
プ ロ グ ラ ム
第1日・11月9日（金）

第１日・第１会場
開会式　8：20 ～ 8：30

スポンサードシンポジウム　早期OAの評価と治療介入のタイミング（8：30 〜 10：30）
座長：尾﨑　敏文（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生体機能再生・再建学講座整形外科学）

三浦　裕正（愛媛大学大学院医学系研究科整形外科学）

1-1-SS-1  早期OAへの筋力の影響 .................................................................................................................................. 195
新潟医療福祉大学健康スポーツ学科　大森　　豪

1-1-SS-2  半月板からみた早期OAの予防と進行抑制 ....................................................................................... 196
岡山大学病院整形外科　古松　毅之

1-1-SS-3  滑膜病変と早期OA .............................................................................................................................................. 197
東京大学大学院総合文化研究科／国立病院機構相模原病院臨床研究センター　福井　尚志

学術集会奨励賞候補演題　（10：40 〜 12：20）
座長：岩崎　倫政（北海道大学大学院医学研究院専門医学系部門機能再生医学分野整形外科学教室）

湏藤　啓広（三重大学医学部整形外科）　

1-1-1  関節リウマチ患者の腰椎骨密度変化の予測 ...................................................................................... 198
京都大学医学部整形外科　富澤　琢也

1-1-2  生物学的製剤導入早期の構造学的変化は，その後関節破壊を予測する
－HR-pQCTを用いた縦断研究－ ............................................................................................................. 198

北海道大学大学院医学研究院整形外科分野　清水　智弘
1-1-3  関節リウマチに対するMCP関節人工関節置換術中に手関節部での腱処置剥離術を要

した症例の検討 ....................................................................................................................................................... 199
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生体機能再生・再建学講座整形外科学　木曽　洋平

1-1-4  リバース型人工肩関節置換術後自動挙上可動域に影響する術前因子の探索 ........... 199
東京都立多摩総合医療センター　内藤　昌志

1-1-5  変形性足関節症のMRIによる病態解析
 ～BMEの発生様式から変形性足関節症を分類する試み～ ................................................... 200

聖マリアンナ医科大学整形外科学講座　三井　寛之
1-1-6  外側趾症状を伴う外反母趾の術式選択の違いによる術後成績の比較 ........................... 200

聖マリアンナ医科大学整形外科学講座　秋山　　唯
1-1-7  内側半月板後角付着部断裂に影響する後外側加速度には股関節と膝関節のROMが関

係している .................................................................................................................................................................. 201
福岡リハビリテーション病院リハビリテーション部　野尻　圭悟

1-1-8  変形性膝関節症に施行したOWHTOの病期によるナビゲーションの有用性の検討 ..... 201
横浜市立大学整形外科　辻　　雅樹

1-1-9  内側UKAにおけるsAP lineの使用は脛骨implantの設置角度を改善する ............... 202
近畿大学医学部整形外科　墳本　一郎



1-1-10  3D porous coating cupにおける骨透亮像の出現頻度................................................................ 202
済生会横浜市東部病院整形外科　藤本　拓也

1-1-11  人工股関節全置換術におけるIliopsoas impingement のrisk factor: Case-control study
 ............................................................................................................................................................................................. 203

金沢大学大学院医学研究科機能再生学　上野　琢郎

ランチョンセミナー 1　（12：40 〜 13：40）
座長：齋藤　知行（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター）

1-1-LS1  膝・股・肩関節外科手術における関節周囲多剤カクテル注射による
術後疼痛コントロール ....................................................................................................................................... 204

北水会記念病院整形外科　塚田　幸行

特別講演 1　（13：50 〜 14：50）
座長：津村　　弘（大分大学医学部整形外科）

1-1-SL1  優れた臨床成績獲得のための人工膝関節置換術のコツとポイント ................................ 205
東邦大学名誉教授／日本人工関節研究所　勝呂　　徹

招待講演 1　�（15：00 〜 16：00）
座長：岩崎　倫政（北海道大学大学院医学研究院専門医学系部門機能再生医学分野整形外科学教室）

1-1-IL1  The Care of the Rheumatoid Hand and Wrist, Controversies and Outcomes ...... 206
Department of Surgery, University of Michigan Medical School, USA　Kevin Chi Kuang Chung

