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学会発表

（長崎大学）2011 年

☆―シンポジウム
○―医局・先生どちらともあげている
△―医局のみあげている
□―先生のみあげている

A-b
1. Osaki M, Tatsuki K, Hashikawa T, Norimatsu T, Chiba K, Motokawa S, Furuichi I, Doiguchi
Y, Aoyagi K, Shindo H: Beneficial effect of risedronate for preventing recurrent hip fracture
in the elderly Japanese women. The 21th Korean-Japanese Combined Orthopaedic Symposium,
6/9-10, Daegu, Korea, 2011

2.

K.Chiba, M.Uetani, M.Ito, N.Okazaki, K.Taguchi, M.Osaki: Osteoporotic Changes of
Subchondral Trabecular Bone in Osteoarthritis of The Knee: A 3-T MRI Study. OARSI World
Congress on Osteoarthritis, 9/15-18, San Diego, CA, 2011

3.

Takashi Miyamoto: Case presentation and discussion.
Intramedullary Nailing, 9/25, Kyoto, Japan, 2011

1

AO Trauma Experts’ Symposium on

2012/2/24 (金)・最終版

B-a
1. 尾﨑

誠：人工股関節の最近の話題，第 24 回日本臨牀整形外科学術集会モーニングセミナー

7/17-18, 長崎県長崎市, 2011
2. 進藤裕幸：バイポーラ人工骨頭 Overview：歴史・臨床成績 Review・課題. 第41回日本人工関節学
会, 2/25-26, 東京, 2011

3.

富田雅人：病理診断に繋がる軟部腫瘍の画像診断. 第 15 回佐賀整形外科懇話会. 2/18, 佐賀県佐賀
市, 2011.

4.

馬場秀夫：脊椎手術安全性の工夫、第 35 回佐賀脊椎研究会、佐賀市、3/18,2011

5. 馬場秀夫, 田上敦士, 日浦

健, 進藤裕幸：腰部脊柱管狭窄症に対する手術療法、
第 186 回三金会、

3/25、長崎市, 2011
6.

宮本 力 : 関節リウマチ治療における外科的治療. 平成 23 年度九州地区リウマチの治療とケア研
修会, 11/27, 長崎市, 2011

B-b
1. 野崎義宏, 熊谷謙治, 宮田倫明, 尾﨑

誠, 穂積

晃, 進藤裕幸：脳卒中易発症高血圧自然発症ラ

ットにおけるプラバスタチン投与によるステロイド性大腿骨頭壊死予防に関する研究, 厚生労働
科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業特発性大腿骨頭壊死症調査研究班平成22年度第二回班
会議, 1/8, 福岡市, 2011
2. 浅原智彦, 寺本 司, 牧野佳朗, 田代宏一郎, 大塚和孝, 高木基之：脛骨感染性偽関節に対してイ
リザロフ創外固定とPapineau 法を併用して治療を行った1例. 第24回日本創外固定・骨延長学会,
2/11-12, 札幌市, 2011
3. 田口憲士, 宮本俊之, 浅原智彦, 福島達也, 岡崎成弘, 進藤裕幸：当院における下肢外傷に対する
staged management. 第24回日本創外固定・骨延長学会. 2/11-12, 札幌市, 2011
4. 岡崎成弘, 米倉暁彦, 宮本俊之, 浅原智彦, 福島達也, 田口憲士, 進藤裕幸：膝関節後外側支持機
構損傷に対し修復術を施行後、膝関節創外固定器を併用した2症例. 第24回日本創外固定・骨延長
学会, 2/11-12, 札幌市, 2011
5. 岡野邦彦, 宮田倫明，榎本

寛, 穂積

晃, 尾﨑

誠, 髙橋克郎, 本川

哲, 進藤裕幸：Kerboull

十字プレート成績不良例の検討. 第41回日本人工関節学会, 2/25-26, 東京, 2011
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6. 後藤久貴, 尾﨑

