
会の名称 開催地　 講演日 演題名 演者

骨とCaクラスター 徳島県 2018.2.24 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　西良浩一

第16回徳島スポーツ整形外科研
究会

徳島市 2018年2月10日 当教室の腰椎分離症に対する保存治療の変遷と今後の
展望について

酒井紀典

第50回日本結合組織学会学術大
会

福岡市 6月29-30日
Elucidation of the mechanism of ligamentum flavum 
hypertrophy in lumbar  spinal canal stenosis
-Focusing on myofibroblast-

Fumio Hayashi, Kosaku Higashino, Masatoshi 
Morimoto, Yuichiro Goda,Toshinori Sakai, Nori 
Sato, Yoichiro Takata, FumitakeTezuka, Koichi 
Sairyo

第30回日本整形外科超音波学会 山形市 2018年7月8日、9日 超音波を用いた棘突起縦割式頚椎椎弓形成術後の脊髄
動態観察

手束文威、高田洋一郎、酒井紀典、
千川隆志、西良浩一 

第35回四国関節外科学会 高知市 2018/3/17 鏡視下腸腰筋腱切離を行った内側型弾発股の1例 高砂智哉、後東知宏、和田佳三、浜田大輔、
西良浩一

第35回四国関節外科研究会

高知市

2018/3/15 Bicruciate retaining TKAのインサート形状がキネマティクス
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41回　日本整形外科学会骨・軟
部腫瘍学会

静岡 2018.7.12-13 ユーイング肉腫と他の小円形細胞腫瘍との鑑別診断にお
けるPAX7免疫染色の実用性

土岐俊一、若井進、関水壮哉、森泰昌、市川
仁、川井章、吉田朗彦

第8回　四国骨軟部腫瘍研究会 高知 2018.10.13 骨軟部腫瘍領域における画像支援下針生検の有効性と限
界ー国立がん研究せんたーにおける現状ー

土岐俊一、西庄俊彦、西良浩一、川井章

第25回日本脊椎・脊髄神経手術手
技学会

東京 2018.9.14-15 経皮的内視鏡PED法を用いた腰椎椎体間固定の低侵襲化
石濱　嘉紘，眞鍋　裕昭，手束　文威，山下　
一太，高田　洋一郎，酒井　紀典，千川　隆志, 
西良　浩一

第52回　日本側彎症学会　学術集
会

品川 11月2日、3日 徳島市における運動器検診開始前後の側弯症検診の実
態調査

高田　洋一郎

第20回徳島脳卒中研究会 徳島市 2018年2月18日
急性期脳卒中患者リハビリテーション介入時
における深部静脈血栓症および肺血栓塞栓症
の注意点

佐藤紀,　古本太希,　大澤俊文,　加藤真介

第20回日本骨粗鬆症学会 長崎市 2018年10月26日～28
日

骨粗鬆症外来における女性患者の筋量と大腿骨骨質の相
関について

佐藤紀, 米津浩, 林二三男, 加藤真介, 西良浩
一

第19回TKA forum 東京 2018/11/30 What would you do? 浜田大輔

第130回中部日本整形外科災害外
科学会・学術集会

松山市 4/20-19 Titanium-coated PEEK cageの有用性
-術後1年以上経過後の画像学的評価-

眞鍋裕昭　酒井紀典　手束文威　森本雅俊　
山下一太　高田洋一郎　千川隆志　西良浩一

第130回中部日本整形外科災害外
科学会・学術集会

松山市 4/20-20
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　山下一太　手束文威　
林二三男　殿谷一朗　高田洋一郎　酒井紀典　
千川隆志　鶴尾吉宏　西良浩一

