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プログラム

第１日目（3月24日（金））

第１会場

開会の辞　	 （9:45～ 9:50）

教育研修講演１　	 （9:50～ 10:50）
座長　木村　　敦（自治医科大学）

1-1-EL1 大規模レジストリー（JOANR）からみた筋骨格系手術の 
ナショナルトレンド …………………………………………………………  41

○種市　　洋

獨協医科大学整形外科

シンポジウム１　創外固定のイロハから最新まで	 （10:50～ 12:00）
座長　松村　福広（自治医科大学救急医学講座）　　	

松井健太郎（帝京大学医学部整形外科学講座）

1-1-S1-1 全ての整形外科医が知っておくべき創外固定の基礎知識 ………………  51
○宇田川和彦

慶應義塾大学救急医学

1-1-S1-2 外傷整形外科医による上肢創外固定 ………………………………………  51
○二村謙太郎

湘南鎌倉総合病院 整形外科外傷センター 

1-1-S1-3 創外固定のイロハ　骨盤輪損傷に対する創外固定 ………………………  52
○上田　泰久

埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター

1-1-S1-4 大腿骨創外固定　～その基礎と応用～ ……………………………………  52
○久保井卓郎

公立藤岡総合病院



‒ 9 ‒

1-1-S1-5 創外固定で広がる治療選択肢　～下腿篇～ ………………………………  53
○柳澤　洋平

筑波大学救急医学

ランチョンセミナー１　	 （12:10～ 13:10）
座長　鳥尾　哲矢（埼玉医科大学）

1-1-LS1 脊椎外傷の再建―痛い目に合わないためのポイント― …………………  83
○澤上　公彦

富永草野病院整形外科

特別講演１　	 （13:20～ 14:20）
座長　竹下　克志（自治医科大学）

1-1-SL1 1 例 1 例を大切に！；それが全ての始まりでは？ ………………………  37
○清水　敬親

榛名荘病院 群馬脊椎脊髄病センター

特別シンポジウム　	
運動器疾患における画像と病理	 （14:30～ 15:30）

座長　秋山　　達（自治医科大学附属さいたま医療センター）

1-1-SS-1
 運動器疾患における画像と病理 ……………………………………………  65

○井上　泰一

自治医科大学附属病院リハビリテーションセンター

1-1-SS-2
 

○杉本　英治

新上三川病院放射線科

1-1-SS-3
 

○山口　岳彦

獨協医科大学日光医療センター病理診断科
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レビューセッション１　	
高齢者脊柱変形に対する運動療法のエビデンス	 （15:40～ 16:20）

座長　大鳥　精司（千葉大学大学院医学研究院）	
井上　泰一（自治医科大学）　　　　　　

1-1-RV1-1 高齢者脊柱変形に対する運動療法のエビデンス …………………………  69
○大場　哲郎

山梨大学大学院総合研究部整形外科学講座

1-1-RV1-2 高齢者脊柱変形に対する運動療法がアライメントに与える影響 ………  69
○小西　一斉、高橋　雅人、高見澤悠平、竹内　拓海、佐野　秀仁、

細金　直文

杏林大学整形外科

1-1-RV1-3 筋量に対するエビデンス ……………………………………………………  70
○稲毛　一秀1、折田　純久1, 2、江口　　和1、志賀　康浩1、古矢　丈雄1、

牧　　　聡1、大鳥　精司1

千葉大学大学院医学研究院整形外科学1、 
千葉大学フロンティア医工学センター2

シンポジウム２　靱帯骨化症のイロハから最新まで	 （16:30～ 17:40）
座長　大川　　淳（東京医科歯科大学）	

木村　　敦（自治医科大学）　　

1-1-S2-1 OPLL を伴う非骨傷性頚髄損傷の治療戦略　 
―ランダム化比較試験からみた early surgery の効果― ………………  54

○筑田　博隆

群馬大学大学院医学系研究科整形外科学

1-1-S2-2 胸椎後縦靱帯骨化症に対する後方除圧固定術　 
～手術のイロハと最新の工夫～ ……………………………………………  54

○船山　　徹、國府田正雄、高橋　　宏、三浦　紘世、野口　浩史、
江藤　文彦、佐藤　康介、蒲田　久典、奥脇　　駿、猪俣　兼人、
坂下孝太郎、中川　隆嶺、山崎　正志

筑波大学医学医療系整形外科

1-1-S2-3 頚椎 OPLL 手術治療　最新のエビデンス …………………………………  55
○吉井　俊貴

東京医科歯科大学整形外科学分野
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1-1-S2-4 頚椎後縦靭帯骨化症に対する長範囲前方除圧固定術 ……………………  55
○古矢　丈雄1、望月　眞人2, 3、相庭　温臣3、門田　　領3、牧　　　聡1、

國府田正雄4、山崎　正志4、大鳥　精司1

千葉大学医学部附属病院整形外科1、富士整形外科病院2、 
沼津市立病院3、筑波大学附属病院整形外科4

第２会場

一般演題1　脊椎・脊髄１	 （9:50～ 10:50）
座長　遠藤　健司（東京医科大学整形外科）　　　	

船山　　徹（筑波大学医学医療系整形外科）

1-2-FP1-1 首下がり症候群に対して頚胸椎前後方固定術を施行し、 
術後嚥下障害をきたした一例 ………………………………………………  97

○萩野　哲広、大場　哲郎、竹居　隼人、勝　麻里那、小田洸太郎、
波呂　浩孝

山梨大学医学部整形外科

1-2-FP1-2 Forestier 病の前方骨棘切除後に嚥下困難が再増悪した一例について …  97
○中澤　洋平、大場　哲郎、小田洸太郎、勝　麻里那、竹居　隼人、

波呂　浩孝

山梨大学医学部整形外科

1-2-FP1-3 Modified K-Line（-）頚椎症性脊髄症に対する後方除圧固定術　  
－頚椎後縦靭帯骨化症との比較－ …………………………………………  98

○新井　秀和、森平　　泰、稲見　　聡、上田　明希、高田　知史、
土井　一雄、種市　　洋

獨協医科大学病院整形外科学教室

1-2-FP1-4 骨粗鬆症性椎体骨折後の骨修飾薬投与後に特異的な椎体硬化像を 
伴う変形をきたした 1 例 ……………………………………………………  98

○芳賀　　圭、高橋　　宏、國府田正雄、船山　　徹、野口　裕史、
三浦　絋世、江藤　文彦、佐藤　康介、山崎　正志

筑波大学整形外科

1-2-FP1-5 腰椎圧迫骨折に乳糜胸を合併した１例 ……………………………………  99
○出沢　　隆

東邦大学医療センター大森病院整形外科
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1-2-FP1-6 BFD サイドオープンを用いた BKP による骨折椎体保持効果の検討 …  99
○一森紫衣奈、茶薗　昌明、生田　　匠、朝田　淳史、星　　侑希、

