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プ ロ グ ラ ム

第 1日目　11月19日 （ 土 ）
第 1 会場

開会式（ 8：40～ 8 ：45）

主題Ⅰ　脊椎手術低侵襲化への取り組み（ 8：45～ 9 ：33）	
	 座長：三澤　治夫（岡山大学）

1 　骨粗鬆症性椎体骨折の新しい椎体形成術（VBS：Vertebral Body Stenting）の治療成績
高知大学整形外科　青山　直樹　ほか

2 　DISH を伴う骨粗鬆性椎体骨折に対する BKP 併用後方固定術の試み
JCHO 玉造病院整形外科　神庭　悠介　ほか

3 　Racz カテーテルを用いた硬膜外腔癒着剥離術の成績不良因子の検討
川崎医科大学脊椎・災害整形外科学　佐藤　　諒　ほか

4 　腰椎すべり症に対する全内視鏡下腰椎椎体間固定術の矯正効果と臨床成績
徳島大学運動機能外科学　藤本秀太郎　ほか

5 　腰椎椎間孔狭窄に対する全内視鏡下椎間孔拡大術の治療成績について
浜脇整形外科病院　土居　克三　ほか

6 　頚椎椎弓根スクリュー用エクステンダーを用いた Minimally Invasive Cervical Pedicle 
Screw fixation

福山市民病院整形外科　山名　圭哉　ほか

休　　　憩（ 9：33～ 9 ：35）

徹底ディベート　中四国における脊椎内視鏡手術の展望（ 9：35～11：05）	
	 座長：田中　雅人（岡山労災病院）

腰椎椎間孔狭窄に対する内視鏡下椎弓根内進入椎弓根部分切除術の工夫と適応
川崎医科大学脊椎・災害整形外科学　射場　英明

脊椎全内視鏡視下手術（FESS）の手術手技トレーニング
～未固定遺体と AR システムを用いて～

徳島大学大学院医歯薬学研究部感覚運動系病態医学講座運動機能外科学
（整形外科）　山下　一太
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全内視鏡下脊椎手術（FESS）で経験した合併症とピットフォール
松山市民病院整形外科　寺井　智也

円筒形レトラクターを用いた内視鏡補助下脊椎手術の経験
― 導入過程と教育上の工夫 ―

島根大学整形外科　河野　通快
腰椎疾患に対する MED ＆ MEL の実際

シムラ病院整形外科　村田　英明

休　　　憩（11：05～11：10）

特別講演 1（11：10～12：10）	 座長：安達　伸生（広島大学）

骨軟部腫瘍の診療と今後の発展
岡山大学学術研究院医歯薬学域　生体機能再生・再建学講座（整形外科学）　尾﨑　敏文

休　　　憩（12：10～12：20）

ランチョンセミナー 1（12：20～13：20）	 座長：難波　良文（川崎医科大学）

痛み診療に役立つ医療面接の技術と薬物療法
大阪公立大学　整形外科学　総合医学教育学　豊田　宏光

休　　　憩（13：20～13：30）

特別講演 2（13：30～14：30）	 座長：長谷川健二郎（川崎医科大学）

切断肢治療の歴史と将来
奈良県立医科大学玉井進記念四肢外傷センター　河村　健二

休　　　憩（14：30～14：35）

口演 1　外傷・肩（14：35～15：03）	 座長：寺田　忠司（福山市民病院）

7 　上腕骨近位端骨折に対し，Proximal Humerus Interlocked System（PHIOS）を用いた治療
経験

近森病院　西田　一平　ほか

8 　棘上筋筋委縮および骨折部短縮が上腕骨近位端骨折手術後の肩関節自動屈曲可動域に与え
る影響

松江市立病院整形外科　石田　孝次　ほか
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9 　烏口突起骨折に骨接合術を行った 3 例
公立世羅中央病院整形外科　角　　悠司　ほか