第130回中部整形外科災害外科学
会・学術集会

松山市 4/20-21 鏡視下腸腰筋腱切離を行った内側型弾発股の1例 百田佳織　後東知宏　高砂智哉　和田佳三　
西良浩一

第130回中部整形外科災害外科学
会・学術集会

松山市 4/20-21 Trabecular metal augmentを用いた寛骨臼再建術 西殿圭祐　後東知宏　高砂智哉　和田佳三　
浜田大輔　西良浩一

第130回　中部日本整形外科災害
外科学会

松山市 2018.4.20-21 「脱分化」した低悪性度骨肉腫の治療成績 土岐俊一、小林英介、上原健敬、西良浩一、
川井章

第130回中部整形外科災害外科学
会・学術集会

松山市 2018.4.20-21 有茎腹壁皮弁による上腕骨遠位端骨折術後感染の治療経
験

石濱　嘉紘，田中　達也



第130回中部日本整形外科災害外
科学会

松山市 2018/4/20-21 人工膝関節置換術後の大腿四頭筋力の経時的変化と満
足度の相関

浜田大輔、高砂智哉、和田佳三、古本太希、
後東知宏、佐藤紀、加藤真介、西良浩一

第130回中部日本整形外科災害外
科学会

松山市 2018/4/20-21 TKA術前の復帰期待レベルの違いが術後6ヶ月後の大腿
四頭筋筋力に及ぼす影響

古本太希、浜田大輔、高砂智哉、和田佳三、
佐藤紀、加藤真介、西良浩一

第130回中部日本整形外科災害外
科学会・学術集会

松山市 2018年4月20日、21日 陳旧性腰椎椎体骨折に対するXLIFの応用 手束文威、酒井紀典、高田洋一郎、千川隆
志、西良浩一

第130回中部日本整形外科災害外
科学会・学術集会

松山市 2018年4月20日、21日 超音波を用いた棘突起縦割式頚椎椎弓形成術後の脊髄
動態観察

手束文威、高田洋一郎、酒井紀典、千川隆
志、西良浩一

第130回中部日本整形外科災害外
科学会学術集会

松山市 4月20日〜21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130回中部日本整形外科災害外
科学会学術集会

松山市 4月20日〜21日 ALS-THAにおける手術習熟度がステム設置に及ぼす影響 高砂智哉、後東知宏、和田佳三、浜田大輔、
西良浩一

第130回中部日本整形外科災害外
科学会・学術集会

松山市 2018.4.20-21 第5中足骨の栄養動脈の流入位置の解剖学的検討. 殿谷一朗, 林二三男, 鶴尾吉宏,　　西良浩一

第130回中部日本整形外科災害外
科学会

松山市
4月20日〜21日 前十字靭帯再建術後の膝伸展筋力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130回中部日本整形外科災害外
科学会

松山市
4月20日〜21日 高校生サッカー選手の外果骨折偽関節に対して反転骨移

植術を行った一例
百田　佳織, 岩目　敏幸, 松浦　哲也, 西良　浩
一

第130回中部日本整形災害外科学
会

松山市

2018年4月20日〜21日
Bicruciate Retaining TKAの内側インサート形状がScrew 
Home Movement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、
殿谷一朗、鶴尾吉宏、西良浩一

