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第5回徳島関節病フォーラム 鳴門市 2017年1月28日 私がHospital for Special Surgery（HSS）で学んだこと. 殿谷一朗

第29回日本肘関節学会 東京都 2017年2月3日～4日 超音波検査による成長期上腕骨小頭軟骨下骨所見の検者間信頼性
岩目敏幸，松浦哲也，鈴江直人，横山賢二，

西良浩一

第29回日本肘関節学会 東京都 2017年2月3日～4日 検診で早期発見されたのちに手術に至った肘離断性骨軟骨炎の検討 松浦哲也，岩目敏幸，西良浩一

第47回人工関節学会 那覇市 2017年2月24日～25日
Anterolateral supine approachによる人工股関節全置換術における術後筋

力回復の

後東知宏，高砂智哉，和田佳三，浜田大輔，

西良浩一

第47回人工関節学会 宜野湾市 2017年2月24日～25日
未固定遺体を用いた膝関節gap評価　大腿骨脛骨回旋位置はgap評価に影

響するか？

和田佳三，浜田大輔，高砂智哉，後東知宏，

東野恒作，福井義浩，西良浩一

第47回人工関節学会 宜野湾市 2017年2月24日～25日
Bicruciate-retaining TKAでは正常膝のキネマティクスは再現されない　―

ナビゲーションシステムを用いた未固定遺体での動態評価 ―

浜田大輔，和田佳三，高砂智哉，後東知宏，

新田晃弘，東野恒作，福井義浩，西良浩一

第47回人工関節学会 宜野湾市 2017年2月24日～25日
術後3，6ヶ月での2011KSSを用いたBicruciate-retaining TKAの評価　―

CR, PS TKAとの比較とその問題点 ―

新田晃弘，浜田大輔，高砂智哉，和田佳三，

後東知宏，西良浩一

第47回人工関節学会 宜野湾市 2017年2月24日～25日
Bicruciate retaining TKAとcruciate retaining TKAにおける関節安定性の比

較

高砂智哉，浜田大輔，新田晃弘，和田佳三，

後東知宏，東野恒作，福井義浩，西良浩一

第47回人工関節学会 宜野湾市 2017年2月24日～25日 脚長補正における仰臥位前外側アプローチTHAの有用性
高砂智哉，後東知宏，和田佳三，殿谷一朗，

浜田大輔，西良浩一

第8回日本MISt研究会・第8回関東MISt研究会合

同開催
東京都 2017年2月26日 X線透視使用時の職業被曝量の検討　― 新鮮未固定遺体を用いた研究 ―

山下一太，東野恒作，酒井紀典，高田洋一

郎，手束文威，長町顕弘，福井義浩，西良浩

一

第8回日本MISt研究会・第8回関東MISt研究会合

同開催
東京都 2017年2月26日 L4分離すべり症に対するXLIF及びCBT&PS hybrid法を用いた3例

手束文威，酒井紀典，山下一太，高田洋一

郎，東野恒作，長町顕弘，西良浩一

第8回日本MISt研究会・第8回関東MISt研究会合

同開催
東京都 2017年2月26日

発育期腰椎分離すべり症に対するSmiley face rod法を用いた分離修復矯

正術

山下一太，東野恒作，酒井紀典，高田洋一

郎，手束文威，長町顕弘，西良浩一

第33回四国関節外科研究会 松山市 2017年3月11日
拡散テンソルMRIを用いた坐骨神経評価が診断に有用であった梨状筋症候

群の1例

和田佳三，後東知宏，橋本拓也，宮城　亮，

高砂智哉，浜田大輔，酒井紀典，西良浩一

第33回四国関節外科研究会 松山市 2017年3月11日
未固定遺体を用いたTKA動態解析 TKA膝においてScrew Home Movement

が消失する因子の探索

和田佳三，浜田大輔，高砂智哉，後東知宏，

東野恒作，福井義浩，西良浩一

第34回四国関節外科学会 松山市 2017年3月11日
血友病性膝関節症による過伸展強直膝に対してPatient Matched

Instrumentsが有用であった人工膝関節全置換術の1例

高砂智哉，浜田大輔，和田佳三，後東知宏，

西良浩一

第76回香川県整形外科集談会 香川県 2017年3月25日
当院における 経皮的腰椎椎間板ヘルニア摘出術（PED）法の導入と初期治

療成績
眞鍋裕昭，東野恒作，三宅亮次，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日

局所麻酔下PELF（Percutaneous Endoscopic Lumbar Foraminoplasty）の腰

部脊柱管狭窄症に対する応用

山下一太，東野恒作，酒井紀典，高田洋一

郎，長町顕弘，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日

固定隣接椎間に生じた椎間孔狭窄に対する局所麻酔下PELF

（Percutaneous Endoscopic Lumbar Foraminoplasty）

笠井弘起，山下一太，東野恒作，酒井紀典，

高田洋一郎，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日 椎間関節炎による腰痛と診断したトップアスリートの1例

横山賢二，山下一太，東野恒作，酒井紀典，

高田洋一郎，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日 C4神経根症による横隔神経麻痺を来した頸椎症の1例

手束文威，酒井紀典，高田洋一郎，東野恒

作，長町顕弘，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日 腰椎椎間関節に発生したmultiple osseous loose bodiesの1例

山崎悠平，手束文威，高田洋一郎，酒井紀

典，長町顕弘，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日

約3年間診断のつかなかった発育期アスリートの腰痛の一因：胸腰椎移行

部の潜在性二分脊椎

後藤　強，酒井紀典，佐藤　紀，加藤真介，

西良浩一



学会名 開催地 開催期間 演題名 演者

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日 腰椎急性硬膜下血腫の1例

喜多健一郎，酒井紀典，山下一太，高田洋

一郎，東野恒作，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日 脊椎手術後の硬性装具作成期間中に使用可能なコルセットの開発

後藤　強，酒井紀典，高田洋一郎，東野恒

作，長町顕弘，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日

「原因不明の腰痛」で受診した成人トップアスリートの解析　～「原因不明の

腰痛」に陥りやすい病態～

横山賢二，山下一太，東野恒作，酒井紀典，

高田洋一郎，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日

Transforaminal PED法における腹膜損傷・臓器損傷の可能性について　―

CTを用いた解剖学的検討 ―

手束文威，山下一太，高田洋一郎，酒井紀

典，東野恒作，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日 黄色靭帯肥厚における小胞体ストレスの役割　― ATF6に着目して ―

