
第 36回 日本整形外科学会基礎学術集会記事

開 催 地 伊勢市
会　　長 湏藤　啓広（三重大学大学院運動器外科学・腫瘍集学治療学）
会　　期 令和 3年 10月 14日（木）・15日（金）

第 1日　10月 14日（木）　第 1会場

8：30～ 9：30　　教育研修講演 1 座長　 長谷川正裕（三重大大学院整形）

1-1-EL1　　ロ ボティクスとナビゲーション  阪大大学院運動器医工学治療学　菅野　伸彦他…S1443

9：40～ 10：40　　教育研修講演 2 座長　 河野　博隆（帝京大整形）

1-1-EL2　　次 世代ナノ免疫療法による難治性軟部肉腫への挑戦 
 ユナイテッド・イミュニティ株式会社　原田　直純　…S1443

10：50～ 11：50　　招待講演 1 座長　 千葉　一裕（防衛医大整形）

1-1-IL1　　I ntervertebral disc degeneration and discogenic low back pain:  
The mechanisms of pain and emerging therapies 
 Rush Univ. Medical Center, Chicago, IL, USA　Howard S. An　…S1444

12：10～ 13：10　　ランチョンセミナー 1 座長　 宮本　健史（熊本大大学院整形）

1-1-LS1　　病 態と脊柱アライメントを考慮した股関節治療戦略  浜松医大整形　星野　裕信他…S1444

13：20～ 13：30　　開会式 
会長挨拶 　湏藤　啓広

13：30～ 13：50　　会長講演 座長　 内田　淳正（三重大）

1-1-PL　　整 形外科基礎研究の「みなあやし」 三重大大学院整形　湏藤　啓広　…S1445

14：00～ 15：00　　基調講演 座長　 中島　康晴（九大大学院整形）

1-1-KL　　ロ コモティブシンドロームの背景とその目指すもの  東大大学院整形/東和病院　中村　耕三　…S1445

15：10～ 16：10　　特別講演 1 座長　 渡辺　雅彦（東海大整形）

1-1-SL1　　椎 間板治療に対するトランスレーショナルリサーチ 
 Dept. of Orthop. Surg., Univ. of California, San Diego, La Jolla, CA, USA　舛田　浩一　…S1446

16：20～ 17：20　　招待講演 2 座長　 酒井　大輔（東海大整形）

1-1-IL2　　R eal life matters: Monitoring patient activities with wearables can transform  
clinical diagnostics, assessment and treatment 
 Luxembourg Institute of Health (LIH), Val Fleuri, Luxembourg　Bernd Grimm　…S1446

17：30～ 18：30　　教育研修講演 3 座長　 土屋　弘行（金沢大大学院整形）

1-1-EL3　　最 新イメージングテクノロジーで迫る，骨・免疫・がん研究の最前線 
 阪大大学院免疫細胞生物学　石井　　優　…S1447
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第 1日　10月 14日（木）　第 2会場

8：30～ 10：10　　シンポジウム 1 
整形外科の SSI予防を再考する

座長
　 山田　浩司（中野島整形外科） 
山本　謙吾（東医大整形）

1-2-S1-1　　予 防的抗菌薬投与の最新知見　―NOCOTA studyから分かったこと― 
 東大大学院整形　永田　向生他…S1448

1-2-S1-2　　セ ファゾリン供給不安がもたらした影響  三楽病院整形　半井　宏侑他…S1448
1-2-S1-3　　術 野汚染対策の重要ポイント  東医大整形　立岩　俊之他…S1449
1-2-S1-4　　術 中希釈ポピドンヨード洗浄の是否  金沢大附属病院整形　井上　大輔他…S1449
1-2-S1-5　　バ ンコマイシンパウダーの是非  市立奈良病院整形　岩田栄一朗他…S1450
1-2-S1-6　　抗 菌薬含有骨セメントの是否  杏林大整形　森井　健司他…S1450

10：30～ 11：50　　シンポジウム 2 
人工関節置換術の「みなあやし」　 
―Forgotten joint 達成への基礎研究―

座長
　 坂井　孝司（山口大大学院整形） 
岡崎　　賢（東女医大整形）

1-2-S2-1　　F orgotten hip：達成可能な要因と基礎研究データ  北水会記念病院整形　平澤　直之他…S1451
1-2-S2-2　　F orgotten hipを達成できなかった要因分析と改善への基礎研究 

 札幌医大生体工学・運動器治療開発　名越　　智他…S1451
1-2-S2-3　　F orgotten knee：達成可能な要因と基礎研究データ 

 阪和第二泉北病院阪和人工関節センター　格谷　義徳　…S1452
1-2-S2-4　　F orgotten knee：達成できない要因と改善への基礎研究  東女医大整形　岡崎　　賢　…S1452