10　高校野球選手に生じた上腕骨遠位骨幹部疲労骨折の 3 例
鳥取大学整形外科　横川　　敬　ほか

休　　　憩（15：03～15：15）

特別講演 3（15：15～16：15）	 座長：髙尾　正樹（愛媛大学）

股関節治療の進歩と今後の展望　～人工関節から股関節鏡そして運動療法へ～ 
神奈川県総合リハビリテーションセンター　整形外科　杉山　　肇

休　　　憩（16：15～16：20）

シンポジウム 1　THA のステム選択（16：20～17：50）	
	 座長：遠藤　裕介（川崎医科大学）	
	 座長：岸本　勇二（鳥取赤十字病院）

SY1-1　J-Taper ステムの中期固定性に関するＸ線学的検討
川崎医科大学骨・関節整形外科学　河本　豊広

SY1-2　 THA 術後の患者満足度/股関節機能の観点からみたステム選択   
― Tapered wedge stem の使用経験から

広島大学大学院医系科学研究科 人工関節・生体材料学　庄司　剛士
SY1-3　人工股関節全置換術におけるセメントステムの有用性

島根大学医学部整形外科学教室　門脇　　俊
SY1-4　骨形態に応じた大腿骨ステムの選択

高知大学医学部附属病院整形外科　岡上　裕介
SY1-5　仰臥位前外側アプローチを用いた THA におけるステム選択

徳島大学大学院医歯薬学研究部感覚運動系
病態医学講座運動機能外科学（整形外科）　後東　知宏

代議員総会（17：50～18：20）

学会奨励賞授与式（18：20～18：30）
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第 1日目　11月19日 （ 土 ）
第 2 会場

口演 2　下腿・足（ 8：45～ 9 ：13）	 座長：望月　雄介（岡山赤十字病院）

11　（演題取下）
12　スーチャーアンカーを用いて修復した陳旧性アキレス腱断裂の一例

高梁中央病院　大橋　秀基　ほか

13　様々な下垂足 ― 自験例から ―
岩国市医療センター医師会病院整形外科　貴船　雅夫　ほか

14　ICG 蛍光血管造影法が有効であった逆行性腓腹皮弁の 1 例
川崎医科大学形成外科　新井　理恵　ほか

15　有茎腓腹皮弁の小経験
市立宇和島病院整形外科　下野　雄大　ほか

休　　　憩（ 9：13～ 9 ：25）

口演 3　足（ 9：25～10：00）	 座長：雜賀　建多（岡山大学）

16　Morton 神経腫に特徴的な MRI 画像所見（ナメクジサイン）
岡山市立総合医療センター岡山市立市民病院整形外科　堀田　昌宏　ほか

17　重度外反母趾に対する母趾 MTP 関節固定術と関節温存骨切り術の比較
岡山大学整形外科　雜賀　建多　ほか

18　PIP 関節固定術後に生じた，implant の中節骨頭穿破を伴うマレット趾の 1 例
高松赤十字病院整形外科　中川　慎也　ほか

19　逆行性髄内釘による足関節固定術で偽関節をきたし距腿関節再固定と距踵関節に骨軟骨柱
移植を行った一例

広島大学整形外科　住井　淳一　ほか

20　両足関節の高度内反 OA に対して両側 DTOO を施行した 1 例
須崎くろしお病院整形外科　前原　　遼　ほか
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休　　　憩（10：00～10：05）

口演 4　膝関節 1（10：05～10：54）	 座長：阿漕　孝治（高知大学）

21　関節外変形を伴った内反型変形性膝関節症に対し，手術支援ロボットを用いて関節内矯正
を行った TKA

徳島大学運動機能外科学　大道　泰之　ほか

22　BCS-TKA における術前アライメントが手術支援ロボット NAVIO の軟部組織評価に与え
る影響

徳島大学運動機能外科学　和田　佳三　ほか

23　UKA における KneeAlign2 の導入経験   
― 比較的スムーズに定着したポータブルナビゲーション支援手術 ―

尾道市立市民病院整形外科　井上　博登　ほか

24　Kinematic alignment 法による TKA の術後 1 年成績 ― インサート形状による比較 ―
県立広島病院整形外科　中村　光宏　ほか

25　V-Y Quadricepsplasty を要した TKA の術前膝屈曲角度の調査
徳島赤十字病院整形外科　西殿　圭祐　ほか

26　後十字靭帯温存型人工膝関節置換術における PCL 過緊張時の脛骨側 PCL 付着部解離によ
る靭帯バランス調整法

愛媛大学整形外科　忽那　辰彦　ほか

27　人工膝関節全置換術術中の屈曲拘縮に対する後方関節包解離の有効性の検証
愛媛大学整形外科　木下　智文　ほか

休　　　憩（10：54～12：20）

ランチョンセミナー 2（12：20～13：20）	 座長：中西　一夫（川崎医科大学）

高齢者における腰椎変性側弯症 ― 病態・診断・治療 ―
広島大学 大学院医系科学研究科 整形外科学　中前　稔生

骨粗鬆症性椎体骨折の薬物治療開始と手術術式選択
三豊総合病院整形外科　塩崎　泰之
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休　　　憩（13：20～14：35）