手束文威，山下一太，高田洋一郎，酒井紀

典，東野恒作，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日

腰部脊柱管狭窄症患者における肥厚黄色靭帯の完全可溶化とプロテオー

ム解析の確立

佐藤　紀，合田有一郎，東野恒作，酒井紀

典，加藤真介，西良浩一

第128回中部日本整形災害外科学会学術集会 神戸 2017年4月7日～8日 腰椎後方固定術後の矢状面アライメントの変化と臨床成績との関連
高田洋一郎，手束文威，山下一太，酒井紀

典，東野恒作，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日

Bicruciate-retaining TKAの動態解析　― 未固定遺体とナビゲーションシス

テムを用いたアプローチ ―

浜田大輔，和田佳三，高砂智哉，後東知宏，

新田晃弘，東野恒作，福井義浩，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日

Bicruciate-retaining TKAの短期成績　― 2011KSSを用いたCR, PS TKAと

の比較とその問題点 ―

新田晃弘，浜田大輔，高砂智哉，和田佳三，

後東知宏，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日 BCR-TKA術後早期における膝伸展筋力低下の規定要因の検討

古本太希，浜田大輔，和田佳三，新田晃弘，

高砂智哉，後東知宏，佐藤　紀，加藤真介，

西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日

新鮮屍体を用いた大腿骨頭栄養血管の評価（股関節鏡におけるリスクマ

ネージメントの観点から）

後東知宏，和田佳三，高砂智哉，東野恒作，

福井義浩，浜田大輔，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日

内反型変形性膝関節症に対する人工膝関節全置換術前後の足関節

alignment のX線学的変化の検討

殿谷一朗，浜田大輔，後東知宏，和田佳三，

高砂智哉，岩目敏幸，松浦哲也，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日

内反型変形性膝関節症に対する人工膝関節全置換術前後の足関節

alignment のX線学的変化の検討

殿谷一朗，浜田大輔，後東知宏，和田佳三，

高砂智哉，岩目敏幸，松浦哲也，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日 傍脊柱発生の悪性筋上皮腫の1例 宮城　亮，西庄俊彦，土岐俊一，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日

腰部脊柱管狭窄症患者における肥厚黄色靭帯の完全可溶化とプロテオー

ム解析の確立

佐藤　紀，合田有一郎，東野恒作，酒井紀

典，加藤真介，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日 少年野球選手における肘離断性骨軟骨炎の臨床成績 岩目敏幸，松浦哲也，鈴江直人，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日

骨頭被覆率と臼蓋応力との関係性についての検討　有限要素法を用いた解

析

和田佳三，後東知宏，高砂智哉，浜田大輔，

福井義浩，東野恒作，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日

膝関節gap評価が大腿骨脛骨位置関係に及ぼす影響　未固定遺体を用い

た検討

和田佳三，浜田大輔，高砂智哉，後東知宏，

福井義浩，東野恒作，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日

Bicruciate retaining TKAとcruciate retaining TKAにおける関節安定性の比

較

高砂智哉，浜田大輔，和田佳三，後東知宏，

殿谷一朗，鶴尾吉宏，西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日 GTSステムを用いたセメントレスTHAにおける術後Ｘ線学的評価

高砂智哉，後東知宏，和田佳三，浜田大輔，

西良浩一

第128回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
神戸市 2017年4月7日～8日 FACITコラーゲンと筋線維芽細胞を含めた黄色靱帯肥厚の組織学的解析

林二三男，東野恒作，森本雅俊，合田有一

郎，酒井紀典，西良浩一

第46回日本脊椎脊髄病学会学術集会 札幌市 2017年4月13日～15日 発育期腰椎分離症に対する保存治療　～最近4年間の成績～
酒井紀典，手束文威，山下一太，高田洋一

郎，東野恒作，長町顕弘，西良浩一
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第46回日本脊椎脊髄病学会学術集会 札幌市 2017年4月13日～15日
Transforaminal PED法における腹膜損傷・臓器損傷の可能性について　～

CTを用いた解剖学的検討～

手束文威，森本雅俊，林二三男，山下一太，

高田洋一郎，酒井紀典，東野恒作，長町顕

弘，西良浩一

第46回日本脊椎脊髄病学会学術集会 札幌市 2017年4月13日～15日
「原因不明の腰痛」で受診した発育期アスリートの診断　～「原因不明の腰

痛」の割合とその病態～

山下一太，東野恒作，酒井紀典，高田洋一

郎，手束文威，千川隆志，長町顕弘，間瀬泰

克，西良浩一

第46回日本脊椎脊髄病学会学術集会 札幌市 2017年4月13日～15日 脊椎脊髄外科手術の医療経済的効率

長町顕弘，森本雅俊，手束文威，林二三男，

山下一太，高田洋一郎，酒井紀典，東野恒

作，西良浩一

第46回日本脊椎脊髄病学会学術集会 札幌市 2017年4月13日～15日 保存治療により骨癒合を得られた後，再発した発育期腰椎分離症の検討
酒井紀典，手束文威，山下一太，高田洋一

郎，東野恒作，長町顕弘，西良浩一

第46回日本脊椎脊髄病学会学術集会 札幌市 2017年4月13日～15日
中高齢者における腰椎前弯角度の違いがflexibility/core-training後の身体

に及ぼす影響

後藤　強，酒井紀典，手束文威，高田洋一

郎，東野恒作，加藤真介，西良浩一

第46回日本脊椎脊髄病学会学術集会 札幌市 2017年4月13日～15日 成人腰椎後方要素におけるMRI輝度変化の解析

杉浦宏祐，酒井紀典，手束文威，山下一太，

高田洋一郎，東野恒作，長町顕弘，西良浩

一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日
トップアスリートの慢性腰痛におけるHIZの意義と低侵襲内視鏡治：Thermal

annuloplasty
西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日 骨癒合を目指した発育期腰椎分離症の保存治療
酒井紀典，手束文威，山下一太，高田洋一

郎，東野恒作，長町顕弘，西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日 保存治療で一時骨癒合を得られた後に再発した発育期腰椎分離症の検討
酒井紀典，手束文威，山下一太，高田洋一

郎，東野恒作，長町顕弘，西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日 小胞体ストレスによって黄色靭帯肥厚が悪化する