誠, 穂積 晃, 福島達也, 千葉 恒, 進藤裕幸：Charnley式人工股関節置換術の

25 年成績 －ステム側の検討－. 第41回日本人工関節学会, 2/25-26, 東京, 2011
7. 穂積

晃, 尾﨑

誠, 後藤久貴, 福島達也, 千葉

恒, 進藤裕幸：寛骨臼回転骨切り術後の人工股

関節置換術の治療成績. 第41回日本人工関節学会, 2/25-26, 東京, 2011
8. 宮本

力, 木寺健一, 米倉暁彦, 弦本敏行, 松本智子, 進藤裕幸：RAに対するセメントレスTKAの

中期成績. 第41回日本人工関節学会, 2/25-26, 東京, 2011
9. 福島達也, 尾﨑

誠, 穂積

晃, 後藤久貴, 千葉

恒, 進藤裕幸：当院におけるImpaction Bone

Graft（IBG）法併用による大腿骨側再置換術例の短期成績. 第41回日本人工関節学会, 2/25-26, 東
京, 2011
10. 安達信二, 馬場秀夫, 田上敦士,日浦

健: 長期透析と軸椎歯突起偽腫瘍の関連.

第40回日本脊

椎脊髄病学会, 4/21-23, 東京, 2011
11. 田上敦士, 馬場秀夫, 日浦

健, 安達信二, 進藤裕幸：Lunbosacral hood の解剖学的特徴. 第40

回日本脊椎脊髄病学会, 4/21-23, 東京, 2011
12. 馬場秀夫, 田上敦士, 安達信二, 日浦

健: 思春期側弯症における胸腰椎移行部の椎弓根径の評

価. 第40回日本脊椎脊髄病学会, 4/21-23, 東京, 2011
13. 日浦

健, 馬場秀夫, 田上敦士, 安達信二: 長期透析により増加する環軸椎骨嚢腫の発生頻度.

第40回日本脊椎脊髄病学会, 4/21-23, 東京, 2011
14. 岡野邦彦, 本川

哲, 穂積

晃, 尾﨑

誠, 進藤裕幸, 榎本

寛, 青柳

潔：大腿骨頭の破壊を生

じた変形性股関節症症例における腰椎,橈骨骨量値の検討. 第84 回日本整形外科学会学術総会,
5/12-15, 横浜, 2011
15. 岡野邦彦, 本川

哲, 尾﨑

誠, 穂積

晃, 進藤裕幸, 榎本

寛, 高橋克郎, 山田健治：骨棘切除

を併用した寛骨臼回転骨切り術の治療成績, 第84 回日本整形外科学会学術総会, 5/12-15, 横浜,
2011
16. 田上敦士, 日浦

健, 安達信二, 馬場秀夫, 進藤裕幸: Lumbosacral tunnel の解剖学的特徴. 第

84 回日本整形外科学会学術総会, 5/12-15, 横浜, 2011
17. 千葉

恒, 岡崎成弘, 田口憲士, 伊東昌子, 尾﨑

誠, 進藤裕幸, 南郷脩史, 久保田省吾：放射光

CTによる変形性関節症の骨嚢胞の解析. 第31回日本骨形態計測学会, 5/20-22, 岐阜, 2011
3
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18. 岡崎成弘, 千葉

恒, 田口憲士, 尾﨑

誠, 進藤裕幸, 伊東昌子, 南郷脩史, 久保田省吾：大腿骨

頚部骨折患者の大腿骨頭における微細骨折の存在――放射光CTによるMicrocallusの解析――. 第
31回日本骨形態計測学会, 5/20-22, 岐阜, 2011
19. 馬場秀夫、田上敦士、安達信二、日浦

健、依田

周、当院における思春期特発性側弯症の手術療

法、第 90 回長崎整形外科懇話会、5/28、長崎市、2011
20. 日浦

健, 馬場秀夫, 田上敦士, 安達信二, 依田

周：当院における高齢者頚髄症の治療成績.第

75回西日本脊椎研究会, 6/10, 福岡, 2011
21. 穂積

晃, 尾﨑

誠, 後藤久貴, 福島達也, 千葉

恒, 進藤裕幸：寛骨臼回転骨切り術後の人工股

関節置換術の治療成績.第121回西日本整形・災害外科学会, 6/11-12, 福岡, 2011
22. 佐田

潔, 古川敬三, 梶山史郎, 﨑村俊之, 進藤裕幸：亜急性期に手術を行った遠位上腕二頭筋腱

皮下断裂の１例. 第121回西日本整形・災害外科学会, 6/11-12, 福岡, 2011
23. 太田真悟, 馬場秀夫, 田上敦士, 安達信二, 日浦 健, 進藤裕幸：Marfan症候群に合併した側弯症
に対して前方矯正固定術を行った１例. 第121回西日本整形・災害外科学会, 6/11-12, 福岡, 2011
24. 米倉暁彦, 宮路剛史, 宮本俊之, 木寺健一, 千葉