第131回 中部日本整形外科災害

外科学会・学術集会

倉敷市
2018/10/6 経皮的内視鏡下手術における局所麻酔管理下の鎮静・

鎮痛
善成晴彦、手束文威、山下一太、高田洋一
郎、酒井紀典、西良浩一

第131回中部整形外科災害外科学
会・学術集会

倉敷市

2018.10.5-6 経大腰筋経路腰椎椎体間固定(XLIF) 術後画像における腹
部遊離ガス像の検討

石濱　嘉紘，杉浦　宏祐，眞鍋　裕昭，手束　
文威，山下　一太，高田洋一郎，酒井　紀典，
千川　隆志，西良　浩一

第131回中部整形外科災害外科学
会・学術集会

倉敷 腰椎変性すべり症に対する経皮的内視鏡下PED法を用い
た腰椎椎体間固定術

石濱　嘉紘，眞鍋　裕昭，手束　文威，山下　
一太，高田　洋一郎，酒井　紀典，千川　隆志, 
西良　浩一

第131回中部日本整形外科災害外
科学会

倉敷市

10月5日〜6日
X線での成長期大腿骨顆部不整像のMRIにおける発生部
位と骨髄内変化

岩目　敏幸, 松浦　哲也, 鈴江　直人,西良　浩
一

第131回中部日本整形外科災害外
科学会

倉敷市
10月5日〜6日 成長期サッカー選手の膝・踵痛における関連因子の検討 岩目　敏幸, 松浦　哲也, 岩瀬　穣志鈴江　直

人, 西良　浩一

第131回中部日本整形外科災害外
科学会・学術集会

倉敷市 2018.10.5-6 転換性障害患者に生じた心因性内反尖足の1例 殿谷一朗, 西良浩一

第131回中部日本整形外科災害外
科学会

倉敷市

2018/10/5-6 未固定遺体を用いた非対称型bicruciate-retaining TKAの
動作解析

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131回中部日本整形外科災害外
科学会

倉敷市
2018/10/5-6 人工膝関節全置換術後の大腿四頭筋筋力は同世代平均

値まで回復しているか？
古本太希、浜田大輔、高砂智哉、佐藤紀、加
藤真介、西良浩一

第131回中部日本整形外科災害外
科学会

倉敷市
2018/10/5-6 人工膝関節全置換術後6ヶ月の階段昇降動作困難症例に

おける術前後下肢筋機能因子の特性
古本太希、浜田大輔、高砂智哉、和田佳三、
加藤真介、西良浩一

第131回中部日本整形外科災害外
科学会学術集会

倉敷市 10月5日〜6日 Bicruciate retaining TKAにおける屈曲位外側弛緩性が脛
骨内旋運動に及ぼす影響

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131回中部日本整形外科災害外
科学会学術集会

倉敷市 10月5日〜6日 脱臼股 (CroweⅡ・Ⅲ) に対する人工股関節置換術のカップ
設置と骨性被覆の評価

高砂智哉、後東知宏、和田佳三、浜田大輔、
西良浩一

第131回中部日本整形外科災害外
科学会

倉敷市
10月6日 小児化膿性椎間板炎に対して経皮的脊椎内視鏡が効果的

であった一例
杉峯優人

第131回中部日本整形外科災害外
科学会

倉敷市
10月6日 大腿骨骨幹部骨折後の短縮変形に対して髄内釘併用脚延

長術を施行した１例
杉峯優人

第131回中部日本整形外科災害外
科学会学術集会

倉敷市
201810/5～6 寛骨臼骨折を伴う中心性脱臼に対してプレート固定を併用

して人工関節置換術を施行した1例
中山祐作

第131回中部日本整形外科災害外
科学会学術集会

倉敷市
201810/5～6 超高齢の腰椎椎間板ヘルニア患者に対してPEDが奏功し

た一例
中山祐作

第131回中部日本整形外科災害外
科学会学術集会

倉敷市

10.5-6 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131回中部日本整形外科災害外
科学会学術集会

倉敷市
10.5-6 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

131回中部日本整形外科災害外科
学会・学術集会

倉敷市
2018年10月5日～6日 トップアスリートの遺残性骨端輪骨折に合併した腰椎椎間

板ヘルニアに対する考察
鎌田光洋

131回中部日本整形外科災害外科
学会・学術集会

倉敷市
2018年10月5日～6日 翼状肩甲を伴う第６頚椎神経根症に対する内視鏡下椎間

孔拡大術
鎌田光洋

第131回中部日本整形外科災害外
科学会・学術集会

倉敷市

2018.10.5～6 ロ野球投手における椎間関節の形態学的評価
眞鍋裕昭　石濱 嘉紘　手束文威　山下一太　
高田洋一郎　酒井紀典　西良浩一

第4回四国脊椎外科研究会 徳島市 2018.3.3～4 PEDを用いた腰椎椎体間固定術の経験-PETLIFの応用- 眞鍋裕昭　長濱賢　手束文威　森本雅俊　林
二三男　高田洋一郎　酒井紀典　西良浩一

第4回四国脊椎外科研究会 徳島市 3月3日 AIS術後の創部感染の一例 中山祐作

第4回四国脊椎外科研究会 徳島市 2018/3/3 OLIF後に硬膜外血腫を生じた一例 中山祐作

第47回脊椎脊髄病学会学術集会 神戸市 2018.4.12-14 成人脊柱変形手術におけるL5/S1椎間でのLIF Cageによる
前弯獲得効果の検討

石濱　嘉紘，吉田　正弘

第47回脊椎脊髄病学会学術集会 神戸市 2018年4月12日〜14日 反対側の骨性連続性が途絶えた椎弓に発生した発育期
腰椎疲労骨折の骨癒合率について

酒井紀典　後藤強　杉浦宏祐　眞鍋裕
昭　森本雅俊　林二三男　手束文威　

第47回日本脊椎脊髄病学会学術
集会

神戸市 2018.4.12～14 Titanium-coated PEEK cageの有用性
-術後1年以上経過後の画像学的評価- 高田洋一郎　千川隆志　西良浩一

第47回日本脊椎脊髄病学会学術
集会

神戸市 2018.4.12～14
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　山下一太　手束文威　
林二三男　殿谷一朗　高田洋一郎　酒井紀典　
千川隆志　鶴尾吉宏　西良浩一

第47回脊椎脊髄病学会学術集会 神戸市 4月12-14日 腰部脊柱管狭窄症における黄色靱帯肥厚メカニズム
～線維化と筋線維芽細胞～

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51回中国・四国整形外科学会 高知市 2018.11.24-25 当院での陳旧性足関節外側靭帯損傷に対する靭帯修復術
ならびに再建術の治療成績

善成晴彦, 殿谷一朗, 西良浩一

http://www.congre.co.jp/jssr2018/
http://www.congre.co.jp/jssr2018/
http://www.congre.co.jp/jssr2018/
http://www.congre.co.jp/jssr2018/


第51回中国・四国整形外科学会 高知市 2018/11/25 当院での陳旧性足関節外側靭帯損傷に対する靭帯修復
術ならびに再建術の治療成績

善成晴彦、殿谷一朗、林二三男、西良浩一

第51回 中国・四国整形外科学会 高知市 2018/11/25 局所麻酔で行うTF-PED outside-in法の利点
善成晴彦、手束文威、山下一太、石濱嘉
紘、眞鍋裕昭、高田洋一郎、酒井紀典、千
川隆史、西良浩一