森本雅俊，林二三男，手束文威，山下一太，

高田洋一郎，酒井紀典，東野恒作，長町顕

弘，西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日
Diffusion-weighted MR neurography（DW-MRN）を用いた腰部神経根の形

態評価

宮城　亮，酒井紀典，和田佳三，橋本拓也，

西庄俊彦，西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日 成人腰椎後方要素におけるMRI輝度変化の解析

杉浦宏祐，酒井紀典，手束文威，山下一太，

高田洋一郎，東野恒作，長町顕弘，西良浩

一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日 腹部造影CTを用いた仙骨screwingによる前方血管損傷のリスク評価
手束文威，酒井紀典，山下一太，高田洋一

郎，東野恒作，長町顕弘，西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日
Tight hamstringsに対する各種active-static stretching中の体幹・下肢筋へ

の影響

後藤　強，酒井紀典，高田洋一郎，東野恒

作，加藤真介，西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日
腰椎後方手術後の矢状面アライメントの変化と臨床評価（JOABPEQ）との

関連

高田洋一郎，手束文威，山下一太，酒井紀

典，東野恒作，長町顕弘，西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日
Transforaminal PED法における腹膜損傷・臓器損傷の可能性について　―

CTを用いた解剖学的検討 ―

手束文威，山下一太，高田洋一郎，酒井紀

典，東野恒作，長町顕弘，西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日
中高齢者における腰椎前弯角度の違いがflexibility/core-training後の身体

に及ぼす影響

後藤　強，酒井紀典，高田洋一郎，東野恒

作，加藤真介，西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日
股関節痛を有する境界型寛骨臼形成不全における3次元股関節形態の特

徴

後東知宏，和田佳三，高砂智哉，浜田大輔，

西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日
The rotational kinematics of bicruciate-retaining TKA is different from

normal knee kinematics. －A cadaveric study－

Daisuke Hamada，Keizo Wada，Tomoya

Takasago，Tomohiro Goto，Kosaku

Higashino，Yoshihiro Fukui，Koichi Sairyo



学会名 開催地 開催期間 演題名 演者

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日 CT撮影による医療被曝量の調査　～新鮮未固定遺体を用いた研究～
山下一太，東野恒作，林二三男，林裕晃，竹

上和希，福井義浩，西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日
CT撮影時の撮影範囲制限と保護具使用による医療被曝低減効果の検討

～新鮮未固定遺体を用いた研究～

山下一太，東野恒作，林二三男，林裕晃，竹

上和希，福井義浩，西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日 少年野球選手における肘離断性骨軟骨炎に対する保存療法
松浦哲也，岩目敏幸，鈴江直人，柏口新二，

岩瀬毅信，西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日

Diffusion-weighted MR Neurography （DW-MRN）を用いた腰部神経根の形

態評価　Diffusion weighted MR neurography for the assessment of lumbar

nerve roots.

宮城　亮，酒井紀典，橋本拓也，和田佳三，

西庄俊彦，西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日
超音波検査による成長期上腕骨小頭軟骨下骨所見の検者内・検者間信頼

性

岩目敏幸，松浦哲也，横山賢二，鈴江直人，

西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日
Clinical outcome of arthroscopic treatment for posteromedial elbow

impingement in adolescent baseball players
岩目敏幸，松浦哲也，鈴江直人，西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日
骨頭被覆率と臼蓋応力との関係性についての検討　有限要素法を用いた解

析

和田佳三，後東知宏，高砂智哉，浜田大輔，

西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日 TKA三次元膝関節ギャップ評価の検討　未固定遺体を用いた研究
和田佳三，浜田大輔，高砂智哉，後東知宏，

福井義浩，東野恒作，西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市 2017年5月18日～21日 脚長補正における仰臥位前外側アプローチTHAの有用性
高砂智哉，後東知宏，和田佳三，浜田大輔，

西良浩一

第54回日本リハビリテーション医学会学術集会 岡山市 2017年6月8日 がん患者のリハビリテーション紹介時における骨転移把握の注意点
佐藤　紀，東野恒作，西庄俊彦，西良浩一，

加藤真介

第54回日本リハビリテーション医学会　シンポジウ

ム頚髄不完全損傷の包括的治療
岡山市 2017年6月9日 外傷性頚髄不完全損傷の発生状況の変化 加藤真介，佐藤　紀，江西哲也

第9回JOSKAS 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外

科学会
札幌市 2017年6月22日～25日

TKA術後にScrew Home Movementが消失する因子の探索　未固定遺体と

Navigation systemを用いた検討

和田佳三，浜田大輔，高砂智哉，後東知宏，

福井義浩，東野恒作，西良浩一

第9回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 札幌市 2017年6月22日～24日
内反型変形性膝関節症に対する人工膝関節全置換術前後の足関節

alignment のX線学的変化の検討

殿谷一朗，浜田大輔，後東知宏，和田佳三，

高砂智哉，岩目敏幸，松浦哲也，西良浩一

第9回JOSKAS日本関節鏡・膝・スポーツ整形外

科学会
札幌市 2017年6月22日～24日 徳島県小学生サッカー選手の疼痛に関するアンケート調査 岩目敏幸，松浦哲也，鈴江直人，西良浩一

第9回JOSKAS日本関節鏡・膝・スポーツ整形外

科学会
札幌市 2017年6月22日～24日

10歳未満の野球選手における小頭軟骨下骨表層不整像の経年変化　― 2

年追跡調査 ―

横山賢二，岩目敏幸，松浦哲也，鈴江直人，

岩瀬毅信，西良浩一

第9回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 札幌市 2017年6月22日～24日 徳島での少年野球検診の取り組み
松浦哲也，岩目敏幸，鈴江直人，柏口新二，

西良浩一

第9回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 札幌市 2017年6月22日～24日
Bicruciate-retaining TKAと正常膝の動態比較　― ナビゲーションシステム

を用いた未固定遺体での検討 ―

浜田大輔，和田佳三，高砂智哉，後東知宏，

新田晃弘，東野恒作，福井義浩，西良浩一

第9回JOSKAS 札幌市 2017年6月22日～24日
Bicruciate-retaining TKAの術後評価　2011KSSによるCRおよびPS TKAと