種田　雅仁、熊谷　吉夫、田中　孝昭

国立病院機構宇都宮病院　整形外科

1-2-FP1-7 椎体後壁損傷を伴う骨粗鬆症性腰椎椎体骨折の再建術　 
－ LIF と椎体置換術の比較－ ……………………………………………… 100

○土井　一雄、森平　　泰、稲見　　聡、上田　明希、新井　秀和、
高田　知史、種市　　洋

獨協医科大学整形外科

教育研修講演２　	 （11:00～ 12:00）
座長　高橋　　寛（東邦大学医学部整形外科学講座）

1-2-EL2 Safe surgery is our priority. 脊椎外科医が考える「エラーの起源」
とヒューマンファクター ……………………………………………………  42

○筑田　博隆

群馬大学大学院医学系研究科整形外科学

ランチョンセミナー２　	 （12:10～ 13:10）
座長　井上　泰一（自治医科大学附属病院リハビリテーションセンター）

1-2-LS2 全内視鏡を用いた脊椎治療―除圧から固定までー ………………………  84
○小野孝一郎

日本医科大学　整形外科・リウマチ外科

教育研修講演３　	 （14:30～ 15:30）
座長　菅原　　亮（自治医科大学整形外科）

1-2-EL3 頚椎および胸椎後縦靱帯骨化症の診断と治療 ……………………………  43
○山崎　正志

筑波大学医学医療系整形外科
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教育研修講演４　	 （15:40～ 16:40）
座長　細金　直文（杏林大学医学部整形外科）

1-2-EL4 骨転移診療のすゝめ－骨転移診療ガイドラインの改訂－ ………………  44
○河野　博隆

帝京大学医学部整形外科学講座

第３会場

一般演題2　脊椎・脊髄２	 （10:00～ 11:00）
座長　小野孝一郎（日本医科大学　整形外科・リウマチ外科）		　　　　　	

谷口　優樹（東京大学医学部附属病院手術部／整形外科・脊椎外科）

1-3-FP2-1 後方アプローチによる手術により改善した胸椎椎間板ヘルニアの 
2 例 …………………………………………………………………………… 101

○遠藤　照顕1、茂呂　貞美1、竹下　克志2

友愛記念病院　整形外科1、自治医科大学　整形外科2

1-3-FP2-2 FED Interlaminar 法における黄色靭帯切除に関する考察 ……………… 101
○遠藤　康広、大森　一生

日本鋼管病院脊椎外科

1-3-FP2-3 腰部脊柱管狭窄症と脆弱性骨盤輪骨折により下肢神経症状を呈した 
２例 …………………………………………………………………………… 102

○長井　敏洋1、佐藤　正人2、渡辺　雅彦2

東海大学医学部付属大磯病院整形外科1、東海大学医学部整形外科2

1-3-FP2-4 エチドロネート投与後に消失した , XLIF 術後大腰筋内骨化性筋炎の 
1 例 …………………………………………………………………………… 102

○伊藤　剛希、勝見　俊介、篠原　　光、有村　大吾、小幡新太郎、
池上　　拓、澤田　尚武

東京慈恵会医科大学整形外科

1-3-FP2-5 MED 後の再発にヘルニコアで治療した腰椎椎間板ヘルニアの 1 例 … 103
○川瀬　宙夢1, 3、辰村　正紀1、長島　克弥1、山崎　正志2、船山　　徹2

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター水戸協同病院　整形外科1、
筑波大学医学医療系整形外科2、茨城西南医療センター病院整形外科3
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1-3-FP2-6 High signal intensity zone を伴った腰椎椎間板ヘルニアに対する、
経皮的椎間板内酵素注入療法の治療効果 ………………………………… 103

○江守　　永1、大下　優介1、山村　　亮2、丸山　博史2、工藤　理史2、
白旗　敏之3、豊根　知明2、稲垣　克記2

昭和大学横浜市北部病院整形外科1、昭和大学医学部整形外科学講座2、 
昭和大学江東豊洲病院整形外科3

1-3-FP2-7 右下肢痛を呈した特発性硬膜外脂肪腫症の 1 例 ………………………… 104
○石坂　　剛1、筒井　俊行1、江里　彰大2、飯田　泰明2、和田　明人2、

高橋　　寛2

相模原中央病院1、東邦大学整形外科2

一般演題4　炎症性疾患・感染症	 （11:00～ 12:00）
座長　小林　直実（横浜市立大学附属市民総合医療センター）	

遠藤　照顕（友愛記念病院）　　　　　　　　　　　　

1-3-FP4-1 基礎疾患、外傷歴のないガス壊疽加療の 1 例 …………………………… 109
○池田隆太郎、富沢　一生、瓜田　　淳、山口　雄史、関本　巌雄、

種市　　洋

獨協医科大学病院　整形外科

1-3-FP4-2 壊死性筋膜炎患者の中期的な予後調査 …………………………………… 109
○安達　　伸1、高橋　恒存2、竹下　克志3

茨城県西部メディカルセンター整形外科1、石橋総合病院整形外科2、 
自治医科大学医学部整形外科3

1-3-FP4-3 骨盤内骨格筋に発生した化膿性筋炎の一例 ……………………………… 110
○高橋　　佑1、細川　高史1、都築　俊平1、中島　知貴1、須藤　執道1、

筑田　博隆2

利根中央病院　整形外科1、群馬大学医学部整形外科2

1-3-FP4-4 短期間に複数発症した膝関節鏡視下手術後の化膿性膝関節炎に 
対する検討 …………………………………………………………………… 110

○田沼　和樹1、大島　康史1、飯澤　典茂1、眞島　任史1

日本医科大学整形外科

1-3-FP4-5 多発性外傷後に化膿性椎間板炎を発症した一例 ………………………… 111
○木村　知博、森井　北斗、井口　浩一

埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター
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1-3-FP4-6 BCG 療法後に結核性脊椎炎を発症した 1 例 ……………………………… 111
○高橋　　諒、野村　　慧、檜山　明彦、加藤　裕幸、酒井　大輔、