12：10～ 13：10　　ランチョンセミナー 2 座長　 松田　秀一（京大大学院整形）

1-2-LS2　　変 形性膝関節症の保存療法と術後遷延疼痛への対策  東女医大整形　岡崎　　賢　…S1453

14：00～ 15：20　　シンポジウム 3 
腰痛のメカニズム

座長
　 二階堂琢也（福島医大整形） 
渡辺　　慶（新潟大大学院整形）

1-2-S3-1　　椎 間板性腰痛のメカニズム  北里大整形　宮城　正行他…S1454
1-2-S3-2　　筋 性腰痛のメカニズム  国立研究開発法人国立長寿医療研究センター整形　酒井　義人他…S1454
1-2-S3-3　　椎 間関節性腰痛のメカニズム  山口大大学院整形　鈴木　秀典他…S1455
1-2-S3-4　　脳 イメージングから見た腰痛のメカニズム  福島医大整形　二階堂琢也他…S1455

15：30～ 16：50　　シンポジウム 4 
肘関節外科に役立つ解剖学 最新の知見

座長
　 長田　伝重（獨協医大日光医療センター整形） 
和田　卓郎（済生会小樽病院整形）

1-2-S4-1　　肘 関節内側の解剖における最近の知見  医科歯科大大学院運動器機能形態学講座　二村　昭元他…S1456
1-2-S4-2　　T errible triad injuryの治療に役立つ肘関節の臨床解剖　 

―鉤状突起骨折に対する治療方針の考察―  岡山済生会総合病院整形　今谷　潤也他…S1456
1-2-S4-3　　肘 関節鏡手術に役立つ解剖  JCHO大阪病院整形　島田　幸造他…S1457
1-2-S4-4　　肘 関節外科に役立つ解剖学 最新の知見　 

―Cadaver workshopにおける指導の要―  札幌医大整形　射場　浩介他…S1457

17：00～ 18：20　　シンポジウム 5 
関節リウマチの関節破壊メカニズムと治療アプローチ

座長
　 田中　　栄（東大大学院整形） 
田中　康仁（奈良医大整形）

1-2-S5-1　　滑 膜炎の基礎病理  山形大リハ　髙窪　祐弥他…S1458
1-2-S5-2　　関 節破壊における骨免疫  埼玉医大整形　門野　夕峰　…S1458
1-2-S5-3　　関 節リウマチにおける軟骨破壊メカニズムとその制御  名大大学院整形　小嶋　俊久他…S1459
1-2-S5-4　　炎 症性疾患における関節破壊と治療標的  熊本大附属病院整形　宮本　健史　…S1459
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第 1日　10月 14日（木）　第 3会場

8：30～ 9：30　　教育研修講演 4 座長　 岩崎　倫政（北大大学院整形）

1-3-EL4　　脳 科学が解き明かす複合性局所疼痛症候群の実像 
 名大大学院手の外科/名大予防早期医療創成センター　平田　　仁　…S1460

9：40～ 10：40　　教育研修講演 5 座長　 松本　守雄（慶大整形）

1-3-EL5　　「 一気通貫」研究の小経験：脊髄損傷に対する顆粒球コロニー刺激因子を 
用いた神経保護療法の基礎研究から治験まで  筑波大整形　國府田正雄　…S1460