の比較

高砂智哉，浜田大輔，和田佳三，後東知宏，

西良浩一

第42回日本外科系連合学会学術集会 徳島市 2017年6月28日～30日 Oncological emergencyと骨転移 宮城　亮，西庄俊彦，西良浩一

第29回日本整形外科超音波学会 東京都 2017年7月1日 腰椎疾患への超音波検査の導入について
手束文威，酒井紀典，山下一太，高田洋一

郎，長町顕弘，西良浩一

第42回日本骨折治療学会 郡山市 2017年7月7日～8日
小転子骨片を用いた大腿骨転子部骨折の不安定性評価　未固定遺体と有

限要素解析を用いた検討
和田佳三，三上　浩，西良浩一

第50回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会 東京都 2017年7月13日～14日

下肢血流障害を契機に発見された総腸骨動脈原発血管肉腫の1例　A case

of intimal angiosarcoma arising from common iliac artery presenting with

aortic obstruction

宮城　亮，西庄俊彦，土岐俊一，西良浩一



学会名 開催地 開催期間 演題名 演者

第40回関節疾患懇話会 徳島市 2017年7月15日 境界型寛骨臼形成不全症における骨頭被覆の三次元的評価
後東知宏，和田佳三，高砂智哉，浜田大輔，

西良浩一

第40回関節疾患懇話会 徳島市 2017年7月15日 足の外科グループの取り組み. 殿谷 一朗，西良 浩一

第40回関節疾患懇話会 徳島市 2017年7月15日 Bicruciate-retainingのTKAの短期成績　― その利点と問題点について ―
浜田大輔，高砂智哉，和田佳三，新田晃弘，

後東知宏，西良浩一

第40回関節疾患懇話会 徳島市 2017年7月15日 Anterolateral supine approachによる人工股関節置換術後の筋力評価
高砂智哉，後東知宏，和田佳三，浜田大輔，

西良浩一

The 17th ATST meeting 2017 東京都 2017年7月22日 スポーツ選手の腰痛に対するPELD 西良浩一

第20回日本低侵襲脊椎外科学会学術集会 札幌市 2017年7月27日～28日
超高齢者のlateral recess stenosisに対する局所麻酔下Percutaneous

Endoscopic Ventral Facetectomyの有用性

山屋誠司，酒井紀典，手束文威，高田洋一

郎，東野恒作，長町顕弘，西良浩一

第20回日本低侵襲脊椎外科学会学術集会 札幌市 2017年7月27日～28日
経椎間孔アプローチ経皮的内視鏡下腰椎椎間板摘出術における局所麻酔

管理の有用性と課題

山屋誠司，手束文威，高田洋一郎，酒井紀

典，東野恒作，長町顕弘，西良浩一

第20回日本低侵襲脊椎外科学会学術集会 札幌市 2017年7月27日～28日
局所麻酔下，経皮的内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術における術中鎮痛管

理とExiting nerve injury回避操作の有用性

山屋誠司，手束文威，高田洋一郎，酒井紀

典，東野恒作，長町顕弘，西良浩一

第20回日本低侵襲脊椎外科学会学術集会 札幌市 2017年7月27日～28日 当院でのL5-S1椎間板ヘルニアに対するTransforaminal PED症例の検討

手束文威，山屋誠司，眞鍋裕昭，森本雅俊，

林二三男，山下一太，高田洋一郎，酒井紀

典，長町顕弘，西良浩一

第6回Japan Association of Spine Surgeons with

Ambition（JASA）
東京都 2017年8月5日～6日 局所麻酔下PED法におけるforaminoplastyの有用性

寺井智也，日比野直仁，佐藤亮祐，喜多健

一郎，濱紳悟，酒井紀典，西良浩一

第51回日本側彎症学会 京都 2017年8月24日～25日 思春期特発性側弯症とスポーツ活動
高田洋一郎，手束文威，山下一太，酒井紀

典，長町顕弘，西良浩一

第5回四国足の外科研究会 高知市 2017年8月19日 有痛性os intercuneiformeの1例. 殿谷一朗，西庄俊彦，宮城　亮，西良浩一

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日
トラック・ロードレース競技者に発症した発育期腰椎分離症とそのメカニズム

についての考察

酒井紀典，後藤　強，杉浦宏祐，手束文威，

高田洋一郎，東野恒作，長町顕弘，西良浩

一

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日
棘突起欠損のある潜在性二分脊椎を伴う腰椎分離症に対する分離修復術

Smiley face rod technique : Case report

山屋誠司，寺井智也，手束文威，高田洋一

郎，酒井紀典，東野恒作，長町顕弘，西良浩

一

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日
骨癒合を目的とした腰椎分離症（疲労骨折）の保存治療中のEvidence-

based rehabilitationの確立：Article review

後藤　強，酒井紀典，手束文威，高田洋一

郎，東野恒作，長町顕弘，加藤真介，西良浩

一

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日
走行・キック動作がSpinopelvic rhythmに与える影響：腰椎分離症の保存治

療中どこまでしていいのか？

後藤　強，酒井紀典，杉浦宏祐，手束文威，

高田洋一郎，東野恒作，長町顕弘，加藤真

介，西良浩一

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日 保存治療後再発した発育期腰椎疲労骨折（分離症）症例の検討
酒井紀典，手束文威，山下一太，高田洋一

郎，東野恒作，長町顕弘，西良浩一

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日
高校生アスリートの腰椎椎間板ヘルニアに対するPercutaneous

Endoscopic Lumbar Discectomy（PED）の有用性

山屋誠司，長町顕弘，手束文威，高田洋一

郎，酒井紀典，東野恒作，西良浩一

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日 アスリートの椎間板性腰痛に対するThermal Annuloplastyの実際

山崎悠平，山下一太，酒井紀典，高田洋一

郎，手束文威，森本雅俊，長町顕弘，西良浩

一

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日
ライフル射撃選手の頚部神経根症に対して早期競技復帰を目的に手術治

療を施行した1例

寺井智也，酒井紀典，日比野直仁，佐藤亮

祐，喜多健一郎，濱　紳吾，邉見達彦

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日
「原因不明の腰痛」で受診した成人トップアスリートの解析　― 「原因不明

の腰痛」に陥りやすい病態 ―

横山賢二，山下一太，酒井紀典，高田洋一

郎，手束文威，森本雅俊，長町顕弘，西良浩

一



学会名 開催地 開催期間 演題名 演者

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日 椎間関節障害による腰痛と診断したトップアスリートの2例