第51回中国・四国整形外科学会 高知市 2018.11.24-25 陳旧性腰椎椎体骨折を伴ったForaminal stenosisに対する
XLIFの応用

石濱　嘉紘，眞鍋　裕昭，手束　文威，山下　
一太，高田　洋一郎，酒井　紀典，千川　隆志, 
西良　浩一

第51回中国・四国整形外科学会 高知市 2018.11.24-25 腰椎変性すべり症に対する経皮的内視鏡下腰椎椎体間固
定術の治療経験

石濱　嘉紘，眞鍋　裕昭，手束　文威，山下　
一太，高田　洋一郎，酒井　紀典，千川　隆志, 
西良　浩一

第51回中国・四国整形外科学会 高知市 11月24日 トップアスリートの遺残性骨端輪骨折に合併した腰椎椎間
板ヘルニアに対する考察

杉峯優人

第51回中国・四国整形外科学会 高知市 11月24日 大腿骨骨幹部骨折後の短縮変形に対し髄内釘併用脚延
長術を施行した１例

杉峯優人

第51回中国四国整形外科学会
高知市

11月24日〜25日 当院におけるOpening wedge HTOの短期成績 高砂智哉、後東知宏、和田佳三、浜田大輔、
西良浩一

第51回中国四国整形外科学会
高知市

11月24日〜25日 Trabecular metal augmentを用いた寛骨臼再建術 高砂智哉、後東知宏、和田佳三、浜田大輔、
西良浩一

第51回中国四国整形外科学会
高知市 11月24日～25日 寛骨臼骨折を伴う中心性脱臼に対してプレート固定を併用

して人工関節置換術を施行した1例
中山祐作

第51回中国四国整形外科学会
高知市 11月24日～25日 超高齢の腰椎椎間板ヘルニア患者に対してPEDが奏功し

た一例
中山祐作

第51回中国四国整形外科学会 高知市 11月24日～25日 当科の85歳以上の全身麻酔下手術症例の検討 杉浦宏佑

第51回中国四国整形外科学会 高知市 11.24-25 高齢者のPercutaneous endoscopic ventral facetectomy
山下一太、杉浦宏祐　石濱嘉紘、眞鍋裕昭、
手束文威、高田洋一郎、酒井紀典、千川隆
志、西良浩一

51回中国四国整形外科学会 高知市 2018年11月24日～26
日

翼状肩甲を伴う第６頚椎神経根症に対する内視鏡下椎間
孔拡大術

鎌田光洋

51回中国四国整形外科学会 高知市 2018年11月24日～26
日

陸上選手に生じた母趾基節骨疲労骨折に対して観血的手
術を行った2例

鎌田光洋

第51回中国・四国整形外科学会 高知市 11月24日〜25日 超音波検査を用いた成長期サッカー選手における膝離断
性骨軟骨炎のスクリーニング調査

岩目　敏幸, 松浦　哲也, 鈴江　直人,西良　浩
一

第51回中国・四国整形外科学会 高知市 11月24日〜25日 陸上選手に生じた母趾基節骨疲労骨折に対して観血的手
術を行った2例

鎌田　光洋, 岩目　敏幸, 松浦　哲也, 西良　浩
一

第51回中国・四国整形外科学会 高知市 2018.11.24～25 新体操選手における腰部障害の特徴
眞鍋裕昭　橘安貴子　石濱 嘉紘　手束文威　　
山下一太　高田洋一郎　酒井紀典　西良浩
一

第51回中国・四国整形外科学会 高知市 2018.11.24～25 プロ野球投手における椎間関節の形態学的評価
眞鍋裕昭　石濱 嘉紘　手束文威　　山下一
太　高田洋一郎　酒井紀典　西良浩一



第91回日本整形外科学会学術総
会

神戸市 5月24日〜27日 前十字靭帯再建術後の膝伸展筋力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91回日本整形外科学会学術総
会

神戸市 2018.5.24～27
高齢者のlateral recess stenosisに対する局所麻酔下
Percutaneous Endscopic Ventral Facetectomy(PEVF)の有
用性

眞鍋裕昭　手束文威　高田洋一郎　酒井紀典　
千川隆志　西良浩一

第91回日本整形外科学会学術集
会

神戸市 2018年5月24日〜27日 骨性連続性が途絶えた椎弓に発生した新規腰椎疲労骨折
の骨癒合率について

酒井紀典　後藤強　杉浦宏祐　手束文
威　高田洋一郎　千川隆志　西良浩一

第91回日本整形外科学会学術総
会

神戸市 5月24-27日 黄色靱帯肥厚メカニズムの解明
～筋線維芽細胞に着目して～

　　　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91回日本整形外科学会学術総
会 神戸市

5月24日〜27日 Rotational acetabular osteotomyとcurved periacetabular 
osteotomy術前後における骨頭中心移動に関する三次元
的評価