文化講演　（16：50 〜 17：50）
座長：井上　　一（岡山大学名誉教授）

1-1-CL  人生の教科書............................................................................................................................................................. 207
柔道家／古賀塾塾長　古賀　稔彦



第１日・第２会場

教育研修講演 1　（8：30 〜 9：30）
座長：宮原　寿明（九州医療センター整形外科・リウマチ科）

1-2-EL1  成人期扁平足の病態と治療update ........................................................................................................... 208
聖マリアンナ医科大学整形外科学講座　仁木　久照

シンポジウム 1　リウマチ外科のピットフォールと治療困難例への対応（9：40 〜 11：10）
座長：桃原　茂樹（慶應義塾大学医学部先進運動器疾患治療学寄附講座／草薙整形外科リウマチクリニック）

髙木　理彰（山形大学医学部整形外科学講座）�

1-2-SY1-1  RA股関節手術のピットフォールと治療困難症例への対応 .................................................. 209
富山大学医学部整形外科　松下　　功

1-2-SY1-2  RA膝関節手術のピットフォール .............................................................................................................. 209
大阪大学運動器バイオマテリアル学　冨田　哲也

1-2-SY1-3  RA足部・足関節手術のピットフォール .............................................................................................. 210
国立病院機構大阪南医療センター　橋本　　淳

1-2-SY1-4  肩関節リウマチの外科的治療 ....................................................................................................................... 210
東邦大学医学部整形外科学講座　池上　博泰

1-2-SY1-5  RA人工肘関節手術のコツとピットフォール ................................................................................... 211
京都大学大学院整形外科　伊藤　　宣

ランチョンセミナー 2　�（12：40 〜 13：40）
座長：神戸　克明（日暮里リウマチクリニック）

1-2-LS2  高齢RA患者に対するT細胞選択的共刺激調節剤アバタセプトの選択について ....... 212
国立病院機構名古屋医療センター整形外科・リウマチ科　金子　敦史

シンポジウム 2　関節リウマチの脊椎病変（15：00 〜 16：30）
座長：中村　博亮（大阪市立大学整形外科）

菊池　　啓（堺咲花病院）　　　　　

1-2-SY2-1  関節リウマチ腰椎病変の疫学と特徴 ...................................................................................................... 213
大阪市立大学医学部整形外科　鈴木　亨暢

1-2-SY2-2  生物学的製剤がRA頚椎病変の新規発症および進行に与える影響.................................. 213
大阪大学医学部整形外科　海渡　貴司

1-2-SY2-3  リウマチ性頸椎不安定性の進行と予後予測因子：10年以上の前向き追跡調査結果 .... 214
兵庫脊椎脊髄病医療振興機構／神戸大学大学院整形外科　由留部　崇

1-2-SY2-4  関節リウマチに伴う頚椎病変と手術的治療 ...................................................................................... 214
医療法人蜂友会 はちや整形外科病院　蜂谷　裕道



第１日・第３会場

一般演題１　RA�手指・手関節（8：50 〜 9：30）
座長：徳永　大作（京都府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院）

1-3-1  関節リウマチの母指TypeI変形における関節可動域と母指機能の関連性 ................ 215
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）／

京都府立医科大学大学院リハビリテーション医学　遠山　将吾
1-3-2  関節リウマチの母指CM関節症に対して鏡視下関節形成術を施行した1例 .............. 215

平塚共済病院　石井　克志
1-3-3  関節リウマチに対するAVANTAとAVANTA preflexによる小指MP人工指関節置換

術の治療成績............................................................................................................................................................. 216
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生体機能再生・再建学講座整形外科　松橋　美波

1-3-4  人工手関節全置換術（TWA）を受ける関節リウマチ患者の看護 .................................. 216
岡山大学病院看護部　小橋　靖子

1-3-5  超音波ガイド下における手関節ヒアルロン酸注入の長期効果 ........................................... 217
宮崎大学医学部整形外科　濱田　浩朗

シンポジウム 3　肘・手の変形性関節症（9：40 〜 11：10）
座長：別府　諸兄（公益財団法人日本股関節研究振興財団）

島村　安則（岡山大学運動器スポーツ医学講座）　

1-3-SY3-1  骨壊死に続発する変形性手関節症の手術的治療 ........................................................................... 218
奈良県立医科大学手の外科学　面川　庄平

