
第２日目��（3月12日（土））

第1会場

モーニングセミナー1� （9:00 ～ 9:20）
座長　山田　高嗣（NTT東日本�関東病院�整形外科/脊椎脊髄病センター）

2-1-MS1	 骨折リスクの高い骨粗鬆症に対する薬物治療� …………………………… 97
〇永井　隆士

昭和大学医学部リハビリテーション医学講座/整形外科学講座
共催：旭化成ファーマ株式会社

パネルディスカッション2　THA周囲骨折� （9:25 ～ 10:25）
座長　稲葉　　裕（横浜市立大学医学部　整形外科）　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

内山　勝文（北里大学医学部　医学教育研究開発センター　医療安全・管理研究部門）

2-1-P2-1	 セメントインプラント周囲骨折の治療方針� ……………………………… 89
〇櫻井　達郎

流山中央病院

2-1-P2-2	 当科におけるセメントレスTHAステム周囲骨折の治療戦略�…………… 89
〇植松　卓哉、星川　直哉、水野　祥寛、冨田　直彦、門屋　貴大、�
河西千太郎、田沼　和樹、眞島　任史
日本医科大学　整形外科

2-1-P2-3	 人工股関節周囲骨折�-セメントレスTHA術中不顕性骨折�
（Occult�fracture）について-�………………………………………………… 90

〇吉川　泰司、西　　正智、臼井　勇樹、稲垣　克記
昭和大学医学部　整形外科学講座

2-1-P2-4	 当科におけるTHA,BHA�ステム周囲骨折の治療戦略と反省点�………… 90
〇柁原　俊久1、佐藤　昌明1、玉置　　聡1、篠原健太郎1、石田　　崇2、�
鈴木　　宙3、後藤　匡志1、井窪　元太1、山川　　潤1

横浜南共済病院　整形外科・人工関節センター 1、�
済生会横浜市南部病院　整形外科2、大和市立病院　整形外科3
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パネルディスカッション3�
変形性関節症に対する関節内治療のアップデート� （10:30 ～ 11:30）

座長　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）　　　　�
麻生　義則（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　分子生命医学講座）

2-1-P3-1	 変形性膝関節症に対するAPS療法の実際�………………………………… 91
〇桑沢　綾乃、仁平高太郎

埼玉協同病院　整形外科　関節治療センター

2-1-P3-2	 多血小板血漿（PRP）�………………………………………………………… 91
〇齋田　良知1,2、小林　洋平1,3、石島　旨章1

順天堂大学　整形外科1、�
順天堂大学医学部　医学研究科　スポーツ医学・再生医療講座2、�
おゆみの整形外科クリニック3

2-1-P3-3	 変形性関節症に対する脂肪由来幹細胞治療の現状とメカニズム� ……… 92
〇齋藤　　琢

東京大学大学院　医学系研究科　整形外科学

2-1-P3-4	 変形性膝関節症を伴う半月板治療� ………………………………………… 92
〇河野　佑二1,2、中川　裕介3、中村　智祐3、古賀　英之3

医療法人社団JSI　昭島整形外科・八王子ひがし整形外科1、�
東京医科歯科大学　再生医療研究センター 2、�
東京医科歯科大学大学院　運動器外科学3

2-1-P3-5	 当院における変形性関節症に対するPRP治療�…………………………… 93
〇和才　志帆1,2、佐藤　正人1,2、内山　綾香1,2、鵜養　　拓1,2、小川真梨奈1,2、�
田中　竜実1,2、浜橋　恒介1,2、十河　泰之1,2、渡辺　雅彦1,2

東海大学医学部　外科学系　整形外科学1、�
東海大学大学院　医学研究科　運動器先端医療研究センター（C-MiRA）2

ランチョンセミナー2� （12:00 ～ 12:20）

2-1-LS2	 RSAに関する最近の動向　�
－筋バイオメカニクスにもとづく機種選択－� …………………………… 99
〇八田　卓久

関節外科スポーツクリニック石巻
共催：株式会社日本エム・ディ・エム
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招待講演� （12:30 ～ 13:30）
座長　稲垣　克記（昭和大学医学部　整形外科学講座）

