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演題目次（口演時間：主題７分/一般演題５分、敬称および共同演者名略）

第１日目　６月11日（土）

第１会場

開　会　式（8：20～ 8：30）

股関節疾患１　（8：30 〜 9：30） 座長　坂本　哲哉（福岡大学筑紫病院）

I-1-01   Stove pipe型の大腿骨頸部骨折に対するVLIANステムを用いた人工骨
頭置換術の短期成績

五島中央病院　宮坂　　悟、他　……41
I-1-02   超高齢者の大腿骨頚部骨折に対するセメントレス人工骨頭置換術の検

討
医療法人　社団　慶仁会　川崎病院　長松　晋太郎、他　……41

I-1-03   Propensity score matchingを用いた大腿骨頸部骨折に対する前方アプ
ローチによるTHAとBHAの比較検討

山口県立総合医療センター　整形外科　岡崎　朋也、他　……42
I-1-04   当院における大腿骨頚部前額面剪断骨折の頻度、手術方法についての

検討
国立病院機構　嬉野医療センター　野々上　湧人、他　……42

I-1-05  非転位型大腿骨頚部骨折に対するFNSの治療成績
シムラ病院　大林　賢司、他　……43

I-1-06  大腿骨転子部骨折術後に骨頭軟骨下脆弱性骨折をきたした１例
社会医療法人共愛会　戸畑共立病院　整形外科　畑　直文、他　……43

股関節疾患２　（9：35 〜 10：35） 
座長　河野　俊介（佐賀大学）

I-1-07   THAにおける周術期骨折、ステム沈下に関するFit-and-fill stemと
Tapered wedge stemの比較検討

九州大学大学院医学研究院　整形外科　池村　　聡、他　……44
I-1-08  大腿骨骨切り後症例はTHAにおけるステム周囲骨折のリスクか？

九州大学大学院医学研究院　整形外科　池村　　聡、他　……44
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I-1-09   術後にセラミック骨頭の破損を生じたCeramic-on-Polyethylene THA
の一例

宮崎県立宮崎病院　整形外科　原野　理沙、他　……45
I-1-10  術後８年で人工股関節置換術後のセラミック摺動面が破損した一例

琉球大学整形外科　喜瀬　真行、他　……45
I-1-11  人工股関節置換術後に生じた遅発性外腸骨仮性動脈瘤の一例

熊本大学病院　國武　　茜、他　……46
I-1-12  THA後に起きた総腓骨神経麻痺の１例

北九州市立医療センター　金江　　剛、他　……46

主題１「境界型寛骨臼形成不全に対する治療の実際」　（10：40 〜 11：45）
座長　原　　俊彦（飯塚病院）

加来　信広（大分大学）

S-1-01 境界型寛骨臼形成不全に対するCurved periacetabular osteotomyの長期成績
福岡大学　医学部　整形外科　木下　浩一、他

S-1-02 境界型寛骨臼形成不全に対する寛骨臼移動術の中長期成績
九州大学　整形外科　北村　健二、他

S-1-03 境界型寛骨臼形成不全に対する寛骨臼移動術の10年以上の成績
九州大学　整形外科　北村　健二、他

S-1-04 寛骨臼形成不全に対する寛骨臼移動術の長期成績

－手術時の年齢は長期の関節温存率に影響を与えない―
九州大学病院　整形外科　石橋　正二郎、他

S-1-05 同種骨移植を併用した寛骨臼移動術の術後成績
佐賀大学　医学部　整形外科　藤井　政徳、他

ランチョンセミナー１　　（12：00 〜 13：00）
症例から学ぶ股関節疾患

　「知っておくべき股関節疾患と診断のポイント」
福岡大学医学部整形外科学教室　木　下　浩　一　先生

　症例から学ぶ股関節疾患
　「鑑別診断が重要な股関節疾患」

九州大学大学院医学研究院整形外科学分野　人工関節・生体材料学講座　本　村　悟　朗　先生
座長　馬渡　太郎（浜の町病院）

共催：帝人ヘルスケア株式会社

演題取下げ

NKS
テキストボックス
演題取下げ



22

股関節疾患３　（13：20 〜 14：20）  座長　今釜　　崇（山口大学）

I-1-13   Graft Augmentation Prosthesis II acetabular shellを用いた臼蓋再建
併用人工股関節置換術の長期成績

