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膵癌 (1)
武田　裕

第 77 回日本癌学会学術集会 2018.9.27-29 大阪市

一般演題（ポスター 28）：進行大腸癌治療
村田幸平

第 73 回日本大腸肛門病学会 2018.11.9-10 東京都

一般演題 1
武田　裕

第 10 回膵臓内視鏡外科研究会 2018.11.21 東京都

シンポジウム 1-2「困難症例、再肝切除に対する鏡視下肝切除
の工夫」 

武田　裕
第 12 回肝臓内視鏡外科研究会 2018.11.21 東京都

一般口演 大腸悪性 肥満
村田幸平

第 31 回日本内視鏡外科学会総会 2018.12.6-8 福岡市

論文・著書

Modulus ステムの中期成績
安井広彦、小川　剛、橋本佳周、安藤　渉、小山　毅、津田隆之　

日本人工関節学会誌 48 巻：17-18

MRI および血中金属濃度測定による metal on metal 人工股
関節善置換術後 5 年の評価

安井広彦、安藤　渉、小川　剛、橋本佳周、小山　毅、山本健吾、
相原雅治、大園健二、津田隆之　

Hip Joint 44 巻 1 号 :：379-382

Loop length change of an adujustable-length femoral 
cortical suspension device in anatomic rectangular 
tunnel anterior cruciate ligament reconstruction with 
a bone-patellar tendon-bone graft and associated 
clinical outcomes

Kusano M, Kazui A, Uchida R, Mae T, Tsuda T, Toritsuka Y
Arthroscopy 34（4）： 3063-3070,2018

Factors related to disagreement in implant size 
between preoperative CT-based planning and the 
actual implants used intraoperatively for total hip 
arthroplasty.

Ogawa T, Takao M, Sakai T, Sugano N
Int J Comput Assist Radiol Surg 13（4）：551-562,2018

Soft tissue tension is four times lower in the unstable 
primary total hip arthroplasty.

Ogawa T, Hamada H, Takao M, Sakai T, Sugano N
Int Orthop 42（9）：2059-2065,2018

Patellar instability can be classified into four types 
based on patellar movement with knee flexion: a 
three-dimensional computer model analysis.

Yamada Y, Toritsuka Y, Horibe S, Nakamura N, Sugamoto K, 
Yoshikawa H, Shino K

Journal of ISAKOS 3(6), 328-335, 2018

学会発表

高位脱臼股に対してモジュラスステムを用いた人工股関節置換
術の中期成績

小川　剛、安井広彦、橋本佳周、安藤　渉、小山　毅、津田隆之　
第 48 回日本人工関節学会 2018.2 東京都

DCM-J セメントステムの短期成績 2 種類のセメントマントルの
比較

橋本佳周、坂井孝司、濱田英敏、高尾正樹、中村宣雄、菅野伸彦
第 48 回日本人工関節学会 2018.2 東京都

Modulus ステムの中期成績
安井広彦、小川　剛、橋本佳周、安藤　渉、小山　毅、津田隆之　

第 48 回日本人工関節学会 2018.2 東京都
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●● 整形外科
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外傷による剥離骨片を伴った上腕三頭筋腱断裂に対する治療経
験

西本俊介、堀木　充、鈴木浩司、中川玲子
第 30 回日本肘関節学会学術集会 2018.2 東京都

橈骨頭骨折 Mason type1 に合併した osteochondral 
fracture の 1 例

鈴木浩司、堀木　充、西本俊介、中川玲子
第 30 回日本肘関節学会学術集会 2018.2 東京都

Modulus ステムの中期成績
安井広彦、小川　剛、橋本佳周、安藤　渉、小山　毅、津田隆之　

第 22 回兵庫股関節研究会 2018.3 神戸市

Postoperative change of cervical sagittal balance in 
patients with cervical spondylotic myelopathy ‐A 
comparison between C3-6 laminoplasty and C3-7 
laminoplasty-

Ohnishi A, Sakaura H, Yamagishi A, Ohwada T
The 9th Cervical Spine Research Society Asia Pacific Section 2018.3 

New Delhi, India

骨盤骨切り手術の中期成績
安井広彦、小川　剛、橋本佳周、安藤　渉、小山　毅、津田隆之　

第 45 回関西股関節研究会 2018.4 大阪市

頚椎後縦靭帯骨化症に対する椎弓形成術後の mobile 
segment の可動域変化

大西厚範、坂浦博伸、山岸　亮、大和田哲雄
第 47 回日本脊椎脊髄病学会 2018.4 神戸市

CBT 法 PLIF 後偽関節症例の臨床成績と X 線学的指標との関連
山岸　亮、坂浦博伸、大西厚範、大和田哲雄

第 47 回日本脊椎脊髄病学会 2018.4 神戸市

骨性マレット指に対する術前 3D-CT 評価と術後成績の検討
西本俊介、堀木　充、鈴木浩司、中川玲子
第 61 回日本手外科学会学術集会 2018.4 東京都

成人舟状骨骨折における高齢患者と青壮年患者の比較
鈴木浩司、堀木　充、西本俊介、中川玲子
第 61 回日本手外科学会学術集会 2018.4 東京都

反復する踵骨前方突起骨折に対して観血的整復固定術を要した
1 例

宮田佐崇、草野雅司、堀木　充、津田隆之、鳥塚之嘉
第 130 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2018.4 松山市