1-3-SY3-2  手根不安定症による変形性手関節症 ...................................................................................................... 218
大阪行岡医療大学・行岡病院手の外科センター　森友　寿夫

1-3-SY3-3  肘の変形性関節症　病態と治療 ................................................................................................................. 219
JCHO大阪病院救急部／スポーツ医学科　島田　幸造

1-3-SY3-4  手指PIP関節症に対する背側進入によるAVANTA人工指関節置換術の手術成績 ...... 219
笠岡第一病院整形外科手外科・上肢外科センター　橋詰　博行

教育研修講演 2　（11：20 〜 12：20）
座長：福田　寛二（近畿大学医学部整形外科）

1-3-EL2  関節外科手術における周術期感染予防対策 ...................................................................................... 220
東京医科大学整形外科学分野　立岩　俊之



シンポジウム 4　外反母趾手術、最近の工夫（15：00 〜 16：30）
座長：仁木　久照（聖マリアンナ医科大学整形外科学講座）

羽生　忠正（長岡赤十字病院リウマチ科）　

1-3-SY4-1  重度外反母趾に対する近位回外骨切り術と併用手術の治療成績 ...................................... 221
大阪医科大学整形外科　安田　稔人

1-3-SY4-2  外反母趾に対する中足骨骨幹部水平骨切り術の工夫 ................................................................. 221
南奈良総合医療センター整形外科　門野　邦彦

1-3-SY4-3  重症外反母趾に対するDLMO法の応用 ............................................................................................... 222
国際医療福祉大学三田病院整形外科／国際医療福祉大学医学部整形外科学　関　　広幸

1-3-SY4-4  外反母趾に対する中足骨近位斜め骨切り術および
底側ロッキングプレートの有用性 ............................................................................................................ 222

倉敷成人病センター整形外科　大澤　誠也



第１日・第４会場

一般演題２　足関節（8：50 〜 9：22）
座長：戸田　佳孝（貴晶会戸田整形外科リウマチ科クリニック）

1-4-1  当院における人工足関節全置換術の治療成績 ................................................................................. 223
西奈良中央病院　勝井　龍平

1-4-2  変形性足関節症に対するPatient matched instrumentation(PMI)を用いた人工足関節
置換術(TAA)の精度 ........................................................................................................................................... 223

三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座運動器外科学・腫瘍集学治療学　森川　正和
1-4-3  陳旧性足関節外側靭帯損傷を伴う二次性足関節症に対する低位脛骨骨切り術と靱帯再

建術の同時手術 ....................................................................................................................................................... 224
日本鋼管福山病院整形外科　内田陽一郎

1-4-4  足関節三果骨折に対する後外側アプローチを用いた強固な内固定
－免荷期間を短縮させた良好な治療成績－ ...................................................................................... 224

鳥取市立病院整形外科　岡田　幸正

一般演題３　足趾（9：30 〜 10：02）
座長：安田　稔人（大阪医科大学整形外科）

1-4-5  外反母趾に対する水平骨切り術の成績－成績不良例の検討－ ........................................... 225
岡山大学病院整形外科　雑賀　建多

1-4-6  関節リウマチ前足部変形の母趾に対する遠位中足骨短縮骨切り術とScarf法との術後
短期成績の比較 ....................................................................................................................................................... 225

東京都立墨東病院リウマチ膠原病科　真壁　健太
1-4-7  重度外反母趾および関節リウマチ外反母趾に対する第１中足骨水平骨切り術の比較検

討........................................................................................................................................................................................ 226
公立岩瀬病院整形外科　　橋本　慶太

1-4-8  関節リウマチ前足部手術における術式別のTUGおよびJSSF-RA scaleの検討とX線
学的解析 ....................................................................................................................................................................... 226

岡山大学病院整形外科　渡辺　雅仁



一般演題４　THA（工夫と評価）（10：10 〜 10：50）
座長：加来　信広（大分大学医学部附属病院整形外科）

1-4-9  側臥位前側方筋間進入による人工股関節置換術における出血量低減の工夫 ........... 227
国立病院機構東京医療センター人工関節センター／

国立病院機構東京医療センター整形外科　藤田　貴也
1-4-10  股関節後下方を補強する外閉鎖筋の機能とその修復 ................................................................. 227

