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4月9日(土)／A会場(1F　大ホール)

 4月9日(土)／A会場(1F　大ホール) 
 9:10～ 10:10 教育研修講演11　 

 座長：平田　　仁（名古屋大学大学院医学系研究科　手の外科） 

  2-A-ICL11  リハビリテーション新機器開発と臨床応用 
  秋田大学　整形外科  島田　洋一   ..............................   15 
   
 11:00～ 12:00 特別講演　 

 座長：松山　幸弘（浜松医科大学　整形外科） 

  2-A-SL  卒後60年　果たして最善を尽くしたであろうか 
  順天堂大学　整形外科  山内　裕雄   .................................  3 
   
 14:00～ 15:20 シンポジウム5　骨粗鬆症治療薬の使い分け 

 座長：宗圓　　聰（近畿大学医学部奈良病院　整形外科・リウマチ科） 
  萩野　　浩（鳥取大学医学部　保健学科） 

  2-A-S5-1  超高齢社会における骨粗鬆症薬物治療－治療効果判定と薬剤変更のタイミング－ 
  あさひ総合病院　整形外科  中藤　真一   ..............................   56 
   
  2-A-S5-2  病態生理から見た骨粗鬆症治療薬の使い分け 
  香川大学　整形外科  真柴　　賛  ほか   .................   56 
   
  2-A-S5-3  日常診療における骨粗鬆症治療薬使い分けの一例 
  養老整形外科クリニック  石井　光一   ..............................   57 
   
  2-A-S5-4  ミノドロン酸monthly製剤の2年以上投与例の検討 
  JA静岡厚生連遠州病院　整形外科  大石　　強  ほか   .................   57 
   
  2-A-S5-5  骨粗鬆症治療におけるテリパラチドの位置付けと導入の実際 
  浜松南病院　整形外科  梅原　慶太  ほか   .................   58 
   
  2-A-S5-6  閉経後女性の橈骨遠位端骨折後の骨代謝動態に基づいた骨粗鬆症治療薬選択の指標 
  永井病院　整形外科  飯田　　竜  ほか   .................   58 
   
 15:30～ 16:30 教育研修講演12　 

 座長：岩瀬　敏樹（浜松医療センター　整形外科） 

  2-A-ICL12  地域住民における運動器疾患の長期縦断的研究と運動向上プログラムの開発 
  名古屋大学大学院医学系研究科　下肢関節再建学  長谷川幸治   ..............................   16 
   
 16:40～ 17:40 教育研修講演13　 

 座長：山本　哲司（香川医科大学医学部　整形外科学教室） 

  2-A-ICL13  骨軟部腫瘍切除後の再建 
  名古屋大学医学部　形成外科  亀井　　譲   ..............................   17 
   



4月9日(土)／B会場(B1F　中ホール)

 4月9日(土)／B会場(B1F　中ホール) 
 9:10～ 10:10 教育研修講演14　 

 座長：安永　裕司（広島県立障害者リハビリテーションセンター） 

  2-B-ICL14  Dysplasia and Femoroacetabular Impingement in the Young Adult.  What is the 
Role of Hip Arthroscopy and Are We Truly Preserving the Hip? 

  Pediatric and Adult Sports Medicine, Hip Arthroscopy and Preservation Service,
University of Utah, Department of Orthopaedics

   Stephen K.Aoki    ..............................   18 
   
 10:10～ 11:00 主題7　骨粗鬆症治療薬の使い分け 

 座長：岡野　　徹（山陰労災病院） 

  2-B-M7-1  骨粗鬆症性椎体骨折に対する一次予防に向けた薬剤選択 
  近畿大学　整形外科  池田　光正  ほか   .................   93 
   
  2-B-M7-2  継続率から見た、骨粗鬆症治療薬の使い分け 
  富山逓信病院　整形外科  豊田　　誠   ..............................   93 
   
  2-B-M7-3  週1回テリパラチド製剤による骨粗鬆症治療結果の検討 
  徳島大学　整形外科  和田　佳三  ほか   .................   93 
   
  2-B-M7-4  大腿骨近位部骨折患者に対するビスホスフォネート治療とデノスマブ治療の比較 
  名南病院　整形外科  長谷川　健   ..............................   94 
   
  2-B-M7-5  大腿骨近位部骨折クリニカルパスに骨粗鬆症治療を導入する際の注意点 
  呉共済病院　整形外科  寺元　秀文  ほか   .................   94 
   
  2-B-M7-6  骨粗鬆症に対するデノスマブの治療効果の検討 
  徳島大学　整形外科  筒井　貴彦  ほか   .................   94 
   
  2-B-M7-7  テリパラチド終了後のデノスマブの使用経験 
  岩国医療センター　整形外科  土居　克三  ほか   .................   95 
   
 12:10～ 13:10 家康セミナー14　 

 座長：尾﨑　敏文（岡山大学　整形外科） 

  2-B-IS14  実臨床に役立つ骨粗鬆症性椎体骨折のバイオメカニクス 
  金沢大学　整形外科  村上　英樹   ..............................   35 

 共催：日本イーライリリー株式会社 
   
13:50～ 14:50  ディベート2　 TKAその前に－HTOとUKAでどこまで対応可能？－

 座長：赤木　將男（近畿大学医学部　整形外科） 

  社会医療法人愛仁会高槻病院　整形外科、関節センター  平中　崇文  
   

  富山市民病院　整形外科  澤口　　毅  
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4月9日(土)／B会場(B1F　中ホール)

 15:00～ 16:00 教育研修講演15　 
 座長：秋山　治彦（岐阜大学　整形外科） 

  2-B-ICL15  RA薬物療法の進歩と手の外科治療 
  新潟県立リウマチセンター　リウマチ科  石川　　肇   ..............................   19 
   
 16:10～ 17:40 シンポジウム6　SCOAシンポジウム オペる開業医 

 座長：山中　　芳（医療法人社団慶静会　山中整形外科） 
  小川　　潤（日本赤十字社静岡赤十字病院　整形外科） 

  2-B-S6-1  中部地区における開業整形外科医の手術治療への関わり－アンケート調査－ 
  山中整形外科  山中　　芳  ほか   .................   59 
   
  2-B-S6-2  オペる開業医とオープンベッド方式 
  日本赤十字社静岡赤十字病院　整形外科  小川　　潤   ..............................   59 
   
  2-B-S6-3  開業医が手術を続けるためには－伊藤整形外科45年の軌跡－ 
  伊藤整形外科  伊藤　隆安   ..............................   60 
   
  2-B-S6-4  手術は整形外科のルーチーン 
  医療法人中西整形外科  中西　啓介  ほか   .................   60 
   
  2-B-S6-5  開放病棟を利用した脊椎手術症例の検討 
  水谷整形外科医院  水谷　昭陽  ほか   .................   61 
   
  2-B-S6-6  整形外科開業医にとっての院外手術　－為になること、苦労すること－ 
  名越整形外科医院  名越　　充  ほか   .................   61 
   
  2-B-S6-7  整形外科有床診療所における手術 
  林整形外科医院  林　　孝乾   ..............................   62 
   
  2-B-S6-8  当院における依頼手術の効果と問題点　～手術室を提供する病院の立場から～ 
  クワヤ病院　整形外科  石濱　琢央  ほか   .................   62 
   
  2-B-S6-9  開業医の行っている手術とその限界 
  はたスポーツ整形クリニック  畑　　正樹   ..............................   63 
   
  2-B-S6-10  当院における開放型病床制度を用いた開業医との共同手術の現状 
  済生会滋賀県病院　整形外科  平岡　延之  ほか   .................   63 
   



4月9日(土)／C会場(3F　31会議室)

 4月9日(土)／C会場(3F　31会議室) 
 8:00～ 9:00 家康セミナー11　 
 座長：久保　俊一（京都府立医科大学大学院医学研究科　運動器機能再生外科学（整形外科学教室）） 

  2-C-IS11  股関節前方アプローチを用いた人工股関節置換術の活用と応用 
  藤田保健衛生大学　整形外科  森田　充浩   ..............................   32 

 共催：京セラメディカル株式会社 
   
 9:10～ 10:40 シンポジウム7　DDH検診 

 座長：薩摩　真一（兵庫県立こども病院　整形外科） 
  服部　　義（あいち小児保健医療総合センター　整形外科） 

  2-C-S7-1  当院における超音波によるDDHスクリーニングシステム 
  大阪医科大学　整形外科  藤原　憲太  ほか   .................   64 
   
  2-C-S7-2  愛媛県におけるDDH検診の現状・課題と今後の対策 
  愛媛県立子ども療育センター　整形外科  佐野　敬介   ..............................   64 
   
  2-C-S7-3  新潟県内におけるDDH検診の現状 
  新潟大学　整形外科  村上　玲子  ほか   .................   65 
   
  2-C-S7-4  浜松市における乳児股関節健診体制の再構築 
  浜松医科大学　整形外科  古橋　弘基  ほか   .................   65 
   
  2-C-S7-5  DDH診断遅延例を減らすための検診のあり方 
  大阪市立総合医療センター　小児整形外科  中川　敬介  ほか   .................   66 
   
 12:10～ 13:10 家康セミナー15　 

 座長：中村　博亮（大阪市立大学　整形外科学） 

  2-C-IS15  頚椎疾患に対する手術的治療　－脊髄機能診断とマイクロサージャリー－ 
  広島大学大学院　整形外科  田中　信弘   ..............................   36 

 共催：久光製薬株式会社 
   
 13:50～ 14:50 教育研修講演16　 

 座長：鬼頭　浩史（名古屋大学　整形外科） 

  2-C-ICL16  これからの乳児股関節（発育性股関節形成不全）健診とその治療－変形性股関節症予防の観
点から－ 

  松戸市立病院　リハビリ科、整形外科  品田　良之   ..............................   20 
   
 15:00～ 16:00 教育研修講演17　 

 座長：星野　裕信（浜松医科大学　整形外科） 

  2-C-ICL17  小児における股関節鏡 
  千葉県こども病院　整形外科  西須　　孝   ..............................   21 
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4月9日(土)／C会場(3F　31会議室)

   
 16:10～ 17:40 シンポジウム8　脊椎低侵襲手術－どこまで低侵襲にできるか－ 

 座長：中村　博亮（大阪市立大学　整形外科） 
  𠮷田　宗人（和歌山県立医科大学　整形外科学教室） 

  2-C-S8-1  成人脊柱変形に対するLIF併用二期的前方後方矯正手術による手術侵襲低減化とその限界 
  江南厚生病院　脊椎脊髄センター  金村　徳相   ..............................   67 
   
  2-C-S8-2  成人脊柱変形に対するMISt手技を用いた小侵襲矯正固定術 
  関西医科大学附属滝井病院　整形外科  齋藤　貴徳   ..............................   67 
   
  2-C-S8-3  最小侵襲脊椎安定術MIStにおける低侵襲化の歴史と展望 
  名古屋第二赤十字病院　整形外科・脊椎脊髄外科  佐藤　公治   ..............................   68 
   
  2-C-S8-4  脊椎内視鏡下手術における除圧のコツ 
  川崎医科大学　整形外科  長谷川　徹   ..............................   68 
   
  2-C-S8-5  頚椎疾患に対する内視鏡下除圧術の適応とその臨床成績 
  和歌山県立医科大学　整形外科  南出　晃人  ほか   .................   69 
   



4月9日(土)／D会場(4F　41会議室)