2-1-IL	 Hand:�Fearfully,�Wonderfully�Made�and�Innovative�Care� …………… 47
〇Kai-Nan,�An

Mayo�Clinic�College�of�Medicine,�USA

アフタヌーンセミナー2� （14:00 ～ 14:20）
座長　助﨑　文雄（玄々堂君津病院）

2-1-AS2	 解剖学的形態を再現したPhysica�KR人工膝関節システム�
―デザインコンセプト・短期臨床成績の文献的考察―� ……………… 101
〇髙木　　博

東京女子医科大学附属足立医療センター　整形外科
共催：日本リマ株式会社

シンポジウム4　PCL損傷の治療� （14:30 ～ 15:30）
座長　古賀　英之（東京医科歯科大学　運動器外科）　　�

藤巻　良昌（昭和大学横浜市北部病院　整形外科）

2-1-S4-1	 解剖学的三重束PCL再建術後のリハビリテーションの実際�…………… 80
〇大見　頼一

日本鋼管病院　リハビリテーション技術科

2-1-S4-2	 骨片付膝蓋腱とハムストリング腱を用いた�
膝PCL再建術後成績の比較検討�…………………………………………… 80
〇丸山祐一郎1、石島　旨章2

順天堂大学医学部附属浦安病院　整形外科1、順天堂大学　整形外科2

2-1-S4-3	 当科における膝PCL損傷の治療の現状と課題�…………………………… 81
〇万本　健生1、金森　章浩2

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　総合病院水戸協同病院1、�
筑波大学　医学医療系　整形外科2

2-1-S4-4	 解剖学的3重束PCL再建術後のスポーツ復帰� …………………………… 81
〇石川　大樹1、大野　拓也1、藤田　省吾1、岡村　博輝1、福田　悠甫1、�
稲垣　克記2

日本鋼管病院　整形外科1、昭和大学医学部　整形外科学講座2
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2-1-S4-5	 PCL損傷を合併する複合靱帯損傷の治療�………………………………… 82
〇武冨　修治1,2

東京大学大学院　医学系研究科　整形外科学1、�
東京大学スポーツ先端科学連携研究機構2

アフタヌーンセミナー3� （15:35 ～ 15:55）
座長　中尾　祐介（三楽病院）

2-1-AS3	 上位頚椎手術入門� ………………………………………………………… 102
〇竹下祐次郎

横浜労災病院　整形外科・脊椎脊髄外科
共催：帝人ナカシマメディカル株式会社

閉会式� （15:55 ～ 16:05）

第2会場

一般演題10　脊椎（その他）� （9:00 ～ 9:50）
座長　瀬上　和之（昭和大学藤が丘病院　整形外科）

2-2-FP10-1	 内視鏡下椎弓切除術におけるヒトトロンビン含有�
ゼラチン使用吸収性局所止血剤（フロシール®）の止血効果�………… 140
〇井上　泰一1,2、竹下　克志1

自治医科大学　医学部　整形外科1、稲波脊椎・関節病院2

2-2-FP10-2	 上位胸椎破裂骨折に対する胸椎後側方矯正固定術に�
術中CTガイドが有効であった一例� …………………………………… 140
〇冨田　直彦、小野孝一郎、山口　雄士、斎藤　大暉、眞島　任史

日本医科大学　整形外科

2-2-FP10-3	 胸腰椎部硬膜外くも膜嚢腫に対して�
選択的交通孔閉鎖術を行った１例� ……………………………………… 141
〇板垣　陽介1,3、佐藤謙太郎2、上井　　浩2、中西　一義3

総合東京病院　整形外科1、日本大学病院　整形外科2、�
日本大学　医学部　整形外科3
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2-2-FP10-4	 腰部脊柱管狭窄症と診断されていた特発性脊髄ヘルニアの1例� …… 141
〇吉川光次朗、小西　隆允、遠藤　健司、粟飯原孝人、鈴木　秀和、�
松岡　佑嗣、西村　浩輔、村田　寿馬、上原　太郎、林　　英佑
東京医科大学　整形外科学分野

2-2-FP10-5	 腰部脊柱管狭窄症による症状と非定型大腿骨骨折による�
下肢痛の鑑別に難渋した2例� …………………………………………… 142
〇塩瀬　勝之