国立病院機構　九州医療センター　整形外科　櫻庭　康司、他　……47
I-1-14   大腿骨頚部骨折の術後偽関節に併発した転子下骨折に対して一期的人

工股関節置換術を施行した一例
平成紫川会　小倉記念病院　杉田　敏明、他　……47

I-1-15  人工股関節置換術時に摘出された骨頭の肉眼所見
柳川リハビリテーション病院　整形外科　樋口　富士男、他　……48

I-1-16  施設入所中に受傷した大腿骨近位部骨折に対する回復期リハの検討
正和なみき病院リハビリテーション科　西村　博行、他　……48

I-1-17  成人股関節疾患における股関節家族歴・既往歴
九州大学　整形外科　山下　道永、他　……49

I-1-18  手術加療を行った両側弾発股の一例
飯塚病院　樺山　寛光、他　……49

股関節疾患４　（14：30 〜 15：30）  座長　仲宗根　哲（琉球大学）

I-1-19  ロボティックアーム支援システムMAKOを使用したTHAの設置精度
九州大学病院　整形外科　泊　　健太、他　……50

I-1-20   VR術前シミュレーションは人工股関節置換術のインプラント設置制
度を向上させるか

佐賀大学　医学部　整形外科　上野　雅也、他　……50
I-1-21  股関節中間位での術中大腿骨stem前捻計測精度

飯塚病院　整形外科　園田　和彦、他　……51
I-1-22  人工骨頭置換術のステム前捻の角度計使用は有用であるか？

長崎労災病院　整形外科　吉里　　広、他　……51
I-1-23  THA施行時のShuck testの肢位についての考察

飯塚病院　整形外科　原　　俊彦、他　……52
I-1-24   術中透視を使用した前側方アプローチ人工股関節置換術における放射

線被爆の検討
公立学校共済組合九州中央病院　整形外科　副島　　悠、他　……52
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骨粗鬆症　（15：40 〜 16：50）  座長　舩元　太郎（宮崎大学）

I-1-25  両側尺骨非定型骨折を来した２症例
広島赤十字・原爆病院　整形外科　新庄　慶大、他　……53

I-1-26   脛骨脆弱性骨折に対して、ロモソズマブを使用し保存的加療を行った
２症例

国立病院機構　嬉野医療センター　小河　賢司、他　……53
I-1-27   変形性股関節症は大腿骨頚部骨密度の測定値と骨粗鬆症の診断に影響

を及ぼすか
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　整形外科　河村　正太郎、他　……54

I-1-28  閉経後大腿骨近位部骨折後の二次骨折についての検討
戸畑共立病院　上田　章貴、他　……54

I-1-29  骨粗鬆症治療におけるロモソズマブの使用経験
唐津赤十字病院　整形外科　井上　隆広、他　……55

I-1-30  当院におけるテリパラチド週二回製剤の使用経験
社会医療法人　緑泉会　米盛病院　竹内　　潤　……55

I-1-31   腰椎疾患患者におけるDEXA法を用いた腰椎と大腿骨頚部骨塩量の関
係

宮崎大学　医学部　整形外科　比嘉　　聖、他　……56
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第１日目　６月11日（土）

第２会場

肩関節疾患１　（8：30 〜 9：30）  座長　徳永　琢也（熊本大学）

I-2-01  上腕骨近位部骨折の術後に小円筋腱断裂を来した1例
沖縄県立中部病院　整形外科　赤嶺　尚里、他　……57

I-2-02   肩甲下筋腱単独断裂に対するsture bridge法による鏡視下腱板修復術
後に外側アンカーが脱転した１例

熊本大学病院　整形外科　土屋　太志郎、他　……57
I-2-03   当院における肩腱板断裂に対する鏡視下腱板修復術Triple-Row法の術

後成績についての報告
下関市立市民病院　整形外科　岸川　　準、他　……58

I-2-04   T-scale（Translation of humeral head-scale）における三次元的測定法
の検討

鹿児島大学大学院　運動機能修復学講座　整形外科学　上釜　浩平、他　……58
I-2-05   Stump分類type3腱板断裂の鏡視下腱板修復術後における腱板のMRI

信号強度の経時的変化
九州大学　整形外科　鈴木　真由佳、他　……59

I-2-06   烏口肩峰靭帯の変性は高齢者の外傷性・非外傷性腱板断裂で異なるか？
福岡大学筑紫病院　整形外科　柴田　光史、他　……59

肩関節疾患２　（9：35 〜 10：35）  座長　長澤　　誠（宮崎大学）

I-2-07  VA locking hand systemを用いた鎖骨近位端骨折の治療経験
社会医療法人　大樹会　総合病院　回生病院　小禄　純平、他　……60

I-2-08   肩関節傍関節唇嚢腫によるインピンジメント症状により痛みを呈した
テニス選手の一症例

恒心会おぐら病院　甲斐　勇樹、他　……60
I-2-09  大胸筋移行術を併用したリバース型肩関節置換術の治療成績

沖縄県立八重山病院　金城　英樹、他　……61
I-2-10  新型コロナワクチン接種後に生じた肩関節拘縮の治療経験

だて整形外科リハビリテーションクリニック　伊達　　亮、他　……61
I-2-11  肩関節後方脱臼の４例

国家公務員共済組合連合会　佐世保共済病院　整形外科　今井　　稜、他　……62
I-2-12   大きなヒルサックス損傷と広範囲腱板断裂を伴う反復性肩関節脱臼の３例

琉球大学　整形外科　当真　　孝、他　……62
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主題２「高齢者の肩関節周辺骨折の治療」　（10：40 〜 11：45）
座長　唐杉　　樹（熊本大学）