 4月9日(土)／D会場(4F　41会議室) 
 8:00～ 9:00 家康セミナー12　 

 座長：飯田　寛和（関西医科大学　整形外科教室） 

  2-D-IS12  大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術　～基本知識・術前計画のポイント・手術のコツと
ピットフォール～ 

  金沢大学　整形外科  加畑　多文   ..............................   33 
 共催：帝人ナカシマメディカル株式会社 

   
 9:10～ 10:40 シンポジウム9　脊髄髄内病変 

 座長：田口　敏彦（山口大学　整形外科） 
  真鍋　英喜（地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立安佐市民病院　副院長） 

  2-D-S9-1  脊髄腹側腫瘍に対する外科治療 
  札幌麻生脳神経外科病院  飛驒　一利   ..............................   70 
   
  2-D-S9-2  脊髄腫瘍治療のピットフォール 
  東京都立神経病院　脳神経外科  谷口　　真   ..............................   70 
   
  2-D-S9-3  脊髄髄内良性腫瘍に対する安全・確実な手術戦略 
  大阪市立大学　脳神経外科  高見　俊宏  ほか   .................   71 
   
  2-D-S9-4  脊髄神経膠腫の手術的治療－悪性腫瘍と再発例を中心に－ 
  広島市立安佐市民病院　整形外科  藤原　　靖  ほか   .................   71 
   
  2-D-S9-5  脊髄血管芽腫の局在によるMRI画像診断と脊髄傷害、細胞増殖活性の検討 
  名古屋大学　整形外科  今釜　史郎  ほか   .................   72 
   
  2-D-S9-6  脊髄海綿状血管腫手術のタイミング 
  浜松医科大学　整形外科  長谷川智彦   ..............................   72 
   
 12:10～ 13:10 家康セミナー16　 

 座長：黒坂　昌弘（神戸大学医学部　整形外科） 

  2-D-IS16  膝関節靭帯損傷の病態と治療　－動作解析からの検討－ 
  愛知医科大学　整形外科  出家　正隆   ..............................   37 

 共催：日本臓器製薬株式会社 
   
 13:50～ 14:25 主題8　脊髄腫瘍 

 座長：今釜　史郎（名古屋大学　整形外科） 

  2-D-M8-1  腹側発生髄膜腫に対する摘出アプローチの考察 
  兵庫医科大学　整形外科  橘　　俊哉  ほか   .................   96 
   
  2-D-M8-2  脊髄髄内腫瘍手術における脊髄機能モニタリングの問題点 
  広島大学大学院　整形外科学  住吉　範彦  ほか   .................   96 
   
  2-D-M8-3  ダンベル型脊髄腫瘍に対する低侵襲手術 
  医療法人藤井会石切生喜病院　整形外科  窪田　　穣  ほか   .................   96 
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4月9日(土)／D会場(4F　41会議室)

   
  2-D-M8-4  硬膜内髄外腫瘍の自然経過 
  名古屋大学　整形外科  安藤　　圭  ほか   .................   97 
   
  2-D-M8-5  術中脊髄モニタリングを指標にした脊髄髄内腫瘍切除術の検討 
  高知大学　整形外科  田所　伸朗  ほか   .................   97 
   
 14:25～ 15:10 主題9　成人脊柱変形 

 座長：田中　雅人（岡山大学　整形外科） 

  2-D-M9-1  有症状頚椎後弯変形のレントゲン学的特徴 
  名古屋市立大学　リハビリテーション科  水谷　　潤  ほか   .................   98 
   
  2-D-M9-2  頭蓋頸椎バランスを評価する最も有用な指標は何か？　－CCG, C1SVA, 2種のC2SVAの

比較－ 
  大阪市立大学大学院医学研究科　整形外科学  玉井　孝司  ほか   .................   98 
   
  2-D-M9-3  頸椎変形が矢状面パラメータにもたらす影響は性別で異なる 
  浜松医科大学　整形外科  大江　　慎  ほか   .................   98 
   
  2-D-M9-4  成人脊柱変形矯正手術におけるXLIFの有用性～XLIF後にPPSは有用か～ 
  関西医科大学附属滝井病院　整形外科  石原　昌幸  ほか   .................   99 
   
  2-D-M9-5  骨粗鬆症性椎体骨折に対する後方固定術における術前後冠状面パラメータの検討 
  大阪市立総合医療センター　整形外科  並川　　崇  ほか   .................   99 
   
  2-D-M9-6  成人脊柱変形に対する骨切り術（VCR or PSO）のラーニングカーブについて－出血量と手

術時間について－ 
  富山大学　整形外科  関　　庄二  ほか   .................   99 
   
 15:10～ 16:00 主題10　脊椎感染症 

 座長：中嶋　秀明（福井大学医学部附属病院　整形外科） 

  2-D-M10-1  化膿性脊椎炎に対するチタン製メッシュケージの使用 
  兵庫医科大学　整形外科  橘　　俊哉  ほか   ...............  100 
   
  2-D-M10-2  術後4日目リンパ球数と7日目CRP値は信頼度の高い有用な手術部位感染の指標である 
  奈良県立医科大学　整形外科  岩田栄一朗  ほか   ...............  100 
   
  2-D-M10-3  化膿性脊椎炎の治療成績－2施設間の比較検討－ 
  磐田市立総合病院　整形外科  後迫　宏紀  ほか   ...............  100 
   
  2-D-M10-4  感染性脊椎炎に対するMISt ～ PPS単独手術からLLIFアプローチを用いた前後合併手術ま

で～ 
  関西医科大学附属滝井病院　整形外科  石原　昌幸  ほか   ...............  101 
   
  2-D-M10-5  当院で治療した化膿性脊椎炎における治療長期化要因の検討 
  トヨタ記念病院　整形外科  澤村　健太  ほか   ...............  101 
   
  2-D-M10-6  化膿性脊椎炎に対する経皮的椎弓根スクリュー固定を併用した低侵襲治療 
  高知医療センター　整形外科  田所　佑都  ほか   ...............  101 



4月9日(土)／D会場(4F　41会議室)

   
  2-D-M10-7  感染性脊椎炎に対する後方インスツルメンテーションを用いた2期的手術治療（後方固定、

前方郭清）の成績 
  岐阜市民病院　整形外科・脊椎センター  宮本　　敬   ............................  102 
   
 16:10～ 17:40 シンポジウム10　これからのRA外科治療の展望 

 座長：石黒　直樹（名古屋大学　整形外科） 
  田中　康仁（奈良県立医科大学　整形外科） 

  2-D-S10-1  肩肘の人工関節置換術の過去・現状・展望 
  岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科人体構成学  西田圭一郎   ..............................   73 
   
  2-D-S10-2  RA手関節・手指関節の外科的治療の過去・現在・これからの展望 
  兵庫県立加古川医療センター　リウマチ科・整形外科  中川　夏子   ..............................   73 
   
  2-D-S10-3  RA下肢手術療法におけるtreat to target－手術のための数値目標の設定の意義－ 
  名古屋大学　整形外科  小嶋　俊久  ほか   .................   74 
   
  2-D-S10-4  足関節および足部におけるこれからのRA外科治療の展望 
  浜松医科大学　整形外科  鈴木　基裕   ..............................   74 
   
  2-D-S10-5  関節リウマチを合併した脊柱（変形）手術で注意すべきこと 
  浜松医科大学　整形外科  長谷川智彦   ..............................   75 
   
  2-D-S10-6  これからの関節リウマチ頚椎治療－2010年以後の手術症例からの展望－ 
  愛知医科大学　整形外科  神谷　光広  ほか   .................   75 
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 4月9日(土)／E会場(4F　43会議室) 
 8:00～ 9:00 家康セミナー13　 

 座長：西良　浩一（徳島大学大学院　運動機能外科学） 

  2-E-IS13  脊椎instrumentation手術における轍（わだち）の存在認識・回避・克服　
－明るい脊椎外科医生活のために－ 

  岐阜市民病院　整形外科・脊椎センター  宮本　　敬   ..............................   34 
 共催：株式会社アルファテック・パシフィック 

   
 9:10～ 10:00 主題11　脊椎低侵襲手術（LIF） 

 座長：藤林　俊介（京都大学大学院医学研究科　運動器機能再建学講座） 

  2-E-M11-1  側弯30度以上矢状面バランス破綻例（成人）に対するXLIFとPPSでの二期的手術の変形
矯正と低侵襲戦略 

  公立南丹病院　脊椎・脊髄病センター  小倉　　卓  ほか   ...............  103 
   
  2-E-M11-2  L4－5高位XLIFのoperabilityの指標について 
  徳島大学　整形外科  酒井　紀典  ほか   ...............  103 
   
  2-E-M11-3  下位胸椎から上位腰椎に対するXLIF、側方プレート固定の経験 
  聖隷三方原病院　整形外科  吉田　正弘  ほか   ...............  103 
   
  2-E-M11-4  低侵襲側方進入椎体間固定手術(XLIF ® )における周術期合併症
 －安全にXLIF ® を行うために－ 
  和歌山県立医科大学　整形外科  岩崎　　博  ほか   ...............  104 
   
  2-E-M11-5  当院におけるLIF(XLIF)の早期合併症の検討 
  聖隷三方原病院　整形外科  石濱　嘉紘  ほか   ...............  104 
   
  2-E-M11-6  OLIF施行症例における尿管位置の検討－rising psoas signと尿管の走行に注目して－ 
  高知医療センター　整形外科  林　　隆宏  ほか   ...............  104 
   
  2-E-M11-7  腰椎側弯に対するXLIFに伴う腰椎分節動脈損傷のリスク評価 
  徳島大学　運動機能外科學  高田洋一郎  ほか   ...............  105 
   
 10:00～ 10:45 主題12　脊椎低侵襲手術(除圧） 

 座長：田中　信弘（広島大学　整形外科） 

  2-E-M12-1  Transforaminal PED法における骨盤干渉の解剖学的検討 
  徳島大学　整形外科  手束　文威  ほか   ...............  106 
   
  2-E-M12-2  新鮮未固定遺体を用いたX線透視による被曝量の検討　～照射線源の位置に着目して～ 
  徳島大学大学院　運動機能外科学  山下　一太  ほか   ...............  106 
   
  2-E-M12-3  腰部脊柱管狭窄症に対する円筒形レトラクターを用いた顕微鏡視下片側進入両側除圧術 
  白庭病院　整形外科・脊椎センター  関　　昌彦  ほか   ...............  106 
   
  2-E-M12-4  経皮的内視鏡視下腰椎椎間板ヘルニア摘出術(PED)におけるラジオ波バイポーラによる組織

侵襲調査 
  徳島大学　運動機能外科学（整形外科）  東野　恒作  ほか   ...............  107 



4月9日(土)／E会場(4F　43会議室)

   
  2-E-M12-5  頚椎症性筋萎縮症に対する後方内視鏡下除圧術 
  和歌山医科大学　整形外科  中川　幸洋  ほか   ...............  107 
   
  2-E-M12-6  当科における内視鏡下頸椎椎弓形成術の検討 
  近畿大学医学部堺病院　整形外科  嶋田　　亘  ほか   ...............  107 
   
 12:10～ 13:10 家康セミナー17　 

 座長：松田　秀一（京都大学大学院医学研究科　整形外科） 

  2-E-IS17  変形性関節症の疼痛に対する薬物療法の現状と未来 
  佐賀大学医学部　整形外科  園畑　素樹   ..............................   38 

