大塚聖視, 

南谷千帆, 松本佳久, 大塚隆信

第 241 回整形外科集談会東海地方会

（2015.09.26, 名古屋）

● 8-plate を用いた骨端成長抑制術に伴い膝関節過伸展

を来たした 2 例

河　命守, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 白井康裕, 

和田郁雄, 大塚隆信
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第 42 回日本股関節学会学術集会

（2015.10.30-31, 大阪）

●股関節鏡の適応を決める軟骨厚み 2mm ルールとは－

単純レントゲンとリコンストラクション CT における

軟骨厚み測定の比較検討

渡邊宣之, 相羽久輝, 和田郁雄, 櫻井公也

第 74 回日本めまい平衡医学会

（2015.11.25-27, 岐阜）

●DHI からみた前庭リハビリテーションの効果　―外

出に関わる項目からの検討―

森本浩之, 浅井友詞, 仁木淳一, 水谷陽子, 福井文子, 

蒲谷嘉代子, 中山明峰, 村上信五

●DHI からみた前庭リハビリテーションの効果　―頭

部運動に関わる項目からの検討―

浅井友詞, 森本浩之, 仁木淳一, 水谷陽子, 福井文子, 

蒲谷嘉代子, 中山明峰, 村上信五

●難治性めまい患者に対するリハビリテーションの効果 

―第2報―

仁木淳一, 浅井友詞, 森本浩之, 水谷陽子, 福井文子, 

蒲谷嘉代子, 中山明峰, 村上信五

第 33 回日本神経治療学会総会

（2015.11.26-28, 名古屋）

●パーキンソン病におけるミラーセラピーと tDCS を用

いた運動学習機能の検討

板本將吾, 堀場充哉, 清水陽子, 佐橋健斗, 伊藤錦哉, 

水谷　潤, 植木美乃, 野嶌一平, 松川則之, 和田郁雄

第 26 回日本小児整形外科学会学術集会

（2015.12.04-05, 岐阜）

●8-plate を用いた骨端成長抑制術による膝伸展変形

河　命守, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 白井康裕, 

大塚隆信, 和田郁雄, 佐久間英輔

●遺残性股関節亜脱臼における MRI を用いた関節唇評価

白井康裕, 若林健二郎, 和田郁雄, 伊藤錦哉, 

河　命守, 佐久間英輔, 大塚隆信

第 84 回東海脊椎脊髄病研究会学術集会

（2015.12.05, 名古屋）

●デュアルソース CT デュアルエナジーモードの脊椎外

科領域での有用性

大塚聖視, 福岡宗良, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 松本佳久, 

大塚隆信

●パーキンソン病の両手協調運動と非運動症状の関連に

ついて

清水陽子, 堀場充哉, 佐橋健斗, 板本將吾, 藤井園子, 

坪井理佳, 植木美乃, 水谷　潤, 川嶋将司, 岡　雄一, 

神鳥明彦, 佐野佑子, 松川則之, 山田和雄, 和田郁雄

●パーキンソン病患者の動的バランス能力評価　Mini-

BESTest と BBS の比較

佐橋健斗, 堀場充哉, 山下　豊, 藤井園子, 坪井理佳, 

清水陽子, 岡　雄一, 川嶋将司, 植木美乃, 山田和雄, 

松川則之, 和田郁雄

●パーキンソン病におけるミラーセラピーと tDCS を用

いた運動学習機能の検討

板本將吾, 堀場充哉, 清水陽子, 佐橋健斗, 伊藤錦哉, 

水谷　潤, 植木美乃, 野嶌一平, 松川則之, 和田郁雄

●パーキンソン病の両手協調運動障害と運動症状の関連

堀場充哉, 清水陽子, 佐橋健斗, 板本將吾, 植木美乃, 伊

藤錦哉, 水谷　潤, 川嶋将司, 大喜多賢治, 岡　雄一, 神

鳥明彦, 佐野佑子, 松川則之, 和田郁雄

第 19 回東海足と靴の研究会

（2015.10.24, 名古屋）

●vacuum-formed removbale rigid dressing とシリコ

ンライナーによる断端管理を行った下腿切断の一例

柴田康裕, 高田直也, 向藤原由花, 林　義一, 

勝田康裕, 藤原一吉, 藤浪慎吾, 井上淳平, 

近藤陽, 遠藤伸一郎, 河本絵梨子, 松川貴哉, 

関谷勇人, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 和田郁雄

●腓腹筋損傷後に外傷性尖足を来した 1 例

河　命守, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 白井康裕, 

和田郁雄, 大塚隆信

第 40 回日本足の外科学会・学術集会

（2015.10.29-30, 浦安）

●先天性内反足に対する後方解離術の治療効果

河　命守, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 

白井康裕, 佐久間英輔, 大塚隆信

●片側性先天性内反足における健側足に対する Denis 

Browne Splint の影響

白井康裕, 若林健二郎, 伊藤錦哉, 河　命守, 

大塚隆信, 和田郁雄, 佐久間英輔
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東海小児科学会地方会