佐藤　正人、渡辺　雅彦

東海大学医学部外科学系整形外科学

1-3-FP4-7 脊椎後方固定術後の難治性感染に対して CLAP が奏効した 2 例 ……… 112
○板垣　　遼、伊藤　陽平、崔　　賢民、小林　洋介、河邉有一郎、

片山　裕貴、笠原　太一、稲葉　　裕

横浜市立大学付属病院整形外科

ランチョンセミナー３　	 （12:10～ 13:10）
座長　東　　高弘（新小山市民病院整形外科）

1-3-LS3 整形外科医による不眠と痛み診療の重要性　 
～痛みセンターでのチーム医療を踏まえて～ ……………………………  85

○川口　善治

富山大学医学部整形外科

一般演題6　外傷	 （14:30～ 15:35）
座長　柳澤　洋平（筑波大学整形外科）　　　　	

松村　福広（自治医科大学救急医学講座）

1-3-FP6-1 長時間の正座により下腿コンパートメント症候群を発症した 1 例 …… 117
○出沢　　隆

東邦大学医療センター大森病院整形外科

1-3-FP6-2 高エネルギー外傷によって生じた鎖骨重複骨折の２例 ………………… 117
○村上雄一朗、松岡　恒弘、元谷　和貴、畠中　孝則、山本　謙吾

東京医科大学整形外科

1-3-FP6-3 下腿開放骨折に伴う腱露出創に対して全層植皮に 
perifascial areolar tissue(PAT) 移植を併用した一例 …………………… 118

○寺内　　昂1、小野瀬喜道1、加納　洋輔1、染村　　嵩1、嶋田　洋平1、
仁木　久照1

聖マリアンナ医科大学整形外科
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1-3-FP6-4 大腿骨 ORIF 後の再骨折に対し、既存インプラントに 
新規インプラントをドッキングさせ固定する試み 

“スカイラブ法”について …………………………………………………… 118
○山井　勇輝、泉田　良一、加藤正二郎、逸見　　治、藤丸　敦樹、

泉田　浩之、佐々　朋生、直江　高行、畠山浩太朗

江戸川病院整形外科

1-3-FP6-5 高齢者の AO31A3 骨折において術後整復不良と T A D≥25mm は 
術後合併症のリスクを高める ……………………………………………… 119

○山中　卓哉1, 2、竹下　克志1

自治医科大学整形外科1、芳賀赤十字病院整形外科2

1-3-FP6-6 大腿骨転子部骨折に対する超音波ガイド下大腿神経ブロックを 
用いた周術期疼痛管理の経験 ……………………………………………… 119

○渡邉　知宏1、稲田　成作1、小林　裕明2、辻　　将明2、額賀　唯至2、
阿部　　幹1、細金　直文1

杏林大学医学部付属病院整形外科1、小山記念病院2

1-3-FP6-7 当院における分娩骨折の治療経過 ………………………………………… 120
○小沼　早希、滝　　直也、渡邉　英明、竹下　克志

自治医大とちぎ子ども医療センター1、自治医科大学付属病院　整形外科2

1-3-FP6-8 北海道道北における脆弱性骨盤輪骨折の疫学的調査 …………………… 120
○安藤　治朗1、高橋　恒存2、竹下　克志1

自治医科大学整形外科1、石橋総合病院整形外科2

レビューセッション２　	
高齢者 /フレイル患者治療のエビデンス	 （15:40～ 16:20）

座長　中西　一義（日本大学医学部整形外科学分野）　　　　　　　　　	
石島　旨章（順天堂大学大学院医学研究科整形外科・運動器医学）

1-3-RV2-1 フレイルと骨脆弱性骨折 ……………………………………………………  71
○鈴木　智史、中西　一義

日本大学医学部付属板橋病院整形外科

1-3-RV2-2 高齢者 / フレイル患者治療のエビデンスー脊椎― ………………………  71
○辻　　収彦、八木　　満、尾崎　正大、鈴木　悟士、高橋　洋平、

名越　慈人、松本　守雄、中村　雅也、渡辺　航太

慶應義塾大学整形外科
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1-3-RV2-3 フレイルと変形性関節症の関係性における最新の知見 …………………  72
○白銀　優一1、馬場　智規1, 2、石島　旨章1, 2

順天堂大学大学院医学研究科　整形外科・運動器医学1、 
順天堂大学医学部　整形外科学講座2

レビューセッション３　	
Hip-Spine	syndromeのエビデンス	 （16:30～ 17:10）

座長　波呂　浩孝（山梨大学大学院整形外科学講座）	
岡崎　　賢（東京女子医科大学整形外科）　　

1-3-RV3-1 THA 患者における骨盤アライメントとインプラント設置角 …………  73
○鵜養　　拓、渡辺　雅彦

東海大学外科学系整形外科学

1-3-RV3-2 THA 術後患者における骨盤・脊椎アライメントの変化は 
臨床上どのような影響を及ぼすか …………………………………………  73

○倉光祐二郎

東京女子医科大学病院整形外科

1-3-RV3-3 Hip-Spine syndrome のエビデンス 
～ THA 患者における脊椎アライメントと術後成績～ …………………  74

○日下部拓哉、石田　常仁、立岩　俊之、正岡　利紀、遠藤　健司、
宍戸　孝明、高橋　康仁、山本　謙吾

東京医科大学　整形外科学分野

第４会場

一般演題3　脊椎・脊髄３	 （10:00～ 11:05）
座長　森平　　泰（獨協医科大学整形外科）	

檜山　明彦（東海大学整形外科）　　

1-4-FP3-1 腰部脊柱管狭窄症患者における血中ビタミン D 濃度と 
腸腰筋断面積評価の検討 …………………………………………………… 105

○春日　勇輝1、大久保　敦1、中嶋　隆夫1、眞島　任史2

日本医科大学千葉北総病院整形外科1、日本医科大学整形外科2
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1-4-FP3-2 L5/S1 狭窄症に対する PETLIF の治療成績 ……………………………… 105
○三浦　一馬1, 2、小野孝一郎1、福原　大祐1, 3、山口　雄士1, 2、

佐竹　美彦1, 2、眞島　任史1

日本医科大学医学部整形外科1、国際医療福祉大学病院整形外科2、 
京都府立医科大学　運動器機能再生外科学3

1-4-FP3-3 腰椎変性疾患に潜在する Tandem Spinal Stenosis の検討　 
―術前後の臨床所見に基づいた解析－ …………………………………… 106