梶山　史郎（長崎大学）

S-2-01  陳旧性肩関節前方脱臼骨折に対し観血的脱臼整復術と一時的関節固定を併用し

た２例
長崎大学病院　整形外科　津田　宗一郎、他

S-2-02 高齢者の上腕骨近位端3・4-part骨折の治療成績
琉球大学　医学部　整形外科　津覇　雄一、他

S-2-03 高齢者の肩甲骨関節窩前縁骨折に対する鏡視下手術
福岡大学病院整形外科　三宅　　智、他

S-2-04 肩関節における軟骨下脆弱性骨折（SIF）の治療経験
福岡大学　大学院　医学研究科　小林　駿介、他

S-2-05 上腕骨近位部骨折の保存療法　―沖縄県内の調査より―
南部徳洲会病院　整形外科　呉屋　五十八、他

ランチョンセミナー２　　（12：00 〜 13：00）
　症例から学ぶ肩関節疾患
　「よく遭遇する肩関節の脱臼と骨折」

福岡大学医学部整形外科学教室　三　宅　　　智　先生

　症例から学ぶ肩関節疾患
　「五十肩と腱板断裂について」

福岡志恩病院　石　谷　栄　一　先生
座長　伊﨑　輝昌（福岡大学筑紫病院）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

膝関節疾患１（13：20 〜 14：10）  座長　川﨑　　展（産業医科大学）

I-2-13  ロボット支援システムを用いた人工膝関節全置換術の短期成績
山口県立総合医療センター　吉田　紘二、他　……63

I-2-14  TKA術後１年のJKOMと術前中枢性感作の関係
佐世保共済病院　整形外科　上田　幸輝、他　……63

I-2-15   Kinematic Alignment法とMechanical Alignment法におけるTKAの
PF関節について

山口県立総合医療センター　整形外科　鎌田　敬子、他　……64
I-2-16  TKA術後に腓骨神経麻痺、Hunter管症候群を発症した一例

佐田病院　整形外科　緒方　亜紀、他　……64
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I-2-17  人工膝関節全置換術後に生じた偽痛風発作の一例
宮崎市郡医師会病院　福永　　幹、他　……65

膝関節疾患２　（14：20 〜 15：20）  座長　田渕　幸祐（久留米大学医療センター）

I-2-18   hybrid closed wedge distal  femoral osteotomyを行った高度外反膝の
１例

JCHO九州病院　土持　兼信、他　……65
I-2-19   当院における外側型変形性膝関節症に対する大腿骨遠位内反閉鎖式骨

切り術の短期治療成績の検討
福岡リハビリテーション病院　大島　由貴子、他　……66

I-2-20  内側開大型粗面下骨切り術における矯正損失の検討
諸岡整形外科病院　白石　さくら、他　……66

I-2-21   全下肢単純X線撮像肢位および大腿骨前弯・外弯が大腿骨遠位外反角
計測に及ぼす影響

九州大学　整形外科　國分　康彦、他　……67
I-2-22   半月板前根付着部異常と大腿骨形態異常を伴い大腿骨外顆骨軟骨病変

を生じたNail-patella 症候群の１例
宮崎大学　医学部　整形外科　横江　琢示、他　……67

I-2-23  ACL再建術における移植腱のMRIによる経時的変化
山口大学　医学部　整形外科　関　　寿大、他　……68

骨関節・軟部組織感染症１　（15：30 〜 16：20） 座長　金澤　和貴（福岡青洲会病院)

I-2-24  診断に難渋した腸骨骨折に伴う稀な縫工筋内膿瘍の１例
済生会八幡総合病院　整形外科　松本　祐季、他　……68

I-2-25  重症骨軟部組織感染症に対する次亜塩素酸の使用経験
国立病院機構　嬉野医療センター　古市　　格　……69

I-2-26   外科的治療を要した撓骨遠位端開放骨折術後の非結核性抗酸菌感染症
の１例

公益社団法人　宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院　北堀　貴史、他　……69
I-2-27   経肘頭脱臼骨折術後の感染に対して持続局所抗菌薬灌流療法（CLAP）

で治療した１例
久留米大学　整形外科　高田　寛史、他　……70

I-2-28  タコ咬傷による難治性潰瘍を形成した３例
中頭病院　島袋　晃一、他　……70
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第１日目　６月11日（土）

第３会場

脊椎・脊髄疾患１　（8：30 〜 9：30）  座長　冨永　博之（鹿児島大学）

I-3-01  歯突起骨嚢胞を伴う軽微な外傷にて歯突起骨折を呈した１例
大分整形外科病院　吉村　陽貴、他　……71

I-3-02  上位頸椎の感染に起因した環軸椎垂直亜脱臼の一例
福岡大学　医学部　整形外科　真田　京一、他　……71

I-3-03  環軸椎固定術における環椎後弓切除術併用の影響
総合せき損センター　伊藤田　慶、他　……72

I-3-04  椎間関節脱臼を伴った首下がりの一例
福岡大学病院　柴田　達也、他　……72

I-3-05  当科におけるRA頚椎病変の手術成績の検討
宮崎大学　整形外科　黒木　智文、他　……73

I-3-06  透析頚椎症の術後経過
国家公務員共済組合　熊本中央病院　整形外科　佐々木　一駿、他　……73

脊椎・脊髄疾患２　（9：40 〜 10：40）  座長　鈴木　秀典（山口大学）

I-3-07   胸椎椎体骨折の術後、同一椎体内でaxial splitを生じ辷り症様の脊柱
管狭窄を発症した一例

産業医科大学　医学部　整形外科学　邑本　哲平、他　……74
I-3-08   Posterior three-column shortening procedureを施行した脊髄損傷後の