 共催：あゆみ製薬株式会社 
   
 14:00～ 14:45 主題13　脊椎低侵襲手術(固定） 

 座長：酒井　紀典（徳島大学　整形外科） 

  2-E-M13-1  Hangman骨折(外傷性軸椎すべり症)に対する経皮的骨接合術 
  神戸赤十字病院　整形外科  尾崎　修平  ほか   ...............  108 
   
  2-E-M13-2  術中CTナビゲーションを用いた経皮的腰椎椎弓根スクリューの治療成績 
  日本赤十字社和歌山医療センター　整形外科  玉置　康之  ほか   ...............  108 
   
  2-E-M13-3  経皮的椎弓根スクリューの挿入精度に関する後ろ向き研究－透視を用いないLICAP法と

open法との比較－ 
  関西医科大学附属滝井病院　整形外科  谷　　陽一  ほか   ...............  108 
   
  2-E-M13-4  当院における転移性脊椎腫瘍に対する最小侵襲脊椎安定術の取り組み 
  奈良県立医科大学　整形外科  森本　安彦  ほか   ...............  109 
   
  2-E-M13-5  チタンコーティングPEEKケージはCBT法PLIFにおけるendplate cysts発生を低減させる 
  滋賀医科大学　整形外科  西澤　和也  ほか   ...............  109 
   
  2-E-M13-6  80歳以上の高齢者に対する最小侵襲脊椎安定術の治療成績 
  岩国医療センター　整形外科  馬崎　哲朗  ほか   ...............  109 
   
 14:45～ 15:15 口演27　脊椎　低侵襲手術（固定） 

 座長：松﨑　雅彦（島根大学　整形外科） 

  2-E-O27-1  PPS挿入におけるTrEMGを用いた神経モニタリングの有用性 
  高岡市民病院　整形外科  野上　重治  ほか   ...............  175 
   
  2-E-O27-2  術中神経根モニタリング下での経皮的椎弓根スクリュー挿入精度 
  関西医科大学附属滝井病院　整形外科  谷　　陽一  ほか   ...............  175 
   
  2-E-O27-3  腰椎分離すべり症に対するSmiley face rod法を用いた分離修復術の実際 
  徳島大学大学院　運動機能外科学  山下　一太  ほか   ...............  175 
   
  2-E-O27-4  後弯症に対する胸腰椎前後同時固定の低侵襲性（VCRと比較して） 
  聖隷三方原病院　整形外科  吉田　正弘  ほか   ...............  176 
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  2-E-O27-5  脊椎外傷に対し，固定椎間を減らすことによる低侵襲性手術 
  岐阜市民病院　整形外科・脊椎センター  宮本　　敬  ほか   ...............  176 
   
 15:15～ 15:45 口演28　脊椎　低侵襲手術（除圧） 

 座長：南出　晃人（和歌山県立医科大学　整形外科） 

  2-E-O28-1  局所麻酔下PED－TF法で2皮切を要した症例の検討 
  徳島県鳴門病院　整形外科  寺井　智也  ほか   ...............  177 
   
  2-E-O28-2  経皮的脊椎内視鏡を用いたfar－out syndromeの治療 
  水野記念病院　整形外科  浦山　茂樹  ほか   ...............  177 
   
  2-E-O28-3  化膿性腰椎炎に対する鏡視下椎間板ヘルニア摘出術(PED)法を用いた治療成績 
  徳島大学　運動機能外科学（整形外科）  中島　大生  ほか   ...............  177 
   
  2-E-O28-4  PED　transforaminal法によるforaminoplastyの骨切除量の検討 
  徳島県鳴門病院　整形外科  稲葉　圭佑  ほか   ...............  178 
   
  2-E-O28-5  X線透視使用時の絞りとパルス照射の被曝量低減効果の検討　～新鮮未固定遺体を用いた研

究～ 
  徳島大学大学院　運動機能外科学  山下　一太  ほか   ...............  178 
   
 15:45～ 16:30 口演29　成人脊柱変形1 

 座長：海渡　貴司（大阪大学　整形外科） 

  2-E-O29-1  脊柱矢状面パラメータはPIによってどれくらい変化するのか？ 
  浜松医科大学　整形外科  坂野　友啓  ほか   ...............  179 
   
  2-E-O29-2  サルコペニアは脊柱矢状面アライメント不良の原因になるか? 
  大阪市立大学大学院医学研究科　整形外科  大山翔一朗  ほか   ...............  179 
   
  2-E-O29-3  不良な頭蓋頸椎バランスは椎弓形成術後成績不良と関連する 
  大阪市立大学大学院医学研究科　整形外科学  玉井　孝司  ほか   ...............  179 
   
  2-E-O29-4  腰椎後方すべりを伴う成人脊柱変形手術症例 
  浜松医科大学　整形外科  三原　唯暉  ほか   ...............  180 
   
  2-E-O29-5  成人脊柱変形に対するLateral lumbar interbody fusion (LLIF)の局所矯正の検討 
  浜松医科大学　整形外科  大和　　雄  ほか   ...............  180 
   
  2-E-O29-6  パーキンソン病患者における脊柱変形矯正手術の治療成績 
  信州大学　整形外科  倉石　修吾  ほか   ...............  180 
   
  2-E-O29-7  変形性膝関節症のX線学的進行度と矢状面脊椎骨盤アライメントとの関連性 
  浜松医療センター　整形外科  安田　達也  ほか   ...............  181 
   
 16:30～ 17:00 口演30　成人脊柱変形2 

 座長：大和　　雄（浜松医科大学　整形外科） 

  2-E-O30-1  一般中高齢者の脊椎アライメントが側腹筋機能と重心動揺に及ぼす影響 
  徳島大学病院　リハビリテーション部  後藤　　強  ほか   ...............  182 



4月9日(土)／E会場(4F　43会議室)

   
  2-E-O30-2  成人脊柱変形に対する側方進入椎体間固定術の治療成績 
  岡山大学　整形外科  瀧川　朋亨  ほか   ...............  182 
   
  2-E-O30-3  変性側弯を伴う腰部脊柱管狭窄症に対するshort fusionの成績－矢状面バランスは術後成績

に影響を与えるか？－ 
  大阪市立総合医療センター　整形外科  堀　　悠介  ほか   ...............  182 
   
  2-E-O30-4  下肢神経症状に伴う腰痛の手術後変化～腰痛は除圧のみで改善するのか～ 
  信州大学　整形外科  大場　悠己  ほか   ...............  183 
   
  2-E-O30-5  腰部脊柱管狭窄症患者における手術前後の歩行時の姿勢・筋活動の特性 
  徳島大学病院　リハビリテーション部  後藤　　強  ほか   ...............  183 
   
 17:00～ 17:30 口演31　脊椎脊髄損傷 

 座長：宮本　裕史（近畿大学医学部　整形外科） 

  2-E-O31-1  過去5年の頚椎頚髄損傷の治療成績 
  鳥取大学　整形外科  三原　徳満  ほか   ...............  184 
   
  2-E-O31-2  手術を要した後期高齢者頚髄損傷の特徴 
  鳥取大学医学部付属病院　整形外科  小川　慎也  ほか   ...............  184 
   
  2-E-O31-3  精神科病棟管理を要した脊椎外傷手術例の検討 
  菊川市立総合病院  山田　智裕  ほか   ...............  184 
   
  2-E-O31-4  軽微な体育活動が受傷原因だった小児脊椎骨挫傷の診断と治療 
  徳島大学　運動機能外科学  松村　肇彦  ほか   ...............  185 
   
  2-E-O31-5  Autopsy imaging（Ai)を用いた外傷死の原因究明　～頸髄損傷死の可能性について～　（第

2報） 
  高知医療センター　整形外科  多田圭太郎  ほか   ...............  185 
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4月9日(土)／F会場(4F　44会議室)

 4月9日(土)／F会場(4F　44会議室) 
 9:10～ 9:40 口演32　脊椎　診断技術 

 座長：笠井　裕一（三重大学　脊椎外科・医用工学） 

  2-F-O32-1  院内CT, MRI画像診断との連携システムの試み　－転移性脊椎腫瘍に関して－ 
  奈良県立医科大学　整形外科  重松　英樹  ほか   ...............  186 
   
  2-F-O32-2  ナビゲーションを利用した内視鏡手術シミュレーター内の骨切除再現性の検討 
  和歌山医科大学　整形外科  中尾　慎一  ほか   ...............  186 
   
  2-F-O32-3  頸椎手術における術中脊髄モニタリング～ガス麻酔と静脈麻酔との比較～ 
  大久保病院　整形外科  多門　和一   ............................  186 
   
  2-F-O32-4  脊髄機能診断の疑問点：CMAP波形とDouble train波形の解離した症例の検討 
  浜松医科大学　整形外科  黒須　健太  ほか   ...............  187 
   
  2-F-O32-5  有病率からみた胸椎靭帯骨化症の関連性　－胸部CTデータ解析結果から－ 
  滋賀医科大学　整形外科  森　　幹士  ほか   ...............  187 
   
 9:40～ 10:30 口演33　脊椎脊髄腫瘍 

 座長：神谷　光広（愛知医科大学　整形外科） 

  2-F-O33-1  腫瘍脊椎骨全摘術後の局所再発とその危険因子 
  金沢大学　整形外科  五十嵐　峻  ほか   ...............  188 
   
  2-F-O33-2  前立腺癌脊椎転移による不全麻痺の治療法についての検討 
  社会医療法人厚生会木沢記念病院　整形外科  近藤　祐一  ほか   ...............  188 
   
  2-F-O33-3  脊椎症状初発の転移性脊椎腫瘍における原発組織と生命予後の特徴 
  淀川キリスト教病院　整形外科  笹岡　隆一  ほか   ...............  188 
   
  2-F-O33-4  脊椎腫瘍に対する術前デノスマブ投与は本当にdownstagingとして有用か？ 
  金沢大学　整形外科  米澤　則隆  ほか   ...............  189 
   
  2-F-O33-5  胸腰椎転移性脊椎腫瘍の姑息的後方固定術における手術時間、出血量に影響する因子につい

ての検討 
  奈良県立医科大学　整形外科  川崎佐智子  ほか   ...............  189 
   
  2-F-O33-6  転移性脊椎腫瘍と骨脆弱性脊椎圧迫骨折の単純MRI T1強調像での比較検討－鑑別診断に役

立つ所見－ 
  大手前病院　整形外科  山本　雄介  ほか   ...............  189 
   
  2-F-O33-7  転移性脊椎腫瘍に対するpalliative surgeryの治療成績と満足度の多面的評価 
  木沢記念病院　整形外科  増田　剛宏  ほか   ...............  190 
   
  2-F-O33-8  胸腰椎脊髄腫瘍に対する還納式椎弓形成術の術後成績 
  名古屋市立大学　整形外科  福岡　宗良  ほか   ...............  190 



4月9日(土)／F会場(4F　44会議室)

   
 14:00～ 14:45 口演34　脊椎　希少症例2 

 座長：石原　昌幸（関西医科大学附属滝井病院　整形外科） 

  2-F-O34-1  術中脊髄モニタリングの波形が完全消失した特発性側弯症の1例 
  兵庫医科大学　整形外科  楠山　一樹  ほか   ...............  191 
   
  2-F-O34-2  脊柱管内脂肪腫をともなう脊髄係留症候群の3例 
  名古屋市立大学　整形外科  近藤　　章  ほか   ...............  191 
   