○栗田　洋平1, 2、安田　明正1、梅井　敦斗1、山口　直毅1、北村　和也1、
藤吉　兼浩2、谷戸　祥之2、千葉　一裕1

防衛医科大学校整形外科学講座1、国立病院機構村山医療センター2

1-4-FP3-4 多数回腰椎手術例に対する単独側方進入腰椎椎体間固定術の小経験 … 106
○玄　　宇京、和田　明人、長谷川敬二、中村　一将、福武　勝典、

高橋　　寛

東邦大学医療センター大森病院整形外科

1-4-FP3-5 マルチスケールテクスチャーチタン合金 PLIF ケージが  
固定椎体に与える短期的影響 ……………………………………………… 107

○茶薗　昌明、生田　　匠、朝田　淳史、一森紫衣奈、星　　侑希

国立病院機構宇都宮病院　整形外科

1-4-FP3-6 成人脊柱変形に対する矯正固定術後における肺血栓塞栓症及び 
深部静脈血栓症発症頻度の検討 …………………………………………… 107

○高田　知史、上田　明希、稲見　　聡、森平　　泰、新井　秀和、
土井　一雄、種市　　洋

獨協医科大学整形外科

1-4-FP3-7 特発性脊髄硬膜外血腫の臨床所見と麻痺の重症度の関係 ……………… 108
○友近　　顕1, 2、赤澤　　努1, 2、鳥居　良昭1, 2、上野　　純1, 2、

梅原　　亮1, 2、飯沼　雅央1、吉田　篤弘1, 2、秀島　貴博1、仁木　久照1

聖マリアンナ医科大学病院　整形外科学講座1、 
聖マリアンナ医科大学病院　脊椎センター2

1-4-FP3-8 より高い仙椎脊索腫局所制御を得るための治療戦略 …………………… 108
○望月　貴夫、秋山　　達

自治医科大学附属さいたま医療センター整形外科1、東京大学整形外科2
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一般演題5　骨・軟部腫瘍	 （11:05～ 12:05）
座長　秋山　　達（自治医科大学附属さいたま医療センター）　　	

小林　　寛（東京大学医学部附属病院整形外科・脊椎外科）

1-4-FP5-1 乳癌放射線治療後に発生した皮膚血管肉腫の 1 例 ……………………… 113
○野村　　祥1、渡邊　拓也2、丹澤　義一1、佐藤　正人1、渡辺　雅彦1

東海大学医学部整形外科1、東海大学医学部整形外科　八王子病院2

1-4-FP5-2 前腕の橈尺骨間に生じた腱鞘線維腫の 1 例 ……………………………… 113
○千賀　一功1、池上　政周1、横山真太郎3、中山　功稀1、大隈　知威1、

元井　　亨2

東京都立駒込病院　骨軟部腫瘍科1、東京都立駒込病院　病理科2、 
東京都立駒込病院　初期研修医3

1-4-FP5-3 鼠径部に発生した Superficial CD-34-positive fibroblastic tumor の 
1 例 …………………………………………………………………………… 114

○奥田　貴彦1、市川　裕一1、西田　　淳1、小山　尊士1、辻　　華子1、
山本　謙吾1、萬　　昂士2

東京医科大学病院整形外科1、東京医科大学病理診断科2

1-4-FP5-4 腓骨内に発生し骨外病変を生じた神経鞘腫の 1 例 ……………………… 114
○横山真太郎3、池上　政周1、千賀　一功1、中山　功稀1、大隈　知威1、

元井　　亨2

がん・感染症センター　都立駒込病院　骨軟部腫瘍科1、 
がん・感染症センター　都立駒込病院　病理科2、 
がん・感染症センター　都立駒込病院　臨床研修医3

1-4-FP5-5 膝蓋腱部に発生した腱滑膜巨細胞腫に対し液体窒素処理を 
併用した 1 例 ………………………………………………………………… 115

○根本　隆嗣、須佐美知郎、水野　　司、堀内　圭輔、千葉　一裕

防衛医科大学校整形外科学講座

1-4-FP5-6 腫瘍用人工関節置換術患者における術前血清栄養指標 ,  
炎症反応指標の検証 ………………………………………………………… 115

○三松　啓美、竹山　昌伸、斎藤　桂樹、吉田　智隆、川端　佑介、
稲葉　　裕

横浜市立大学整形外科

1-4-FP5-7 当科における骨転移 10 年の動向 …………………………………………… 116
○矢澤　康男1, 2、鳥越　知明1、金　　　竜2

埼玉医科大学国際医療センター骨軟部組織腫瘍科・整形外科1、 
宇都宮脳脊髄センターシンフォニー病院整形外科2
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一般演題7　上肢１	 （14:30～ 15:20）
座長　設楽　　仁（群馬大学整形外科）　　	

飯島　裕生（自治医科大学整形外科）

1-4-FP7-1 凍結肩に対する非観血的関節授動術の治療成績 ………………………… 121
○藤井　　肇1、坂倉　健吾1、佐々木　茂2、細金　直文1

杏林大学　整形外科1、地域医療機能推進機構　山梨病院　整形外科2

1-4-FP7-2 原発性変形性肩関節症に対して自家骨移植を用いた 
人工骨頭置換術１例の中長期成績 ………………………………………… 121

○水沼　悠太、才津　旭弘、西頭　知宏、飯島　裕生、笹沼　秀幸、
斎藤　寿大、竹下　克志

自治医科大学整形外科

1-4-FP7-3 上腕骨転移性骨腫瘍手術症例の長期治療成績 …………………………… 122
○檜山　秀平1、竹下　克志1、松村　福広2

自治医科大学医学部整形外科1、自治医科大学医学部救急医学2

1-4-FP7-4 上腕骨近位部転移性骨腫瘍に対してリバース型人工肩関節置換術を
施行した１症例 －術後１年の経過報告－ ………………………………… 122

○才津　旭弘1、飯島　裕生1、西頭　知宏1、笹沼　秀幸1、斎藤　寿大1、
秋山　　達2、竹下　克志1

自治医科大学附属病院　整形外科1、 
自治医科大学附属さいたま医療センター　総合医学2整形外科2

1-4-FP7-5 上腕骨転移性骨腫瘍に対して腫瘍用リバース型人工肩関節置換術を
施行した 3 例の短期成績 …………………………………………………… 123

○種子島諒時、久島　雄宇、根本　隆嗣、小畑　亮輔、黒沼　祐哉、
堀内　圭輔、須佐美知郎、尼子　雅敏、千葉　一裕

防衛医科大学校整形外科学講座

1-4-FP7-6 術前 ADL 指導がコロナ禍における腱板断裂術後成績にあたえる影響 … 123
○新福　栄治2、内山　善康1、三谷　玄弥2、渡辺　雅彦1

東海大学医学部外科学系整形外科学教室1、 
東海大学医学部付属大磯病院　整形外科2
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一般演題8　上肢２	 （15:40～ 16:30）
座長　山口　正哉（昭和大学横浜市北部病院整形外科）	