昭和大学　医学部　整形外科学講座

2-2-FP10-6	 Duroxetineを用いた難治性腰痛治療への取り組み���
―どのような症例に効果があるのか―� ………………………………… 142
〇男澤　朝行1、豊根　知明2、工藤　理史2、山村　拓也1、塩谷　英司1、�
大倉　愛美1、石田憲太朗1、菅原　裕樹1、大鳥　精司3、稲垣　克記2

東京共済病院　整形外科1、昭和大学医学部整形外科学講座2、�
千葉大学大学院医学研究院　整形外科学講座3

2-2-FP10-7	 強直性脊椎炎の破壊性脊椎病変に伴う下肢不全麻痺の１例� ………… 143
〇岡村祐太朗1,2、瀬上　和之1、神﨑　浩二1

昭和大学　藤が丘病院　整形外科1、たちばな台病院2

一般演題11　足・足関節� （9:50 ～ 10:30）
座長　豊島　洋一（東京都立大塚病院　整形外科）

2-2-FP11-1	 母趾種子骨骨折の偽関節に対して�
経皮的ドリリングで骨癒合を得た一例� ………………………………… 144
〇安永　　開、近藤　充徳、重橋　孝洋

富士吉田市立病院

2-2-FP11-2	 関節リウマチに先行し発症した�
有痛性足部リウマトイド結節の１例� …………………………………… 144
〇岸　　達也、丹澤　義一、渡邊　拓也、佐藤　正人、渡辺　雅彦

東海大学　医学部付属病院　外科学系　整形外科学

2-2-FP11-3	 二分脊椎の内反足術後の逆変形に対して�
踵立方関節延長固定術を併用した三関節固定術を行った一例� ……… 145
〇荒井　　貴、田中　弘志、伊藤　順一、小崎　慶介

心身障害児総合医療療育センター

2-2-FP11-4	 二分脊椎の後天性の麻痺性内反足に対する�
足部再建手術の治療成績� ………………………………………………… 145
〇田中　弘志、荒井　　貴、伊藤　順一、小崎　慶介

心身障害児総合医療療育センター　整形外科
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2-2-FP11-5	 足関節骨折術後の二次性変形性足関節症になる�
リスクファクターの検討� ………………………………………………… 146
〇足達　信哉、木場　　健、浅沼　雄貴、野間未知多、游　　　敬、�
江夏　元揚、中里　啓佑、佐藤　雄亮、小久保吉恭、原　　慶宏
武蔵野赤十字病院　整形外科

一般演題12　骨・軟部腫瘍� （10:30 ～ 11:30）
座長　西田　　淳（東京医科大学　整形外科学分野）

2-2-FP12-1	 大腿骨頚部の類骨骨腫に対して、前側方アプローチを用いて�
直視下切除術を行った一例� ……………………………………………… 147
〇伊藤　葉子1、野沢　雅彦1、金　　勝乾1、加藤　　英1、高木　辰哉2、�
石島　旨章2

順天堂大学医学部附属練馬病院1、順天堂大学医学部整形外科学講座2

2-2-FP12-2	 脛骨神経内に進展し運動神経障害を呈した�
神経内ガングリオンの一例� ……………………………………………… 147
〇岡田　浩典、船内　雄生、辻野　昭平、佐藤　信吾、大川　　淳

東京医科歯科大学　整形外科

2-2-FP12-3	 膝蓋下脂肪体から生じた関節外の滑膜性骨軟骨腫の1例� …………… 148
〇遠藤　宏朗、西田　　淳、市川　裕一、畠中　孝則、小山　尊士、山本　謙吾

東京医科大学病院　整形外科学分野

2-2-FP12-4	 初発より18年経過し再発が確認された単純性骨嚢腫の1例�………… 148
〇長　慎太郎

杏林大学　医学部　整形外科

2-2-FP12-5	 膝蓋腱合併切除と自家筋腱・人口靭帯を用いた再建術により�
良好な機能予後を得た悪性末梢神経鞘腫の一例� ……………………… 149
〇宮川　秀俊1、林田　健太1、斎藤　桂樹1、藤田真太朗1、川端　佑介1、�
加藤　生真2、竹山　昌伸1、稲葉　　裕1