横山賢二，山下一太，酒井紀典，高田洋一

郎，手束文威，森本雅俊，長町顕弘，西良浩

一

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日 経皮的内視鏡下腰椎椎間板摘出術の医業収支

長町顕弘，東野恒作，酒井紀典，高田洋一

郎，山下一太，林二三男，手束文威，森本雅

俊，西良浩一

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日
発育期空手選手における胸腰椎移行部の潜在性二分脊椎による腰痛：

Case report

後藤　強，酒井紀典，佐藤　紀，加藤真介，

西良浩一

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日 運動指導者の腰椎椎間関節に生じたmultiple loose bodiesの1例

山崎悠平，手束文威，眞鍋裕昭，森本雅俊，

林二三男，山下一太，高田洋一郎，酒井紀

典，長町顕弘，西良浩一

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日
Transforaminal PED法アプローチ起因の合併症回避　― 臓器損傷の回避

のための検討 ―

手束文威，眞鍋裕昭，森本雅俊，林二三男，

山下一太，高田洋一郎，酒井紀典，長町顕

弘，西良浩一

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日
局所麻酔下，経皮的内視鏡視下腰椎椎間板摘出術におけるExiting nerve

injury回避操作と局所麻酔・併用薬剤の工夫

山屋誠司，手束文威，高田洋一郎，酒井紀

典，東野恒作，長町顕弘，西良浩一

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日 Computed tomographyにおける遠位脛腓間の形態の検討. 殿谷一朗，浜田大輔，西良浩一

第43回日本整形外科スポーツ医学会 宮崎市 2017年9月8日～9日 徳島県小学生サッカー選手における検診結果 岩目敏幸，松浦哲也，鈴江直人，西良浩一

第43回日本整形外科スポーツ医学会 宮崎市 2017年9月8日～9日 上腕骨小頭骨軟骨障害に対する鏡視下手術における70°斜視鏡の応用 岩目敏幸，松浦哲也，鈴江直人，西良浩一

第43回日本整形外科スポーツ医学会 宮崎市 2017年9月8日～9日 検診で発見された肘離断性骨軟骨炎の経過
松浦哲也，岩目敏幸，横山賢二，鈴江直人，

柏口新二，岩瀬毅信，西良浩一

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 宮崎市 2017年9月8日～9日 Computed tomographyにおける遠位脛腓間の形態の検討. 殿谷 一朗，浜田大輔，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
富山市 2017年10月6日～7日

当院における経皮的内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術（PED法）後の再手術

例の検討

杉浦宏祐，東野恒作，眞鍋裕昭，酒井紀典，

長町顕弘，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
富山市 2017年10月6日～7日

腰椎椎間孔狭窄に対して経皮的内視鏡下椎間孔拡大術（PELF）法を施行し

た8例

中島大生，手束文威，高田洋一郎，寺井智

也，酒井紀典，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
富山市 2017年10月6日～7日

経皮的内視鏡下腰椎椎間板摘出術（PED）の術中局所麻酔管理の問題点

とその対処法

手束文威，山屋誠司，高田洋一郎，酒井紀

典，長町顕弘，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
富山市 2017年10月6日～7日 高齢者のlateral recess stenosisに対する局所麻酔下“PEVF”の有用性

西殿圭祐，手束文威，山屋誠司，高田洋一

郎，酒井紀典，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
富山市 2017年10月6日～7日 L4－5椎間板ヘルニアに対するOutside-in法でのPEDの有用性

手束文威，山屋誠司，高田洋一郎，酒井紀

典，長町顕弘，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
富山市 2017年10月6日～7日 頚椎に発生した軟骨腫により脊髄症状をきたした1例

百田佳織，山下一太，手束文威，酒井紀典，

長町顕弘，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
富山市 2017年10月6日～7日 脊柱管内に進展した腰椎骨軟骨腫の1例

重清晶太，手束文威，高田洋一郎，酒井紀

典，長町顕弘，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
富山市 2017年10月6日～7日 馬尾に発生したhemangioblastomaの1例

藤井悠玄，手束文威，岩波明生，高田洋一

郎，酒井紀典，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
富山市 2017年10月6日～7日 T-SLIP MRIにて診断した脊髄硬膜内くも膜嚢胞の1例

中島大生，高田洋一郎，眞鍋裕昭，手束文

威，酒井紀典，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
富山市 2017年10月6日～7日 腰部脊柱管狭窄症術後に馬尾嵌頓を起こした2例

福田雄介，手束文威，高田洋一郎，酒井紀

典，長町顕弘，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
富山市 2017年10月6日～7日

インサート形状がBicruciate retaining TKAの動態に及ぼす影響　― 未固定

遺体での検討 ―

浜田大輔，和田佳三，高砂智哉，新田晃弘，

後東知宏，殿谷一朗，鶴尾吉宏，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
富山市 2017年10月6日～7日 前十字靱帯切離が人工膝関節術後の患者満足度に及ぼす影響

中島大生，浜田大輔，高砂智哉，和田佳三，

後東知宏，西良浩一



学会名 開催地 開催期間 演題名 演者

第129回中部日本整形外科災害外科学会学術集

会
富山市 2017年10月6日～7日

人工膝関節全置換術後の大腿四頭筋力回復と患者満足度及び活動性との

関連性

古本太希，浜田大輔，和田佳三，高砂智哉，

後東知宏，佐藤紀，加藤真介，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会 富山市 2017年10月6日～7日 小学生野球選手における肘離断性骨軟骨炎の1年間における発生頻度
岩目敏幸，松浦哲也，鈴江直人，岩瀬毅信，

西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会 富山市 2017年10月6日～7日
検診で早期発見したにもかかわらず手術に至った肘離断性骨軟骨炎の検

討
岩目敏幸，松浦哲也，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会 富山市 2017年10月6日～7日 肘離断性骨軟骨炎に対する鏡視下郭清術の長期成績 重清晶太，岩目敏幸，松浦哲也，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害学会・学術集会 富山市 2017年10月6日～7日
高齢者のlateral recess stenosisに対する局所麻酔下Percutaneous

Endoscopic Ventral Facetectomy（PEVF）の有用性

西殿圭祐，手束文威，山屋誠司，高田洋一

郎，酒井紀典，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害学会・学術集会 富山市 2017年10月6日～7日
小径骨頭を用いたceramic-on-polyethylen THA術後に発生した偽腫瘍の1