高砂智哉、後東知宏、和田佳三、浜田大輔、
西良浩一

第91回日本整形外科学会学術総
会 神戸市

5月24日〜27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91回　日本整形外科学会学術
総会

神戸市 2018.5.24-27 「脱分化」した低悪性度骨肉腫の治療成績
土岐俊一、小林英介、吉田朗彦、廣瀬毅、金
栄智、上原健敬、森智章、岩田慎太郎、中谷
文彦、川井章

第91回日本整形外科学会学術総
会 神戸市 2018年5月24日〜27日 骨盤傾斜が骨頭被覆率に与える影響についての検討 和田佳三、後東知宏、高砂智哉、浜田大輔、

西良浩一

第91回日本整形外科学会学術総
会

神戸市 2018年5月24日〜27日 内外側の関節面形状が膝関節動態に与える影響の検討
未固定遺体とNavigation system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91回日本整形外科学会学術総
会

神戸市 2018/5/24-27
Surface geometry of the polyethylene inserts affect the 
rotational kinematics of the bicruciate-retaining total knee 
arthroplasty -A cadaveric study-

Hamada D, Wada K, Takasago T, Nitta A, Goto 
T, Tonogai I, Tsuruo Y, Sairyo K

第91回日本整形外科学会学術総
会 神戸市

2018.5.24-27 第5中足骨への栄養動脈の流入位置と方向の未固定遺体
での検討

殿谷一朗, 林二三男, 鶴尾吉宏,　　西良浩一

第91回日本整形外科学会学術総
会

神戸市 2018年5月26日 腰椎分離症の最新の知見 西良浩一

第91回日本整形外科学会学術総
会

神戸市 平成30年5月24日～27
日

少年野球肘の予防と対策 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91回日本整形外科学会学術総
会

神戸市 平成30年5月24日～27
日

肘離断性骨軟骨炎の診断と保存療法 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91回日本整形外科学会学術総
会

神戸市 平成30年5月24日～27
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、鈴江直人、横山賢二、
西良浩一

第91回日本整形外科学会学術総
会

神戸市 5/24-27 境界型寛骨臼形成不全における有限要素法を用いた関節
面応力解析と骨盤後傾の影響

後東知宏　和田佳三　高砂智哉　浜田大輔　
西良浩一

第26回日本腰痛学会 浜松市 2018.10.26-27 経皮的内視鏡下PED法を用いた腰椎椎体間固定術の低侵
襲化

石濱　嘉紘，眞鍋　裕昭，手束　文威，山下　
一太，高田　洋一郎，酒井　紀典，千川　隆志, 
西良　浩一



第26回日本腰痛学会 浜松市 2018.10.26-27 骨粗鬆症性椎体骨折を伴った椎間孔狭窄に対するXLIF
石濱　嘉紘，眞鍋　裕昭，手束　文威，山下　
一太，高田　洋一郎，酒井　紀典，千川　隆志, 
西良　浩一

第26回日本腰痛学会 浜松市 10月26日 10歳の化膿性椎間板炎に対して経皮的脊椎内視鏡で対応
した一例

杉峯優人

第26回日本腰痛学会 浜松市 10.26-27 アスリートの椎間板性腰痛に対するThermal Annuloplasty
の実際

山下一太、杉浦宏祐　石濱嘉紘、眞鍋裕昭、
手束文威、高田洋一郎、酒井紀典、千川隆
志、西良浩一

第26回日本腰痛学会 浜松市 10.26-27 発育期分離すべり症に合併する仙骨変形の修復メカニズ
ム―分離すべりモデルラットを用いて―

山下一太　東野恒作　眞鍋裕昭　森本雅俊　
手束文威　高田洋一郎　酒井紀典　千川隆志　
西良浩一

第26回日本腰痛学会 浜松市 2018.10.26～27
遺残性骨端輪骨折に合併した腰椎椎間板ヘルニアにつ
いて考える―トップアスリートの治療経験から―

眞鍋裕昭　石濱嘉紘　手束文威　山下一太　
高田洋一郎　酒井紀典　千川隆志　西良浩
一

第26回日本腰痛学会 浜松市 2018.10.26～27 新体操選手における腰部障害のメカニズム
眞鍋裕昭　橘安貴子　石濱嘉紘　手束文威　
山下一太　高田洋一郎　酒井紀典　千川隆
志　西良浩一

第26回日本腰痛学会 浜松市 2018.10.26～27 プロ野球投手における椎間関節の形態学的評価
眞鍋裕昭　石濱 嘉紘　手束文威　山下一太　
高田洋一郎　酒井紀典　千川隆志　西良浩
一

第44回 日本整形外科スポーツ医
学会学術集会

徳島市 2018/9/7 局所麻酔で行うTF-PED outside-in法の利点
善成晴彦、手束文威、山下一太、石濱嘉
紘、眞鍋裕昭、高田洋一郎、酒井紀典、千
川隆史、西良浩一