Charcot spineの２例
独立行政法人労働者健康安全機構　総合せき損センター　畑　　和宏、他　……74

I-3-09   胸椎以下びまん性特発性骨増殖症が腰椎後方椎体間固定術の骨癒合に
与える影響

福岡大学病院　整形外科　萩原　秀祐、他　……75
I-3-10   骨粗鬆症性椎体骨折に対するVertebral Body Stenting（VBS）の短期

成績についての報告
下関市立市民病院　整形外科　岸川　　準、他　……75

I-3-11  凍結同種保存骨移植を脊椎固定術へ使用した経験
琉球大学医学部　整形外科学　金城　英雄、他　……76

I-3-12   頭部外傷を合併した胸椎脱臼骨折に対する脊椎固定術後に頭蓋内血腫
が増大した1例

九州大学病院救命救急センター　河野　通仁、他　……76
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ランチョンセミナー３　　（12：00 〜 13：00）

　症例から学ぶ手外科疾患
　「日常診療でよく遭遇する手外科疾患の診断と治療」

福岡大学医学部整形外科学教室　村　岡　邦　秀　先生

　症例から学ぶ手外科疾患
　「よく聞く、よく観る、よく考える手外科診療」

光安整形外科　光　安　廣　倫　先生
座長　田中　祥継（田中整形外科）

共催：久光製薬株式会社

脊椎・脊髄疾患３　（13：20 〜 14：20）  座長　横須賀　公章（久留米大学）

I-3-13  硬膜内に脱出した再発腰椎椎間板ヘルニアの一例
独立行政法人労働者健康安全機構　総合せき損センター　眞島　　新、他　……77

I-3-14  腰椎椎間板ヘルニアとの鑑別に難渋した右L5神経鞘腫の一例
独立行政法人労働者健康安全機構　総合せき損センター　佐々木　颯太、他　……77

I-3-15   超高齢者の特発性びまん性骨増殖症（DISH）に伴う椎体骨折に対し
て経皮的椎体形成術（BKP）を行なった２症例

医療法人徳州会　中部徳州会病院　宮平　誉丸、他　……78
I-3-16  腰椎再手術例における内視鏡視下手術の工夫

医療法人社団曙会シムラ病院　村田　英明、他　……78
I-3-17  腰椎変性疾患に対する各種評価法の患者立脚度の妥当性の検討

九州中央病院　山本　雅俊、他　……79
I-3-18   腰椎手術におけるトラネキサム酸投与の周術期出血量における影響の

検討
九州大学病院　整形外科　笹栗　慎太郎、他　……79

骨腫瘍　（14：30 〜 15：20）  座長　佐藤　広生（熊本大学）

I-3-19   線維性骨異形成症による大腿骨転子下病的骨折に対して矯正骨切り術
を施行した一例

琉球大学　整形外科　大城　裕理、他　……80
I-3-20   反復性肩関節脱臼後に生じた肩関節滑膜骨軟骨腫症に対して鏡視下摘

出術を施行した１例
北九州市立医療センター　前田　向陽、他　……80
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I-3-21   骨腫瘍との鑑別を要した慢性非細菌性骨髄炎/慢性再発性多発性骨髄
炎の検討

山口大学　整形外科　三原　惇史、他　……81
I-3-22  髄内釘を使用した四肢転移性骨腫瘍の治療成績

久留米大学　整形外科　中田　路子、他　……81
I-3-23  COVID-19感染蔓延における当院骨軟部腫瘍患者の受診動向の変化

国立病院機構　九州がんセンター　整形外科　吉本　昌人、他　……82

外傷１　（15：30 〜 16：10） 座長　金﨑　彰三（大分大学）

I-3-24  Lateral para-patellar approachを用いた脛骨骨幹部骨折の治療
飯塚市立病院　整形外科　副島　竜平、他　……82

I-3-25   高度肥満の脛腓骨近位端骨折後の感染性偽関節に対してMasquelet法
で治療した１例

製鉄記念八幡病院　鈴木　湧貴、他　……83
I-3-26   豪雨土砂災害における両脚のfield amputationを回避し片脚を救肢し

得た１例
飯塚病院　名取　孝弘、他　……83

I-3-27  当科におけるニチノールステープルの小経験
県立宮崎病院　整形外科　井上　三四郎、他　……84
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第１日目　６月11日（土）