口演 5　基礎科学（14：35～15：03）	 座長：中原　龍一（岡山大学）

28　AI を用いた関節可動域自動計測の試み
慶應義塾大学理工学部電気情報工学科　鈴木　　諒　ほか

29　完全 web 化された医工連携の試み：関節可動域自動計測システムの開発
慶應義塾大学理工学部電気情報工学科　速川　湧気　ほか

30　機械刺激応答性チャネル PIEZO1は運動刺激を感知して腱の成長を促進する
岡山大学整形外科　中道　　亮　ほか

31　AI を用いた超音波画像同一断面自動保存機能の開発
岡山大学整形外科　中原　龍一　ほか

休　　　憩（15：03～16：20）

口演 6　膝関節 2（16：20～17：02）	 座長：浜田　大輔（徳島大学）

32　早期変形性膝関節症における滑膜病変の意義
高知大学整形外科　阿漕　孝治　ほか

33　外側支帯切離術を併用した開大式楔状高位脛骨骨切り術における膝蓋大腿関節軟骨損傷の
発生とそのリスク因子の調査

島根大学整形外科　本田　　健　ほか

34　下肢長管骨骨折内反変形治癒後に生じた外傷後変形性膝関節症への HTO
四国こどもとおとなの医療センター整形外科　森川　栄士　ほか

35　外側型変形性膝関節症に対する大腿骨遠位骨切り術の経験
JA 徳島厚生連阿南医療センター整形外科　富山　翔悟　ほか

36　結核菌による人口膝関節周囲感染の 1 例
川崎医科大学骨・関節整形外科学　菊岡　亮介　ほか

37　人工膝関節置換術後にピロリン酸カルシウム結晶陽性となった一例
岡山労災病院整形外科　大森　敏規　ほか
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休　　　憩（17：02～17：10）

口演 7　膝関節 3（17：10～17：45）	 座長：横山　裕介（岡山大学）

38　若年者における内側半月板後根断裂の危険因子の検討
岡山労災病院　児玉　有弥　ほか

39　内側半月板後根断裂に対する経脛骨 pullout 修復術：脛骨固定時の膝屈曲角度と初期固定
張力の違いによる臨床成績の比較

岡山大学整形外科　田村　優典　ほか

40　反復性膝蓋骨脱臼に合併した骨軟骨損傷に修復を要した 6 例
マツダ病院整形外科　出家　正佳　ほか

41　当院における骨付き膝蓋腱を適用した前十字靭帯再再建術の検討
マツダ病院整形外科　武田　光司　ほか

42　膝前十字靭帯再建術後の再断裂リスクの画像的検討
広島大学整形外科　橋口　直史　ほか

第 1日目　11月19日 （ 土 ）
第 3 会場

口演 8　感染症（ 8：45～ 9 ：34）	 座長：中前　稔生（広島大学）

43　整形外科領域における抗菌薬適正使用支援チーム（Antimicrobial Stewardship Team：AST） 
介入の有用性

高知県立幡多けんみん病院整形外科　佐野　俊広　ほか

44　Medial open wedge high tibial osteotomy 後の MRSA 感染症
独立行政法人国立病院機構関門医療センター　米原　孝則　ほか

45　カンジダ性肺塞栓症に対して長期抗真菌薬投与中であったにも関わらず真菌性脊椎炎を発
症した一例

米子医療センター整形外科　池田　大樹　ほか
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46　Vertebral osteomyelitis caused by non-tuberculous mycobacteria：a case report
広島大学整形外科　Husain Fadlyansyah　ほか