第44回日本整形外科スポーツ医
学会学術集会

徳島市 9月7日 トップアスリートの遺残性骨端輪骨折に合併した腰椎椎間
板ヘルニアに対する考察

杉峯優人

第44回日本整形外科スポーツ医
学会学術集会

徳島市 2018年9月7日-9日 高校生アスリートのPED （パネルディスカッション） 手束文威

第44回日本整形外科スポーツ医
学会学術集会

徳島市 2018年9月7日-9日 内視鏡腰痛治療・体験セミナー　（ハンズオンセミナー） 手束文威

第44回日本整形外科スポーツ医

学会学術集会
徳島市 9月7日～9月9日

学術プロジェクト報告：腰椎疲労骨折（分離症）発生メカニ
ズムからみた発生、再発予防
策の確立

杉浦宏佑、酒井紀典、後藤強

第44回日本整形外科スポーツ医

学会学術集会
徳島市 2018/9/7～9

経皮的内視鏡下椎間板摘出術(PED)の再発ヘルニアに対
して同側trans-foraminal approachにてPEDを施行したアス
リートの1例

中山祐作

第44回日本整形外科スポーツ医
学会学術集会

徳島市 2018年9月7日～9日 小児化膿性脊椎炎に対してPEDで洗浄ドレナージを行った
１例

鎌田光洋

第44 回日本整形外科スポーツ医
学会

徳島市 9月7日〜9日 成長期スポーツ選手に生じた大腿骨外顆骨軟骨損傷の1
例

岩目　敏幸, 松浦　哲也, 西良　浩一

第44 回日本整形外科スポーツ医
学会

徳島市 9月7日〜9日 高校生サッカー選手の外果骨折偽関節に対して反転骨移
植術を行った一例

百田　佳織, 岩目　敏幸, 松浦　哲也, 西良　浩
一



第44回日本整形外科スポーツ医
学会学術集会

徳島市 2018.9.7～9 プロ野球投手における椎間関節の形態学的評価
眞鍋裕昭　石濱 嘉紘　手束文威　山下一太　
高田洋一郎　酒井紀典　千川隆志　西良浩
一

第44回日本整形外科スポーツ医
学会学術集会 徳島市

2018.9.7-9 前内果動脈の前脛骨動脈からの分岐レベルの検討 殿谷一朗, 林二三男, 鶴尾吉宏,　　西良浩一

第10回日本関節鏡・膝・スポーツ
整形外科学会（JOSKAS）

福岡市 平成30年6月14日～16
日

小児の肘離断性骨軟骨炎に対する鏡視下郭清術 松浦哲也、岩目敏幸、西良浩一

第10回日本関節鏡・膝・スポーツ
整形外科学会（JOSKAS）

福岡市 2018/6/14-16
Modification in posterior slope of the lateral polyethulene 
insert of BCR TKA may change the rotationala kinematics 
-A cadaveric study-

Hamada D, Wada K, Takasago T, Nitta A, Goto 
T, Tonogai I, Sairyo K

第10回日本関節鏡・膝・スポーツ
整形外科学会（JOSKAS）

福岡市 2018年6月14日〜16日 内側関節面形状がBCR-TKA術後Screw Home Movement
の維持に与える影響−未固定遺体を用いた動態解析−

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10回日本関節鏡・膝・スポーツ
整形外科学会（JOSKAS）

福岡市

6月14日〜16日 Bicruciate retaining TKAにおける屈曲位外側弛緩性が脛
骨内旋運動に及ぼす影響

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10回日本関節鏡・膝・スポーツ
整形外科学会（JOSKAS）

福岡市 6月14日〜16日 前十字靭帯再建術後の膝伸展筋力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10回日本関節鏡・膝・スポーツ
整形外科学会（JOSKAS）

福岡市 6月14日〜16日 小学生サッカー選手の膝・踵痛関連因子の検討 岩目　敏幸, 松浦　哲也, 岩瀬　穣志鈴江　直
人, 西良　浩一

第21回 日本低侵襲脊椎外科学会 東京 2018/11/30 局所麻酔で行うTF-PED outside-in法の利点
善成晴彦、手束文威、山下一太、石濱嘉
紘、眞鍋裕昭、高田洋一郎、酒井紀典、千
川隆史、西良浩一

第21回日本低侵襲脊椎外科学会 東京 11月29日 局所麻酔PEDの術中鎮静・鎮痛状態の評価 杉峯優人

第21回日本低侵襲脊椎外科学会 東京 2018年11月29日～30
日

翼状肩甲を伴う第６頚椎神経根症に対する内視鏡下椎間
孔拡大術(ポスター)