第４会場

軟部腫瘍１　（8：30 〜 9：20）  座長　遠藤　　誠（九州大学）

I-4-01  腹壁に発生したBCOR関連肉腫の一例
琉球大学　整形外科　水田　康平、他　……85

I-4-02  巨大悪性軟部腫瘍の治療成績
山口大学　整形外科　岩永　隆太、他　……85

I-4-03  VAC/VI/VPC/IE療法を施行した横紋筋肉腫の２例
久留米大学　整形外科　中島　帆奈美、他　……86

I-4-04  アドリアマイシンとイホマイドを用いた術前化学療法の治療成績
長崎大学　医学部　整形外科　富田　雅人、他　……86

I-4-05  当科における進行軟部肉腫に対するトラベクテジンの使用経験
大分大学　医学部　整形外科　久保田　悠太、他　……87

軟部腫瘍２（9：30 〜 10：20）  座長　岩永　隆太（山口大学）

I-4-06  当科で加療した神経線維腫症の２例
県立宮崎病院　整形外科　井上　三四郎、他　……87

I-4-07  下肢悪性軟部腫瘍手術に伴い膝伸展機構破綻を来した患者の歩行解析
大分大学　医学部　整形外科　石田　太朗、他　……88

I-4-08   膝関節外側に発生した滑膜肉腫に対して広範切除術、外側側副靭帯再
建、腓腹筋弁術を施行した一例

琉球大学　医学部　整形外科　津覇　雄一、他　……88
I-4-09   局所再発後に脂肪腫から異型脂肪腫様腫瘍/高分化型脂肪肉腫へ診断

変更になった２例
熊本大学病院　井手　淳之介、他　……89

I-4-10  重要神経血管束に近接する大腿悪性軟部腫瘍の臨床成績
九州大学　整形外科　田中　一成、他　……89



31

軟部腫瘍３　（13：20 〜 14：10）  座長　薛　　宇孝（九州がんセンター）

I-4-11  手掌部血管腫（ISSVA分類：venous malformation）の１例
久留米大学病院　整形外科学教室　松浦　充洋、他　……90

I-4-12   手根管内の正中神経から発生した脂肪腫（intraneural  lipoma）の治療
経験

社会保険直方病院　古賀　陽一、他　……90
I-4-13  左手掌部に発生した稀な腫瘍の１例

琉球大学　整形外科　北城　圭一郎、他　……91
I-4-14  Tinel様徴候を主症状とした指神経発生腫瘍類似疾患

ながと総合病院　整形外科、山口大学　医学部　整形外科　村松　慶一、他　……91
I-4-15  腫瘍径の小さい軟部肉腫と良性腫瘍の臨床所見の比較

九州大学病院　整形外科　飯田　圭一郎、他　……92

手の外科１　（14：20 〜 15：20）  座長　山中　芳亮（産業医科大学）

I-4-16   更年期手指関節症に対するホルモン（エストロゲン）補充療法の有用
性について

鹿児島大学大学院　整形外科　佐々木　裕美、他　……92
I-4-17  ばね指症例におけるPIP関節屈曲拘縮と関節症性変化に関する検討

独立行政法人　地域医療機能推進機構　佐賀中部病院　梅木　　駿、他　……93
I-4-18  化膿性屈筋腱滑膜炎と鑑別を要した痛風性屈筋腱滑膜炎の一例

独立行政法人　地域医療機能推進機構　佐賀中部病院　伊藤　恵里子、他　……93
I-4-19  変形性手関節症に対して近位手根列切除術を行った１例

独立行政法人筑後市立病院　整形外科　杉山　貴保、他　……94
I-4-20   手根管症候群術後正中神経部分損傷に対する神経再生チューブ（ナー

ブリッジ）によるWRAP法の２例
川崎病院　仲摩　憲次郎、他　……94

I-4-21   母指CM関節症に対する遊離長掌筋腱（PL）とsuture tapeを用いた
われわれの関節形成術の方法と短期成績

医療法人友和会　鶴田整形外科　峯　　博子、他　……95
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手の外科２　（15：30 〜 16：30）  座長　佐々木　裕美（鹿児島大学）

I-4-22  Nanoscope にて観察した橈骨遠位端骨折手術時の長母指伸筋腱の状態
済生会下関総合病院　整形外科　安部　幸雄、他　……95

I-4-23   舟状骨偽関節術後の遷延癒合に対し集束型体外衝撃波にて治療した１
例

久留米大学整形外科　吉田　史郎、他　……96
I-4-24  月状骨に突き刺さった関節内背側骨片を有した橈骨遠位端骨折の１例

原三信病院、九州労災病院　石川　千夏、他　……96
I-4-25   月状骨周囲脱臼に合併した有頭骨骨折に対する逆行性スクリュー固定

法の試み
聖マリア病院　西村　大幹、他　……97

I-4-26  末節骨開放骨折に対する経皮的鋼線刺入術の治療成績
鳥取県立中央病院　整形外科　青木　美帆、他　……97

I-4-27  当院における手指皮弁を用いた手指外傷の治療経験
熊本大学病院　整形外科　石川　喜仁、他　……98
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第２日目　６月12日（日）