47　皮膚生検後に発症した Aeromonas hydrophilia による壊死性筋膜炎の 1 例
香川大学整形外科　石橋　洋一　ほか

48　両側に同時感染をきたした両側 THA の症例
川崎医科大学医学部整形外科教室　加藤　孝之　ほか

49　大腿骨全置換術後感染の 1 例
三豊総合病院整形外科　藤井　洋佑　ほか

休　　　憩（ 9：34～ 9 ：40）

口演 9　股関節 1（ 9：40～10：15）	
	 座長：山崎　琢磨（国立病院機構呉医療センター中国がんセンター）

50　初回人工股関節全置換術における周術期出血量に対するセメントステムの有効性
島根大学整形外科　田中　孝明　ほか

51　初回人工股関節全置換術におけるセメントステムとセメントレスステムの術後短期の骨反
応の比較

島根大学整形外科　牛尾　公典　ほか

52　Avenir Complete ステムの術後短期成績の検討
三原市医師会病院整形外科　井上　　忠　ほか

53　当院における AR Hip Navigation System のカップアライメント精度
岡山大学整形外科　井上　智博　ほか

54　Bikini incision を用いた Anterolateral supine THA の経験
サカ緑井病院　内藤　健太　ほか

休　　　憩（10：15～10：20）

口演10　股関節 2（10：20～10：55）	 座長：門脇　　俊（島根大学）

55　人工股関節全置換術における軟部組織保護に対する取り組み
岡山大学整形外科　小浦　　卓　ほか
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56　Anterolateral supine approach で行った人工股関節置換術における前方関節包修復の意義
― 術中下肢牽引による制動性の評価 ―

香川労災病院整形外科　金子　倫也　ほか

57　上方アプローチ BHA における関節包の制動効果
玉島中央病院整形外科　香川　洋平　ほか

58　前方アプローチによる人工骨頭置換術後に前方脱臼を生じた 1 症例
医誠会病院（初期研修医）　鈴木　大誠　ほか

59　Dual mobility cup を用いた人工股関節全置換術の短期成績
広島県立障害者リハビリテーションセンター整形外科　山崎　修平　ほか

休　　　憩（10：55～14：35）

口演11　股関節 3（14：35～15：03）	 座長：山田　和希（岡山大学）

60　腸腰筋インピンジメントにおけるカップ突出量が腸腰筋表面圧に及ぼす影響：未固定遺体
を用いた検討

徳島大学運動機能外科学　玉置　康晃　ほか

61　THA 後の腸腰筋障害とその対策
岡山大学整形外科　廣瀬　一樹　ほか

62　THA 後の腸腰筋障害に対する股関節鏡下腸腰筋腱部分切離術の治療経験
津山中央病院整形外科　安藤　輝彦　ほか

63　寛骨臼形成不全股における人工股関節置換術後の股関節後方インピンジメントの評価
広島大学整形外科　少前　英樹　ほか

休　　　憩（15：03～16：20）

口演12　腫瘍・類似疾患 1（16：20～16：55）	 座長：中田　英二（岡山大学）

64　遺伝性骨・軟部腫瘍外来
岡山大学整形外科　中田　英二　ほか

65　転移性骨腫瘍における生命予後の評価
JCHO 徳山中央病院　市原　佑介　ほか
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66　上腕骨骨肉腫広範切除後パスツール処理骨中間挿入移植により再建した 1 例
（術後19年の経過報告）

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター骨軟部腫瘍・整形外科　近藤　宏也　ほか

67　片側下腿に発生した多発性グロムス腫瘍の一例
岡山大学整形外科　徳田　貴大　ほか

68　転移性膝蓋骨腫瘍の一例
広島大学整形外科　吉岡　紘輝　ほか

休　　　憩（16：55～17：10）

口演13　腫瘍・類似疾患 2（17：10～17：45）	 座長：藤原　智洋（岡山大学）

69　結節間構内に発生した滑膜軟骨腫症の一例
山陰労災病院整形外科　村田　　圭　ほか

70　右大腿骨骨幹部腫瘍による腫瘍性骨軟化症の一例
高知大学整形外科　岸　　大樹　ほか

71　上腕骨転移性骨腫瘍に対して外科的治療及びリハビリテーション治療を行った 2 例の経時
的 QOL 評価

香川大学整形外科　福岡奈津子　ほか

72　馬尾に発生した diffuse astrocytoma と meningioma の 2 例
三豊総合病院　鷹取　　亮　ほか

73　手指 microgeodic disease の 1 例
鳥取大学整形外科　赤堀　圭一　ほか

第 1日目　11月19日 （ 土 ）
第 4 会場

口演14　骨粗鬆症・フレイル（ 8：45～ 9 ：20）	 座長：柳樂　慶太（鳥取大学）

74　下肢人工関節置換術患者に対する骨粗鬆症スクリーニング
川崎医科大学附属病院骨・関節整形外科学　太田　雄紀　ほか
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75　当院におけるテリパラチド週 2 回製剤による治療経験
徳島健生病院整形外科　峯田　和明　ほか