  2-F-O34-3  先天性すべり症に対して矯正固定術を行った2例 
  徳島大学　整形外科  手束　文威  ほか   ...............  191 
   
  2-F-O34-4  腰痛に対して手術的治療を要した神中1型腰仙部移行椎の1例 
  北播磨総合医療センター　整形外科  生田　健明  ほか   ...............  192 
   
  2-F-O34-5  両側TKA術後に胸髄症の手術を行った超高齢患者の1例 
  浜田医療センター　整形外科  柿丸　裕之  ほか   ...............  192 
   
  2-F-O34-6  脊椎内視鏡手術術後のいきみ動作後に生じた髄液漏について 
  和歌山県立医科大学附属病院　整形外科  前田　孝浩  ほか   ...............  192 
   
  2-F-O34-7  成人脊柱変形に対する側方固定に併用したSagittal adjusting screw (SAS) systemの使

用経験 
  三重大学大学院医学系研究科　整形外科学  喜多　晃司  ほか   ...............  193 
   
 14:45～ 15:20 主題14　大腿骨近位部骨折の手術の治療戦略 

 座長：三枝　康宏（一般財団法人甲南会　甲南病院） 

  2-F-M14-1  大腿骨頚基部骨折の分類と診断 
  中国労災病院　整形外科  久留　隆史  ほか   ...............  110 
   
  2-F-M14-2  3D－CTを用いた大腿骨転子部骨折の検討－後外側骨片に着目して－ 
  藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院　整形外科  古井　豊士  ほか   ...............  110 
   
  2-F-M14-3  大腿骨転子部骨折の不安定型に対するロングガンマネイルによる治療経験 
  済生会千里病院　整形外科  安原　良典  ほか   ...............  110 
   
  2-F-M14-4  21世紀の超高齢化社会における大腿骨転子部不安定型骨折治療に対する新たな概念と戦略 
  吉野川医療センター　整形外科  新田　晃弘  ほか   ...............  111 
   
  2-F-M14-5  大腿骨近位部骨折における術後死亡例の検討～第2報～ 
  静岡市立静岡病院　整形外科  平松　聖士  ほか   ...............  111 
   
 15:20～ 16:00 口演35　大腿骨近位部骨折 

 座長：三上　　浩（吉野川医療センター） 

  2-F-O35-1  大腿骨転子部骨折に対するShort Femoral Nail手術においてクラウンリーマーの使用の注
意点 

  北アルプス医療センターあづみ病院　整形外科  狩野　修治  ほか   ...............  194 
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  2-F-O35-2  大腿骨骨折手術における術後死亡リスク 
  浜松労災病院  富澤　琢也  ほか   ...............  194 
   
  2-F-O35-3  大腿骨近位部骨折における早期内科的治療の介入の必要性 
  浜松医療センター　整形外科  竹本　元大  ほか   ...............  194 
   
  2-F-O35-4  大腿骨頚部骨折の術後出血に対するトラネキサム酸の有用性 
  磐田市立病院　整形外科  今田　貴章  ほか   ...............  195 
   
  2-F-O35-5  大腿近位部骨折に対する周術期の抗凝固薬・抗血小板薬の影響 
  総合病院聖隷浜松病院　整形外科  岡田　　博  ほか   ...............  195 
   
  2-F-O35-6  大腿骨骨折後非感染性骨欠損に対するMasquelet法の治療成績について 
  喜馬病院　整形外科  大澤　良之  ほか   ...............  195 
   
 16:00～ 16:45 口演36　大腿骨頚部骨折 

 座長：衣笠　清人（近森病院） 

  2-F-O36-1  ハンソンピンロックによる大腿骨頚部骨折の治療成績 
  済生会千里病院　整形外科  草開　義治  ほか   ...............  196 
   
  2-F-O36-2  非転位型大腿骨頚部骨折におけるHansson PinとHansson Pinlocの術後成績の比較 
  明石医療センター　整形外科  亀長　智幸  ほか   ...............  196 
   
  2-F-O36-3  Hansson Pinlocを用いた大腿骨頸部骨折の術後成績 
  明石医療センター  大西　康文  ほか   ...............  196 
   
  2-F-O36-4  大腿骨頚部骨折に対するPrimaHipScrewの短期成績 
  音羽病院　整形外科  武藤　　亮  ほか   ...............  197 
   
  2-F-O36-5  Twinsによる大腿骨頚部骨折の治療経験 
  厚生連高岡病院　整形外科  安念　遼平  ほか   ...............  197 
   
  2-F-O36-6  大腿骨転子部骨折・頚基部骨折に対するTESネイルシステムの使用経験 
  東住吉森本病院　整形外科  増田　　翔  ほか   ...............  197 
   
  2-F-O36-7  Antero Lateral Supine approachによるセメント人工骨頭置換術の短期成績 
  長浜赤十字病院　整形外科  川口　誠司  ほか   ...............  198 
   
 16:45～ 17:25 口演37　大腿骨転子部骨折 

 座長：野田　知之（岡山大学病院　整形外科） 

  2-F-O37-1  大腿骨転子部骨折の骨折線評価におけるOsiriXの有用性と活用法 
  中国労災病院　整形外科  大本　武児  ほか   ...............  199 
   
  2-F-O37-2  大腿骨転子部骨折の二次骨折線 
  中国労災病院　整形外科  大本　武児  ほか   ...............  199 
   
  2-F-O37-3  大腿骨転子部骨折3DCT分類Type2の骨折線 
  中国労災病院　整形外科  加納　利哉  ほか   ...............  199 



4月9日(土)／F会場(4F　44会議室)

   
  2-F-O37-4  大腿骨頸部骨頭下骨折における骨折発生機序の考察 
  市立島田市民病院　整形外科  中山威知郎  ほか   ...............  200 
   
  2-F-O37-5  大腿骨転子部骨折に対してProximal femoral nailに追加した後外側壁固定の成績 
  中国労災病院  加納　利哉  ほか   ...............  200 
   
  2-F-O37-6  大腿骨近位部骨折に対する新しい髄内釘(Magnum nail)の当院における治療成績について 
  高槻病院　整形外科・関節センター  宮本　智弘  ほか   ...............  200 
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 4月9日(土)／G会場(5F　53+54会議室) 
 9:10～ 9:40 口演38　足・鏡視下手術 

 座長：谷口　　晃（奈良県立医科大学　整形外科） 

  2-G-O38-1  後足部内視鏡の腹臥位法と側臥位法の長母趾屈筋腱同定時間の比較 
  三重大学　スポーツ整形外科  西村　明展  ほか   ...............  201 
   
  2-G-O38-2  claw toeに対して後足部鏡視下FHL腱切離術を施行した2例 
  岡山大学病院　整形外科  大橋　秀基  ほか   ...............  201 
   
  2-G-O38-3  Kashin－Beck病による変形性足関節症に対し鏡視下足関節固定術を施行した1例 
  奈良県立医科大学　整形外科教室  富和　清訓  ほか   ...............  201 
   
  2-G-O38-4  足底腱膜炎に対する鏡視下足底腱膜切除術後に踵骨骨挫傷を生じた1例 
  京都桂病院　整形外科  原田　豪人  ほか   ...............  202 
   
  2-G-O38-5  三角骨と破格筋により生じた足関節後方インピンジメント症候群の1例 
  京都府立医科大学大学院　運動器機能再生外科学（整形外科）  原　　佑輔  ほか   ...............  202 
   
 9:40～ 10:20 口演39　足・骨折 

 座長：嶋　　洋明（大阪医科大学　整形外科） 

  2-G-O39-1  脛骨遠位端関節内骨折に対する前外側プレートでの治療成績 
  神戸赤十字病院　整形外科  武田　和也  ほか   ...............  203 
   
  2-G-O39-2  当院における踵骨関節内骨折に対する鋼線固定法の治療成績 
  名古屋記念病院　整形外科  小杉山裕亘  ほか   ...............  203 
   
  2-G-O39-3  骨折手術後のロッキングプレート抜去時に起こる合併症とその対策 
  信州上田医療センター　整形外科  赤羽　　努   ............................  203 
   
  2-G-O39-4  創外固定を用いた二期的手術が有用であった閉鎖性足関節脱臼骨折の2例 
  愛生会山科病院　整形外科  杉谷　和哉  ほか   ...............  204 
   
  2-G-O39-5  Orthofi x創外固定を併用して治療したリスフラン関節脱臼骨折の1例 
  近森病院　整形外科  高田　直樹  ほか   ...............  204 
   
  2-G-O39-6  ラピッドアジャストストラットで作製したスモールディストラクターを利用した骨接合術の

術中整復法 
  豊橋市民病院　整形外科  三矢　　聡  ほか   ...............  204 
   
 10:20～ 10:55 主題15　足関節骨折の治療 

 座長：塩田　直史（岡山医療センター） 

  2-G-M15-1  脛骨遠位部骨折（AO分類43）に対する治療選択と問題点 
  岡山済生会総合病院　整形外科  川上　幸雄  ほか   ...............  112 
   
  2-G-M15-2  脛腓骨遠位端骨折における創外固定器を用いた段階的手術の術後成績 
  名古屋医療センター  森　　公一   ............................  112 



4月9日(土)／G会場(5F　53+54会議室)

   
  2-G-M15-3  Pilon骨折に対するアプローチの選択とその成績 
  岡山労災病院　整形外科  依光　正則  ほか   ...............  112 
   
  2-G-M15-4  足関節後果骨折の整復における腓骨反転法の臨床経験 
  聖隷浜松病院　足の外科  大屋　博充  ほか   ...............  113 
   
  2-G-M15-5  脛骨遠位部関節内骨折の治療成績 
  福井大学　整形外科  杉田　大輔  ほか   ...............  113 
   
 12:10～ 13:10 家康セミナー18　 

 座長：山田　治基（藤田保健衛生大学　整形外科） 

  2-G-IS18  中高年の肩痛をいかに治すか 
  愛知医科大学　整形外科  岩堀　裕介  ほか   .................   39 

 共催：帝人ファーマ株式会社／大正富山医薬品株式会社 
   
 14:00～ 14:30 口演40　スポーツ・小児 

 座長：黒河内和俊（三菱名古屋病院） 

  2-G-O40-1  小学生選手に対する野球肘検診の結果 
  徳島県立中央病院　整形外科  岩目　敏幸  ほか   ...............  205 
   
  2-G-O40-2  小学生野球選手における肘離断性骨軟骨炎の1年間における発生頻度 
  徳島県立中央病院　整形外科  岩目　敏幸  ほか   ...............  205 
   
  2-G-O40-3  上腕骨小頭離断性骨軟骨炎における超音波での病変不安定性の評価 
  広島大学　整形外科  吉塚　将昭  ほか   ...............  205 
   
  2-G-O40-4  成長期仙骨疲労骨折 
  聖隷浜松病院　整形外科  岩田　大河  ほか   ...............  206 
   
  2-G-O40-5  小児陳旧性膝伸展機構損傷の1例 
  名古屋大学　整形外科 小田　智之   ほか   ...............  206 
   
 14:30～ 15:10 口演41　骨折・膝周囲 

 座長：中前　敦雄（広島大学大学院　整形外科） 

  2-G-O41-1  ACL付着部骨折に対するpull out固定術の適応と限界 
  大阪労災病院　整形外科  韓　　昌勲  ほか   ...............  207 
   
  2-G-O41-2  膝蓋骨骨折に対してネスプロンケーブルシステムを使用した治療経験 
  若草第一病院　整形外科  松本　亮紀  ほか   ...............  207 
   