第１会場

足関節及び足部疾患　（9：20 〜 10：10）  座長　坂井　達弥（佐賀大学）

Ⅱ-1-01  上腕骨近位端用プレートを用いて足関節固定術を施行した１例
福岡大学筑紫病院　整形外科　高原　真穂、他　……99

Ⅱ-1-02   腓骨骨折 Weber type Bに対し抗滑走プレート固定が困難であった一
例

佐世保共済病院　整形外科　千住　隆博、他　……99
Ⅱ-1-03  アキレス腱陳旧性断裂に対する腓腹筋筋膜を用いた腱再建術

熊本整形外科病院　生田　拓也　…100
Ⅱ-1-04  踵骨骨棘の裂離骨片を伴うアキレス腱浅層断裂の一例

佐世保共済病院　整形外科　石田　彩乃、他　…100
Ⅱ-1-05  当院で加療を行なった踵骨アキレス腱付着部裂離骨折の検討

唐津赤十字病院　整形外科　土居　雄太、他　…101

主題４「 足関節足部疾患の新しい治療：手術、保存を含む（関節鏡、靭帯補
強、PRP、体外衝撃波など）」　（10：30 〜 11：45）

座長　東　　千夏（琉球大学）　
中村　俊介（鹿児島大学）

S-4-01 骨端線閉鎖前の距骨骨軟骨損傷に対する逆行性ドリリングの治療成績
福岡大学筑紫病院　整形外科　蓑川　　創、他

S-4-02  足底腱膜・アキレス腱ストレッチングが足底腱膜のshear wave elasticityに与

える影響
福岡大学医学部　整形外科学教室　杉野　裕記、他

S-4-03 足関節外側靭帯損傷に対するsuture tapeを用いた靱帯補強術の治療成績
九州労災病院　整形外科　平本　貴義、他

S-4-04 足舟状骨疲労骨折に対するFocused Shock Waveの治療成績
百武整形外科スポーツクリニック、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科　田中　博史、他

S-4-05 外側進入型TM ankleの使用経験
JCHO久留米総合病院　野口　幸志、他

S-4-06 InCore Lapidus systemを使用した外反母趾手術
福岡青洲会病院　整形外科　金澤　和貴、他
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ランチョンセミナー４　　（12：00 〜 13：00）
　症例から学ぶ足部・足関節疾患
　「見逃してはいけない足部・足関節疾患と外傷」

福岡大学医学部整形外科学教室　萩　尾　友　宣　先生

　症例から学ぶ足部・足関節疾患
　「知っておきたい前足部の疾患」

独立行政法人国立病院機構　九州医療センター　整形外科・リウマチ科　福　士　純　一　先生
座長　吉村　一朗（福岡大学）

共催：旭化成ファーマ株式会社

画像解析・バイオメカニクス　（13：50 〜 14：40）
  座長　濵井　　敏（九州大学）

Ⅱ-1-06   ステムデザインは前捻角自由度と設置位置変化に影響するか？　　　
― computer simulation study ―
九州大学大学院医学研究院臨床医学部門外科学講座　整形外科学分野　河村　正太郎、他　…101

Ⅱ-1-07   Wagner cone使用による前捻角の調整はImplant Impingementを減少
させる―術後CTを用いたROM Simulation検証―

九州大学大学院医学研究院臨床医学部門外科学講座　整形外科学分野　山手　智志、他　…102
Ⅱ-1-08  健常者と比較した，THA術後の乗降車動作における三次元動態は？

九州大学　医学部　整形外科　原田　哲誠、他　…102
Ⅱ-1-09  筋骨格モデルを用いたTHA術後のゴルフスイング三次元動作解析

九州大学　医学部　整形外科　原田　哲誠、他　…103
Ⅱ-1-10   骨 盤 回 旋 がFalse Profile viewで のAnterior Center Edge Angle 

（ACEA）計測に与える影響と精度の検証
九州大学　整形外科　國分　康彦、他　…103
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骨関節・軟部組織感染症２　（14：50 〜 15：30）
  座長　糸永　一朗（大分大学）

Ⅱ-1-11  G群溶血性レンサ球菌による、壊死性軟部組織感染症（NSTI）の１例
嶋田病院　整形外科　植田　博也、他　…104

Ⅱ-1-12   高位脛骨骨切り術後感染に対しStaged managementにより矯正損失な
く感染沈静化が得られた１例

長崎労災病院　中尾　公勇、他　…104
Ⅱ-1-13   人工膝関節全置換術後感染に対する持続局所抗菌薬灌流療法の治療経

験
産業医科大学　医学部　整形外科学　元嶋　尉士、他　…105

Ⅱ-1-14   感染性心内膜炎に続発した化膿性膝関節炎と化膿性肩関節炎に続発し
た感染性大動脈瘤の経験

済生会下関総合病院　整形外科　高橋　洋平、他　…105

閉　会　式（15：50 ～ 16：00）
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第２日目　６月12日（日）