鎌田光洋

第21回 日本低侵襲脊椎外科学会 東京 2018.11.29-30
 L5/S脊柱管内ヘルニアに対するforaminoplasty を併用し
たTF-PED法―骨切除量と骨盤高の関連―

眞鍋裕昭　手束文威　石濱 嘉紘　　山下一
太　高田洋一郎　酒井紀典　西良浩一

第21回 日本低侵襲脊椎外科学会 東京 経皮的内視鏡PED法を用いた腰椎椎体間固定の低侵襲化 石濱　嘉紘，眞鍋　裕昭，手束　文威，山下　
一太，高田　洋一郎，酒井　紀典, 西良　浩一

第21回 日本低侵襲脊椎外科学会 東京 2018.10.26-27 骨粗鬆症性椎体骨折を伴った椎間孔狭窄に対するXLIF 石濱　嘉紘，酒井　紀典,　眞鍋　裕昭，手束　
文威，山下　一太，高田　洋一郎， 西良　浩一

第21回 日本低侵襲脊椎外科学会 東京 腰椎側方経路椎体間固定術後画像における腹部有利ガス
像の検討

石濱　嘉紘，酒井　紀典,　眞鍋　裕昭，手束　
文威，山下　一太，高田　洋一郎，西良　浩一

第21回 日本低侵襲脊椎外科学会 東京 11.29-30 高齢者のPercutaneous endoscopic ventral facetectomy
山下一太、杉浦宏祐　石濱嘉紘、眞鍋裕昭、
手束文威、高田洋一郎、酒井紀典、千川隆
志、西良浩一

第33回日本整形外科学会基礎学
術集会

奈良市 2018.10.11-12 足関節の肢位の変化に伴う足関節鏡前方ならびに後方
ポータルと各神経・血管との距離の変化. 殿谷一朗, 西良
浩一

殿谷一朗, 林二三男, 鶴尾吉宏,　　西良浩一

http://www.congre.co.jp/jossm2018/
http://www.congre.co.jp/jossm2018/


第33回日本整形外科学会基礎学
術集会

奈良市

2018/10-11-12　 Bicruciate-retaining TKA（Journey2 XR)の動態解析　-未
固定遺体を用いた健常膝, CR, BCSとの比較-

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33回日本整形外科学会基礎学
術集会

奈良市 10月11日〜12日 正常膝とBicruciate retaining TKAにおける屈曲位外側弛緩
性の比較と関節動態に及ぼす影響

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33回日本整形外科学会基礎学
術集会

奈良市

10.11-12 CT撮影による各臓器の医療被曝量の測定　―新鮮未固定
遺体を用いた研究－

山下一太1.　東野恒作1.2.　林二三男1.　眞鍋
裕昭1．　林裕晃3.　竹上和希3.　殿谷一朗1.2．　　　　 
4. 西良浩一1.

第33回日本整形外科学会基礎学
術集会

奈良市

10.11-12 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―

山下一太　東野恒作　眞鍋裕昭　森本雅俊　
手束文威　高田洋一郎　酒井紀典　千川隆志　
西良浩一

第33回日本整形外科学会基礎学
術総会

奈良市

10月11日〜12日 超音波による成長期大腿骨顆部軟骨下骨表面の評価
岩目　敏幸, 松浦　哲也, 鈴江　直人,西良　浩
一

第33回日本整形外科学会基礎学
術集会

奈良市
10/11,12 CE角にて分類した股関節形態における3次元解剖学的調

査
後東知宏　高砂智哉　和田佳三　浜田大輔　
西良浩一

第30回　日本整形外科学会基礎
学会

奈良市

2018.10.11-12 「脱分化」した低悪性度骨肉腫の診断と治療成績
土岐俊一、小林英介、吉田朗彦、廣瀬毅、金
栄智、上原健敬、森智章、岩田慎太郎、中谷
文彦、西良浩一、川井章

第33回日本整形外科学会基礎学
術集会

奈良市 2018年10月11日～12
日

頚髄症患者における手指三次元動作解析 佐藤紀, 酒井紀典, 手束文威, 高田洋一郎, 千
川隆志, 西良浩一, 加藤真介

第48回日本人工関節学会 東京 2018/2/23-24 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48回日本人工関節学会 東京 2/23-24 ナビゲーション支援下にTrabecular metal augmentを使用し
臼蓋再建を行った治療経験

後東知宏　高砂智哉　和田佳三　浜田大輔　
西良浩一

第48回日本人工関節学会 東京
2月23日〜24日 内側および外側UKAにおける術後回旋安定性の変化 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48回日本人工関節学会 東京
2月23日〜24日 THAにおいて異なるアプローチがステムアライメントおよび

前捻角に及ぼす影響
高砂智哉、後東知宏、和田佳三、浜田大輔、
西良浩一

第48回日本人工関節学会 東京 2018年2月23日〜24日 外側UKAでは内側UKAより健常膝の関節動態が維持され
る-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、殿谷一朗、
鶴尾吉宏、西良浩一