  2-G-O41-3  膝蓋骨粉砕骨折に対してひまわり法で治療した7例 
  浜松赤十字病院　整形外科  古橋　亮典  ほか   ...............  207 
   
  2-G-O41-4  脛骨粗面剥離骨折の3例 
  中谷整形外科病院　整形外科  木嶋　雄介  ほか   ...............  208 
   
  2-G-O41-5  Taylor Spatial Frameによる脛骨骨折5例の治療経験 
  長野県立須坂病院　整形外科  渡辺　憲弥  ほか   ...............  208 
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  2-G-O41-6  脛骨高原骨折後早期に出血性ショックを来たした抗血小板薬内服患者の治療経験 
  堺市立総合医療センター　救急外科  川本　匡規  ほか   ...............  208 
   
 15:10～ 15:40 口演42　肩　腱板 

 座長：岩堀　裕介（愛知医科大学　整形外科） 

  2-G-O42-1  肩関節評価法による肩腱板断裂の治療成績の検討 
  中信松本病院　整形外科  小林　博一  ほか   ...............  209 
   
  2-G-O42-2  一次縫合可能であった腱板断裂の術後成績 
  長野市民病院　整形外科  橋本　　瞬  ほか   ...............  209 
   
  2-G-O42-3  腱板損傷に対する重層固定法とスーチャーブリッジ法における術後成績の検討 
  徳島大学大学院　運動機能外科学（整形外科）  川口　真司  ほか   ...............  209 
   
  2-G-O42-4  肩腱板断裂に対する鏡視下transosseous with bone trough法の骨溝と骨孔の術後形態変化 
  広島西医療センター　整形外科  永田　義彦  ほか   ...............  210 
   
  2-G-O42-5  肩広範囲腱板断裂に対する半腱様筋腱・薄筋腱移植の成績 
  長野市民病院　整形外科  松田　　智  ほか   ...............  210 
   
 15:40～ 16:20 口演43　肩　鎖骨・肩鎖 

 座長：山﨑　豊弘（愛知医科大学　整形外科） 

  2-G-O43-1  当院における鎖骨骨折に対する治療成績 
  JA静岡厚生連遠州病院  岡林　　諒  ほか   ...............  211 
   
  2-G-O43-2  鎖骨骨幹部long oblique骨折に対する髄内ピン固定は短縮を制御できない？ 
  福山市民病院　整形外科  寺田　忠司  ほか   ...............  211 
   
  2-G-O43-3  鎖骨遠位端骨折に対してスコーピオンプレートを用いた手術の術後成績 
  広島大学大学院医歯薬保健学研究院　整形外科  白石　勝範  ほか   ...............  211 
   
  2-G-O43-4  鎖骨遠位端骨折に対するScorpion plateを用いた治療成績 
  名古屋第一赤十字病院　整形外科  田中　佑樹  ほか   ...............  212 
   
  2-G-O43-5  zip tightを併用した鎖骨遠位端骨折の治療経験 
  岡山済生会総合病院　整形外科  岡崎　勇樹  ほか   ...............  212 
   
  2-G-O43-6  Rockwood分類type5の肩鎖関節脱臼に対してDog Bone Buttonを併用したCadenat変

法の治療成績 
  三重大学　整形外科  佐野　友彦  ほか   ...............  212 
   
 16:20～ 17:00 口演44　肩　複合損傷 

 座長：今井　晋二（滋賀医科大学　整形外科） 

  2-G-O44-1  superior shoulder suspensory complex（SSSC）損傷の治療経験 
  桑名西医療センター  松井佑梨世  ほか   ...............  213 
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  2-G-O44-2  烏口突起骨折を伴う肩上方懸垂複合体(SSSC)損傷に対する観血的整復固定術の治療成績 
  姫路聖マリア病院　整形外科  寛島　佑史  ほか   ...............  213 
   
  2-G-O44-3  Superior Shoulder Suspensory Complex損傷を呈した上肢多発外傷の1例 
  清恵会病院　整形外科  岩前　真由  ほか   ...............  213 
   
  2-G-O44-4  肩甲帯部重複損傷の1例 
  多根総合病院　整形外科  森　　　基  ほか   ...............  214 
   
  2-G-O44-5  上腕骨近位端骨折の術後短期成績－単純X線による検討 
  藤田保健衛生大学第2教育病院　整形外科  山本　　崇  ほか   ...............  214 
   
  2-G-O44-6  術後にテリパラチドを併用した上腕骨近位端骨折に対する人工骨頭置換術の治療成績 
  愛知医科大学　整形外科  梶田　幸宏  ほか   ...............  214 
   
 17:00～ 17:25 口演45　肩　その他 

 座長：黒川　正夫（済生会吹田病院） 

  2-G-O45-1  化膿性肩関節炎の治療経験 
  名古屋第二赤十字病院　整形外科  井戸田　大  ほか   ...............  215 
   
  2-G-O45-2  凍結肩の保存療法におけるトラムセットの有用性の検討 
  愛知医科大学　整形外科  梶田　幸宏  ほか   ...............  215 
   
  2-G-O45-3  リバース型人工肩関節置換術に対する肩甲骨関節窩3Dモデルを用いた術前計画の経験 
  藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院  丹羽　　理  ほか   ...............  215 
   
  2-G-O45-4  肩関節後方脱臼骨折の治療経験 
  北アルプス医療センターあづみ病院　肩関節治療センター  石垣　範雄  ほか   ...............  216 
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4月9日(土)／H会場(2F　22+23会議室)

 4月9日(土)／H会場(2F　22+23会議室) 
 9:10～ 9:50 口演46　手　骨折・外傷 

 座長：大井　宏之（聖隷浜松病院） 

  2-H-O46-1  骨片の縫着を要したPIP関節背側脱臼骨折例の検討 
  浜松労災病院　整形外科  河本　正昭  ほか   ...............  217 
   
  2-H-O46-2  尺骨遠位端骨折に対するLCP Distal Ulna Plateの治療成績の検討 
  佐野記念病院  鳥飼　大剛  ほか   ...............  217 
   
  2-H-O46-3  新鮮舟状骨骨折に対する経皮的背側進入スクリュー固定法の治療成績 
  浜松赤十字病院　整形外科  杉浦　香織  ほか   ...............  217 
   
  2-H-O46-4  非開放性母指（母趾）槌指の2例 
  宇陀市立病院　整形外科  倉田　慎平  ほか   ...............  218 
   
  2-H-O46-5  閉鎖性母指腱性槌指2例の治療経験 
  三重大学　整形外科  塚本　　正  ほか   ...............  218 
   
  2-H-O46-6  外傷性母指切断に対するIlizarov mini fi xatorを用いた骨延長術の有用性 
  浜松南病院　整形外科  森本　祥隆  ほか   ...............  218 
   
 9:50～ 10:20 口演47　手　腫瘍 

 座長：関谷　勇人（愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院） 

  2-H-O47-1  手・指に発生した腱滑膜巨細胞腫の分類と治療 
  金沢医療センター　整形外科  池田　和夫  ほか   ...............  219 
   
  2-H-O47-2  手指内軟骨腫に対する鏡視下掻爬術－手術時間に着目して－ 
  名古屋市立大学大学院医学研究科　整形外科  岡本　秀貴  ほか   ...............  219 
   
  2-H-O47-3  手指に発生したグロムス腫瘍の臨床所見と画像診断 
  浜松赤十字病院　整形外科  宮城　道人  ほか   ...............  219 
   
  2-H-O47-4  爪下グロムス腫瘍に対して抜爪を行わない側正中切開で顕微鏡下に摘出した3例 
  徳島県鳴門病院　整形外科  佐藤　亮祐  ほか   ...............  220 
   
  2-H-O47-5  上肢小関節に発生した滑膜性骨軟骨腫に対する鏡視下手術 
  藤枝市立総合病院　整形外科  鈴木　重哉  ほか   ...............  220 
   
 10:20～ 11:00 口演48　肘　前腕 

 座長：堀井恵美子（名古屋第一赤十字病院） 

  2-H-O48-1  小児前腕骨骨折後の橈骨屈曲変形に対するカスタム骨切りガイド(Closed wedge type)の
開発 

  富山県リハビリテーション病院　整形外科  高田　秀夫  ほか   ...............  221 
   
  2-H-O48-2  小児肘内障の超音波診断における関節水腫像の検討 
  四国こどもとおとなの医療センター　小児整形外科  横井　広道   ............................  221 



4月9日(土)／H会場(2F　22+23会議室)

   
  2-H-O48-3  当院における小児モンテジア骨折の治療経験 
  製鉄記念広畑病院　整形外科  古川　隆浩  ほか   ...............  221 
   
  2-H-O48-4  前腕骨幹部骨折に対するプレート固定術の治療成績 
  聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター  神田　俊浩  ほか   ...............  222 
   
  2-H-O48-5  肘関節脱臼骨折に対して人工橈骨頭置換術を施行した2症例 
  北アルプス医療センターあづみ病院　整形外科  日野　雅仁  ほか   ...............  222 
   
  2-H-O48-6  非開放性血管損傷を伴った前腕両骨骨折の一例 
  彦根市立病院　整形外科  蔵満　紀成  ほか   ...............  222 
   
 12:10～ 13:10 家康セミナー19　 

 座長：須藤　啓広（三重大学　整形外科） 

  2-H-IS19  骨折連鎖を抑制するための骨粗鬆症対策 
  秋田大学大学院　整形外科  宮腰　尚久   ..............................   40 

 共催：第一三共株式会社 
   
 15:15～ 16:00 口演49　末梢神経 

 座長：内山　茂晴（信州大学　整形外科） 

  2-H-O49-1  拡散テンソルMRIを用いた坐骨神経評価 
  徳島大学　整形外科  和田　佳三  ほか   ...............  223 
   
  2-H-O49-2  人工神経により指神経再建を行った4例の治療経験 
  総合大雄会病院　整形外科  犬飼　智雄  ほか   ...............  223 
   
  2-H-O49-3  短母指外転筋起始部の橈側手根屈筋腱への移行による母指対立再建術の治療成績 
  静岡県立総合病院　整形外科  中山　　憲  ほか   ...............  223 
   
  2-H-O49-4  長期血液透析患者の再発性手根管症候群に対する小指球有茎脂肪弁移植の治療経験 
  静岡県立総合病院　整形外科  寺尾　紫翔  ほか   ...............  224 
   
  2-H-O49-5  当科を紹介受診した医原性末梢神経麻痺の検討 
  浜松医科大学　整形外科  大村　威夫  ほか   ...............  224 
   
  2-H-O49-6  腓骨神経麻痺術後再発に対して有茎腓腹筋穿通枝脂肪弁による神経被覆を行った1例 
  淀川キリスト教病院　整形外科  高松　聖仁  ほか   ...............  224 
   
  2-H-O49-7  手関節脱臼骨折後に生じた前・後骨間神経麻痺の1例 
  聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター  大井　宏之  ほか   ...............  225 
   
 16:00～ 16:45 口演50　橈骨遠位端骨折 

 座長：池田　和夫（金沢医療センタ－　整形外科） 

  2-H-O50-1  創外固定器を用いた小児橈骨遠位骨幹端骨折の治療 
  名古屋第一赤十字病院　整形外科  杉浦　洋貴  ほか   ...............  226 
   
  2-H-O50-2  橈骨遠位端骨折用掌側ロッキングプレートシステムにおけるインプラント折損の経験 
  市立伊丹病院　整形外科  萩澤　宏樹  ほか   ...............  226 
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  2-H-O50-3  橈骨遠位端骨折後の背屈変形に対するオリジナル骨切りガイド(open wedge type)の開発 
  富山県リハビリテーション病院　整形外科  高田　秀夫  ほか   ...............  226 
   