76　ビタミンＤ改善に対して食事療法は有効か？
川崎医科大学脊椎・災害整形外科学　大成　和寛　ほか

77　下肢人工関節置換術におけるフレイル患者の術後合併症調査
高知大学整形外科　柳川　祐輝　ほか

78　当院での FLS による大腿骨近位部骨折後の二次骨折予防の取り組み
一般財団法人永頼会松山市民病院整形外科　阿部　里絵　ほか

休　　　憩（ 9：20～ 9 ：25）

口演15　手（ 9：25～10：07）	 座長：上羽　宏明（高知大学）

79　鏡視下手根管開放術後の各種評価項目の適切な評価時期の検討
香川大学整形外科　宮本　　瞬　ほか

80　安永尖刀を再考する
ながと総合病院手外科診療センター　村松　慶一　ほか

81　重度の陳旧性腱性槌指に対し長掌筋腱（PL 腱）移植を行った 3 例
国立病院機構東広島医療センター整形外科　村上　　欣　ほか

82　長母指伸筋腱皮下断裂に対する長母指外転筋を利用した腱移行術
神野病院整形外科　井上　洋一　ほか

83　手指広範囲皮膚欠損に対し，人工真皮と bFGF で治療し得た一例
倉敷スイートホスピタルリウマチセンター整形外科　原田　遼三　ほか

84　Heberden 結節に対する夜間スプリント療法の治療成績
興生総合病院整形外科　冨永　雄介　ほか

休　　　憩（10：07～10：15）

口演16　肘（10：15～10：57）	 座長：楢﨑　慎二（岡山済生会総合病院）

85　両側の人工肘関節置換術術後に異所性骨化を生じた 1 例
岡山大学整形外科　志水　紀之　ほか



― 32 ―

86　尺骨鉤状突起骨折を伴う肘外傷の治療経験
JCHO 高知西病院整形外科　田所　佑都　ほか

87　肘関節脱臼骨折に対してヒンジ付き創外固定を使用した 2 例
近森病院整形外科　横田真二郎　ほか

88　前腕の回旋制限を呈する橈骨頭変形に対して肋軟骨移植による橈骨頭部分置換術を施行し
た 1 例

広島大学整形外科　宗盛　　優　ほか

89　肘部管症候群に対する単純除圧術と皮下前方移動術の治療成績
山口大学整形外科　伊藤　洋輝　ほか

90　野球選手に発生した肘関節滑膜骨軟骨腫症の 1 例
鳥取大学整形外科　中河　直輝　ほか

休　　　憩（10：57～14：40）

第81回中国・四国手外科症例検討会（14：40～17：40）

第 2日目　11月20日 （ 日 ）
第 1 会場

シンポジウム 2　膝スポーツ医学の進歩（ 8：00～ 9 ：30）	
	 座長：阿部　信寛（川崎医科大学）	
	 座長：石川　正和（香川大学）

SY2-1　膝蓋骨脱臼とスポーツ復帰
広島大学 大学院医系科学研究科 整形外科学　亀井　豪器

SY2-2　単独半月板損傷へのアプローチ
岡山大学病院　整形外科　横山　裕介

SY2-3　骨端線閉鎖前に生じた前十字靭帯損傷の治療成績
川崎医科大学　スポーツ・外傷整形外科学　牧山　公彦

SY2-4　解剖学的二重束前十字靭帯再建術における再建靭帯の張力変化の意義
島根大学医学部整形外科学教室　多久和紘志

SY2-5　変形性膝関節症に対する膝周囲骨切り術や人工膝関節置換術後のスポーツ復帰について
山口大学大学院医学系研究科整形外科学　関　　寿大
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休　　　憩（ 9：30～ 9 ：40）

特別講演 4（ 9：40～10：40）	 座長：三谷　　茂（川崎医科大学）

川崎医大50年の歴史から低侵襲脊椎外科への軌跡
川崎医科大学名誉教授/聖隷淡路病院　長谷川　徹

休　　　憩（10：40～10：50）

特別講演 5（10：50～11：50）	 座長：内尾　祐司（島根大学）

超音波で診る小児整形外科の世界
慈誠会　山根病院　整形外科　星野弘太郎

休　　　憩（11：50～12：00）

ランチョンセミナー 3（12：00～13：00）	 座長：大成　和寛（川崎医科大学）

脊柱変形患者における骨粗鬆症対策 
北里大学医学部整形外科学　宮城　正行

休　　　憩（13：00～13：10）

口演17　外傷・骨折 1（13：10～13：59）	 座長：依光　正則（岡山大学）

91　新型コロナウイルス感染症の流行が及ぼした整形外科外傷への影響
浜田医療センター整形外科　板脇　一樹　ほか

92　比較的まれな距骨後内側突起骨折の 2 例
福山市民病院　保利　忠宏　ほか

93　踵骨骨折に対する Sinus tarsi approach を用いたプレート固定の小経験
HITO 病院整形外科　石丸　泰光　ほか

94　当院における踵骨骨折に対して仲井間変法と Cannulated Cancellous Screw を用いた治療
経験

徳島県立三好病院　岡田　　諒　ほか

95　当院における pilon 骨折（AO/OTA 分類43C3 ）の術後成績
― OA 変化をきたした症例との比較検討 ―

岡山医療センター整形外科　日野　峻介　ほか
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96　仰臥位 Burks アプローチを用いて加療した脛骨近位端骨折の 2 例
高知大学整形外科　増島　信也　ほか