大倭病院整形外科　下西　泰生
1-4-11  ３Dテンプレートを用いたJ-TaperとINITIAの大腿骨皮質骨との接触面積の評価 ... 228

三重大学大学院医学系研究科整形外科　内藤　陽平
1-4-12  人工股関節全置換術(Total Hip Arthroplasty: THA)の術後Thigh Painに影響する因

子のX線学的検討 .................................................................................................................................................. 228
横浜市立大学附属市民総合医療センター整形外科　横山　弓夏

1-4-13  変形性股関節症に対する人工股関節全置換術における神経障害性疼痛要因の関与 .... 229
大分大学医学部整形外科　田籠　泰明

主題１　人工股関節置換術における工夫（10：55 〜 11：55）
座長：石堂　康弘（医療法人中山整形外科）　

長谷川正裕（三重大学大学院医学系研究科整形外科）

1-4-M1-1  Cup-first THAにおけるcombined anteversionとステム前捻角 ....................................... 230
大分大学医学部整形外科　田畑　知法

1-4-M1-2  Hybrid THAをcup firstで行う新しいcombined anteversion technique ................... 230
兵庫医科大学整形外科　福西　成男

1-4-M1-3  原臼位設置にこだわったセメントレス人工股関節置換術における工夫と要点 ..... 231
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院整形外科・人工関節センター　柁原　俊久

1-4-M1-4  脱臼股（CroweⅡ・Ⅲ）に対する人工股関節置全換術における至適セメントレスカッ
プ設置位置と大転子高位の検証 ................................................................................................................. 231

徳島大学医学部整形外科　後東　知宏
1-4-M1-5  イメージフリーナビゲーション併用THAにおける術中脚長変化量とX線及び3Dマッ

チングによる術前後脚長差の比較検討 ................................................................................................. 232
三重大学整形外科　刀根　慎恵

1-4-M1-6  簡易ナビゲ－ションシステムと関節包靭帯温存手技を併用した人工股関節全置換術の
術後成績 ....................................................................................................................................................................... 232

慶應義塾大学医学部整形外科　金治　有彦

ランチョンセミナー 3　（12：40 〜 13：40）
座長：石黒　直樹（名古屋大学大学院医学系研究科整形外科学）

1-4-LS3  関節リウマチにおける骨粗鬆症マネジメント ................................................................................. 233
東京大学大学院医学系研究科整形外科学　田中　　栄



一般演題５　THA（成績）（15：00 〜 15：40）
座長：松原　正明（日産厚生会玉川病院股関節センター）

1-4-14  高位脱臼性股関節症に対するTHA の術後成績 ............................................................................. 234
近畿大学医学部整形外科　井上　紳司

1-4-15  モジュラーネック型ステムを用いた人工股関節置換術の中期成績 ................................ 234
三重大学整形外科　刀根　慎恵

1-4-16  Revelation micromaxによる人工股関節置換術の中期成績の検討 .................................. 235
名古屋市立大学リハビリテーション医学　三井　裕人

1-4-17  THAにおけるfit and fill型straight stemの初期骨接触状態と骨反応の関連性の検討 ... 235
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生体機能再生・再建学講座整形外科学　三喜　知明

1-4-18  過去14年間における人工股関節全置換術の原因疾患と推移 ................................................ 236
東京医科大学整形外科学　西川　洋平

一般演題６　股関節（15：45 〜 16：33）
座長：井口　普敬（名古屋市立大学整形外科）

1-4-19  CTにて計測したFAI股と正常股の仰臥位β-angle .................................................................... 237
滋賀医科大学整形外科学講座　三村　朋大

1-4-20  進行期及び末期股関節における関節温存手術 ................................................................................. 237
愛媛大学医学部附属病院整形外科　丸石　　晃

1-4-21  下肢関節症と腰椎骨盤矢状面アライメントの関連 ...................................................................... 238
横浜市立市民病院整形外科／

横浜市立大学大学院医学研究科運動器病態学教室（整形学科）　藤巻　　洋
1-4-22  人工大腿骨頭置換術における上方アプローチの概説と治療成績 ...................................... 238