  2-H-O50-4  橈骨遠位端骨折における掌尺側骨片の大きさの検討 
  金田病院　整形外科  近藤　秀則  ほか   ...............  227 
   
  2-H-O50-5  橈骨遠位端関節内骨折に対する術中 3DCTナビゲーションの有用性－透視下手術との比較検

討－ 
  清恵会病院　手外科マイクロサージャリーセンター  金城　養典  ほか   ...............  227 
   
  2-H-O50-6  橈骨遠位端骨折に対するAPTUS2.5の使用経験 
  神戸大学　整形外科  原田　義文  ほか   ...............  227 
   
  2-H-O50-7  橈骨遠位端骨折に対する骨折型と術後整復不良との関連性の検討 
  浜松労災病院　整形外科  岡江　　優  ほか   ...............  228 
   
 16:45～ 17:25 口演51　手　変性疾患・関節症 

 座長：中尾　悦宏（中日病院　名古屋手外科センター） 

  2-H-O51-1  母指CM関節症stage4に対しCM関節固定とSTT関節への腱球移植を併用した2例 
  信州大学　整形外科  岩浅　智哉  ほか   ...............  229 
   
  2-H-O51-2  尺骨短縮骨切り術のためのオリジナル骨切りガイドの開発 
  富山県リハビリテーション病院　整形外科  高田　秀夫  ほか   ...............  229 
   
  2-H-O51-3  Dupuytren拘縮に対するコラゲナーゼ注射の使用経験 
  淀川キリスト教病院　整形外科  川端　　確  ほか   ...............  229 
   
  2-H-O51-4  母指MP関節屈曲位ロッキングの治療経験 
  松山市民病院　整形外科  丸山　俊明  ほか   ...............  230 
   
  2-H-O51-5  第5CM関節内骨折後変形性関節症に対して第4・5中手骨基部固定術を施行した1例 
  淀川キリスト教病院　整形外科  福山　真人  ほか   ...............  230 
   
  2-H-O51-6  母指CM関節症に対しZipTight(Biomet社)を使用しSuspensionplastyを施行した1例 
  松本病院　整形外科  平井　幸雄  ほか   ...............  230 
   



4月9日(土)／I会場(2F　21会議室)

 4月9日(土)／I会場(2F　21会議室) 
 9:10～ 9:35 口演52　小児股関節 

 座長：若林健二郎（名古屋市立大学　整形外科） 

  2-I-O52-1  新設した乳児股関節超音波検診の検討 
  みどりヶ丘病院　整形外科  山田　尚武  ほか   ...............  231 
   
  2-I-O52-2  DDH早期診断への取り組み－新生児股関節エコー外来の現状－ 
  大阪市立総合医療センター　小児整形  北野　利夫  ほか   ...............  231 
   
  2-I-O52-3  新生児化膿性股関節炎後の遺残変形に対し手術治療を施行した3例 
  大阪赤十字病院　整形外科  尾藤　博信  ほか   ...............  231 
   
  2-I-O52-4  脳性麻痺に伴う股関節前方脱臼に対し，軟部組織解離術と大腿骨減捻内反骨切り術を施行し

た1例 
  京都府立医大大学院　運動器機能再生外科学（整形外科）  神田　拓郎  ほか   ...............  232 
   
 9:35～ 9:55 口演53　基礎 

 座長：安達　伸生（広島大学大学院　整形外科） 

  2-I-O53-1  糖化最終生成物の腱板細胞に対する影響と加齢に伴う腱板組織へ影響 
  神戸大学　整形外科  美舩　　泰  ほか   ...............  233 
   
  2-I-O53-2  軟骨様細胞株(HCS－2/8)において,機械的ストレスはADAM10発現を介してCD44を断

片化する 
  名古屋大学　整形外科  小早川知範  ほか   ...............  233 
   
  2-I-O53-3  GDF－8はSmad3を介して腱細胞分化を誘導する 
  信州大学　整形外科  植村　一貴  ほか   ...............  233 
   
 9:55～ 10:35 口演54　下肢・その他 

 座長：馬庭　壯吉（島根大学　リハビリテーション科） 

  2-I-O54-1  仮骨形成不全に対して観血的治療を追加した症例の検討 
  浜松赤十字病院　整形外科  荻原　弘晃  ほか   ...............  234 
   
  2-I-O54-2  稀な凝固異常に伴う四肢血腫の2例 
  国立病院機構　四国こどもとおとなの医療センター  小林　　大  ほか   ...............  234 
   
  2-I-O54-3  当院における院内転倒減少に対する取り組み 
  浜松医療センター　整形外科  伊藤　禎志  ほか   ...............  234 
   
  2-I-O54-4  劇症型溶連菌感染症の7例 
  神戸市立医療センター中央市民病院　整形外科  岩城　公一  ほか   ...............  235 
   
  2-I-O54-5  伝達麻酔による下肢手術の検討 
  三豊総合病院　整形外科  阿達　啓介  ほか   ...............  235 
   
  2-I-O54-6  超音波ガイド下神経ブロック単独での下肢手術 
  静岡県立総合病院　整形外科  佐野　禎一  ほか   ...............  235 
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 15:15～ 16:00 主題16　関節リウマチの外科治療 

 座長：早川　和恵（藤田保健衛生大学　整形外科） 

  2-I-M16-1  関節リウマチ患者に対する半拘束型TEAの経験 
  徳島健生病院　整形外科  峯田　和明  ほか   ...............  114 
   
  2-I-M16-2  関節リウマチによる高度母指変形に対して軟部組織形成術を施行した2例 
  京都府立医大大学院　運動器機能再生外科学（整形外科）  小原　将人  ほか   ...............  114 
   
  2-I-M16-3  関節リウマチ手関節における伸筋腱皮下断裂の危険因子 
  名古屋大学　手の外科  浅野　研一  ほか   ...............  114 
   
  2-I-M16-4  遅発性インサート脱転を認めたリウマチ膝に対する人工膝関節置換術の1例 
  岐阜大学　整形外科  西村　康平  ほか   ...............  115 
   
  2-I-M16-5  関節リウマチ患者に対する人工足関節全置換術の小経験 
  岡山市立市民病院　整形外科  臼井　正明  ほか   ...............  115 
   
  2-I-M16-6  当院における関節リウマチ前足部変形に対する治療経験 
  徳島大学　整形外科  峯田　和明  ほか   ...............  115 
   
  2-I-M16-7  関節リウマチ患者の外反母趾変形に対する関節温存手術の臨床成績 
  大阪南医療センター　整形外科  串岡　純一  ほか   ...............  116 
   
 16:00～ 16:40 口演55　代謝性骨疾患・骨粗鬆症 

 座長：伊藤　　宣（京都大学　整形外科） 

  2-I-O55-1  ブラウン腫瘍に伴った大腿骨病的骨折の1例 
  市立伊勢総合病院　整形外科  里中　東彦  ほか   ...............  236 
   
  2-I-O55-2  骨粗鬆症性脊椎椎体骨折地域連携パス適応症例の追跡調査 
  兵庫県立加古川医療センター　整形外科  高瀬　恭平  ほか   ...............  236 
   
  2-I-O55-3  骨盤脆弱性骨折の既往があり骨粗鬆症治療中に軽微な外傷により急速に左膝関節破壊をきた

した一症例 
  福井赤十字病院　整形外科  齋藤　英貴  ほか   ...............  236 
   
  2-I-O55-4  TKA患者の術前骨密度についての検討 
  刈谷豊田総合病院　整形外科  金野　恵美  ほか   ...............  237 
   
  2-I-O55-5  骨軟化症に伴う大腿骨外弯変形による非定型大腿骨不全骨折に予防的髄内釘を施行した1例 
  香川大学　整形外科  宮地　伸晃  ほか   ...............  237 
   
  2-I-O55-6  両側大腿骨非定型骨折の1例 
  総合青山病院　整形外科  宮本　繁之  ほか   ...............  237 
   
 16:40～ 17:25 口演56　代謝性骨疾患・筋 

 座長：堀井　基行（京都府立医科大学　運動器機能再生外科学（整形外科）） 

  2-I-O56-1  60歳以上の骨折既往患者に対する骨粗鬆症治療の現状と課題 
  岐阜県立下呂温泉病院　整形外科  吉田　　実  ほか   ...............  238 
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  2-I-O56-2  骨吸収マーカーTRACP－5bとHip Structural Analysisにおける断面係数の相関関係 
  神戸労災病院　整形外科  西本　華子  ほか   ...............  238 
   
  2-I-O56-3  デノスマブ投与後早期における電解質変化の検討 
  桑名東医療センター  浅野　貴裕  ほか   ...............  238 
   
  2-I-O56-4  既存骨折を見逃さないために　－当院における単純X線を用いた試み－ 
  川崎医科大学　脊椎・災害整形外科学  大成　和寛  ほか   ...............  239 
   
  2-I-O56-5  骨粗鬆症治療のアドヒアランス向上にむけて　　～デノスマブの経験をふまえて～ 
  近畿大学奈良病院　整形外科・リウマチ科  山崎　顕二  ほか   ...............  239 
   
  2-I-O56-6  当院における脆弱性骨折の治療経験 
  名張市立病院　整形外科  大井　　徹  ほか   ...............  239 
   
  2-I-O56-7  サルコペニアの簡便な診断法　－エコーを用いた筋量測定法の開発－ 
  名古屋大学　整形外科  飛田　哲朗  ほか   ...............  240 
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4月9日(土)／J会場(2F　ホワイエ)

 4月9日(土)／J会場(2F　ホワイエ) 
 14:00～ 14:25 ポスター20　TKA・合併症2 

 座長：浜田　大輔（徳島大学　整形外科） 

  2-J-P20-1  TKA術後の難治性下腿骨髄炎に血管柄付腓骨移植とReamer Irrigator Aspiratorを併用し
関節固定した1例 

  聖隷三方原病院　整形外科  石濱　嘉紘  ほか   ...............  284 
   
  2-J-P20-2  当科におけるコンポーネント温存を目指したTKA後深部感染の治療方針 
  高知大学　整形外科  寺西　裕器  ほか   ...............  284 
   
  2-J-P20-3  人工膝関節置換術後においてバンコマイシンの局所投与時の関節液・血液薬物動態 
  岸和田市民病院　整形外科  松下　哲尚  ほか   ...............  284 
   
  2-J-P20-4  演題取り下げ   .....................................................................................................................................................................................    285 
   
  2-J-P20-5  TKA術後早期の下行膝動脈に仮性動脈瘤を生じ切除した1例 
  大阪医科大学　整形外科学教室  村上　友彦  ほか   ...............  285 
   
 14:00～ 14:25 ポスター22　腫瘍2 

 座長：浦川　　浩（名古屋大学　整形外科） 

  2-J-P22-1  脛骨軟骨粘液線維腫の1例 
  大阪市立大学　整形外科  山田祐太郎  ほか   ...............  288 
   
  2-J-P22-2  大腿骨近位端骨折により診断に至った悪性リンパ腫の1例 
  マックシール巽病院　整形外科  土屋　淳之  ほか   ...............  288 
   
  2-J-P22-3  大腿骨遠位骨腫瘍にCampylobacter骨髄炎を合併した1例 
  大阪大学　整形外科  伊村　慶紀  ほか   ...............  288 
   