恒, 田口憲士, 岡崎成弘, 進藤裕幸：変形性膝

関節症に対するTCVO（脛骨顆外反骨切り術）. 第121回西日本整形・災害外科学会, 6/11-12, 福岡,
2011

シンポジウム

25. 宮本俊之, 梶山史郎, 浅原智彦, 福島達也, 田口憲士, 進藤裕幸：開放骨折に対する局所陰圧閉鎖
処置. 第121回西日本整形・災害外科学会, 6/11-12, 福岡, 2011
26. 富田雅人, 宮田倫明, 野崎義宏, 熊谷謙治, 林 徳眞吉, 安倍邦子, 木下直江, 進藤裕幸：骨軟部
腫瘍に於ける細胞診と組織診の一致率の検討. 第121回西日本整形・災害外科学会, 6/11-12, 福岡,
2011
27. 上戸康平, 富田雅人, 野崎義宏, 宮田倫明, 林 徳眞吉, 進藤裕幸：放射線照射が除痛に著効した
高齢者仙骨骨肉腫の一例. 第121回西日本整形・災害外科学会, 6/11-12, 福岡, 2011
28. 野崎義宏, 富田雅人, 熊谷謙治, 上戸康平, 木下直江, 進藤裕幸：再発・転移を繰り返した悪性
glomus腫瘍の１症例. 第121回西日本整形・災害外科学会, 6/11-12, 福岡, 2011

4

2012/2/24 (金)・最終版

29. 野口智恵子, 米倉暁彦,

宮本

力, 木寺健一, 上戸康平, 進藤裕幸：リウマチ疾患人工膝関節置

換術における周術期の生物学的製剤の影響. 第121回西日本整形・災害外科学会, 6/11-12, 福岡,
2011
30. 富田雅人, 宮田倫明, 野崎義宏：左手掌部軟部腫瘍の１例. 第 34 回西日本骨軟部腫瘍懇話会. 6/11,
福岡県福岡市, 2011.
31. 木寺健一, 蒲田和芳, 宮路剛史, 米田

佳, 米倉暁彦, 宮本俊之, 千葉

恒, 山内弘喜, Banks

Scott A, 進藤裕幸：前十字靱帯不全膝における関節動態解析の手術前後での比較. 第3回日本関節
鏡・膝・スポーツ整形外科学会, 6/16-18, 札幌, 2011
32. 米倉暁彦, 岡崎成弘, 宮本俊之, 田口憲士, 千葉

恒, 佐田 潔, 上戸康平, 進藤裕幸：膝後十字

靭帯再建術後成績の検討. 第3回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会, 6/16-18,札幌, 2011
33. 岡崎成弘, 千葉

恒, 田口憲士, 木寺健一, 宮本俊之, 米倉暁彦, 上谷雅孝, 進藤裕幸：3TMRIに

よる健常膝軟骨形態の個体差に関与する因子の解析. 第3回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学
会, 6/16-18, 札幌, 2011
34. 田口憲士, 千葉

恒, 岡崎成弘, 木寺健一, 宮本俊之, 米倉暁彦, 上谷雅孝, 進藤裕幸：3TMRIに

よる健常膝軟骨の形態的特徴解析. 第3回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会, 6/16-18,札幌,
2011
35. 千葉

恒, 宮本俊之, 岡崎成弘, 田口憲士, 木寺健一, 宮路剛史, 米倉暁彦, 進藤裕幸, 千葉剛

次：変形性膝関節症に対する脛骨顆外反骨切り術のX線学的成積. 第3回日本関節鏡・膝・スポーツ
整形外科学会, 6/16-18, 札幌, 2011
36. 田口憲士, 宮本俊之, 浅原智彦, 梶山史郎, 後藤久貴, 福島達也, 岡崎成弘：当院における下肢外
傷に対するstaged management.第37回日本骨折治療学会, 7/1-2, 横浜, 2011第37回 日本骨折治療学会
37. 福島達也, 宮本俊之, 浅原智彦, 田口憲士, 岡崎成弘, 梶山史郎, 尾﨑 誠, 進藤裕幸：外傷性下
肢切断の検討. 第37回日本骨折治療学会, 7/1-2, 横浜, 2011
38. 宮本俊之, 梶山史郎, 浅原智彦, 福島達也, 田口憲士, 進藤裕幸：開放骨折に対する局所陰圧閉鎖
処置. 第37回日本骨折治療学会, 7/1-2, 横浜, 2011
39. 後藤久貴, 尾﨑