王　　耀東（東京医科歯科大学整形外科学）　　

1-4-FP8-1 小児の稀な骨折から骨形成不全症の診断に至った１例 ………………… 124
○苛原　　航、阿久津みわ、菅藤　智哉、高見澤　遼

上都賀総合病院

1-4-FP8-2 鎖骨遠位端骨折に対するロッキングプレートの当院での使用経験と
その限界 ……………………………………………………………………… 124

○中島　尚嗣、木村　隆治、徳重　潤一

練馬光が丘病院

1-4-FP8-3 遠位 1/3 まで骨折がおよぶ鎖骨骨幹部骨折に対する骨接合術の 
治療成績 ……………………………………………………………………… 125

○札川　　夢1、橋本　紘行2、持田　讓治2、高垣　智之2、渡辺　雅彦1、
内山　善康1

東海大学医学部付属病院外科学系整形外科学1、海老名総合病院2

1-4-FP8-4 肘頭骨折を伴った小児肘関節前方脱臼骨折の 1 例 ……………………… 125
○中村　皓平、志村　治彦、富澤　將司

東京ベイ浦安市川医療センター整形外科

1-4-FP8-5 長母指屈筋腱腱内ガングリオンにより母指の強剛を呈した一例 ……… 126
○鈴木　雄久1、中島　大輔1、山本　至宏1、渡辺　雅彦2

東海大学医学部付属八王子病院1、東海大学医学部外科学系整形外科学2

1-4-FP8-6 キルシュナー鋼線を用いた指骨骨折骨接合の固定強度の有限要素解析 … 126
○林　　志賢1、安食　孝士2、高橋　恒存2、井上　泰一1、竹下　克志1

自治医科大学整形外科1、石橋総合病院整形外科2
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第２日目（3月25日（土））

第１会場

月例会最優秀発表演題選考　	 （9:40～ 10:40）
座長　竹下　克志（自治医科大学）　	

千葉　一裕（防衛医科大学校）

2-1-MM-1 急速に増悪した上肢壊死性筋膜炎の一例 …………………………………  91
○東　　莞爾

横浜市立大学整形外科

2-1-MM-2 肺血栓塞栓症を契機に診断された Osler-Weber-Rendu syndrome の 
1 例 ……………………………………………………………………………  91

○黒田　　都1、宮武　和正1、吉井　俊貴1、若林　良明2、大川　　淳1

東京医科歯科大学病院　整形外科1、 
横浜市立みなと赤十字病院　整形外科2

2-1-MM-3 首下がり症候群術後に小脳出血を生じた一例 ……………………………  92
○服部　伸昭、檜山　明彦、酒井　大輔、加藤　裕幸、佐藤　正人、

渡辺　雅彦

東海大学医学部附属病院　整形外科学

2-1-MM-4 硬膜外から前頚部に至る頚椎砂時計型海綿状血管腫の一例 ……………  92
○小川　崇文、北村　和也、佐々木大雄、栗田　洋平、天野　翔太、

安田　明正、須佐美知郎、千葉　一裕

防衛医科大学校整形外科学講座

2-1-MM-5 大理石骨病に伴う大腿骨骨幹部骨折に対してプレート固定を行った 
一例 ……………………………………………………………………………  93

○牛久　潤彦

東京都立多摩総合医療センター　整形外科
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シンポジウム３　小児のスポーツ整形外科と外傷	 （10:40～ 11:50）
座長　渡邉　英明（自治医科大学とちぎ子ども医療センター）	

笹沼　秀幸（自治医科大学整形外科）　　　　　　　　

2-1-S3-1 小児上腕骨顆上骨折における術後 X 線アライメントに関連する 
因子の検討 ……………………………………………………………………  56

○安藤　治朗1、松村　福広2、飯島　裕生1、笹沼　秀幸1、渡邉　英明3、
竹下　克志1

自治医科大学整形外科学講座

2-1-S3-2 完全転位型小児上腕骨顆上骨折の臨床像 …………………………………  56
○岡田　恭彰1, 2、根本　菜穂1、家口　龍馬1、大島　洋平1、町田　真理1、

及川　　昇1、平良　勝章1、長尾　聡哉1, 3

埼玉県立小児医療センター 整形外科1、 
埼玉慈恵病院 埼玉手外科マイクロサージャリー研究所2、 
板橋区医師会病院　整形外科3

2-1-S3-3 小児野球における apophyseal 期　深膝蓋下滑液包炎の臨床的特徴 ……  57
○大前　洋明1、大澤　貴志2、橋本　章吾2、大島　淳文2、高瀬　亮太2、

木村　雅史1、筑田　博隆2

善衆会病院1、群馬大学大学院医学系研究科　整形外科学2

2-1-S3-4 小・中学生の当院スポーツ外来受診傾向 …………………………………  57
○矢野雄一郎1、笹沼　秀幸2、金谷　裕司3、福島　　崇3、赤澤　規広3、

橋本　祐希3、中間　季雄3

とちぎメディカルセンターしもつが　スポーツ健康科1、 
自治医科大学整形外科2、 
とちぎメディカルセンターしもつが　整形外科3

2-1-S3-5 栃木県における野球肘検診の取り組み 
―得られたものと今後の課題－ ……………………………………………  58

○中島　寛大

自治医科大学整形外科

ランチョンセミナー４　	 （12:00～ 13:00）
座長　井上　泰一（自治医科大学附属病院リハビリテーションセンター）

2-1-LS4 重度骨粗鬆症の診断と治療 
～評価の基礎とピットフォール、骨形成促進薬の特性～ ………………  86

○齋藤　　琢

東京大学大学院医学系研究科感覚・運動機能講座整形外科学 
東京大学医学部附属病院骨粗鬆症センター



〇宮本　和馬、藤澤　隆弘、稲葉　裕
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レビューセッション６　人工関節周囲感染	 （16:00～ 16:40）
座長　稲葉　　裕（横浜市立大学整形外科）	