第２会場

膝関節疾患３　（9：20 〜 10：10）  座長　松村　陽介（佐賀大学）

Ⅱ-2-01  活動性は「睡眠の質」に影響する―TKA術後中期の後ろ向き研究―
九州大学　整形外科　上妻　隆太郎、他　…107

Ⅱ-2-02   TKA周囲骨折後偽関節症例に対して逆行性髄内釘とセメントを用い
て治療した１例

医療法人社団　慶仁会　川崎病院　中島　　圭、他　…107
Ⅱ-2-03   TKA術後マニプレーション時の鎮痛、可動域改善目的としての硬膜

外麻酔と内転筋管ブロックの比較検討
福岡豊栄会病院　徳永　　修、他　…108

Ⅱ-2-04   高度可動域制限をきたした変形性膝関節症に対して人工膝関節全置換
術を施行した１例

独立行政法人　国立病院機構　小倉医療センター　今村　清志郎、他　…108
Ⅱ-2-05   当院におけるRAに対するTKAの長期患者立脚評価

九州大学病院　整形外科　倉員　太志、他　…109

主題３「膝周囲骨切り術の現況と課題」　（10：30 〜 11：45）
座長　米倉　暁彦（長崎大学）

赤崎　幸穂（九州大学）

S-3-01  外側型変形性膝関節症・外反膝に対する遠位大腿骨 interlocking　wedge 

osteotomy

福岡山王病院　整形外科　赤須　優希、他
S-3-02 骨切り術における術後アライメントに対する後足部の影響

福岡大学病院　整形外科　宮崎　弘太郎、他
S-3-03  高位脛骨骨切り術（OWHTO）と脛骨粗面下骨切り術（OWDTO）の術前後の

patella heightと脛骨後傾角の比較検討
佐世保共済病院　伊東　孝浩、他

S-3-04  Open Wedge Tibial Osteotomyにおける脛骨粗面の切り方の違いによる術後骨
形成についての検討

九州労災病院　整形外科　森　　達哉、他
S-3-05 OW-DTO術後の脛骨後傾変化の特徴 ～従来法との比較～

九州大学　整形外科　赤崎　幸穂、他
S-3-06 内側型変形性膝関節症における膝周囲骨切り術の有用性と限界

福岡リハビリテーション病院整形外科　花田　弘文
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ランチョンセミナー５　　（12：00 〜 13：00）
　症例から学ぶ膝関節疾患　
　「知っておくべき膝関節疾患」

福岡大学医学部整形外科学教室　前　山　　　彰　先生
　症例から学ぶ膝関節疾患　
　「膝関節疾患の診断と治療」

九州大学大学院医学研究院　医工連携・健康長寿学講座　濵　井　　　敏　先生
座長　秋山　武徳（秋山クリニック）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

小児疾患・外傷　（13：50 〜 14：50）  座長　吉田　史郎（久留米大学）

Ⅱ-2-06  小児橈骨感染性偽関節の１例
県立延岡病院　石原　和明、他　…109

Ⅱ-2-07   小児橈骨遠位1/3骨幹部骨折術後のEPL損傷に対しEIP腱移行術を
行った１例

社会医療法人　潤心会　熊本セントラル病院　上野　智規、他　…110
Ⅱ-2-08  小児上腕骨遠位 T-condylar Fractureの１例

長崎県五島中央病院　整形外科　向井　順哉、他　…110
Ⅱ-2-09  橈骨急性塑性変形を伴った小児Monteggia脱臼骨折の１例

福岡徳洲会病院　市川　　賢、他　…111
Ⅱ-2-10  骨腫瘍との鑑別が困難であった小児壊血病の一例

鹿児島大学　医学部　整形外科　澤園　啓明、他　…111
Ⅱ-2-11  小児急性リンパ性白血病の骨関節MRI所見

九州大学病院　整形外科　山本　卓司、他　…112

肘関節　（15：00 〜 15：50）  座長　金城　政樹（琉球大学）

Ⅱ-2-12   ハブ咬症による前腕コンパートメント症候群に対し緊急筋膜切開を施
行した１例

中部徳洲会病院　整形外科　吉川　誉士郎、他　…112
Ⅱ-2-13   Snapping Triceps Syndromeの治療経験

産業医科大学　医学部　整形外科　内藤　東一郎、他　…113
Ⅱ-2-14   小児の肘関節脱臼に伴う靭帯損傷に対し吸収性アンカーを用いて靭帯

修復し良好な成績を得た３例
国立病院機構　嬉野医療センター　整形外科　杉原　祐介、他　…113

Ⅱ-2-15  肘関節脱臼骨折の４例
県立宮崎病院　増田　圭吾、他　…114

Ⅱ2-16   関節面が陥没した肘頭骨折に対するdouble tension band wiringの治
療成績

鳥取県立中央病院　整形外科　村岡　智也、他　…114

NKS
テキストボックス
演題取下げ
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第２日目　６月12日（日）

第３会場

脊椎・脊髄疾患４　（9：20 〜 10：20） 座長　森本　忠嗣（佐賀大学）

Ⅱ--3-01 斎藤法によって全摘し得たC1髄膜腫の１例
琉球大学病院　山川　　慶、他　…115

Ⅱ-3-02  乳癌術後に脊髄転移を来した一例
熊本大学病院　整形外科　樽美　備一、他　…115

Ⅱ-3-03  胸腔内腫瘍を伴いダンベル型発育を呈した脊髄血管芽腫の１例
鹿児島大学　整形外科　中村　美順、他　…116

Ⅱ-3-04   仙骨を下端とする広範囲固定術後の仙骨骨折に対して，SAI screwに
よる固定延長で良好な結果が得られた１例

大分整形外科病院　三尾　亮太、他　…116
Ⅱ-3-05   多椎間内視鏡下椎弓切除術における術後硬膜外血腫発生の危険因子の

検討
公立学校共済組合九州中央病院　整形外科　副島　　悠、他　…117

Ⅱ-3-06   腰椎椎間板ヘルニア術後に可逆性後白質脳症症候群（PRES）を発症
した一例

佐賀大学　医学部　整形外科　吉原　智仁、他　…117

ランチョンセミナー６　　（12：00 〜 13：00）
　症例から学ぶ脊椎・脊髄疾患
　「適切な診断および適切な治療を行うために ～薬物療法も含めて～」

福岡大学医学部整形外科学教室　田　中　　　潤　先生

　症例から学ぶ脊椎・脊髄疾患
　「診断と治療の要点と盲点 ～合併症対策から薬物治療まで～」

労働者健康安全機構　総合せき損センター　河　野　　　修　先生
座長　川口　謙一（九州大学）

共催：第一三共株式会社
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脊椎・脊髄疾患５　（13：50 〜 14：50） 座長　田上　敦士（長崎大学）