例

西殿圭祐，後東知宏，高砂智哉，宮城　亮，

和田佳三，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害学会・学術集会 富山市 2017年10月6日～7日 恥骨に発生した骨原発悪性末梢神経鞘腫の1例
西殿圭祐，宮城　亮，西庄俊彦，土岐俊一，

西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会 富山市 2017年10月6日～7日
拡散テンソルMRIを用いた坐骨神経評価が診断に有用であった梨状筋症候

群の1例

和田佳三，後東知宏，橋本拓也，宮城　亮，

高砂智哉，浜田大輔，酒井紀典，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会 富山市 2017年10月6日～7日
有限要素法を用いた寛骨臼関節面圧と骨頭被覆率との関係性についての

検討

和田佳三，後東知宏，高砂智哉，浜田大輔，

殿谷一朗，鶴尾吉宏，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会 富山市 2017年10月6日～7日
後十字靭帯が三次元的膝関節Gap評価におよぼす影響　未固定遺体を用

いた検討

和田佳三，浜田大輔，高砂智哉，後東知宏，

殿谷一朗，鶴尾吉宏，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会 富山市 2017年10月6日～7日 大腿骨頭移行部栄養血管の走行評価　未固定遺体を用いた検討
和田佳三，後東知宏，高砂智哉，浜田大輔，

殿谷一朗，鶴尾吉宏，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会 富山市 2017年10月6日～7日
当院の人工関節置換術における術前深部静脈血栓症の危険因子について

の検討

和田佳三，後東知宏，高砂智哉，浜田大輔，

西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会 富山市 2017年10月6日～7日
健常膝関節における回旋動態と回旋動揺性の関係　未固定遺体を用いた

検討

和田佳三，浜田大輔，高砂智哉，後東知宏，

殿谷一朗，鶴尾吉宏，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会・学術

集会
富山市 2017年10月6日～7日 有痛性os intercuneiformeの1例 殿谷一朗，西庄俊彦，宮城　亮，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会・学術

集会
富山市 2017年10月6日～7日 Bicruciate retaining TKAにおけるACLの有無によるjoint laxityの変化

高砂智哉，浜田大輔，和田佳三，後東知宏，

殿谷一朗，鶴尾吉宏，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会・学術

集会
富山市 2017年10月6日～7日 腰椎分離症における疼痛源発生部位の同定　― STIR-MRIの有用性 ―

眞鍋裕昭，山下一太，酒井紀典，高田洋一

郎，長町顕弘，西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会・学術

集会
富山市 2017年10月6日～7日

発育期分離すべり症の椎体変形修復に関する研究　― 分離すべりモデル

ラットを用いて ―

眞鍋裕昭，山下一太，東野恒作，酒井紀典，

高田洋一郎，西良浩一

第44回日本肩関節学会 東京都 2017年10月6日～8日 無症候性肘離断性骨軟骨炎の経過 松浦哲也，岩目敏幸，西良浩一

第44回日本肩関節学会 東京都 2017年10月6日～8日 肘離断性骨軟骨炎に対する鏡視下郭清術の長期成績 松浦哲也，岩目敏幸，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 アスリートの椎間板性腰痛に対するThermal Annuloplastyの実際

手束文威，山下一太，眞鍋裕昭，森本雅俊，

林二三男，高田洋一郎，酒井紀典，長町顕

弘，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 Outside-in法を用いたPEDの有用性　― exiting nerve root injury回避 ―

中島大生，手束文威，山屋誠司，眞鍋裕昭，

山下一太，高田洋一郎，酒井紀典，長町顕

弘，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 Revision手術としての経皮的内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術

重清晶太，手束文威，眞鍋裕昭，森本雅俊，

林二三男，山下一太，高田洋一郎，酒井紀

典，長町顕弘，西良浩一



学会名 開催地 開催期間 演題名 演者

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 医師の腰部障害に対する経皮的内視鏡下手術の有用性の検討

藤井悠玄，手束文威，眞鍋裕昭，森本雅俊，

林二三男，山下一太，高田洋一郎，酒井紀

典，長町顕弘，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日
「原因不明の腰痛」で受診した成人トップアスリートの解析　― 「原因不明

の腰痛」に陥りやすい病態 ―

眞鍋裕昭，山下一太，手束文威，高田洋一

郎，酒井紀典，長町顕弘，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 成人で発生した新鮮腰椎分離症

加納将嗣，手束文威，眞鍋裕昭，森本雅俊，

林二三男，山下一太，高田洋一郎，酒井紀

典，長町顕弘，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 発育期アスリートにみられた「その他」に分類される腰痛
福田雄介，酒井紀典，後藤　強，手束文威，

高田洋一郎，長町顕弘，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 頚椎に発生した軟骨腫により脊髄症状をきたした1例

百田佳織，山下一太，手束文威，眞鍋裕昭，

森本雅俊，林二三男，高田洋一郎，酒井紀

典，長町顕弘，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 腰椎に発生した骨軟骨腫の2例

重清晶太，手束文威，眞鍋裕昭，森本雅俊，

林二三男，山下一太，高田洋一郎，酒井紀

典，長町顕弘，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 少年野球選手の肘離断性骨軟骨炎における臨床成績 百田佳織，岩目敏幸，松浦哲也，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 肘離断性骨軟骨炎における鏡視下病巣郭清術の長期成績 岩目敏幸，松浦哲也，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日
小径骨頭を用いたceramic-on-polyethylen THA術後に発生した偽腫瘍の1

例

西殿圭祐，後東知宏，高砂智哉，宮城　亮，

和田佳三，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 距骨壊死に人工距骨置換術を施行した3例の治療成績 西殿圭祐，殿谷一郎，浜田大輔，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 パクリタキセルと放射線治療が有効であった骨血管肉腫の1例
加納将嗣，宮城　亮，土岐俊一，西庄俊彦，

西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 踵骨骨髄の膠様変性を来した1例
中島大生，宮城　亮，土岐俊一，西庄俊彦，

西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日
梨状筋症候群の診断に拡散テンソルMRIによる坐骨神経評価を応用した1

例

和田佳三，後東知宏，高砂智哉，浜田大輔，

西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 距骨壊死に対し人工距骨置換術を施行した3例の治療経験. 西殿圭祐，殿谷一朗，浜田大輔，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 足の外科グループの取り組み. 殿谷一朗，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日 当院での外反母趾に対する第1中足骨水平骨切り術の短期成績. 殿谷一朗，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日
Bicruciate retaining TKAとcruciate retaining TKAにおける関節安定性の比