第48回日本人工関節学会 東京 2/23-24 人工股関節全置換術後3ヶ月における10 m歩行速度に影
響を及ぼす因子の検討

友成健　後東知宏　古本大希　高砂智也　加
藤真介　西良浩一

第46回日本関節病学会

岡山市 2018/11/9-10 未固定遺体を用いた非対称型bicruciate-retaining TKAの
動態解析

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46回日本関節病学会
岡山市

11月9日〜10日 正常膝とBicruciate retaining TKAにおける屈曲位外側弛緩
性の比較と関節動態に及ぼす影響

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46回日本関節病学会

岡山市 11/9,　10 脱臼股 (CroweⅡ・Ⅲ) に対する人工股関節置全換術にお
ける至適セメントレスカップ設置位置と大転子高位の検証

後東知宏　高砂智哉　和田佳三　浜田大輔　
西良浩一

第45回日本股関節学会 名古屋市
10/26-27 骨盤アライメントからみた変形性股関節症 後東知宏　和田佳三　高砂智哉　西良浩一

第45回日本股関節学会 名古屋市 10月26日〜27日 当院でのRotational acetabular osteotomyとcurved 
periacetabular osteotomy術前後における骨頭中心移動に
関する三次元的評価

高砂智哉、後東知宏、和田佳三、浜田大輔、
西良浩一



第40回関節疾患懇話会 徳島市 2018年7月14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一例

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40回関節疾患懇話会
徳島市

2018/7/15 当院におけるOpening wedge HTOの短期成績 高砂智哉、後東知宏、和田佳三、浜田大輔、
西良浩一

第40回関節疾患懇話会 徳島市 2018/7/15 Bicruciate-retaining TKAの短期成績 -その利点と問題点
について-

浜田大輔、和田佳三、高砂智哉、新田晃弘、
後東知宏、西良浩一

第55回日本リハビリテーション医
学会学術集会

福岡市 2018年6月28日～7月1
日

手指の三次元動作解析における動作課題の検討 佐藤紀, 百田佳織, 西良浩一, 加藤真介

第55回日本リハビリテーション医
学会学術集会

福岡市 2018年6月28日～7月1
日

腸腰筋筋力の簡易定量化の確立 百田佳織, 佐藤紀, 西良浩一, 加藤真介

第41回日本リハビリテーション医
学会中国・四国地方会

徳島市 2018年7月15日 腸腰筋筋力の簡易定量化の確立～女性健常者における
検討～

佐藤紀, 近藤心, 百田佳織, 後藤強, 森脇好乃
美, 森脇笙, 西良浩一, 加藤真介

第41回日本リハビリテーション医
学会中国・四国地方会

徳島市 2018年7月15日 当院におけるリハビリテーション依頼の動向 森脇好乃美, 佐藤紀, 森脇笙, 加藤真介

第41回日本リハビリテーション医
学会中国・四国地方会

徳島市 2018年7月15日 徳島県における大規模災害時のリハビリテーション 体制整
備の問題点

森脇笙, 佐藤紀, 森脇好乃美, 加藤真介

第2回日本リハビリテーション医学
会秋季学術集会

仙台市 2018年11月2日～4日 術前術後に手指三次元動作解析が可能であった頚髄症患
者の一例

佐藤紀, 西良浩一, 森脇好乃美, 森脇笙, 加藤
真介 

第2回日本リハビリテーション医学
会秋季学術集会

仙台市 2018年11月2日～4日 化学放射線療法中の頭頸部癌患者の身体能力維持に対
するリハビリテーション効果の検討

森脇好乃美, 佐藤紀, 古本太希, 山田苑子, 森
脇笙, 加藤真介 　

第2回日本リハビリテーション医学
会秋季学術集会

仙台市 2018年11月2日～4日 Plug-in-Gait法を用いた体幹三次元動作解析の再現性検
証

森脇笙, 佐藤紀, 江西哲也, 森脇好乃美, 後藤
強, 岡久哲也, 加藤真介 　

第43回日本足の外科学会学術集
会

木更津市 2018.11.1-2 踵骨骨髄膠様変性をきたした１例の経験  殿谷 一朗, 中島　大生, 宮城 亮, 西良 浩一

第43回日本足の外科学会学術集
会

木更津市 2018.11.1-2 足関節鏡前・後方ポータルと足関節周囲神経・血管間距離
の足関節肢位に伴う変化

殿谷一朗, 林二三男, 鶴尾吉宏,　　西良浩一

第43回日本足の外科学会学術集
会

木更津市 2018.11.1-2
Fresh cadaverでの前内果動脈の前脛骨動脈からの分岐レ
ベルの検討

殿谷一朗, 林二三男, 鶴尾吉宏,　　西良浩一