横浜市立大学　整形外科1、横浜市立大学　分子病理学2

2-2-FP12-6	 Brown�tumorによる病的骨折を契機として診断された�
原発性副甲状腺機能亢進症の１症例� …………………………………… 149
〇山本　竜星

東海大学　医学部　外科学系　整形外科学
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2-2-FP12-7	 診断に難渋した扁平上皮癌大腿骨頭転移の１例� ……………………… 150
〇久保　公洋、大矢　昭仁、梅津　太郎、藤江　厚廣、金治　有彦、�
二木　康夫、松本　守雄、中村　雅也
慶應義塾大学　医学部　整形外科学教室

2-2-FP12-8	 上腕骨近位転移性骨腫瘍に対して液体窒素処理自家骨を併用し�
リバース型人工肩関節置換術を行った1例� …………………………… 150
〇林　　承煥1、鳥越　知明2、矢澤　康男2、美原　徳明2、赤川　　玲2、�
坂口　勝信3、門野　夕峰3、税田　和夫1

埼玉医科大学総合医療センター　整形外科1、�
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2、�
埼玉医科大学病院　整形外科・脊椎外科3

一般演題13　骨粗鬆症・その他� （12:25 ～ 13:15）
座長　永井　隆士（昭和大学医学部　リハビリテーション医学講座）

2-2-FP13-1	 新ロコモ度判定は旧ロコモ度判定より�
転倒リスクを詳細に判断できる� ………………………………………… 151
〇宮上　　真1、永井　隆士1,2,3、雨宮　雷太1,3、岡野　市郎1、坂本和歌子1、�
阪本　桂造1、稲垣　克記1

昭和大学医学部　整形外科学講座1、�
昭和大学医学部リハビリテーション医学講座2、�
雨宮病院大腿骨頚部骨折センター 3

2-2-FP13-2	 ロモソズマブ投与により上腕骨骨幹部偽関節が�
骨癒合に至った1例� ……………………………………………………… 151
〇田中　　潤1,2、李　　相亮1,3、明妻　裕孝1、川崎　恵吉2、稲垣　克記4

慶仁会城山病院整形外科1、昭和大学横浜市北部病院整形外科2、�
昭和大学江東豊洲病院整形外科3、昭和大学医学部整形外科学講座4

2-2-FP13-3	 骨粗鬆症患者におけるCONUTとロコモ度の関係� …………………… 152
〇雨宮　弥生1,2、永井　隆士1、雨宮　雷太1、岡野　市郎1、八木　敏雄1、�
宮上　　真1、稲垣　克記1

昭和大学　整形外科1、JCHO東京高輪病院2

2-2-FP13-4	 大腿骨近位部骨折の骨粗鬆症治療の現状� ……………………………… 152
〇久保祐太朗、相原　正宣

三宿病院　整形外科
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2-2-FP13-5	 大腿骨近位部骨折患者における四肢骨格筋量と�
骨粗鬆症関連因子の関係� ………………………………………………… 153
〇李　　相亮1,2、明妻　裕孝1,3、川崎　恵吉4、白旗　敏之2、稲垣　克記3

慶仁会城山病院　整形外科1、昭和大学江東豊洲病院　整形外科2、�
昭和大学　医学部　整形外科学講座3、�
昭和大学横浜市北部病院　整形外科4

2-2-FP13-6	 女子アイスホッケー選手における障害調査� …………………………… 153
〇江守　　永1,2、大下　優介1,2、上條翔太郎2,3、川崎　恵吉1、稲垣　克記2,3

昭和大学横浜市北部病院　整形外科1、昭和大学スポーツ運動科学研究所2、
昭和大学　医学部　整形外科学講座3

2-2-FP13-7	 非外傷性疾患に対する下肢切断の治療成績� …………………………… 154
〇小久保吉恭

武蔵野赤十字病院　整形外科

一般演題14　肩関節� （13:15 ～ 14:15）
座長　西中　直也（昭和大学大学院　保健医療学研究科）

2-2-FP14-1	 上腕骨骨転移に対する治療経験�
―疼痛改善、ADL維持のため積極的な手術加療を―�………………… 155
〇足達　信哉1、小久保吉恭1、吉田　遼馬1、小岩　　空1,2、浅沼　雄貴1、�
野間未知多1、游　　　敬1、中里　啓佑1、佐藤　雄亮1、原　　慶宏1