山口赤十字病院　國分　康彦
1-4-23  大腿骨頚部骨折に対してVerSys Heritage stemを用いた人工骨頭置換術の術後成績...239

金沢医科大学整形外科　藤井　正文
1-4-24  全身性エリテマトーデスにおける骨壊死部位発症頻度の検討 ........................................... 239

北海道大学大学院医学研究科機能再生医学講座整形外科学教室　佐藤　恒明



第１日・第５会場

一般演題７　TKA成績 1（8：50 〜 9：30）
座長：三上　　浩（徳島厚生連吉野川医療センター整形外科）

1-5-1  Journy2CR型の可動域 ....................................................................................................................................... 240
千葉県千葉リハビリテーションセンター整形外科　常泉　吉一

1-5-2  PERSONA MC型人工膝関節の短期成績 ............................................................................................ 240
なにわ生野病院整形外科・人工関節センター　山部　孝弘

1-5-3  人工膝関節置換術における大腿骨コンポーネントnarrow sizeの有用性と術後短期臨
床成績の検討............................................................................................................................................................. 241

昭和大学藤が丘病院整形外科　高木　　博
1-5-4  人工膝関節置換術前の精神医学的問題が術後の短期成績に及ぼす影響 ..................... 241

本間記念東北整形外科・東北歯科リハビリテーション科　奥本真希子
1-5-5  片側人工膝関節置換術患者のQOL評価－JKOMを用いた術後1年までの経時的推移－

 ............................................................................................................................................................................................. 242
本間記念東北整形外科・東北歯科リハビリテーション科　伊藤　　望

一般演題８　TKA成績 2（9：35 〜 10：23）
座長：横山　良樹（宮本整形外科病院）

1-5-6  正常膝とBicruciate retaining TKAにおける屈曲位外側弛緩性の比較と関節動態に及
ぼす影響 ....................................................................................................................................................................... 243

徳島大学医学部整形外科　高砂　智哉
1-5-7  早期退院に有利なTKA bearing形状に関する比較検討  
 ～Medial PivotとAnterior Raised typeの比較検討～ ............................................................. 243

なにわ生野病院人工関節センター　岡島　良明
1-5-8  FINE人工膝関節術後の大腿骨回旋アライメントと患者立脚型評価との関連 ....... 244

東邦大学医療センター佐倉病院　山田　　学
1-5-9  TKA術後におけるひざまずき動作の実態 ......................................................................................... 244

高知大学医学部整形外科　團　　隼兵
1-5-10  人工膝関節置換術は股関節の回旋可動域に影響を与えるか？ ........................................... 245

日本医科大学千葉北総病院　片岡　達紀
1-5-11  関節リウマチ患者における下肢アライメントの検討 ................................................................. 245

東邦大学医療センター佐倉病院整形外科　園部　正人



一般演題９　TKAの手術手技（大腿骨）（10：30 〜 11：10）
座長：中村　卓司（東邦大学医療センター大森病院整形外科）

1-5-12  人工膝関節置換術におけるadapted measure法による大腿骨回旋設置の精度...... 246
千葉県千葉リハビリテーションセンター　付岡　　正

1-5-13  非対称型Bicruciate retaining TKAの回旋動態に関する検討 ............................................ 246
徳島大学整形外科　浜田　大輔

1-5-14  大腿骨強度外弯症例におけるCTフリーナビゲーションを用いた人工膝関節置換術の
検討 .................................................................................................................................................................................. 247

貴志川リハビリテーション病院人工関節センター／
和歌山県立医科大学整形外科学講座　谷口　　亘

1-5-15  Curved gap gaugeで最終骨切り前のギャップ評価をするプレカット法の経験 ....... 247
富山県済生会富山病院整形外科　藤井　秀人

1-5-16  大腿骨コンポーネントの曲率を徐々に小さくするデザインをもつTKAにおける術中
ギャップの検討 ....................................................................................................................................................... 248

昭和大学藤が丘病院　加藤　　慎

一般演題 10　TKAの手術手技（脛骨）（11：15 〜 11：55）
座長：早川　和恵（藤田保健衛生大学医学部整形外科）

1-5-17  後十字靭帯温存型人工膝関節置換術における至適脛骨後方傾斜角度の検討 ........... 249
東邦大学医療センター大森病院整形外科　中村　卓司