較

高砂智哉，浜田大輔，和田佳三，後東知宏，

殿谷一朗，鶴尾吉宏，西良浩一

第50回中国・四国整形外科学会 松江市 2017年10月14日～10月15日
｢原因不明の腰痛｣で受診した成人トップアスリートの解析　～｢原因不明の

腰痛｣に陥りやすい病態～

眞鍋裕昭，山下一太，手束文威，高田洋一

郎，酒井紀典，千川隆志，長町顕弘，西良浩

一

第44回日本股関節学会 東京都 2017年10月20日～21日
拡散テンソルMRIを用いた坐骨神経評価が診断に有用であった梨状筋症候

群の1例

和田佳三，後東知宏，高砂智哉，浜田大輔，

西良浩一

第44回日本股関節学会 東京都 2017年10月20日～21日 未固定遺体を用いた大腿骨頭栄養血管の評価
和田佳三，後東知宏，高砂智哉，浜田大輔，

殿谷一朗，鶴尾吉宏，西良浩一

第44回日本股関節学会 東京都 2017年10月20日～21日
境界型寛骨臼形成不全における股関節形態の特徴および有限要素法によ

る関節面応力解析
後東知宏，和田佳三，高砂智哉，西良浩一

第44回日本股関節学会 東京都 2017年10月20日～21日
寛骨臼回転骨切り術後恥骨偽関節に続発した難治性恥骨下枝疲労骨折の

1例
高砂智哉，後東知宏，和田佳三，西良浩一



学会名 開催地 開催期間 演題名 演者

第32回日本整形外科学会基礎学術集会 宜野湾市 2017年10月26日～27日 拡散テンソルMRIを用いた坐骨神経の評価
和田佳三，橋本拓也，後東知宏，宮城　亮，

高砂智哉，浜田大輔，酒井紀典，西良浩一

第32回日本整形外科学会基礎学術集会 宜野湾市 2017年10月26日～27日
Bicruciate retaining TKAとcruciate retaining TKAにおける関節安定性の比

較

高砂智哉，浜田大輔，和田佳三，後東知宏，

殿谷一朗，鶴尾吉宏，西良浩一

第32回日本整形外科学会基礎学術集会 宜野湾市 2017年10月26日～27日 加齢および腰椎変性すべり症による椎間関節角度の三次元的検討

森本雅俊，林二三男，手束文威，高田洋一

郎，酒井紀典，東野恒作，長町顕弘，西良浩

一

第32回日本整形外科学会基礎学術集会 宜野湾市 2017年10月26日～27日
多種コラーゲンと筋線維芽細胞を含めた黄色靱帯肥厚の組織学的解析

― 背側，腹側比較 ―

林二三男，東野恒作，森本雅俊，合田有一

郎，酒井紀典，佐藤　紀，高田洋一郎，手束

文威，西良浩一

第1回日本リハビリテーション医学会秋季学術集

会
大阪市 2017年10月29日 手指の三次元動作解析の試み 佐藤　紀，百田佳織，西良浩一，加藤真介

第1回日本リハビリテーション医学会秋季学術集

会
大阪市 2017年10月29日 腸腰筋筋力の簡易定量化の試み 百田佳織，佐藤　紀，西良浩一，加藤真介

第25回腰痛学会 東京都 2017年11月3日～4日 Outside-in法を用いたPEDの有用性

中島大生，手束文威，山屋誠司，眞鍋裕昭，

山下一太，高田洋一郎，酒井紀典，長町顕

弘，西良浩一

第25回腰痛学会 東京都 2017年11月3日～4日 Revision手術としてのPED

手束文威，眞鍋裕昭，森本雅俊，林二三男，

山下一太，高田洋一郎，酒井紀典，千川隆

志，長町顕弘，西良浩一

第25回腰痛学会 東京都 2017年11月3日～4日
高校生アスリート腰椎椎間板ヘルニアに対するPercutaneous Endoscopic

Lumbar Discectomy（PED）の有用性

西殿圭祐，手束文威，眞鍋裕昭，山下一太，

高田洋一郎，酒井紀典，東野恒作，長町顕

弘，西良浩一

第25回腰痛学会 東京都 2017年11月3日～4日
走行・キック動作が脊椎，骨盤および下肢に与える影響：腰椎分離症発生・

再発予防に向けたメカニズムの解明

後藤　強，酒井紀典，杉浦宏祐，手束文威，

高田洋一郎，東野恒作，加藤真介，長町顕

弘，西良浩一

第25回腰痛学会 東京都 2017年11月3日～4日 T-SLIP MRIにて診断して脊髄硬膜内くも膜嚢胞の1例
中島大生，高田洋一郎，眞鍋裕昭，手束文

威，酒井紀典，西良浩一

第25回腰痛学会 東京都 2017年11月3日～4日 痛み診断の新規画像評価　― 特に拡散強調画像の臨床応用について ―
酒井紀典，橋本拓也，和田佳三，宮城　亮，

西良浩一

第25回腰痛学会 東京都 2017年11月3日～4日
高校生アスリート腰椎椎間板ヘルニアに対するPerctaneus Endoscopic

Lumbar Discectomy （PED）の有用性

西殿圭祐，手束文威，眞鍋裕昭，山下一太，

高田洋一郎，酒井紀典，東野恒作，長町顕

弘，西良浩一

第25回腰痛学会 東京都 2017年11月3日～4日 肥厚黄色靱帯と筋線維芽細胞に関する組織学的解析

林二三男，東野恒作，森本雅俊，合田有一

郎，高田洋一郎，手束文威，酒井紀典，西良

浩一

第25回日本腰痛学会 東京都 2017年11月3日～4日
「原因不明の腰痛」で受診した成人トップアスリートの解析　～「原因不明の

腰痛」に陥りやすい病態～

眞鍋裕昭，山下一太，手束文威，高田洋一

郎，酒井紀典，長町顕弘，西良浩一

第26回日本腰痛学会 東京都 2017年11月3日～4日 アスリートの椎間板性腰痛に対するThermal Annuloplastyの実際
眞鍋裕昭，山下一太，手束文威，高田洋一