眞島　任史（日本医科大学整形外科）

2-1-RV6-1 人工関節周囲感染の予防 ……………………………………………………  79
○小島原陽介

東邦大学整形外科

2-1-RV6-2 人工関節周囲感染に対する血清バイオマーカーも用いた 
感染診断のエビデンス ………………………………………………………  79

○崔　　賢民、池　　裕之、手塚　太郎、秋山　豪介、勝山　陽太、
熊原悠生実、霜田　将之、稲葉　　裕

横浜市立大学整形外科

2-1-RV6-3 人工関節周囲感染の治療 ……………………………………………………  80
○白畑　　航、中川　裕介、宮武　和正、中村　智祐、片倉　麻衣、

星野　　傑、雨宮　正樹、吉原　有俊、吉井　俊貴、大川　　淳、
古賀　英之

東京医科歯科大学　整形外科

第２会場

教育研修講演５　	 （10:50～ 11:50）
座長　井上　泰一（自治医科大学附属病院リハビリテーションセンター）

2-2-EL5 地域における骨軟部腫瘍診療について ……………………………………  45
○秋山　　達

自治医科大学附属さいたま医療センター整形外科

ランチョンセミナー５　	 （12:00～ 13:00）
座長　笹沼　秀幸（自治医科大学整形外科）

2-2-LS5-1 腱板断裂の治療戦略　 
－骨粗鬆症治療による術後成績の改善を目指して― ……………………  87

○設楽　　仁

群馬大学医学部附属病院　整形外科
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2-2-LS5-2 骨粗鬆症患者に対する人工股関節手術　 
～術者に優しく患者満足度の高い手術を目指して～ ……………………  88

○富沢　一生

獨協医科大学整形外科

教育研修講演６　	 （13:40～ 14:40）
座長　秋山　　達（自治医科大学附属さいたま医療センター）

2-2-EL6 足部・足関節の基礎と再建手術 update ……………………………………  46
○仁木　久照

聖マリアンナ医科大学整形外科学講座

教育研修講演７　	 （14:50～ 15:50）
座長　木村　　敦（自治医科大学）

2-2-EL7 変形性股関節症の病態・診断・治療における進歩 ………………………  47
○稲葉　　裕

横浜市立大学整形外科

教育研修講演８　	 （16:00～ 17:00）
座長　笹沼　秀幸（自治医科大学）

2-2-EL8 運動器疾患としての関節リウマチ診療 ……………………………………  48
○門野　夕峰、伊澤　直広、岡部　裕一

埼玉医科大学整形外科

閉会の辞　	 （17:00～ 17:10）
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第３会場

レビューセッション４　ビタミンDの最近の知見	 （10:20～ 11:00）
座長　斎藤　　充（東京慈恵会医科大学整形外科）	

門野　夕峰（埼玉医科大学整形外科）　　　

2-3-RV4-1 ビタミン D の最近の知見　骨・筋への影響を中心に ……………………  75
○塚田亜裕美、宮城　正行、村田　幸佑、藤巻　寿子、黒田　晃義、

横関　雄司、石井　大輔、井上　　翔、井上　　玄、高相　晶士

北里大学医学部整形外科

2-3-RV4-2 血清 25OH ビタミン D 現行の測定法の問題点 ……………………………  75
○荒川翔太郎1、越智　小枝2, 3、松浦　知和2, 3、川上　大輔4、花房　信博4、

斎藤　充1

東京慈恵会医科大学整形外科学講座1、 
東京慈恵会医科大学附属病院中央検査部2、 
東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座3、 
島津製作所　分析計測事業部　ライフサイエンス事業統括部　 
バイオ・臨床ビジネスユニット4

2-3-RV4-3 日本人におけるビタミン D 不足の現状 ……………………………………  76
○永井　隆士1, 2、阪本　桂造2、岡野　市郎2、石川　紘司2、大下　優介3、

稲垣　克記2

昭和大学医学部リハビリテーション医学講座1、 
昭和大学医学部整形外科学講座2、昭和大学横浜市北部病院整形外科3

レビューセッション５　変形性足関節の治療	 （11:10～ 11:50）
座長　仁木　久照（聖マリアンナ医科大学）　　　　　　　　	

田中　　栄（東京大学大学院医学系研究科整形外科学）

2-3-RV5-1 人工足関節置換術のエビデンス ……………………………………………  77
○牧　　侑平1、三井　寛之1、軽辺　朋子1、秋山　　唯1、市川　翔太1、

有本　竜也2、原口　直樹2、仁木　久照1

聖マリアンナ医科大学　整形外科学講座1、 
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　整形外科2

2-3-RV5-2 正しく行う足関節固定術－エビデンスで足場を固めよう－ ……………  77
○米澤　圭祐、安井　洋一、笹原　　潤、松井健太郎、久保　摩耶、

大森　翔平、河野　博隆、宮本　　亘

帝京大学整形外科学講座
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2-3-RV5-3 脛骨低位骨切り術のエビデンス ……………………………………………  78
○張　　成虎

JCHO東京新宿メディカルセンター

一般演題10　手	 （13:40～ 14:40）
座長　新妻　　学（昭和大学医学部整形外科学講座）	

安食　孝士（自治医科大学整形外科）　　　　

2-3-FP10-1 橈骨遠位端骨折における手術中のイメージ操作による被曝について
の一考察 ……………………………………………………………………… 130

○大下　優介、江守　　永、筒井　完明、酒井　　健、伊藤　亮太、
山口　正哉、前田　昭彦、藤巻　良昌、川崎　恵吉

昭和大学横浜市北部病院整形外科

2-3-FP10-2 橈骨遠位端骨折に合併した豆状骨脱臼に対して観血的整復固定術を
行った 1 例 …………………………………………………………………… 130

○南光　佑樹1, 2、角田　親瞳1, 2、林　健太郎1, 2、石島　旨章2

東京都立東部地域病院整形外科1、順天堂大学整形外科2

2-3-FP10-3 関節リウマチ患者における Zone2 屈筋腱皮下断裂の一例 ……………… 131
○中村めぐみ1、中山健太朗1、髙井　盛光5、亀田　正裕2、都丸　倫代1、