後外側回旋不安定性を呈した小児上腕骨外側上顆 sleeve 
fracture の 1 例

大谷俊哉、鈴木浩司、西本俊介、中川玲子、堀木　充
第 130 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2018.4 松山市

Postoperative loss of lumbar lordosis affects clinical 
outcomes in patients with pseudoarthrosis after 
posterior lumbar interbody fusion using cortical bone 
trajectory screw fixation

Yamagishi A, Sakaura H, Ohnishi A, Ohwada T
The 45th International society for the study of the lumbar spine 2018.5 

Banff, Canada

脛骨骨幹部骨折後変形治癒に対して computer simulation を
用いて矯正骨切り術を施行した 1 例

三宅　佑、草野雅司、鳥塚之嘉、橋本佳周、阿部真悟、村瀬　剛、
津田隆之

第 57 回大阪骨折研究会 2018.6 大阪市

膝蓋腱を用いた長方形骨孔前十字靭帯再建術後の大腿骨骨孔
拡大と骨孔作成部位における術前骨密度の相関

草野雅司、大谷俊哉、鳥塚之嘉
第 10 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会（JOSKAS） 2018.6 福岡市

Predictability of implant sizes in THA with the use of 
preoperative CT images

Ogawa T, Takao M, Sakai T, Sugano N
The 32nd Computer Assisted Radiology and Surgery 2018.6  

Berlin, Germany

PLIF with Cortical Bone Trajectry screw fixation~ New 
& Less Invasive method for spinal fusion

Ohwada T
The 7th Blue Sky Conference & Sino Japan Spine Summit Forum 2018.7 

銀川 , 中国

箕面市立病院における四肢骨折手術の部位・性・年齢別件数の
検討

津田隆之、後藤　晃、信貴経夫、李　勝博
第 131 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2018.9 岡山県

Impacts of postoperative changes of segmental 
mobility on neurologic improvement after laminoplasty 
for cervical ossification of the posterior longitudinal 
ligament

Ohnishi A, Sakaura H, Yamagishi A, Ohwada T
The 20th Eurospine 2018.9 Barcelona、Spain

Postoperative loss of lumbar lordosis affects clinical 
outcomes in patients with pseudoarthrosis after 
posterior lumbar interbody fusion using cortical bone 
trajectory screw fixation.

Yamagishi A, Sakaura H, Ohnishi A, Ohwada T
The 20th Eurospine 2018.9 Barcelona、Spain

人間ドック受診者に対する JHEQ、SF-12 を用いた QOL 評価
小川　剛、安藤　渉、坂井孝司、上杉裕子、安井広彦、橋本佳周、

小山　毅、津田隆之　
第 45 回日本股関節学会 2018.10 名古屋市

変形大腿骨に対する矯正骨切り併用人工股関節全置換術におけ
る実物大臓器立体モデル（3D 造形モデル）の使用経験

橋本佳周、小川　剛、安井広彦、安藤　渉、小山　毅、津田隆之　
第 45 回日本股関節学会 2018.10 名古屋市
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AMIStem-H の短期成績
安井広彦、小川　剛、橋本佳周、安藤　渉、小山　毅、津田隆之　

第 45 回日本股関節学会 2018.10 名古屋市

骨盤骨切り手術の中期成績
安井広彦、小川　剛、橋本佳周、安藤　渉、小山　毅、津田隆之　

第 45 回日本股関節学会 2018.10 名古屋市

回復期リハの有無からみた頚髄症の入院医療費と重症度との関
連

石井正悦、大和田哲雄、津田隆之
第 66 回日本職業・災害医学会学術大会 2018.10 和歌山市

Clinical results of total hip arthroplasty using Modulus 
stem for high hip dislocation
Ogawa T, Ando W, Yasui H, Hashimoto Y, Koyama T, Tsuda T, 

Ohzono K
The 31st International Society for Technology in Arthroplasty 2018.10 

London, UK

超高齢者の不安定型大腿骨転子部骨折に対する人工骨頭置換
術—術後早期からの全荷重歩行練習を目的として

小山　毅、津田隆之　
第 2 回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会 2018.11 仙台市