郎，酒井紀典，長町顕弘，西良浩一

第27回日本腰痛学会 東京都 2017年11月3日～4日
Foraminal ligamentとexiting nerve rootの解剖学的関係　― PED

transforaminal approach におけるforaminoplastyの観点から ―

眞鍋裕昭，東野恒作，手束文威，森本雅俊，

林二三男，山下一太，高田洋一郎，酒井紀

典，千川隆志，西良浩一

 第42回日本足の外科学会・学術集会 名古屋市 2017年11月9日～10日 有痛性os intercuneiformeの1例. 殿谷一朗，西庄俊彦，宮城　亮，西良浩一

 第42回日本足の外科学会・学術集会 名古屋市 2017年11月9日～10日 Computed tomographyにおける遠位脛腓間の形態の検討. 殿谷一朗，浜田大輔，西良浩一



学会名 開催地 開催期間 演題名 演者

第23回日本最小侵襲整形外科学会（MIOS） 東京都 2017年11月11日 Transforaminal PED法の進化 西良浩一

第45回日本関節病学会 東京都 2017年11月16日～17日 寛骨臼形成不全症における骨頭被覆に対する骨盤傾斜の影響
後東知宏，和田佳三，高砂智哉，浜田大輔，

西良浩一

第45回日本関節病学会 東京都 2017年11月16日～17日
内側UKAでは健常膝のScrew Home Movementは維持されない未固定遺

体を用いた膝関節動態解析

和田佳三，浜田大輔，高砂智哉，後東知宏，

殿谷一朗，鶴尾吉宏，西良浩一

第45回日本関節病学会 東京都 2017年11月16日～17日
Bicruciate retaining TKAのインサート形状が膝関節の動態に及ぼす影響

― 未固定新鮮凍結遺体での検討 ―

浜田大輔，和田佳三，高砂智哉，新田晃弘，

後東知宏，殿谷一朗，鶴尾吉宏，西良浩一

第45回日本関節病学会 東京都 2017年11月16日～17日 膝関節における関節面形状が回旋安定性に及ぼす影響について
高砂智哉，浜田大輔，和田佳三，後東知宏，

殿谷一朗，鶴尾吉宏，西良浩一

第48回全国学校医・学校保健大会 三重 2017年11月17日 徳島市の小中学校における側弯症検診の実態調査 高田洋一郎

第28回日本臨床スポーツ医学会学術集会 東京都 2017年11月18日～19日
トップアスリートが陥った謎の腰痛　～確定診断と低侵襲治療でフィールド

復帰
西良浩一

第28回日本臨床スポーツ医学会 東京都 2017年11月18日～19日 発育期腰椎分離症患者の身体特性とリハビリテーション介入の効果
岩城光一，酒井紀典，井上奈苗，畑山大輔，

林　洋平，松本美幸，服部祐介，辻秀一郎

第28回日本臨床スポーツ医学会 東京都 2017年11月18日～19日 発育期アスリートにみられた腰仙部障害「その他」に分類される腰痛
福田雄介，酒井紀典，後藤　強，手束文威，

西良浩一

第28回日本臨床スポーツ医学会 東京都 2017年11月18日～19日 ライフル射撃選手に発症した頚部神経根症の1例 寺井智也，酒井紀典，西良浩一

第28回日本臨床スポーツ医学会 東京都 2017年11月18日～19日
ダッシュが腰椎疲労骨折（分離症）発生に及ぼす影響：腰椎疲労骨折（分離

症）発生・再発の予防に向けて

後藤　強，酒井紀典，手束文威，加藤真介，

西良浩一

第28回日本臨床スポーツ医学会 東京都 2017年11月18日～19日 L4-5椎間板ヘルニアに対するOutside-in法でのPEDの有用性 手束文威，酒井紀典，西良浩一

第28回日本臨床スポーツ医学会 東京都 2017年11月18日～19日 前十字靭帯二重束再建術後の膝伸展筋力の回復における関連因子
岩目敏幸，松浦哲也，岡久哲也，加藤真介，

西良浩一

第28回日本臨床スポーツ医学会 東京都 2017年11月18日～19日
小学生サッカー選手における超音波検査を用いた膝離断性骨軟骨炎の調

査

藤井悠玄，岩目敏幸，重清晶太，福田雄介，

鈴江直人，松浦哲也，西良浩一

第28回日本臨床スポーツ医学会 東京都 2017年11月18日～19日 小学生野球選手の肘・肩関節痛発症危険因子の検討
重清晶太，岩目敏幸，福田雄介，藤井悠玄，

鈴江直人，松浦哲也，西良浩一

第28回日本臨床スポーツ医学会 東京都 2017年11月18日～19日 成長期野球肘　― 内側障害の現況 ― 松浦哲也，岩目敏幸，西良浩一

第28回日本臨床スポーツ医学会 東京都 2017年11月18日～19日 少年野球選手に対する検診の意義とその実際 松浦哲也，岩目敏幸，柏口新二，西良浩一

第44回臨床バイオメカニクス学会 松山市 2017年11月24日～25日
健常膝関節における回旋動態と回旋動揺性の関係　未固定遺体を用いた

検討

和田佳三，浜田大輔，高砂智哉，後東知宏，

殿谷一朗，鶴尾吉宏，西良浩一

第44回日本臨床バイオメカニクス学会 松山市 2017年11月24日～25日 Bicruciate retaining TKAにおけるACLの有無によるjoint laxityの変化
高砂智哉，浜田大輔，和田佳三，後東知宏，

殿谷一朗，鶴尾吉宏，西良浩一

第28回日本リウマチ学会中国四国支部学術集会 徳島市 2017年11月24日～25日
2011Knee Society Scoreを用いた人工膝関節置換術後満足度評価　―

RA・OA間での比較および関連因子の検討 ―

重清晶太，浜田大輔，和田佳三，高砂智哉，

後東知宏，西良浩一

第28回日本小児整形外科学会学術集会 東京都 2017年12月7日 成人アスリートにおける腰椎分離症終末期と遺残骨端輪骨折の管理 西良浩一

第88回西日本脊椎研究会 福岡県 2017年12月9日 頚椎症性神経根症により片側横隔神経麻痺を呈した1例
眞鍋裕昭，酒井紀典，手束文威，高田洋一

郎，千川隆志，西良浩一

第30回日本内視鏡外科学会総会 京都市 2017年12月9日 アスリートにおける経皮的脊椎内視鏡下手術の現状と適応拡大 西良浩一