武蔵野赤十字病院　整形外科1、都立駒込病院　整形外科2

2-2-FP14-2	 上腕骨解剖頚骨折を伴った肩関節後方脱臼骨折に対して�
骨接合を行った1例� ……………………………………………………… 155
〇岡村　　駿、松村　　昇、木村　洋朗、鈴木　　拓、岩本　卓士、�
松本　守雄、中村　雅也
慶應義塾大学　整形外科

2-2-FP14-3	 DAFF法を用いた肩甲骨関節窩前縁骨折に対する�
関節鏡下骨接合術の治療成績と画像評価� ……………………………… 156
〇中村　英資1、飯澤　典茂1、白尾　宏明1、米田　　稔2、眞島　任史1

日本医科大学付属病院　整形外科1、�
葵会　関節センター /柏たなか病院整形外科2
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2-2-FP14-4	 後遺症パーキンソニズム患者で著明な関節窩骨欠損を伴う�
変形性肩関節症に対して両側リバース型人工肩関節置換術を�
施行した1例� ……………………………………………………………… 156
〇岡田　浩希1、古屋　貫治1,2、月橋　一創1,2、神﨑　浩二1,2、稲垣　克記3、�
西中　直也1,2,4

昭和大学　藤が丘病院　整形外科1、昭和大学　スポーツ運動科学研究所2、�
昭和大学　医学部　整形外科学講座3、�
昭和大学大学院　保健医療学研究科4

2-2-FP14-5	 前方アプローチによる手術加療にて治療し得た�
肩関節後方脱臼骨折の一例� ……………………………………………… 157
〇鎌田　浩亮1、中井　生男2、東儀　季功1、松岡　恒弘1、元谷　和貴1、�
山本　謙吾1

東京医科大学　整形外科学分野1、西大宮病院　整形外科2

2-2-FP14-6	 急速に上腕骨頭消失をきたしたCharcot肩関節の治療経験� ………… 157
〇志賀　研人1,2、八木　敏雄1、岡田　智彰1、西川　洋生1、熊本　久大3、�
稲垣　克記1

昭和大学医学部整形外科学講座1、昭和大学藤ヶ丘病院整形外科2、�
東京明日佳病院整形外科3

2-2-FP14-7	 上腕骨近位部悪性骨腫瘍の切除後にメッシュを用いた�
リバース型人工肩関節置換術を施行した2例� ………………………… 158
〇半田　和佳1、小柳　広高2、中村　皓平2、澤村　千草2、五木田茶舞2

東京医科歯科大学病院　整形外科1、埼玉県立がんセンター　整形外科2

2-2-FP14-8	 診断に難渋したSAPHO症候群の1例…………………………………… 158
〇鈴木　　茜、中山　大輔、小柳津大樹、上西　寛途、岡林　俊貴、内藤　智子

自衛隊中央病院　整形外科

一般演題15　手、手関節� （14:15 ～ 15:15）
座長　新妻　　学（昭和大学医学部　整形外科学講座）

2-2-FP15-1	 鎖骨骨幹部骨折に対する観血的整復固定術の�
呼吸機能に及ぼす影響� …………………………………………………… 159
〇二見　花菜1、澤田　貴稔1,2、岡野　市郎1,2、岡田　拓巳1,2、森　佑介1、�
東浦　瑞生1,2

太田西ノ内病院　整形外科1、昭和大学病院　整形外科2

2-2-FP15-2	 慢性化した痛風が原因で総指伸筋腱断裂を来した一例� ……………… 159
〇上杉　　豪

東京ベイ・浦安市川医療センター　整形外科
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2-2-FP15-3	 基礎疾患のない成人に発生した�
両側中指深指屈筋腱皮下断裂の１例� …………………………………… 160
〇矢野　博之1、小沼　賢治1、助川　浩士1,2、大竹　悠哉1、井上　　玄1、�
高相　晶士1