Ⅱ-3-07   頚部帯状疱疹が頸椎症性神経根症に伴う肩甲部痛の原因を示唆した一
例

野村整形外科　野村　　裕、他　…118
Ⅱ-3-08  腰部帯状疱疹が臀部上殿皮神経分布領域をラベリングした一例

野村整形外科　野村　　裕、他　…118
Ⅱ-3-09  腹臥位手術による横紋筋融解症の１例

九州中央病院　山本　雅俊、他　…119
Ⅱ-3-10  化膿性脊椎炎の診断における単純CTの有用性

佐賀大学　医学部　整形外科　松尾　大地、他　…119
Ⅱ-3-11  脊椎手術における硬膜切開後の頭痛は低髄圧脳症によるものなのか？

琉球大学医学部　整形外科学　深瀬　昌悟、他　…120
Ⅱ3-12  脊椎外科手術における超音波手術器械の適応と留意点

福岡みらい病院　整形外科／脊椎脊髄病センター　柳澤　義和、他　…120

その他　（15：00 〜 15：50） 座長　中村　英一郎（産業医科大学）

Ⅱ-3-13  関節リウマチ患者におけるDIP関節変形の発生頻度と関連因子の検討
九州大学大学院医学研究院　整形外科　池村　　聡、他　…121

Ⅱ-3-14   脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔での人工股関節全置換術術中に高度徐脈
を来した一例

九州大学病院麻酔科　大角　崇史　…121
Ⅱ-3-15  当院で診断に至った閉塞性動脈硬化症の臨床像

野村整形外科　野村　　裕、他　…122
Ⅱ-3-16   運動器疾患との鑑別を要した神経疾患の検討：診断プロセス向上のた

めに
飯塚病院　総合診療科　/　県立宮崎病院　整形外科　井上　三四郎　…122

Ⅱ-3-17  整形外科外来診療におけるpainDETECTとBS-POPの陽性率について
済生会唐津病院　整形外科　米倉　　豊、他　…123
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第２日目　６月12日（日）

第４会場

外傷２　（9：20 〜 10：20） 座長　中村　嘉宏（宮崎大学）

Ⅱ-4-01   大腿骨転子部骨折に対し術中にラグスクリューのスライディングを
ロックした症例の検討

福西会病院　倉光　正憲、他　…125
Ⅱ-4-02   不安定型大腿骨転子部骨折に術後subtype Nは許容されるか？～スラ

イディング量の観点から～
JCHO九州病院　整形外科　古谷　武大、他　…125

Ⅱ-4-03  大腿骨転子部骨折に対するcemented TFNA骨接合術の短期成績
地方独立行政法人　下関市立市民病院　整形外科　兼田　慎太郎、他　…126

Ⅱ-4-04   大腿骨転子部骨折に対するAnterior support screw（AS2）挿入困難
症例の検討　―CM Fortis NailとCM Nailの比較―

公立学校共済組合　九州中央病院　吉本　将和、他　…126
Ⅱ-4-05   大腿骨転子部骨折治療における直接的整復が術後整復位の保持に与え

る影響
飯塚病院　陣林　秀紀、他　…127

Ⅱ-4-06   大腿骨転子部骨折術後１年経過した症例における日常生活動作に影響
する因子の検討

飯塚病院整形外科　宇都宮　健、他　…127

外傷３　（13：50 〜 14：50） 座長　宮本　俊之（長崎医療センター）

Ⅱ-4-07  脆弱性骨盤輪骨折に対するTIRFの短期治療成績
長崎大学病院外傷センター、長崎大学病院整形外科　樋口　尚浩、他　…128

Ⅱ-4-08   脆弱性骨盤骨折の手術症例の特徴：メタ解析と当院の経験を含めた考察
伊万里有田共立病院　小林　孝巨、他　…128

Ⅱ-4-09  骨盤骨折に遅発性膀胱穿孔を合併した１例
産業医科大学病院整形外科　花田　修平、他　…129

Ⅱ-4-10   受傷時期の異なる両側寛骨臼骨折に対してAcute THAを実施した１例
シムラ病院　澤　　幹也、他　…129

Ⅱ-4-11  当院における高齢者寛骨臼骨折の治療経験
山口大学　医学部　附属病院　米原　孝則、他　…130

Ⅱ-4-12  多発肋骨骨折に伴う胸骨骨折に対して経皮的内固定を施行した１例
産業医科大学　救急科　佐藤　直人、他　…130




