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がん診療に携わる医療者のための緩和ケア研修会
辻本　浩

関西労災病院 2016.10.30 尼崎市

がん診療に携わる医療者のための緩和ケア研修会
辻本　浩

県立尼崎医療センター 2016.11.20 尼崎市

がん診療に携わる医療者のための緩和ケア研修会
辻本　浩

公立豊岡病院 2016.11.27 豊岡市

緩和ケア研修会
池田和世

緩和ケア研修会 2016.12.3 西宮市

がん診療に携わる医療者のための緩和ケア研修会
辻本　浩

神鋼記念病院 2016.12.3 神戸市

がん診療に携わる医療者のための緩和ケア研修会
辻本　浩

神戸中央市民病院 2016.12.18 神戸市

主催した研究会

池田和世
がん患者地域連携のための他職種カンファレンス 2016.1.28 尼崎市

池田和世
緩和ケア研修会 2016.5.21-22 尼崎市

池田和世
オピオイド研修会 2016.6.8 尼崎市

池田和世
緩和ケア研修会 2016.10.29-30 尼崎市

論文・著書

Fixation strength of caudal pedicle screws after 
posterior lumbar interbody fusion with the modified 
cortical bone trajectory screw method

Sakaura H, Miwa T, Yamashita T, Kuroda Y, Ohwada T
Asian Spine J 10(4):639-645,2016

Lifestyle-related diseases affect surgical outcomes after 
posterior lumbar interbody fusion

Sakaura H, Miwa T, Yamashita T, Kuroda Y, Ohwada T
Global Spine J 6(1):2-6,2016

Incidence and risk factors for late neurologic 
deterioration after C3-6 laminoplasty for cervical 
spondylotic myelopathy

Sakaura H, Miwa T, Kuroda Y, Ohwada T
Global Spine J 6(1):53-59,2016

Scaffold-free, stem cell-based cartilage repair
Yasui Y, Ando W, Shimomura K, Koizumi K, Ryota C, 

Hamamoto S, Kobayashi M, Yoshikawa H, Nakamura N.
J Clin Orthop Trauma 7(3):157-163,2016

Surgical outcomes after laminoplasty for cervical 
spondylotic myelopathy in patients with renal 
dysfunction and/or aortic arch calcification

Sakaura H, Miwa T, Kuroda Y, Ohwada T
J Neurosurg Spine 25(4):444-447,2016

Posterior lumbar interbody fusion with cortical bone 
trajectory screw fixation versus posterior lumbar 
interbody fusion using traditional pedicle screw 
fixation for degenerative lumbar spondylolisthesis: a 
comparative study

Sakaura H, Miwa T, Yamashita T, Kuroda Y, Ohwada T
J Neurosurg Spine 25(5):591-595,2016

Healing of tibial bone tunnels after bone grafting for 
staged revision anterior cruciate ligament surgery: A 
prospective computed tomography analysis

Uchida R, Toritsuka Y, Mae T, Kusano M, Ohzono K
Knee 23(5):830-836,2016

生活習慣病と脊椎変性疾患の治療－特に腎機能障害・動脈硬化
の視点から－

坂浦博伸
大津市医師会誌 39(6):16-19,2016

当院における Stemmed Metal on Metal THA の中期成績
安藤　渉、山本健吾、小山　毅、橋本佳周、辻本貴志、大園健二、

相原雅治
Hip Joint 42:569-572,2016

人工股関節全置換術前後における可動域・歩行能力と股関節疾
患評価質問票（JHEQ) を用いた患者満足度との関係

福井浩之、安藤　渉、瀧平裕樹、橋本佳周、辻本貴志、小山　毅、
山本健吾、大園健二

Hip Joint 42(Supplement):S140-S143,2016
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坐骨神経痛をどう説明する？～足がしびれる、でも原因は腰
坂浦博伸

G ノート 3(5):807-813,2016

PLIF における CBT 法による椎弓根スクリューの合併症とその
対策

大和田哲雄、坂浦博伸、三輪格俊、黒田有佑
整形外科最小侵襲手術ジャーナル 79:55-65,2016

Cruciate Substituting(CS) 型 TKA と Posterior 
Stabilized(PS) 型 TKA の短期臨床成績及び患者立脚型評価に
対する比較検討

安藤　渉、山本健吾、小山　毅、橋本佳周、辻本貴志、大園健二
日本人工関節学会誌 46:87-88,2016

腰椎変性疾患に対する PLIF
大和田哲雄

OS Nexus6 脊椎固定術　これが基本テクニック p.118-129 Medical View 社 
2016

人工骨頭と人工股関節の歴史 - 人工材料を用いた股関節形成
術の変遷と現状

小山　毅、大園健二
整形外科 SURGICAL TECHNIQUE BOOKS 3 人工股関節置換術 [THA・BHA] : 

人工関節の基礎知識 , 基本テクニック , 合併症対策 p.2-8 メディカ出版 2016

学会報告

Tibial insertions of the anterior cruciate ligament and 
the anterior horn of the lateral meniscus: a histological 
and computed tomograhic study