北里大学医学部整形外科学1、�
北里大学医学部医学教育研究開発センター　臨床解剖教育研究部門2

2-2-FP15-4	 化膿性手関節炎に舟状月状骨間離開を合併し、�
近位手根列切除術を施行した1例� ……………………………………… 160
〇脇田　浩正、松浦　佑介

千葉大学医学部附属病院　整形外科

2-2-FP15-5	 母指に発生した有棘細胞癌に対しセンチネルリンパ節生検を併用し�
切断術を施行した1例� …………………………………………………… 161
〇谷　　光律1,2、中山　政憲1,2、清田　康弘1,2、藤田　成人1,2、中村　　賢1,2、�
竹島憲一郎1,2、船尾　陽生1,2、江幡　重人1,2、石井　　賢1,2,3

国際医療福祉大学　医学部　整形外科学1、�
国際医療福祉大学成田病院　整形外科2、�
国際医療福祉大学三田病院　整形外科3

2-2-FP15-6	 右環指有棘細胞癌に対し、切断及び小指中手骨移行術を�
施行した1例� ……………………………………………………………… 161
〇雨宮　章哲1、大串　一彦2、呉　　大起2、森田　　守3

医療法人慶晃会　雨宮整形外科1、医療法人慶晃会　大串整形外科2、�
医療法人慶晃会　大串遊園整形外科3

2-2-FP15-7	 当院整形外科における非外傷性四肢コンパートメント症候群の�
治療経験� …………………………………………………………………… 162
〇秀　　恵輔、田野　敦寛、若林　良明、浅野　浩司、沼野　藤希、�
能瀬　宏行、谷山　　崇、小森　博達、大川　　淳
横浜市立みなと赤十字病院　整形外科

2-2-FP15-8	 大動脈解離に左上下肢のコンパートメント症候群を�
合併した1例� ……………………………………………………………… 162
〇西村　日向、小川　　亮、佐藤　大輝、堀内　孝一

東京都済生会中央病院　整形外科
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一般演題16　肘関節� （15:15 ～ 16:05）
座長　久保　和俊（昭和大学江東豊洲病院　整形外科）

2-2-FP16-1	 変形性肘関節症のMRIにおけるBone�Marrow�Lesionの�
陽性率は低い� ……………………………………………………………… 163
〇寺内　　昂1、新井　　猛2、染村　　嵩1、嶋崎　孝輔1、加納　洋輔3、�
小山　亮太3、武居　　功3、仁木　久照1

聖マリアンナ医科大学　整形外科学講座1、�
湘南病院　整形外科　手・肘の外科センター 2、�
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　整形外科3

2-2-FP16-2	 小児肘関節周辺骨折の補助診断に空気造影を用いた一例� …………… 163
〇天野　貴司1、久保　和俊1、東山　祐介1、久保田　豊4、白旗　敏之1、�
川崎　恵吉3、稲垣　克記2

昭和大学江東豊洲病院1、昭和大学病院2、昭和大学横浜市北部病院3、�
丸子中央病院4

2-2-FP16-3	 小児陳旧性モンテジア骨折の治療方針� ………………………………… 164
〇吉田　遼馬、小久保吉恭、原　　慶宏

武蔵野赤十字病院　整形外科

2-2-FP16-4	 橈骨切痕の形成を要した陳旧性Monteggia脱臼骨折の1例� ………… 164
〇高橋　礼季、白川　　健

さいたま赤十字病院　整形外科

2-2-FP16-5	 高齢者の陳旧性肘関節脱臼の一例� ……………………………………… 165
〇内山　駿治、筒井　完明、稲垣　克記

昭和大学病院　医学部　整形外科学講座

2-2-FP16-6	 骨欠損を伴った右上腕骨遠位端開放骨折に対して�
二期的に人工肘関節置換術を施行した1例� …………………………… 165
〇黒澤　理人、久島　雄宇、小畑　亮輔、窪野　はな、黒沼　祐哉、�
伊佐治　雅、尼子　雅敏、千葉　一裕
防衛医科大学校病院　整形外科講座

2-2-FP16-7	 関節リウマチ肘に対し人工橈骨頭置換術を施行した1例� …………… 166
〇櫻井　　裕、新妻　　学、筒井　完明、稲垣　克記

昭和大学　医学部　整形外科学講座
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一般演題17　股関節・骨盤1� （16:05 ～ 16:50）
座長　前田　昭彦（昭和大学横浜市北部病院　整形外科）