反復する踵骨前方突起骨折に対して観血的整復固定術を要した
1 例

宮田佐崇、草野雅司、堀木　充、津田隆之、鳥塚之嘉
第 19 回大阪スポーツ障害・外傷を語る会 2018.12 大阪市

ステム後捻症例の再 THA におけるステム前捻調整の是非
岡本恭典、津田隆之、小川　剛、安井広彦、橋本佳周、小山　毅　　

第 46 回関西股関節研究会 2018.12 大阪市

Application of CBT Screw with PLIF for Spondylolytic 
Spondylolisthesis

Ohwada T
第 12 回中日脊柱外科新技術検討会 2018.12 広州、中国

講演会やテレビ出演

スポーツによる疲労骨折とその治療
草野雅司

第 17 回骨折治療を考える会 2018.2 大阪市

CBT 法を用いた低侵襲 PLIF の実際と問題点 ～骨癒合率改善
のための対策を中心として～

大和田哲雄
中部 MISｔ研究会 2018.2 静岡県

肘周辺骨折の診断と治療について
堀木　充

宝塚市整形外科医会 2018.6 宝塚市

AMIS アプローチによる人工股関節全置換術
安井広彦

第 141 回尼崎市整形外科医会学術講演会 2018.7 尼崎市

当院の脊椎診療
石井正悦　

第 2 回武庫川セミナー 2018.7 尼崎市

当院スポーツ整形外科の現況
草野雅司

第 2 回武庫川セミナー 2018.7 尼崎市

デュプイトレン拘縮の最新治療
堀木　充

第 2 回武庫川セミナー 2018.7 尼崎市

変形性関節症の薬物療法と手術
橋本佳周

第 2 回武庫川セミナー 2018.7 尼崎市

半月板縫合の工夫
草野雅司

第 142 回尼崎市整形外科医会学術講演会 2018.11 尼崎市

PLIF の基本コンセプト、変遷、そして今後 ～術前後の感染対
策を中心に～

大和田哲雄
第 41 回奈良県骨関節研究会 2018.11 奈良市

ACL 脛骨付着部の解剖と臨床～変形性関節症へ至らない解剖
学的 ACL 再建術を目指して～

草野雅司
第 19 回大阪スポーツ障害・外傷を語る会 2018.12 大阪市

膝蓋骨脱臼の基礎・画像評価（形態・キネマティクス）
鳥塚之嘉

第 35 回膝関節フォーラム 2018.12 東京都

整形外科の術式について
堀木　充

労災医療担当者ブロック講習会 2018.12 尼崎市

人工股関節善置換術後のストレスシールディングに対するデノ
スマブの効果

安井広彦
第 46 回関西股関節研究会 2018.12 大阪市

主催した研究会

津田隆之
第 44 回阪神地区整形外科を語る会 2018.5 大阪市

津田隆之
第 2 回武庫川セミナー 2018.7 尼崎市

石井正悦
第 22 回関西 MISt 研究会 2018.11 大阪市
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鳥塚之嘉
第 19 回大阪スポーツ障害・外傷を語る会 2018.12 大阪市

座長を務めた学会・研究会

大和田哲雄
第 47 回日本脊椎脊髄病学会 2018.4 神戸市

膝前十字靱帯再建術の現状
鳥塚之嘉

第 44 回阪神地区整形外科を語る会 2018.5 大阪市

各種股関節疾患の診断・治療とピットフォール～小児から成人
まで～

津田隆之
第 44 回阪神地区整形外科を語る会 2018.5 大阪市

International Symposium 7  Treatment of Patellar 
Insatability

鳥塚之嘉
第 11 回 JOSKAS 2018.6 札幌市

頚椎疾患の Red Flag—自験例から得た教訓— 
石井正悦

第 2 回武庫川セミナー 2018.7 尼崎市

同種間葉系幹細胞を用いた軟骨再生治療—研究室から臨床応
用へ―

津田隆之
第 2 回武庫川セミナー 2018.7 尼崎市

骨粗鬆症と関節症の病態連関に基づく同時治療の実際―医療安
全からみたビタミン D 充足度評価の必要性とは―

津田隆之
兵庫県整形外科医会整形外科フォーラム 2018.8 神戸市

大和田哲雄
第 27 回日本脊椎インストゥルメンテーション学会 2018.9 東京都

脊椎低侵襲手術のメリットデメリット
石井正悦

第 22 回関西 MISt 研究会 2018.11 大阪市

学会発表

リスク低減乳房切除と再建を行った遺伝性乳癌卵巣癌症候群
（HBOC）の 2 例

浅田裕司、三木綾子、大谷直也、服部理華子、柄川千代美
第 6 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会 2018.9.20-21

 大阪市

炎症性粉瘤よりガス壊疽をきたした 1 例
服部理華子、大谷直也、三木綾子、浅田裕司

第 120 回関西形成外科学会学術集会 2018.11.17 西宮市

●●
●● 形成外科