1-5-18  後十字靭帯脛骨付着部中心を同定する骨性指標としての付着部陥凹部の有用性 ...... 249
東邦大学医学部整形外科　高松　　諒

1-5-19  脛骨コンポーネント形状の相違が脛骨コンポーネント外側変位に与える影響 ..... 250
北里大学メディカルセンター整形外科　平川　紀子

1-5-20  簡易ナビゲーションシステムを用いたキネマティックアライメントTKAにおける脛
骨骨切り精度と術後臨床成績の検討 ...................................................................................................... 250

神戸大学整形外科大学院　壺坂　正徳
1-5-21  ATTUNE人工膝関節における脛骨コンポーネント周囲Ｘ線透亮像の検討 ............ 251

昭和大学藤が丘病院整形外科　川島　史義

ランチョンセミナー 4　（12：40 〜 13：40）
座長：津村　　弘（大分大学医学部整形外科）

1-5-LS4  アルミナセラミック製人工距骨を応用した後足部再建術 ...................................................... 252
奈良県立医科大学整形外科　田中　康仁



一般演題 11　肩（15：00 〜 15：40）
座長：今井　晋二（滋賀医科大学整形外科学教室）

1-5-22  肩峰形成術を併用しない関節鏡下腱板修復術の臨床成績 ...................................................... 253
鹿児島大学大学院運動機能修復学講座整形外科学　栫　　博則

1-5-23  関節鏡下腱板修復術後の固定期間が術後成績に及ぼす影響 ................................................ 253
北海道大学大学院医学研究院機能再生医学分野整形外科学教室　石津　帆高

1-5-24  鏡視下腱板修復術前の疼痛感作と術後痛 ............................................................................................ 254
高知大学医学部整形外科　泉　　　仁

1-5-25  関節窩骨欠損を有する反復性肩関節脱臼に対する骨移植の有用性 ................................ 254
日本医科大学整形外科　飯澤　典茂

1-5-26  上腕骨近位端骨折偽関節にRSAを施行した1症例 ....................................................................... 255
屋島総合病院整形外科　真鍋　博規

一般演題 12　肩・肘（15：45 〜 16：25）
座長：玉井　和哉（東都文京病院）

1-5-27  経時的応力計測可能なラメラ構造二重膜ヒドロゲルを用いたヒト関節靭帯における内
部応力解析 .................................................................................................................................................................. 256

北海道大学病院スポーツ医学診療センター　門間　太輔
1-5-28  関節リウマチ肩に対するAequalis reversedとTM reverseの短期成績の比較検討 .... 256

東京都立多摩総合医療センターリウマチ膠原病科　永瀬　雄一
1-5-29  人工肘関節周囲骨折の治療経験 ................................................................................................................. 257

東北労災病院東北人工関節センター　井上　尚美
1-5-30  人工肘関節再置換術の臨床成績－手術手技の工夫－ ................................................................. 257

東北労災病院東北人工関節センター　井上　尚美
1-5-31  関節リウマチにおいて人工肘関節置換術が疾患活動性および機能障害に与える影響

 ............................................................................................................................................................................................. 258
東邦大学医療センター大森病院整形外科　窪田　綾子



第１日・第６会場

一般演題 13　半月板・靭帯（8：50 〜 9：38）
座長：新井　祐志（京都府立医科大学スポーツ・障がい者スポーツ医学）

1-6-1  MRIにおける内反型変形性膝関節症患者の内側半月板逸脱量に関する検討 .......... 259
小牧市民病院整形外科　多和田兼章

1-6-2  内側半月板後根断裂に対するpullout 修復術の有用性：再鏡視による膝関節軟骨の
評価 .................................................................................................................................................................................. 259

岡山大学整形外科　棏平　将太
1-6-3  半月板損傷を合併した前十字靭帯断裂における膝関節軟骨損傷の経時的変化 ..... 260

岡山大学病院整形外科　平中　孝明
1-6-4  中高年陳旧性ACL断裂の再建例の検討 ............................................................................................... 260

医療法人友和会鶴田整形外科　可徳　三博
1-6-5  膝前十字靭帯再建術後17年で感染を発症した1例 ......................................................................... 261

東邦大学医療センター佐倉病院　岩井　達則
1-6-6  後十字靱帯付着部裂離骨折に対する関節鏡下骨接合術の術後成績 ................................ 261