2-2-FP17-1	 超高齢者の骨脆弱性骨盤輪骨折に対する手術治療経験� ……………… 167
〇井戸田　健、廣瀬　　旬、佐藤　洋一

JCHO　東京新宿メディカルセンター　整形外科

2-2-FP17-2	 立位における骨盤傾斜角の検討� ………………………………………… 167
〇泉田　良一1、逸見　　治1、加藤正二郎2

仁生社　江戸川病院　慶友人工関節センター 1、�
仁生社　江戸川病院　整形外科2

2-2-FP17-3	 当院における人工股関節置換術後の造影CTを用いた�
VTEの発生率�……………………………………………………………… 168
〇小林　愛宙1,2、佐藤　　敦1,2、東山　祐介1,3、古屋　貴之1,2、久保　和俊1,3、�
李　　相亮1,3、藤田　昌頼1,3、白旗　敏之1,3、神﨑　浩二2、稲垣　克記3

昭和大学　江東豊洲病院　整形外科1、�
昭和大学　藤が丘病院　整形外科2、昭和大学病院　整形外科3

2-2-FP17-4	 アルコール性肝硬変合併例における人工股関節全置換術において�
大量出血をきたした一例� ………………………………………………… 168
〇岡本　将希、脇　　智彦、久保田　礼、結城　　新、野木　圭介、新関　祐美

草加市立病院

2-2-FP17-5	 局所持続抗菌薬灌流が奏功しインプラントの温存が可能であった�
人工股関節置換術後遅発感染の2例� …………………………………… 169
〇臼井　勇樹、吉川　泰司、西　　正智、稲垣　克記

昭和大学　医学部　整形外科学講座

2-2-FP17-6	 人工股関節術後感染症�治療に難渋した一例�…………………………… 169
〇葉山　隼平、石川　　翼、本田　孝行、田邊　智絵、渡邉　　実、神﨑　浩二

昭和大学　藤が丘病院
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一般演題18　股関節・骨盤2� （16:50 ～ 17:35）
座長　渡邉　　実（昭和大学藤が丘病院　整形外科）

2-2-FP18-1	 仰臥位前外側進入法（ALS）と前側方側臥位アプローチ（OCM）での�
ステムアライメント評価� ………………………………………………… 170
〇伊藤　　博1,2、豊島　洋一1,2、松岡　　彰1,2、齊藤　佑樹1,2、稲垣　克記2

東京都立大塚病院1、昭和大学医学部整形外科学講座2

2-2-FP18-2	 横止め式cementless�stemの使用経験� ………………………………… 170
〇三浦　一馬、植松　卓哉、星川　直哉、水野　祥寛、渥美　敬介、�
片野　裕貴、冨田　直彦、眞島　任史
日本医科大学付属病院　医学部　整形外科医局

2-2-FP18-3	 セメントレスカップによるTHA寛骨臼側再置換術後平均12年の�
臨床成績� …………………………………………………………………… 171
〇石田　常仁、宍戸　孝明、立岩　俊之、正岡　利紀、日下部拓哉、�
岩城　敬博、鈴木　　翔、山本　謙吾
東京医科大学　整形外科学分野

2-2-FP18-4	 40歳代の転位型大腿骨頚部骨折に対するTHAの1例�………………… 171
〇李　スンヒョン、小林　秀彰

JAとりで総合医療センター　整形外科

2-2-FP18-5	 SMFの短期成績�…………………………………………………………… 172
〇木下　　翔、小林　紘樹、本多　章人、袖山　直之、高島　瑶子、�
野村　達也、山下　太郎、千葉　一裕
防衛医科大学校　整形外科学講座

2-2-FP18-6	 AR技術を利用した新しい簡易ナビゲーションによる�
仰臥位THAにおけるカップ設置角の精度と脚延長量計測の検証�…… 172
〇塚原　拓也、山本　豪明、葛西　　亨、染村　　嵩、竹本　昌紘、�
本村　悠真、遠藤亜沙子、仁木　久照
聖マリアンナ医科大学　整形外科
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