  2-J-P22-4  腓骨遠位に発生した腓骨単発性骨軟骨腫を切除した1例 
  徳島大学　整形外科  川口　真司  ほか   ...............  289 
   
  2-J-P22-5  FAIの症状を呈した大腿骨頭の淡明細胞型軟骨肉腫の1例 
  兵庫医科大学　整形外科  南川　　剛  ほか   ...............  289 
   
 14:00～ 14:30 ポスター24　肩2 

 座長：寺林　伸夫（岐阜大学　整形外科） 

  2-J-P24-1  インピンジメント症候群を引き起こすOs acromialeに対し関節鏡視下切除を施行した一例 
  徳島大学大学院　運動機能外科学(整形外科)  川口　真司  ほか   ...............  292 
   
  2-J-P24-2  骨接合術を行った肩峰骨折の1例 
  金沢聖霊総合病院　整形外科  西田　英司   ............................  292 
   
  2-J-P24-3  棘窩切痕部に発生した脂肪腫を合併した腱板断裂の一例 
  奈良県立医科大学　整形外科  江川　琢也  ほか   ...............  292 



4月9日(土)／J会場(2F　ホワイエ)

   
  2-J-P24-4  肩甲骨関節窩前縁の骨折を伴った陳旧性肩関節脱臼の1例 
  刈谷豊田総合病院　整形外科  松川　哲也  ほか   ...............  293 
   
  2-J-P24-5  若年柔道選手に生じた烏口突起骨端線損傷を伴う肩鎖関節脱臼の1例 
  京都府立医大大学院　運動器機能再生外科学（整形外科）  伊藤　智人  ほか   ...............  293 
   
  2-J-P24-6  稀な鎖骨近位端症候性偽関節の1例 
  神戸大学大学院　整形外科  佐々木　優  ほか   ...............  293 
   
 14:25～ 14:55 ポスター21　TKA、UKA 

 座長：中村伸一郎（京都大学　整形外科） 

  2-J-P21-1  電撃傷受傷後に発症した巨大骨嚢胞を伴う変形性膝関節症に対しTKAを施行した1例 
  西宮人工関節センター  大山　洋平  ほか   ...............  286 
   
  2-J-P21-2  恒久性膝蓋骨脱臼を伴った変形性膝関節症に対して人工膝関節置換術を施行した一例 
  神戸大学大学院　整形外科  鎌田　紘平  ほか   ...............  286 
   
  2-J-P21-3  大腿骨遠位骨巨細胞腫の治療後に生じた高度内反変形に対しTKAを施行した1例 
  岡山大学　整形外科  児玉　有弥  ほか   ...............  286 
   
  2-J-P21-4  超音波ガイド下神経ブロックによる人工膝関節置換術の小経験 
  静岡県立総合病院　整形外科  佐野　禎一  ほか   ...............  287 
   
  2-J-P21-5  長期ワーファリン投与による人工膝関節置換術周術期の深部静脈血栓症の効果 
  三重大学大学院医学系研究科　運動器外科学  山口　敏郎  ほか   ...............  287 
   
  2-J-P21-6  大腿骨外顆骨壊死に対し人工膝関節外側置換術施行後に社交ダンスに復帰した1例 
  京都府立医大附属北部医療センター　整形外科  岡田　直也  ほか   ...............  287 
   
 14:25～ 14:55 ポスター23　腫瘍3 

 座長：西庄　俊彦（徳島大学　整形外科） 

  2-J-P23-1  筋肉内神経鞘腫の3例 
  宇陀市立病院　整形外科  奥本　洋樹  ほか   ...............  290 
   
  2-J-P23-2  若年女性の足部に発生した未分化多型肉腫の1例 
  奈良県立医科大学　整形外科  岸　　真五  ほか   ...............  290 
   
  2-J-P23-3  坐骨神経内に再発した大腿部脂肪肉腫の一例 
  近畿大学　整形外科  森竹　章公  ほか   ...............  290 
   
  2-J-P23-4  骨盤骨溶解を伴う巨大血友病性偽腫瘍の1例 
  静岡県立総合病院　整形外科  坂本　大地  ほか   ...............  291 
   
  2-J-P23-5  骨盤骨に発生した未分化多形肉腫の1例 
  名古屋市立大学　整形外科  相羽　久輝  ほか   ...............  291 
   
  2-J-P23-6  Pazopanibにより加療を行った胞巣状軟部肉腫（ASPS）の一例　第2報 
  浜松医科大学　整形外科  紫藤　洋二  ほか   ...............  291 
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4月9日(土)／K会場(3F　ホワイエ)

 4月9日(土)／K会場(3F　ホワイエ) 
 14:00～ 14:35 ポスター25　脊椎　感染 

 座長：寺井　秀富（大阪市立大学医学部　整形外科） 

  2-K-P25-1  転移性骨腫瘍との鑑別を要した脊椎カリエスの2例 
  近畿大学　医学部整形外科  村上　哲平  ほか   ...............  294 
   
  2-K-P25-2  冠動脈バイパス術後、ペーシングリードから胸椎化膿性脊椎炎を生じた1例 
  静岡市立静岡病院　整形外科  井出浩一郎  ほか   ...............  294 
   
  2-K-P25-3  小児化膿性椎間板炎の1例 
  四国こどもとおとなの医療センター　整形外科  横井　広道  ほか   ...............  294    
  2-K-P25-4  外傷後に生じた化膿性仙腸関節炎の一例 
  大阪南医療センター　整形外科  松尾　庸平  ほか   ...............  295 
   
  2-K-P25-5  診断に難渋した硬膜外腫瘍の1例 
  滋賀医科大学　整形外科  中村　　陽  ほか   ...............  295 
   
  2-K-P25-6  ガス産性菌による胸椎椎体骨髄炎の1例 
  大阪労災病院　整形外科  宮崎　　亮  ほか   ...............  295 
   
  2-K-P25-7  広範囲に及ぶ脊椎硬膜外膿瘍の治療経験 
  岡山労災病院　整形外科  日下　雄介  ほか   ...............  296 
   
 14:00～ 14:25 ポスター27　足　炎症、腫瘍 

 座長：渡邊　誠治（愛媛大学　整形外科） 

  2-K-P27-1  踵に巨大な痛風結節を生じた1例 
  吉備高原医療リハビリテーションセンター  池田　吉宏  ほか   ...............  299 
   
  2-K-P27-2  ショパール関節周囲に発生した色素性絨毛性滑膜炎の1例 
  金沢医科大学　整形外科  福井　　信  ほか   ...............  299 
   
  2-K-P27-3  診断に難渋した足部発症の末梢関節性脊椎関節炎の1例 
  岡山大学　整形外科  堀田　昌宏  ほか   ...............  299 
   
  2-K-P27-4  前下脛腓靭帯結合部に及ぶ骨軟骨種の治療経験 
  神戸大学　整形外科  安喰　健祐  ほか   ...............  300 
   
  2-K-P27-5  難治性感染性偽関節に対して、リング状創外固定による骨延長術を行い骨・軟部組織欠損を

再建しえた1例 
  伊勢赤十字病院　整形外科  小嶽　和也  ほか   ...............  300 
   
 14:00～ 14:25 ポスター29　膝蓋骨脱臼 

 座長：土井　光人（医療法人社団アールアンドオー　静岡リウマチ整形外科リハビリ病院） 

  2-K-P29-1  膝蓋骨脱臼患者における脛骨粗面変位の検討 
  信州大学　運動機能学教室  天正　恵治  ほか   ...............  303 
   
  2-K-P29-2  Campbell法を併用した膝蓋骨脱臼手術の2例 
  藤田保健衛生大学　整形外科  伊達　秀樹  ほか   ...............  303 



4月9日(土)／K会場(3F　ホワイエ)

   
  2-K-P29-3  剥離骨折を伴った新鮮膝蓋骨脱臼に対して内側膝蓋大腿靭帯一次修復術を施行した一例 
  岡波総合病院　整形外科  家村　駿輝  ほか   ...............  303 
   
  2-K-P29-4  膝蓋骨脱臼に大腿骨荷重部軟骨損傷を合併した3例 
  三重県立総合医療センター　整形外科  森本　剛司  ほか   ...............  304 
   
  2-K-P29-5  人工膝関節置換術後の膝蓋骨脱臼に対してMPFL再建術を施行した2症例 
  京都医療センター　整形外科  三輪　晶子  ほか   ...............  304 
   
 14:35～ 15:00 ポスター26　足　その他 

 座長：柴田　芳宏（海南病院） 

  2-K-P26-1  足関節における脛骨遠位部形態のX線学的検討 
  近森病院　整形外科  西井　幸信  ほか   ...............  297 
   
  2-K-P26-2  Charcot足関節の治療経験 
  松江赤十字病院　整形外科  喜井　竜太  ほか   ...............  297 
   
  2-K-P26-3  内反凹足変形に対する踵骨骨切り術の治療成績 
  名古屋市立大学　整形外科  河　　命守  ほか   ...............  297 
   
  2-K-P26-4  外反母趾に対する中足骨水平骨切り術（Scarf変法）の治療成績 
  加古川医療センター　整形外科  山本　哲也  ほか   ...............  298 
   
  2-K-P26-5  外傷を契機に受診した男性の高度外反母趾の一例 
  西条中央病院　整形外科  福田　高彦  ほか   ...............  298 
   
 14:25～ 14:50 ポスター28　スポーツ・下肢 

 座長：中空　繁登（鈴鹿回生病院　整形外科） 

  2-K-P28-1  両側膝蓋腱断裂の治療経験 
  浜松労災病院　整形外科  田場　　健  ほか   ...............  301 
   
  2-K-P28-2  両側下腿慢性コンパートメント症候群により手術を要した1症例 
  淀川キリスト教病院　整形外科  阿波　康成  ほか   ...............  301 
   
  2-K-P28-3  小児体操選手に発症した症候性Os subfi bulareの一例 
  小牧市民病院　整形外科  川西　佑典  ほか   ...............  301 
   
  2-K-P28-4  剣道により受傷した右深脛距靭帯付着部裂離骨折のまれな1例 
  星ヶ丘医療センター　整形外科  高橋　和孝  ほか   ...............  302 
   
  2-K-P28-5  第5中足骨疲労骨折に対するスクリュー髄内固定法の再骨折予防効果についての検討:CT/有

限要素法による解析 
  聖隷浜松病院　スポーツ整形外科  船越　雄誠  ほか   ...............  302 
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4月9日(土)／K会場(3F　ホワイエ)

   
 14:25～ 14:50 ポスター30　膝　その他 

 座長：箕田　行秀（大阪市立大学　整形外科） 

  2-K-P30-1  Coxitis kneeの2症例 
  金沢医科大学　整形外科  森川　高志  ほか   ...............  305 
   
  2-K-P30-2  大腿四頭筋腱皮下断裂の3例　－完全断裂と部分断裂を経験して－ 
  鳥取市立病院　整形外科  岡田　幸正  ほか   ...............  305 
   
  2-K-P30-3  ハムストリング腱を用いて修復した陳旧性大腿四頭筋腱断裂の2例 
  広島市立広島市民病院　整形外科  中村　光宏  ほか   ...............  305 
   
  2-K-P30-4  大腿骨骨幹部骨折に合併した膝蓋腱断裂を伴う膝複合靱帯損傷の一例 
  社会保険滋賀病院　整形外科  曲直部竜太  ほか   ...............  306 
   