多根総合病院整形外科　上中　一泰

一般演題 14　膝周囲骨切り（9：45 〜 10：41）
座長：北村　信人（財団法人聖路加国際病院）

1-6-7  内側楔状開大型高位脛骨骨切り術と外側楔状閉鎖型高位脛骨骨切り術後における象牙
化した関節面での軟骨修復能力 ................................................................................................................. 262

長野松代総合病院整形外科　豊田　　剛
1-6-8  変形性膝関節症におけるMRIの軟骨下骨病変がOpen wedge high tibial osteotomy後

の軟骨修復に及ぼす影響の検討 ................................................................................................................. 262
福岡リハビリテーション病院整形外科　花田　弘文

1-6-9  内側開大式高位脛骨骨切り術における全下肢単純X線写真の回旋が術前計画に及ぼす
影響 .................................................................................................................................................................................. 263

浜の町病院整形外科　川原　慎也
1-6-10  開大式高位脛骨骨切り術後過矯正に影響を与える因子に関する検討 ........................... 263

船橋整形外科病院　二宮　太志
1-6-11  開大式高位脛骨骨切術患者における術後1年の下腿側方動揺に影響する因子の検討 ..... 264

福岡リハビリテーション病院リハビリテーション部　村上美緒子
1-6-12  脛骨関節面後方傾斜は、主に顆部の後方回転により形成される ...................................... 264

福岡徳洲会病院　長嶺　隆二
1-6-13  末期変形性膝関節症に対するTCVOの治療成績 .......................................................................... 265

近森病院整形外科　三宮　将典



ランチョンセミナー 5　（12：40 〜 13：40）
座長：久保　俊一（京都府立医科大学整形外科）

1-6-LS5  変形性股関節症の病態と治療 ....................................................................................................................... 266
九州大学大学院整形外科　中島　康晴

一般演題 15　骨粗鬆症（15：00 〜 15：40）
座長：川崎　　拓�（滋賀医科大学医師臨床教育センター）

1-6-14  骨粗鬆症に対する年1回ビスホスホネート製剤の投与経験 ................................................... 267
松戸市立総合医療センター　河本　泰成

1-6-15  生物学的製剤使用リウマチ患者の病勢・大腿骨頚部骨密度低下リスク評価にGeriatric 
Nutritional Risk Indexは有用である ...................................................................................................... 267

鹿児島大学大学院整形外科　徳本　寛人
1-6-16  大腿骨頚部骨折患者における人工骨頭置換術後のDXAを用いたステム周囲骨密度の

評価 .................................................................................................................................................................................. 268
さんむ医療センター整形外科　大前　隆則

1-6-17  観血的治療を行った非定型大腿骨骨折7例の検討 ......................................................................... 268
松戸市立総合医療センター　三上　行雄

1-6-18  骨粗鬆症患者においてセメントレスUKAは初期固定を得られるか ............................. 269
西宮渡辺病院　白川裕一朗

コメディカルセッション　（15：45 〜 16：39）
座長：臼井　正明（岡山市立市民病院整形外科）　

千田　益生（岡山大学病院総合リハビリテーション部）

1-6-CS-1  膝関節内異所性骨化により動作獲得に難渋した頸髄損傷の1例 ........................................ 270
吉備高原医療リハビリテーションセンター中央リハビリテーション部　隠岐　裕子

1-6-CS-2  急性期におけるハンドセラピストの役割～私が患者教育の重要性を感じたterrible
triadの1症例～ ........................................................................................................................................................ 270

福山市民病院医療技術部リハビリテーション科　藤井　裕康
1-6-CS-3  RA手の障害に対する手指人工関節における角速度の術後経過 ........................................ 271

岡山大学病院総合リハビリテーション部　松山　宜之
1-6-CS-4  大腿骨近位部骨折入院患者の娘さんへの骨粗鬆症リエゾンサービス ........................... 271

香川県立中央病院リハビリテーション部　岡野　宏信
1-6-CS-5  腫瘍用人工関節KLS system術後機能回復の経過 ........................................................................ 272

岡山大学病院総合リハビリテーション部　増田　翔太
1-6-CS-6  創外固定を併用したHip transposition法を施行された骨盤部悪性腫瘍患者の作業

療法 .................................................................................................................................................................................. 272
岡山大学病院総合リハビリテーション部　岡　　佳純