Kusano M, Yonetani Y, Mae T, Nakata K, Shino K
17th ESSKA Congress (European Society of Spors Traumatology, 

Knee Surgery, and Arthroscopy) 2016.5 Barcelona,Spain

An increase in the loop length of adjustable-length 
femoral cortical suspension device did not occur in 
the anatomical ACL reconstruction by the anatomic 
rectangular tunnel technique with a BTB graft

Kusano M, Uchida R, Kazui A, Toritsuka Y
17th ESSKA Congress (European Society of Spors Traumatology, 

Knee Surgery, and Arthroscopy) 2016.5 Barcelona,Spain

The operative treatment for Dubberley type 3B coronal 
shear fractures of the distal humerus

Nishimoto S, Horiki M, Nakagawa R, Denno K
71st Annual Meeting of American Society for Surgery of the Hand 

2016.9 Austin,TX

上腕骨遠位 Coronal shear facture Dubberley 分類 type3B
の手術治療成績

西本俊介、堀木  充、中川玲子、田野確郎
第 28 回日本肘関節学会学術集会 2016.2.12-13 岡山市

当院における Stemmed Metal on Metal THA の中期成績
安藤　渉、山本健吾、小山　毅、橋本佳周、辻本貴志、大園健二、

相原雅治
第 46 回日本人工関節学会 2016.3 大阪市

Cruciate Substituting(CS) 型 TKA と Posterior 
Stabilized(PS) 型 TKA の短期臨床成績及び患者立脚型評価に
対する比較検討

安藤　渉、山本健吾、小山　毅、橋本佳周、辻本貴志、大園健二
第 46 回日本人工関節学会 2016.3 大阪市

小児に発生した膝蓋骨骨折の 1 例
草野雅司

第 126 回尼崎市整形外科医会 2016.3 尼崎市

腰椎椎間板ヘルニアによる神経根伸張の定量的評価の試み
黒田有佑、三輪俊格、坂浦博伸、大和田哲雄

第 45 回日本脊椎脊髄病学会 2016.4 千葉市

生活習慣病は頚椎症性脊髄症に対する椎弓形成術の手術成績
に影響を及ぼすか？

坂浦博伸、三輪俊格、黒田有佑、大和田哲雄
第 45 回日本脊椎脊髄病学会 2016.4.14-16 千葉市

PLIF 後隣接椎間障害の発生頻度はスクリュー刺入法により減少
するのか？～術後 2 年・5 年における発生頻度

三輪俊格、坂浦博伸、黒田有佑、大和田哲雄
第 45 回日本脊椎脊髄病学会 2016.4.14-16 千葉市

PLIF 椎間における術後前弯に関わる因子についての検討
塚崎裕之、三輪俊格、黒田有佑、坂浦博伸、大和田哲雄

第 45 回日本脊椎脊髄病学会 2016.4.14-16 千葉市

全身振動・加速度刺激によるラット坐骨神経損傷モデルに対す
る神経再生促進効果

西本俊介、田中啓之、村瀬 　剛、吉川秀樹
第 59 回日本手外科学会学術集会　2016.4.21-22 広島市

評価断面の違いによる反復性膝蓋骨脱臼膝の大腿骨滑車形態
の変化

山田裕三、鳥塚之嘉、中村憲正、堀部秀二、菅本一臣、吉川秀樹、
史野根生

第 8 回 JOSKAS 2016.7.28-30 福岡市

40 歳以上の患者に対する ACL 再建術の臨床成績～移植腱によ
る比較～

草野雅司、鳥塚之嘉、内田良平
第 8 回 JOSKAS 2016.7.28-30 福岡市

片側性特発性大腿骨頭壊死症の特徴と反対側の経過
安藤　渉、山本健吾、小山　毅、橋本佳周、安井広彦、大園健二

特発性大腿骨頭壊死症調査研究班　平成 28 年度第 1 回班会議 2016.8 大阪市

腰椎変性すべり症に対する CBT screw 法による PLIF の成績 -
従来の PS 固定法との比較 -

坂浦博伸、山下智也、大和田哲雄
第 25 回日本脊椎インストゥルメンテーション学会 2016.10.28-29 長崎市
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頚椎 OPLL に対する術後復職調査－労災病院多施設研究
前野考史、岩崎幹季、杉浦　剛、松本富哉、山下智也、奥田真也、