  2-K-P30-5  著明な動脈硬化を伴った難治性特発性膝関節血腫に動脈塞栓術が有効であった一例 
  多根総合病院　整形外科  上中　一泰  ほか   ...............  306    
   



4月9日(土)／L会場(5F　52会議室)

 4月9日(土)／L会場(5F　52会議室) 
 14:00～ 14:40 ポスター31　頚椎 

 座長：時岡　孝光（高知医療センター） 

  2-L-P31-1  リウマチ頚椎病変に対するコンピュータ支援頭蓋頚椎固定術後10年を経過した3例 
  信州大学　整形外科  黒河内大輔  ほか   ...............  307 
   
  2-L-P31-2  歯突起後方偽腫瘍例に対して環椎後弓切除および後頭頚椎固定術を行った2例 
  くぼかわ病院　整形外科  木田　和伸  ほか   ...............  307 
   
  2-L-P31-3  頸椎骨性病変により神経症状を呈した1例 
  大阪府済生会千里病院　整形外科  成田　依里  ほか   ...............  307 
   
  2-L-P31-4  頚椎脊柱管内嚢腫性病変の1例 
  飯田市立病院　整形外科  畠中　輝枝  ほか   ...............  308 
   
  2-L-P31-5  ピロリン酸カルシウム結晶にて頚髄症を来した1例 
  福井赤十字病院　整形外科  相模　昭嘉  ほか   ...............  308 
   
  2-L-P31-6  第7頚椎すべり症の1例 
  市立砺波総合病院　整形外科  高木　泰孝  ほか   ...............  308 
   
  2-L-P31-7  髄腔内バクロフェン療法（ITB療法）を施行した頚髄損傷患者の歩行解析 
  市立砺波総合病院　整形外科  高木　泰孝  ほか   ...............  309 
   
  2-L-P31-8  広汎性発達障害を伴い、保存治療継続が困難であった陳旧性環軸椎回旋位固定に対する一時

的環軸椎固定術 
  名古屋市立大学　整形外科  松本　佳久  ほか   ...............  309 

 14:00～ 14:25 ポスター33　脊椎　腫瘍1 
 座長：若尾　典充（愛知医科大学　整形外科） 

  2-L-P33-1  多発性骨軟骨腫に合併した血胸の一例 
  東広島医療センター　整形外科  金田　裕樹  ほか   ...............  313 
   
  2-L-P33-2  妊娠中に脊髄圧迫症状を呈した胸椎発生骨軟骨腫の1例 
  岐阜県立多治見病院　整形外科  酒井　康臣  ほか   ...............  313 
   
  2-L-P33-3  硬膜外くも膜嚢腫に対し，交通孔の閉鎖のみを行い嚢腫が消失した1例 
  大阪赤十字病院　整形外科  堤　　良祐  ほか   ...............  313 
   
  2-L-P33-4  胸椎に発生した骨芽細胞腫の一例 
  愛媛大学医学部附属病院　脊椎センター  堀内　秀樹  ほか   ...............  314 
   
  2-L-P33-5  ダンベル腫瘍を呈した良性転移性平滑筋腫の2例 
  兵庫医科大学　整形外科  岩倉　　亮  ほか   ...............  314 
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4月9日(土)／L会場(5F　52会議室)

 14:40～ 15:15 ポスター32　脊椎　MIS 
 座長：馬場　一郎（大阪医科大学　整形外科） 

  2-L-P32-1  Grade II分離すべり症に外側ヘルニアを合併したプロ野球選手の内視鏡視下手術 
  徳島大学大学院　運動機能外科学  中島　大生  ほか   ...............  310 
   
  2-L-P32-2  XLIF＋PPSが有用であった腰椎DSAによるkyphotic deformityの一例 
  和歌山県立医科大学　整形外科  太地　　良  ほか   ...............  310 
   
  2-L-P32-3  神経根奇形を術前に診断し除圧術を施行した腰部神経根症の3例 
  大阪府済生会中津病院　整形外科  久保　卓也  ほか   ...............  310 
   
  2-L-P32-4  高齢者椎間板ヘルニアに対する局所麻酔下transforaminal PED法 
  徳島大学　整形外科  阿部　光伸  ほか   ...............  311 
   
  2-L-P32-5  ハイリスク併存疾患を有する頚髄症に対して内視鏡下椎弓形成術（CMEL）を行った2例 
  福井県立病院　整形外科  上田　康博  ほか   ...............  311 
   
  2-L-P32-6  Stand－alone XLIF術後，ケージ後方の椎間板の変性度が改善した1例 
  徳島大学大学院医歯薬学研究部　運動機能外科学教室  喜多健一郎  ほか   ...............  311 
   
  2-L-P32-7  腰椎後方辷りによる椎間孔内狭窄部に頭側移動した外側型ヘルニアに対する経皮的脊椎内視

鏡下椎間板摘出術 
  水野記念病院　整形外科  山崎　夏江  ほか   ...............  312 
  
  14:25～ 14:50 ポスター34　脊椎　腫瘍2 

 座長：重松　英樹（奈良県立医科大学　整形外科） 

  2-L-P34-1  咽頭部違和感で発見された頸椎巨大神経鞘腫の1例 
  大阪市立大学　整形外科  林　　和憲  ほか   ...............  315 
   
  2-L-P34-2  頚椎軟骨肉腫clear cell typeに対し手術加療を行った1例 
  大阪市立大学大学院医学研究科　整形外科  大山翔一朗  ほか   ...............  315 
   
  2-L-P34-3  急性骨髄性白血病が脊柱管内へ転移した一例 
  高松赤十字病院　整形外科  平野　哲也  ほか   ...............  315 
   
  2-L-P34-4  胸椎骨巨細胞腫術後再発に対するdenosumabの使用経験 
  大阪府済生会中津病院　整形外科  中澤　克優  ほか   ...............  316 
   
  2-L-P34-5  両下肢運動完全麻痺となった再発性脊髄上衣腫に対する脊髄離断術の経験 
  京都大学　整形外科  正本　和誉  ほか   ...............  316 
   



4月9日(土)／M会場(5F　ロビー)

 4月9日(土)／M会場(5F　ロビー) 
 14:00～ 14:30 ポスター35　股関節3 

 座長：兼氏　　歩（金沢医科大学　整形外科） 

  2-M-P35-1  THA施行後前方脱臼を生じた立位骨盤後傾変化の著明な一例 
  浜松医科大学　整形外科  錦野　匠一  ほか   ...............  317 
   
  2-M-P35-2  高度骨盤後傾を伴うエーラスダンロス症候群に対するTHA 
  大阪大学大学院医学系研究科　器官制御外科学  田村　和則  ほか   ...............  317 
   
  2-M-P35-3  股関節周囲の異所性骨化により頻回に渡る人工股関節脱臼を繰り返した1例 
  大阪市立総合医療センター  伴　　祥高  ほか   ...............  317 
   
  2-M-P35-4  多数回手術を受けたアルトログリポーシス患者に人工股関節置換術を施行した症例 
  滋賀県立成人病センター　整形外科  金　　永優  ほか   ...............  318 
   
  2-M-P35-5  セメントレスTHAステム折損の一例 
  江南厚生病院　整形外科  隈部　香里  ほか   ...............  318 
   
  2-M-P35-6  術後5年でステム折損をきたし人工股関節再々置換術を施行した1例 
  市立伊丹病院　整形外科  高見　賢司  ほか   ...............  318 
   
 14:00～ 14:25 ポスター37　肘 

 座長：志津　香苗（藤田保健衛生大学　整形外科学教室） 

  2-M-P37-1  先天性橈骨頭脱臼の治療経験 
  山陰労災病院　整形外科・手外科  山下　優嗣   ............................  321 
   
  2-M-P37-2  肘関節外側脱臼に対しヒンジ付き創外固定を用いて治療した1例 
  近森病院　整形外科  定金　雅之  ほか   ...............  321 
   
  2-M-P37-3  二卵性双生児に生じた両肘離断性骨軟骨炎 
  徳島大学　運動機能外科学  松村　肇彦  ほか   ...............  321 
   
  2-M-P37-4  陳旧性橈骨頭脱臼と考えられた1症例 
  近畿大学医学部奈良病院　整形外科リウマチ科  福本　岳史  ほか   ...............  322 
   
  2-M-P37-5  上腕骨遠位端coronal shear fractureの2例 
  彦根市立病院　整形外科  光石　直史  ほか   ...............  322 
   
 14:30～ 15:00 ポスター36　骨折　骨盤・大腿骨 

 座長：佐藤　　徹（岡山医療センター） 

  2-M-P36-1  H字型仙骨骨折を伴う完全不安定型骨盤骨折(AO typeC3)に対しPPS併用の腰椎腸骨後方
固定を行った1例 

  市立砺波総合病院　整形外科  下崎　研吾  ほか   ...............  319 
   
  2-M-P36-2  不安定型骨盤輪骨折に対しspino－pelvic fi xationを行った一例 
  済生会滋賀県病院　整形外科  大藪　　寛  ほか   ...............  319 
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  2-M-P36-3  Hansson Pinloc術後に骨頭穿孔を生じ，人工骨頭置換術を施行した大腿骨頚部骨折の1例 
  黎明会北出病院　整形外科  藤井　裕士  ほか   ...............  319 
   
  2-M-P36-4  大腿骨転子部骨折骨癒合後に同側大腿骨骨頭下骨折をきたした1例 
  行岡病院  谷　　哲郎  ほか   ...............  320 
   
  2-M-P36-5  Hansson pinを用いた大腿骨頸部骨折術後に大腿骨転子下骨折を生じた2例 
  岡波総合病院　整形外科  杉本　啓紀  ほか   ...............  320 
   
  2-M-P36-6  大腿骨頚部骨折に対して人工骨頭置換術を施行後にcentral migrationを起こした2例 
  明石市立市民病院　整形外科  山田　充彦  ほか   ...............  320 
   
 14:25～ 15:05 ポスター38　手　骨折・外傷 

 座長：河本　正昭（浜松労災病院） 

  2-M-P38-1  上腕動脈損傷を伴う上腕開放骨折に合併した腕神経叢損傷の1例 
  聖隷三方原病院　整形外科  石濱　嘉紘  ほか   ...............  323 
   
  2-M-P38-2  ボルダリングにて発生した中節骨基部背側骨折の一例 
  神戸労災病院　整形外科  吉川　　遼  ほか   ...............  323 
   
  2-M-P38-3  有頭骨不全骨折の1例 
  北播磨総合医療センター　整形外科  北山　和道  ほか   ...............  323 
   
  2-M-P38-4  両側舟状骨骨折後偽関節の1例 
  市立岸和田市民病院　整形外科  田中　寛樹  ほか   ...............  324 
   
  2-M-P38-5  月状骨のulnolunate ligament付着部剥離骨折の1例 
  徳島県鳴門病院　整形外科  佐藤　亮祐  ほか   ...............  324 
   
  2-M-P38-6  小指基節骨頚部骨折後の回旋変形に対して中手骨で矯正骨切り術を行った一例 
  橋本市民病院　整形外科  林　　未統  ほか   ...............  324 
   
  2-M-P38-7  テリパラチド投与によって骨癒合が得られた尺骨短縮骨切り術後骨癒合不全の1例 
  大阪市立大学　整形外科  上村　卓也  ほか   ...............  325 
   
  2-M-P38-8  骨性マレットサムの治療経験 
  神戸大学大学院医学研究科　整形外科  篠原　一生  ほか   ...............  325 
   
  