（2015.05.10, 名古屋）

子どもの股関節疾患　―発見のコツと整形外科への紹介

のタイミング―

和田郁雄

第 4 回シャルコー・マリー・トゥース病（CMT）

市民公開講座

（2015.07.11, 京都）

CMT による下肢障害と対応

和田郁雄

第 30 回大脳基底核研究会

（2015.07.18-19, 犬山）

パーキンソン病の脳可塑性と運動学習

植木美乃

孝友会講演会

（2015.09.26, 一宮）

中枢性運動機能障害に対するリハビリテーション　―急

性期から維持期への展開―

和田郁雄

第 5 回シャルコー・マリー・トゥース病（CMT）

市民公開講座

（2015.10.18, 金沢）

CMT による下肢障害と対応

和田郁雄

第 16 回東海パーキンソン病治療・症例検討会

（2015.10.23, 名古屋）

パーキンソン病の運動学習障害と新規リハビリテーション

植木美乃

第 1 回日本股関節学会 教育研修セミナー小児部門

（2015.11.01, 大阪）

発育性股関節形成不全　―DDH―　Riemenbügel 法の

適応 , 装着と管理 , 小児整形専門医への紹介のタイミング

和田郁雄

第 24 回上飯田リハビリテーションセミナー講演

（2015.11.12, 名古屋）

小児期・成人期の扁平足障害に対するリハビリテーショ

ンおよび整形外科的対応

和田郁雄

● XLIF 施行例における大腰筋位置の変化　―術前後の

脊柱矢状面アライメントと大腰筋移動量の関係―

近藤　章, 福岡宗良, 水谷　潤, 大塚聖視, 鈴木伸幸, 

松本佳久, 大塚隆信

第 39 回高次脳機能障害学会

（2015.12.10-11, 東京）

●脳梗塞発症後 , 人物描画において両上肢を描出しな

かった 1 症例

坪井理佳, 山下　豊, 西岡長閑, 川嶋将司, 和田郁雄

講演 2 0 1 5
第 3 回シャルコー・マリー・トゥース病（CMT）

市民公開講座

（2015.01.17, 東京）

CMT による下肢障害と対応

和田郁雄

大同病院 Meet the Professor 講演会

（2015.01.20, 名古屋）

小児下肢障害に対する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

三河関節外科懇話会

（2015.02.19, 知立）

足関節 , 足部変性疾患に対する診断と治療

和田郁雄

SCOA 中部地区学術講演会

（2015.02.21, 静岡）

小児足部疾患への整形外科およびリハビリテーション的

対応

和田郁雄

名城倶楽部講演会

（2015.03.14, 名古屋）

小児の股関節・足部障害に対する整形外科・リハビリテー

ション的対応

和田郁雄



157

東三河小児科医会

（2015.11.14, 豊橋）

小児股関節疾患・脊椎変形を診るコツと整形外科紹介の

タイミング

和田郁雄

第 29 回日本靴医学会学術集会教育研修講演

（2015.11.21, 名古屋）

小児足部障害への対応　―観血治療および靴・装具を含

めたリハビリテーション的アプローチ―

和田郁雄

科学研究費 2 0 1 5
●美馬達哉, 植木美乃

平成 27 ～ 29 年度

基盤研究（B）

直流刺激と歩行運動のハイブリッド型リハによる下肢

機能再建とその脳内機構の解明

●佐久間英輔, 和田郁雄, 若林健二郎, 伊藤錦哉

平成 26 ～ 28 年度

基盤研究（C）

レプチン抵抗性が脊髄損傷の治療に悪影響を与えるメ

カニズムの解明とその克服法

●福山秀直, 植木美乃

平成 27 年度

新学術領域

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

●若林健二郎, 和田郁雄, 佐久間英輔, 村上里奈,  

青山公紀

平成 27 ～ 29 年度

挑戦的萌芽研究

ASIC1a ノックアウトマウスを用いた育児障害の研究

●水谷　潤, 大塚隆信, 鈴木伸幸, 松川則之, 植木美乃,  

梅村　淳

平成 27 ～ 29 年度

基盤研究（C）

難治性脊柱変形の病態解明と脊柱変形手術低侵襲化へ

の集学的挑戦

●大塚隆信, 水谷　潤, 鈴木伸幸, 小澤　修

平成 27 ～ 29 年度

基盤研究（C）

骨代謝における低分子量ストレス蛋白質の分子標的の

解析

●植木美乃

平成 27 ～ 29 年度

基盤研究（C）

TDP-43 分子病変の時空間解析技術の創出と , その

FTLD 早期診断への応用

（その他の助成金）

●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 27 年度　日本医療研究開発機構の委託事業（難

治性疾患実用化事業）

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

●植木美乃

平成 27 年度　公益財団法人磁気健康科学研究振興財

団　研究助成金

パーキンソン病の姿勢障害に対する経脊髄磁気刺激を

併用した新たな治療法の確立

●植木美乃

平成 27 年度　中部電力利用基礎研究振興財団　研究

助成金

MRI を用いた早期アルツハイマー病診断技術の開発