97　脛骨跳躍型疲労骨折に対して観血的治療を施行した 1 例
HITO 病院整形外科　中須賀允紀　ほか

休　　　憩（13：59～14：00）

口演18　外傷・骨折 2（14：00～14：42）	 座長：清松　　悠（愛媛大学）

98　外傷性に生じた腸骨筋血腫の一例
川崎医科大学脊椎・災害整形外科学　佐藤　　舟　ほか

99　脆弱性骨盤骨折 Rommens 分類 Type Ⅳｂに対するナビゲーション下経皮的スクリュー固
定の有用性

岡山医療センター整形外科　守屋　真我　ほか

100　大腿骨頚部骨折を合併した寛骨臼両柱骨折の 1 例
岡山大学整形外科　福岡　史朗　ほか

101　著明な異所性骨化を認めた人工骨頭挿入術の一例
岡山労災病院整形外科　鳥越　健太　ほか

102　当院における TKA 周囲大腿骨骨折の治療経験
川崎医科大学骨・関節整形外科学　福間　貴雅　ほか

103　多発外傷に合併した大腿部 Morel-Lavallee lesion の 1 例
川崎医科大学脊椎・災害整形外科学　原　　啓之　ほか

休　　　憩（14：42～14：50）

主題Ⅱ　大腿骨近位部骨折治療の偏在地（14：50～15：38）	
	 座長：塩田　直史（岡山医療センター）

104　非転位型大腿骨頚部骨折に対する FEMORAL NECK SYSTEM の短期治療成績
川崎医科大学スポーツ・外傷整形外科学　平井　一人　ほか

105　大腿骨近位部骨折に対して DHS 型インプラントを忘れてはならない
兵庫県災害医療センター整形外科　矢形　幸久　ほか
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106　Long nail 挿入困難な不安定型大腿骨転子部骨折に対する ASULOCK Short nail の有用性
十全総合病院整形外科　三木　敬広　ほか

107　大腿骨頚部骨折に対する骨接合術における内固定材料の比較検討
― サイドプレートの有無で術後成績が変わるか？ ―

尾道市立市民病院整形外科　玉山　　優　ほか

108　大腿骨転子下・骨幹部骨折に対するインプラント選択
津山中央病院整形外科　出宮　光二　ほか

109　逆斜型 TypeⅡ大腿骨転子部骨折の治療成績
徳島赤十字病院整形外科　西殿　圭祐　ほか

休　　　憩（15：38～15：40）

口演19　大腿骨近位部骨折（15：40～16：22）	 座長：前原　　孝（香川労災病院）

110　75歳以上高齢者大腿骨近位部骨折に対する早期手術への取り組み
福山市民病院整形外科　田村　　竜　ほか

111　受傷後48時間以上経過した大腿骨近位部骨折手術に関する検討
国家公務員共済組合連合会呉共済病院総合診療科　野村　翔也　ほか

112　大腿骨近位部骨折の手術待機時間の検討　～病院・施設からの紹介患者に着目して～
社会医療法人里仁会興生総合病院整形外科　永原　寛之　ほか

113　令和 4 年度診療報酬改定前後の大腿骨近位部骨折手術待機時間の変化
山陰労災病院整形外科　中澤　一樹　ほか

114　大腿骨近位部骨折に対するヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）を用いた術前心機能
評価の重要性

高知県立幡多けんみん病院整形外科　尾崎　一規　ほか

115　大腿骨近位部骨折術後 DVT 予防に DOAC は適しているか 
岡山済生会総合病院整形外科　日笠晋太郎　ほか

閉会式（16：22～16：30）
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第 2日目　11月20日 （ 日 ）
第 2 会場