小曽根和毅3、熊谷　拓人1、種市　　洋1、長田　伝重4

獨協医科大学整形外科1、亀田整形外科内科医院整形外科2、 
那須赤十字病院整形外科3、獨協医科大学日光医療センター整形外科4、 
黒須病院整形外科5

2-3-FP10-4 北海道道北高齢化地域における橈骨遠位端骨折の疫学的調査 ………… 131
○安藤　治朗2、高橋　恒存1、安食　孝士1、竹下　克志2

石橋総合病院整形外科1、自治医科大学整形外科2

2-3-FP10-5 手指末節骨骨端離開（Seymour 骨折）後の骨髄炎に対して 
病巣掻把と創外固定治療をおこなった 1 例 ……………………………… 132

○猪森　勇介、志村　治彦、富澤　將司

東京ベイ・浦安市川医療センター

2-3-FP10-6 長母指伸筋腱、短母指伸筋腱脱臼に神経障害が併発した 1 例 ………… 132
○橋本　祐希2、竹下　克志1、中間　季雄2、萩原　浩好2

自治医科大学整形外科1、 
とちぎメディカルセンターしもつが病院整形外科2
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2-3-FP10-7 豆状三角骨関節症による小指屈筋腱断裂の 1 例 ………………………… 133
○片野　裕貴、小寺　訓江、友利　裕二、毛利　悠汰、眞島　任史

日本医科大学整形外科

一般演題12　膝１	 （14:50～ 15:50）
座長　星川　淳人（埼玉医科大学総合医療センター）	

大島　康史（日本医科大学整形外科）　　　　

2-3-FP12-1 外傷性大腿四頭筋断裂修復後の脛骨粗面裂離骨折に対して
SpeedBridge を応用して使用し膝伸展機構の再建を行った１例 ……… 138

○塚原　拓也1、大沼　弘幸1、浅野　孝太1、小泉　英樹1、友近　　顕2、
鈴木　　開1、門松　亮明1、仁木　久照2

川崎市立多摩病院1、聖マリアンナ医科大学整形外科学教室2

2-3-FP12-2 膝関節屈曲拘縮に対して後方関節包解離術を施行した 3 例に関する 
検討 …………………………………………………………………………… 138

○栗原　信吾

堀江病院　整形外科1、群馬大学医学部整形外科2、 
善衆会病院　群馬スポーツ医学研究所3、まつだ整形外科4

2-3-FP12-3 膝関節部の骨欠損を伴う Gustilo3B 開放骨折の１例 …………………… 139
○景山　貴史、森井　北斗

埼玉医科大学総合医療センター救命救急科

2-3-FP12-4 高齢者の脛骨高原骨折に対して TKA を行った 2 例 …………………… 139
○宮澤　真毅、浅野　浩司、沼野　藤希、若林　良明、田野　敦寛、

谷山　　崇

横浜市立みなと赤十字病院整形外科

2-3-FP12-5 人工膝関節再置換術後に距骨脆弱性骨折をきたした一例 ……………… 140
○諏訪本拓海、原藤　健吾、小林　　秀、二木　康夫、中村　雅也

慶應義塾大学整形外科

2-3-FP12-6 大動物膝関節モデルを使用した前十字靭帯再建術に伴う 
内側半月板ランプ病変修復の生体力学的評価 …………………………… 140

○松本　裕大4、高橋　恒存2、久保　達也3、竹下　克志1

自治医科大学医学部整形外科1、石橋総合病院整形外科2、 
新上三川病院整形外科3、那須南病院4
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2-3-FP12-7 日本人の膝関節アライメントに対する年齢層と性別の影響の 
画像的解析 …………………………………………………………………… 141

○半田美樹子2、高橋　恒存1、竹下　克志2

石橋総合病院整形外科1、自治医科大学整形外科2

一般演題14　膝３	 （16:00～ 16:35）
座長　中村　卓司（東邦大学整形外科）	

佐藤　行紀（杏林大学整形外科）

2-3-FP14-1 多発性外骨腫による外反変形を伴う変形性膝関節症に対して 
内側楔状閉鎖式遠位大腿骨内反骨切り術を行った 1 例 ………………… 145

○本多　章人、内川　貴太、湯浅　　章、櫻木　彬一、中村　一喜、
小林　紘樹、山下　太郎、千葉　一裕

防衛医科大学校整形外科

2-3-FP14-2 内側開大型脛骨高位骨切り術の患者立脚型評価の術前後改善に 
対して年齢層が与える影響の調査 ………………………………………… 145

○中島　光晴3、高橋　恒存2、西頭　知宏1、竹下　克志1

自治医科大学附属病院1、石橋総合病院2、芳賀赤十字病院3

2-3-FP14-3 MOWHTO を実施した内反膝変形性膝関節症患者の 
外側半月板動揺性の評価 …………………………………………………… 146

○山口　莉沙1, 2、髙橋　恒存1, 2、半田美樹子1, 2、竹下　克志1, 2

自治医科大学附属病院　整形外科1、石橋総合病院　整形外科2

2-3-FP14-4 内側楔状高位脛骨骨切り術におけるプレート設置位置が 
サイクリック試験後の偏位量と後傾変化に及ぼす影響： 
大動物膝関節モデルを用いた生体力学的研究 …………………………… 146

○二部　悦也1, 2、高橋　恒存3、松村　福広4、久保　達也1, 2、竹下　克志2

新上三川病院整形外科1、自治医科大学整形外科2、 
石橋総合病院整形外科3、自治医科大学救急医学講座4
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第４会場

一般演題9　その他	 （10:50～ 11:40）
座長　中山健太朗（獨協医科大学整形外科）	

丸木　秀行（埼玉医科大学整形外科）

2-4-FP9-1 両側人工股関節全置換術後に posterior reversible encephalopathy 
syndrome が生じたシムケ免疫性骨形成不全の一例 …………………… 127

○藤森　翔大、稲葉　　裕、崔　　賢民、池　　裕之

横浜市立大学整形外科

2-4-FP9-2 整形外科疾患と亜鉛欠乏 …………………………………………………… 127
○重村　知德、村田　泰章、山本　陽平、北村　昂己、川口　大貴、

飯田　大輔

帝京大学ちば総合医療センター整形外科

2-4-FP9-3 整形外科における予定外入院症例は嚥下障害リスクが高い …………… 128
○佐藤健太郎1、飯沼　雅央1、有本　竜也1、大野　真弘1、小山　亮太1、

武居　　功1、原口　直樹1、仁木　久照2

聖マリアンナ医科大学　横浜市西部病院　整形外科1、 
聖マリアンナ医科大学　整形外科学講座2

2-4-FP9-4 脊椎待機手術患者におけるロコモ 25 の有用性 …………………………… 128
○有馬　健吾1、河野　博隆1、北川　知明1、石井　桂輔2、藤田　宗義1、