誠, 宮本俊之, 穂積

晃, 浅原智彦, 福島達也, 田口憲士, 岡崎成弘, 進藤裕

幸, 伊達武利, 長岡徳三：高齢者に対する人工骨頭置換術における術中低血圧発生関連因子. 第37
回日本骨折治療学会, 7/1-2, 横浜, 2011
5
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40. 岡崎成弘,

宮本俊之, 浅原智彦, 福島達也, 田口憲士, 尾﨑

誠, 進藤裕幸：下腿開放骨折後偽

関節に対するIlizarov 法の治療経験. 第37回日本骨折治療学会, 7/1-2, 横浜, 2011 ok
41. 梶山史郎, 宮本俊之, 浅原智彦, 﨑村俊之, 進藤裕幸：多部位の損傷を伴う橈骨遠位端骨折に対す
る二期的内固定. 第37回日本骨折治療学会, 7/1-2, 横浜, 2011
42. 小関弘展, 浅原智彦, 日浦 健, 馬場恒明, 林 徳眞吉, 柳原克紀, 上平 憲：酸化チタン創外固
定ピン周囲の骨病理組織学的検討. 第34回日本骨・関節感染症学会, 7/8-9, 淡路, 2011
43. 日浦

健, 小関弘展, 浅原智彦, 峠田博史：酸化チタン超微粒子の蛍光灯光による殺菌効果. 第34

回日本骨・関節感染症学会, 7/8-9, 淡路, 2011
44. 梶山史郎, 﨑村俊之, 安達信二, 進藤裕幸：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)化膿性肩関節炎
の治療. 第34回日本骨・関節感染症学会, 7/8-9, 淡路, 2011
45. 﨑村俊之, 梶山史郎, 安達信二, 日浦

健, 弦本敏行, 進藤裕幸：金属表面における表皮ブドウ球

菌のバイオフィルム発育に対するバンコマイシンの影響について. 第34回日本骨・関節感染症学会,
7/8-9, 淡路市, 2011
46. 富田雅人, 宮田倫明, 野崎義宏, 進藤裕幸, 熊谷謙治, 林 徳眞吉, 安倍邦子, 木下直江：骨・軟
部腫瘍診断における細胞診の診断能について. 第44回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会,
7/14-15, 京都, 2011
47. 野崎義宏, 富田雅人, 上戸康平, 進藤裕幸, 熊谷謙治, 木下直江：殿部から骨盤腔内にかけて発生
した悪性グロムス腫瘍の1 症例. 第44回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会, 7/14-15, 京都,
2011
48. 上戸康平, 宮本

力, 尾﨑

誠, 弦本敏行, 松本智子, 進藤裕幸：当科で経験した生物医学的製剤

使用の有無による周術期トラブルについて. 第55回 日本リウマチ学会総会・学術集会、第20回 国
際リウマチシンポジウム, 7/17-20, 神戸,2011
49. 宮本

力, 上戸康平, 尾﨑

誠, 弦本敏行, 松本智子, 進藤裕幸：関節リウマチに対するセメント

レスTKAの中期成積～X線学的評価によるOAとの比較～.

第55回 日本リウマチ学会総会・学術集

会、第20回 国際リウマチシンポジウム, 7/17-20, 神戸, 2011
50. 後 藤久 貴, 尾 﨑

誠, 穂 積

晃, 福 島達 也, 千 葉

恒, 進 藤裕 幸, 高 橋克 郎, 榎 本

寛：

Charnley 式人工股関節置換術の25 年成績. 第24回日本臨床整形外科学会学術集会, 7/17-18, 長
崎, 2011
6
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51. 古川敬三, 梶山史郎, 﨑村俊之： 肩甲下筋腱断裂に対する鏡視下修復術後の臨床経過. 第38回日
本肩関節学会, 10/7-8, 福岡, 2011
52. 﨑村俊之, 古川敬三, 梶山史郎: 鏡視下関節制道術を行った有痛性麻痺性肩関節亜脱臼の１例.
第38回日本肩関節学会, 10/7-8, 福岡, 2011
53. 岡野邦彦, 本川