口演20　股関節 4（ 8：00～ 8 ：42）	 座長：今釜　　崇（山口大学）

116　M on M THA 術後の Trunnionosis により再置換を行った 1 例
川崎医科大学医学部整形外科学教室　塚本　浩介　ほか

117　THA 術後早期ステム周囲骨折に対する Arcos Modulus System の使用経験
屋島総合病院整形外科　久保田耕作　ほか

118　近位骨片の粉砕を認める人工股関節周囲骨折に対する revision THA の 1 例
国立病院機構岩国医療センター整形外科　佐藤　嘉洋　ほか

119　寛骨臼骨折偽関節に対しプレートを併用した THA の 1 例
岡山市立総合医療センター岡山市立市民病院整形外科　坂田慎一郎　ほか

120　梨状筋症候群の診断に拡散テンソル MRI が有用であった一例
香川大学整形外科　谷　　勇樹　ほか

121　偽性軟骨無形成症の股関節病変に対する Chiari 骨盤骨切り手術の治療経験：家族発生例
の報告

愛媛大学整形外科　石村　大樹　ほか

休　　　憩（ 8：42～ 8 ：50）

口演21　小児（ 8：50～ 9 ：32）	 座長：尾﨑　まり（鳥取大学）

122　小児アスリートに生じた化膿性恥骨結合炎の 1 例
岡山赤十字病院整形外科　尾下　　遼　ほか

123　骨形成不全症の小児大腿骨幹部骨折の 1 例
愛媛大学整形外科　津田　貴史　ほか

124　Osgood-Schlatter 病（OSD）を伴った脛骨粗面膝蓋腱付着部裂離骨折
国立病院機構関門医療センター　松下　拓歩　ほか



― 37 ―

125　先天性下腿偽関節症に対し4-in-1 osteosynthesis にて治療した一例
旭川荘療育・医療センター整形外科　田中　千晴　ほか

126　先天性内反足の重度遺残変形に対し，後足部矯正固定術を施行した 1 例
倉敷中央病院整形外科　今中　俊秀　ほか

127　骨切り術を施行した Freiberg 病の 1 例
愛媛県立子ども療育センター整形外科　佐野　敬介

休　　　憩（ 9：32～12：00）

ランチョンセミナー 4（12：00～13：00）	 座長：坂井　孝司（山口大学）

THA とスポーツ
JA 愛知厚生連　江南厚生病院　整形外科　川崎　雅史

休　　　憩（13：00～13：10）

口演22　頚椎 1（13：10～13：45）	 座長：谷島　伸二（鳥取大学）

128　後外側アプローチから T-Extender を用いた最小侵襲環軸椎固定術（C1 /2 MICEPS)
岡山旭東病院整形外科　三崎　孝昌　ほか

129　C1 圧迫性脊髄症に対する内視鏡下環椎後弓切除術の 1 例
川崎医科大学骨・関節整形外科学　椎原　琢磨

130　軸椎骨折放置例の経過
岩国市医療センター医師会病院整形外科　田中　一成　ほか

131　神経線維腫症 1 型に伴う後頭環椎関節脱臼および環軸椎関節脱臼をきたした 1 例
香川大学整形外科　山本　修士　ほか

132　後頭頚椎固定術後にスクリューが弛緩して悪化した頚椎歯突起後方偽腫瘍の 1 例
岡山旭東病院　リハビリテーション科　坂本　一晴　ほか

休　　　憩（13：45～14：00）

口演23　頚椎 2（14：00～14：35）	 座長：小松原悟史（香川大学）

133　岡山大学病院における頚椎損傷の急性期手術介入のタイミングに関する検討
岡山大学整形外科　魚谷　弘二　ほか
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134　圧迫性頚髄症手術後に残存した痙性跛行に対する拡散型圧力波の有用性
徳島大学運動機能外科学　杉浦　宏祐　ほか