武川　竜久2、乾　　貴博2、尾市　　健1、平畑　昌宏1

帝京大学医学部整形外科学講座1、帝京大学医学部附属病院外傷センター2

2-4-FP9-5 プレガバリン持続投与不能であった脊椎関連神経障害性疼痛に 
対するミロガバリンの臨床成績 …………………………………………… 129

○山中　卓哉2, 3、竹下　克志2、望月　貴夫1、井上　泰一2、秋山　　達1

自治医科大学さいたま医療センター整形外科1、自治医科大学整形外科2、
芳賀赤十字病院整形外科3

2-4-FP9-6 心臓移植後ミトコンドリア病患者の脊柱側彎症手術治療の 
症例報告と文献レビュー …………………………………………………… 129

○阿部慎太郎、宮城　正行

北里大学医学部整形外科
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一般演題11　股関節	 （13:40～ 14:40）
座長　富沢　一生（獨協医科大学整形外科学教室）	

渡曾　恵介（埼玉医科大学整形外科）　　　

2-4-FP11-1 人工股関節全置換術後 11 日目に生じた出血に対して動脈塞栓術を
行った仮性動脈瘤の 1 例 …………………………………………………… 134

○天海　裕至、坂口　亮人

JCHOうつのみや病院整形外科

2-4-FP11-2 大腿骨頭骨挫傷の MRI 所見が経過中に骨頭壊死の所見へと移行した 
一例 …………………………………………………………………………… 134

○二部　悦也1、久保　達也1、髙徳　賢三1、杉本　英治2、関矢　　仁1、
大上　仁志1

新上三川病院　整形外科1、新上三川病院　放射線科2

2-4-FP11-3 新型コロナウィルス感染症 (Covid-19) 罹患歴のある 
特発性大腿骨頭壊死症の 1 例 ……………………………………………… 135

○平野　貴大、吉川　泰司、臼井　勇樹、中村　彰太、稲垣　克記

昭和大学整形外科学講座

2-4-FP11-4 大理石病患者の大腿骨近位部骨折術後偽関節に salvage THA を 
施行した 1 例 ………………………………………………………………… 135

○西田　　悟、倉光祐二郎、宗像裕太郎、岡崎　　賢

東京女子医科大学整形外科

2-4-FP11-5 仰臥位前側方アプローチ下において dual mobility cup は 
THA 術後の脱臼率を低下させる ………………………………………… 136

○内川　貴太、小林　紘樹、松元　　翔、梅原　　誠、刈谷　彰吾、
中村　一喜、山下　太郎、千葉　一裕

防衛医科大学校整形外科

2-4-FP11-6 人工股関節全置換術後の深部静脈血栓形成に D-dimer 以外の手術・
血液データは指標になり得るか …………………………………………… 136

○安部　一平1、小寺　正純2、細金　直文1

杏林大学整形外科1、杉並リハビリテーション病院2

2-4-FP11-7 高齢者における大転子骨折を伴う大腿骨頸部骨折の管理・治療法： 
症例報告 ……………………………………………………………………… 137

○平形　志生、長瀬　　寅、小山　恭史

同愛記念病院整形外科
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一般演題13　膝２	 （14:50～ 15:50）
座長　原藤　健吾（慶應義塾大学整形外科）　　　　	

乾　　　洋（埼玉医科大学総合医療センター）

2-4-FP13-1 膝周囲骨折内固定術後患者に対し、3D テンプレートと 
patient-specific instrumentation(PSI) を用いて最小侵襲で 
人工膝関節置換術を施行した２症例 ……………………………………… 142

○山口　直紀3、高橋　恒存4、久保　達也2、竹下　克志1

自治医科大学医学部整形外科1、新上三川病院整形外科2、 
那須南病院整形外科3、石橋総合病院整形外科4

2-4-FP13-2 大腿骨遠位矢状断面の骨切り精度を向上させる TKA 手術テクニック
の検討 ………………………………………………………………………… 142

○小谷　貴史3、植原　健二3、木城　　智3、大野　真弘1、工藤　貴章3、
熊井　隆智3、大沼　弘幸2、仁木　久照3

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院1、川崎市立多摩病院2、 
聖マリアンナ医科大学　整形外科学講座3

2-4-FP13-3 CR 型 TKA での前後方向安定性は経時的な術後可動域変化を 
予測できるか ………………………………………………………………… 143

○久保　達也3、高橋　恒存2、竹下　克志1

自治医科大学整形外科1、石橋総合病院整形外科2、 
新上三川病院整形外科3

2-4-FP13-4 TKA でのひざまずき動作（kneeling）について　 
―困難さ・疼痛の経時的変化と、新皮切での成績との比較－ ………… 143

○関矢　　仁、高徳　賢三、久保　達也、二部　悦也、大上　仁志

新上三川病院　整形外科

2-4-FP13-5 ROSA Knee システムにおける骨切りの正確性の検討 ………………… 144
○中谷　　文、高木　　博

東京女子医科大学附属足立医療センター

一般演題15　足	 （16:00～ 16:35）
座長　渡邉　英明（自治医科大学とちぎ子ども医療センター）	

垣花　昌隆（獨協医科大学埼玉医療センター整形外科）

2-4-FP15-1 先天性筋強直性ジストロフィーの両尖足に対して早期に 
アキレス腱皮下切腱術を行った 2 例 ……………………………………… 147

○大津　勝義、田中　弘志、松崎祐加里、伊藤　順一、小崎　慶介

心身障害児総合医療療育センター
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2-4-FP15-2 二分脊椎の内反足変形に対する距骨摘出術の治療成績 ………………… 147
○田中　弘志、伊藤　順一、松崎祐加里、大津　勝義、小崎　慶介

心身障害児総合医療療育センター整形外科

2-4-FP15-3 長母趾伸筋腱 checkrein 変形に対して中足部レベルでの腱延長術が 
奏功した症例 ………………………………………………………………… 148

○安田　英理2、檜山　秀平1、竹下　克志1

自治医科大学整形外科1、自治医科大学卒後臨床研修センター2

2-4-FP15-4 Combined TAA 術後感染に対して DAIR を施行しインプラント温存
に成功した一例 ……………………………………………………………… 148

○市川　翔太、三井　寛之、秋山　　唯、軽辺　朋子、牧　　侑平、
仁木　久照

聖マリアンナ医科大学整形外科学講座