黒田有佑、坂浦博伸、大和田哲雄
難治性疾患政策研究事業　脊柱靭帯骨化症に関する調査研究　難治性疾患実用化

研究事業、脊柱靭帯骨化症の治療指針策定および手術治療の質を高めるための
大規模多施設研究

　後縦靭帯骨化症の病態解明・治療法開発に関する研究
平成 28 年度

第 2 回合同班会議 2016.11 月 東京都

片側性特発性大腿骨頭壊死症の特徴と反対側の経過
安藤　渉、山本健吾、小山　毅、橋本佳周、安井広彦、大園健二

第 43 回日本股関節学会 2016.11 大阪市

J-Taper ステムの短期成績
安井広彦、橋本佳周、安藤　渉、小山　毅、山本健吾、大園健二

第 43 回日本股関節学会 2016.11 大阪市

MoM THA 後に臀部腫瘤が生じた 1 例
安藤　渉、山本健吾、小山　毅､ 橋本佳周、安井広彦、大園健二 

第 42 回関西股関節研究会 2016.12 大阪市

膝蓋腱を用いる長方形型骨孔 ACL 再建術後に大腿骨ソケット内
の直方体状骨プラグが破損した１例

草野雅司、鳥塚之嘉
第 22 回スポーツ傷害検討会 2016.12 大阪市

足関節骨折術後に来した距骨骨軟骨損傷に対して自家骨軟骨移
植術を施行した 1 例

前　裕和、草野雅司、鳥塚之嘉
第 54 回大阪骨折研究会 2016.12 大阪市

講演会やテレビ出演

椎間孔狭窄に対する低侵襲固定術～Stand Alone TLIFの試み～
大和田哲雄

大阪脊椎外科フォーラム 2016.1 大阪市

腎機能障害の視点から見た脊椎変性疾患の治療
坂浦博伸

第 37 回日本病院薬剤師会近畿学術大会 2016.1 神戸市

生活習慣病が脊椎変性疾患の治療に及ぼす影響－腎機能障害に
着目して－

坂浦博伸
ヤンセンファーマ株式会社　社内勉強会 2016.2 神戸市

腰痛の鑑別と手術
坂浦博伸

疼痛医療センター学術セミナー 2016.2 尼崎市

優しい骨粗鬆症のお話
中川玲子

第 2 回 ATFWomens Doctors Forum 2016.2.6 大阪市

3-D コンピュータモデルの解析からみた反復性膝蓋骨脱臼に対
する治療戦略

鳥塚之嘉
第 2 回久留米スポーツ傷害フォーラム 2016.4 福岡県

生活習慣病と脊椎変性疾患の治療－特に腎機能障害・動脈硬化
の視点から－

坂浦博伸
大津市医師会サタデーセミナーパート 1 2016.4 大津市

腎機能障害の視点から見た脊椎変性疾患の手術成績と鎮痛剤
の選択

坂浦博伸
久光製薬株式会社　医薬情報担当者研修会 2016.6 神戸市

腰痛・下肢痛を訴える患者さんが来たら－その診断と治療－
坂浦博伸

かかりつけ医のための腰痛診療セミナー 2016.7 西宮市

腎機能障害・動脈硬化が脊椎変性疾患の治療に及ぼす影響
坂浦博伸

整形外科医のための神経障害性疼痛セミナー 2016.7 芦屋市

動脈硬化をもたらす生活習慣病の視点から見た脊椎変性疾患の
治療

坂浦博伸
第 3 回大阪疼痛治療研究会 2016.9 大阪市

Cloward 原法と CBT 法による Mini Open PLIF
大和田哲雄

第 2 回博多脊椎懇話会 2016.10 福岡県

後方経路腰椎椎体間固定術後の骨癒合不全とその対策につい
て

坂浦博伸
旭化成ファーマ社内勉強会 2016.11 神戸市

乳癌脊椎転移の診断と治療－脊椎外科医の立場から－
坂浦博伸

第 9 回阪神乳がんチーム医療を考える会 2016.11 尼崎市

Complication around Cortical Bone Trajectory method 
associated with PLIF

大和田哲雄
第 11 回中日脊椎外科技術検討会 2016.12 広州 , 中国

主催した研究会

大和田哲雄
尼崎脊柱再建セミナー 2016.8 尼崎市

座長を務めた学会・研究会

大和田哲雄
日本整形外科学会学術集会 2016.5 横浜市

安藤　渉
第 18 回なにわ整形外科基礎研究会 2016.8 大阪市
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大和田哲雄
尼崎脊柱再建セミナー 2016.8 尼崎市

坂浦博伸
尼崎整形医療フォーラム 2016.9 尼崎市

大和田哲雄
第 25 回日本脊椎インストゥルメンテーション学会 2016.10 長崎市

大和田哲雄
日本職業・災害医学会学術集会 2016.10.22-23 仙台市

草野雅司
第 22 回スポーツ傷害検討会 2016.12 大阪市

学会報告

胆嚢摘出術後肋軟骨炎の一治療例
千代彩香、南　享介、三木綾子、浅田裕司

第 112 回関西形成外科学会学術集会 2016.3.13 大阪市

大動脈ステントグラフト内挿術後のステントグラフト感染に対し
有茎広背筋皮弁により救命し得た手術例

南　享介、浅田裕司、三木綾子、田中彩香、吉龍正雄、菊池浩輔
第 8 回日本創傷外科学会総会・学術集会 2016.7.21-22 東京都

男性の肥大乳頭の治療経験　十字切開法
田中彩香、南　享介、三木綾子、浅田裕司

第 114 回関西形成外科学会学術集会 2016.11.26 大阪市

●●
●● 形成外科