135　キアリ奇形に対する硬膜外層切開を併用した大後頭孔拡大術の治療成績
― 脊髄空洞症改善遅延例の検討 ―

広島大学整形外科　丸山　俊明　ほか

136　 1 歳半乳幼児の頚椎頚髄損傷に対して内固定を行った 1 例
川崎医科大学附属病院整形外科　近石　直也　ほか

137　不全四肢麻痺を呈し，観血的整復固定を要した環軸椎回旋位固定の一例
岡山大学病院整形外科　植田　昌敬　ほか

休　　　憩（14：35～14：50）

口演24　腰椎（14：50～15：32）	
	 座長：藤原　　靖（広島市立北部医療センター安佐市民病院）

138　硬膜外腔癒着剥離術（TSCP）の有用性 ― 200例を経験して ―
川崎医科大学脊椎・災害外科学　中西　一夫　ほか

139　妊娠28週で腰椎椎間板ヘルニアに対して手術加療を行った 1 例
国立病院機構高知病院臨床研修センター　木山　大輔　ほか

140　腰椎椎間板ヘルニア術後再発因子の検討
香川県立中央病院整形外科　山下　和貴　ほか

141　脊髄係留症候群の手術経験
岡山労災病院整形外科　宮本　彬義　ほか

142　Augmented reality navigation 画像と実際の腫瘍位置に解離を生じた馬尾腫瘍の一例
徳島大学運動機能外科学　藤本秀太郎　ほか

143　特発性脊髄硬膜外血腫の経験
鳥取大学整形外科　藤原　聖史　ほか

休　　　憩（15：32～15：40）
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口演25　脊椎（15：40～16：22）	 座長：生熊　久敬（香川県立中央病院）

144　AIS Lenke type 1, 2 における Coplanar による短期治療成績の検討
愛媛大学整形外科　村上　悠介　ほか

145　胸郭損傷に対する MISt の有用性
川崎医科大学脊椎・災害整形外科学　杉本　佳久　ほか

146　骨粗鬆症性椎体骨折に対する経皮的椎弓根スクリューによる後方固定術における固定範囲
の検討

松山赤十字病院整形外科　住吉　範彦　ほか

147　骨粗鬆性椎体骨折に対する Balloon Kyphoplasty の後弯矯正のＸ線画像評価
さぬき市民病院整形外科　末光　源児　ほか

148　腰椎椎体骨折に対し側方椎体置換術を行い，骨癒合後後方インプラント抜去後に起ったイ
ンプラント関連合併症の 1 例

川崎医科大学脊椎・災害整形外科学　内野　和也　ほか

149　腰椎固定延長術後に皮膚壊死をきたし，皮弁手術を要した 1 例
住友別子病院　上甲　良二　ほか

第 2日目　11月20日 （ 日 ）
第 3 会場

口演26　肩（ 8：00～ 8 ：28）	 座長：横矢　　晋（広島大学）

150　当院におけるリバース型人工肩関節置換術後 2 年の臨床成績
松山赤十字病院整形外科　月坂　純也　ほか

151　鏡視下バンカート修復術後（長期経過例）の関節症性変化に伴う拘縮に対し鏡視下授動術
を施行した 2 例

マツダ病院　五島　寛治　ほか

152　鏡視下腱板修復術後の腱延長と臨床成績の比較
広島大学整形外科　原田　洋平　ほか
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153　鏡視下腱板修復術前の肩の部位別血行動態が術後の痛みに与える影響
高知大学整形外科　森本　　暢　ほか

休　　　憩（ 8：28～ 8 ：50）

口演27　外傷上肢（ 8：50～ 9 ：25）	 座長：竹葉　　淳（愛媛大学）

154　橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート固定に die punch fragment が与える影響
さぬき市民病院整形外科　齊藤　仁彦　ほか

155　両側の橈骨遠位端骨折を受傷した症例の検討
里仁会興生総合病院　千葉　恭平　ほか

156　橈骨遠位端骨折用 single use kit Initial R の使用経験
済生会西条病院　福田　高彦　ほか

157　超高齢者における橈骨遠位端骨折 ― 治療方針の検討
興生総合病院整形外科　松本　雅史　ほか

158　17歳に生じた橈骨頭脱臼を伴う尺骨急性可塑性変形の治療経験
岡山市立市民病院整形外科　石原　聖也　ほか

休　　　憩（ 9：25～13：05）
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第14回中国・四国小児整形外科研修会

開会式（13：05～13：10）

第14回中国・四国小児整形外科研修会 1（13：10～14：10）	
	 座長：永島　英樹（鳥取大学）

発育期の脊椎診療～知っておくべきことと，今後の課題～
徳島大学　整形外科　酒井　紀典

休　　　憩（14：10～14：15）

第14回中国・四国小児整形外科研修会 2（14：15～15：15）	
	 座長：池内　昌彦（高知大学）

小児骨折の特徴と治療のポイント
川崎医科大学運動器外傷・再建整形外科学/川崎医科大学総合医療センター整形外科

野田　知之

休　　　憩（15：15～15：20）

第14回中国・四国小児整形外科研修会 3（15：20～16：20）	
	 座長：今谷　潤也（岡山済生会総合病院）

小児期における上肢スポーツ傷害・障害～診断の pitfall と治療の essence～
岡山大学学術研究院医歯薬学域　運動器スポーツ医学講座　島村　安則

閉会式（16：20～16：25）