哲, 榎本

寛, 高橋克郎, 後藤久貴, 穂積

晃, 尾﨑

誠：遺残性亜脱臼と骨頭

変形―どの時期にどの治療を選択すべきか―. 第38回日本股関節学会学術集会, 10/7-8, 鹿児島,
2011
54. 岡野邦彦, 榎本

寛, 宮田倫明, 高橋克郎, 尾﨑

誠, 本川

哲, 穂積

晃：Kerboull 十字プレ

ートにチップ状同種骨移植を併用した臼蓋再建術の治療成績. 第38回日本股関節学会学術集会,
10/7-8, 鹿児島, 2011
55. 馬場秀夫, 田上敦士, 安達信二, 日浦 健, 依田 周：環軸関節亜脱臼により椎骨動脈閉塞を呈
し多発性脳梗塞を発症した2例. 第20回日本脊椎インストゥルメンテーション学会, 10/27-29, 福
岡, 2011
56. 日浦

健, 馬場秀夫, 田上敦士, 安達信二, 依田

周：当院における後頭頚椎後方固定術～後頭骨

Screwの固定性の検討～. 第20回日本脊椎インストゥルメンテーション学会, 10/27-29, 福岡,
2011
57. 田上敦士, 馬場秀夫, 安達信二, 日浦

健, 依田

周：骨粗鬆症性椎体骨折後偽関節における手術

治療成績の検討―術式間での術後隣接椎骨折の比較―. 第20回日本脊椎インストゥルメンテーシ
ョン学会, 10/27-29, 福岡, 2011
58. 千葉

シンポジウム

恒, 伊東昌子, Andrew Burghardt, Sharmila Majumdar, 尾﨑

誠：CT画像の最新知見

―

MDCT、HR-pQCT について―. 第39回日本関節病学会, 11/12-13, 横浜, 2011
59. 岡野邦彦, 本川

哲, 榎本

寛, 高橋克郎, 穂積

晃, 尾﨑

誠：客観的指標に基づく寛骨臼回転

骨切り術の適応判断. 第39回日本関節病学会, 11/12-13, 横浜, 2011
60. 田上敦士, 馬場秀夫, 安達信二, 日浦

健, 上園春仁, 尾﨑

誠：馬尾症状を呈する腰椎黄色靭帯

骨化症に対する内視鏡下椎弓切除術の経験. 第14回日本内視鏡低侵襲脊椎外科学会, 11/25-26, 神
戸, 2011
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61. 後藤久貴, 穂積 晃, 福島達也, 志田崇之, 西野雄一朗, 伊達武利, 長岡徳三：高齢者大腿骨近位
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62. 依田

周, 馬場秀夫, 田上敦士, 安達信二, 日浦

健, 尾﨑

誠：当院におけるダンベル腫瘍の治

療成績. 第122回 西日本整形・災害外科学会学術集会 11/26-27, 熊本, 2011
63. 森

圭介, 馬場秀夫, 田上敦士, 安達信二, 日浦

健, 依田

周, 尾﨑

誠：高度な脊柱変形を伴

う先天性後側弯症に対し矯正固定術を行った2 例. 第122回 西日本整形・災害外科学会学術集会
11/26-27, 熊本, 2011
64. 富田雅人, 宮田倫明, 野崎義宏, 尾﨑

誠：人工材料でアキレス腱再建を行った軟部腫瘍の1 例.

第122回 西日本整形・災害外科学会学術集会 11/26-27, 熊本, 2011
65. 富田雅人, 宮田倫明, 野崎義宏：石灰化を伴う殿部軟部腫瘍の１例. 第 35 回西日本骨軟部腫瘍懇
話会. 11/26, 熊本県熊本市, 2011.
66. 穂積
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後藤久貴, 福島達也, 志田崇之, 尾﨑

誠：当院における大腿骨外反骨切り術併用キ

アリ骨盤骨切り術の治療成績. 第122回 西日本整形・災害外科学会学術集会

11/26-27, 熊本,

2011
67. 志田崇之, 穂積

晃, 後藤久貴, 福島達也, 尾﨑

誠：当院における高位脱臼股に対する転子下骨

切り術併用THA の術後成績. 第122回 西日本整形・災害外科学会学術集会 11/26-27, 熊本, 2011
68. 西野雄一朗, 宮本俊之, 福島達也, 田口憲士, 尾﨑
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西日本整形・災害外科学会学術集会 11/26-27, 熊本, 2011
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