10：50～ 11：50　　教育研修講演 6 座長　 門野　夕峰（埼玉医大整形）

1-3-EL6　　リ ウマチ診療における ICTと AIの活用：ニューノーマル時代の医療 DX 
 長崎大大学院　川尻　真也　…S1461

12：10～ 13：10　　ランチョンセミナー 3 座長　 湏藤　啓広（三重大大学院整形）

1-3-LS3　　エ ビデンスに基づく骨粗鬆症の保存治療と最近の話題  秋田大大学院整形　宮腰　尚久　…S1461

14：00～ 15：00　　教育研修講演 7 座長　 佐藤　正人（東海大整形）

1-3-EL7　　i PS細胞を用いた関節軟骨損傷の再生  京大 iPS細胞研究所臨床応用研究部門　妻木　範行　…S1462

15：10～ 16：10　　教育研修講演 8 座長　 秋山　治彦（岐阜大大学院整形）

1-3-EL8　　人 工知能を用いた画像診断の進歩  阪大人工知能画像診断学共同研究講座　木戸　尚治　…S1462

16：20～ 17：20　　教育研修講演 9 座長　 髙橋　　淳（信州大運動機能学）

1-3-EL9　　骨 粗鬆症性椎体骨折の診断と治療最前線　 
―現時点でわかっていることとわかっていないこと―  大阪市大大学院整形　中村　博亮　…S1463

17：30～ 18：30　　アフタヌーンセミナー 座長　 関矢　一郎（医科歯科大再生医療研究センター）

1-3-AS　　変 形性関節症の分子病態からみた PRP/APSと幹細胞治療  東大大学院整形　齋藤　　琢　…S1463

第 1日　10月 14日（木）　第 4会場

8：30～ 10：10　　シンポジウム 6 
偽関節，感染性偽関節の基礎研究と臨床応用

座長
　 渡部　欣忍（帝京大整形） 
最上　敦彦（順大附属静岡病院整形）

1-4-S6-1　　偽 関節患者への自家末梢血 CD34陽性細胞移植  神戸大附属病院整形　大江　啓介他…S1464
1-4-S6-2　　F DG-PET/CTを用いた骨感染巣の局在診断 

 福島医大外傷・総合南東北病院外傷センター　高木　基行他…S1464
1-4-S6-3　　M asquelet法の根幹をなす induced membraneについての組織学的研究 

 神戸大大学院整形　新倉　隆宏他…S1465
1-4-S6-4　　長 管骨偽関節に対する chipping法の骨癒合率と合併症  帝京大整形　佐々木　源他…S1465
1-4-S6-5　　C LAPにおける抗菌薬の薬物動態  製鉄記念広畑病院整形　圓尾　明弘他…S1466
1-4-S6-6　　骨 髄炎・感染性偽関節に対する抗菌薬含有セメント髄内釘を用いた加療 

 久留米大整形　松浦　充洋他…S1466
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10：30～ 11：50　　シンポジウム 7 
骨・軟骨代謝基礎研究の最前線： 
これは知っておきたい

座長
　 今井　祐記（愛媛大プロテオサイエンスセンター） 
妻木　範行（京大 iPS細胞研究所）

1-4-S7-1　　F GF23と低リン血症性疾患 
 徳島大先端酵素学研究所/藤井節郎記念医科学センター分子内分泌学研究分野　福本　誠二　…S1467

1-4-S7-2　　生 体多光子励起イメージングによる骨ダイナミクスの解明 
 阪大大学院免疫細胞生物学　石井　　優　…S1467

1-4-S7-3　　骨 リモデリングの制御機構  医科歯科大学大学院分子情報伝達学　中島　友紀　…S1468
1-4-S7-4　　骨 格形成のバイオロジーについて  愛媛大プロテオサイエンスセンター　今井　祐記　…S1468

12：10～ 13：10　　ランチョンセミナー 4 座長　 大川　　淳（医科歯科大大学院整形）

1-4-LS4　　新 規徐放性 BMP-2製剤の開発　 
―脊椎固定術における本邦承認を目指して―  阪大大学院整形　海渡　貴司　…S1469

14：00～ 15：20　　シンポジウム 8 
最大の内分泌器官である筋の役割

座長
　 佐浦　隆一（大阪医科薬科大リハ医学） 
田島　文博（和歌山医大リハ医学）

1-4-S8-1　　脊 髄損傷者のマイオカイン  医療法人社団石鎚会京都田辺記念病院リハ科　伊藤　倫之他…S1470
1-4-S8-2　　関 節リウマチ患者の関節炎に対する低強度筋力増強運動の効果 

 城北病院リウマチ科　中﨑　　聡他…S1470
1-4-S8-3　　運 動によるアルツハイマー病予防の可能性  京大大学院人間健康科学系専攻　野田　泰葉　…S1471
1-4-S8-4　　運 動誘発性マイオカインと心血管病  名大大学院分子循環器医学講座　大内　乗有　…S1471

15：30～ 16：50　　シンポジウム 9 
小児整形外科領域の基礎研究　 
―その進歩と未来への展望―

座長
　 尾﨑　敏文（岡山大大学院整形） 
大谷　卓也（慈恵医大附属第三病院整形）

1-4-S9-1　　P erthes病に対する抗 IL-6受容体中和抗体を用いた新規治療戦略：骨壊死後の 
骨組織修復を促進する  天理大学大学院体育学/天理よろづ相談所病院整形　神谷　宣広　…S1472

1-4-S9-2　　小 児難治性運動器疾患に対する薬物アプローチ 
 あいち小児保健医療総合センター整形　鬼頭　浩史他…S1472

1-4-S9-3　　小 児側弯症に対する biomechanics的 approach  聖隷佐倉市民病院整形　小谷　俊明他…S1473
1-4-S9-4　　小 児前腕骨折後の変形治癒に対する三次元コンピュータシミュレーション 

を用いたアプローチ  阪大大学院整形　村瀬　　剛他…S1473

17：30～ 18：30　　主題セッション 1 
整形外科領域における人工知能の応用

座長
　 志波　直人（久留米大整形） 
相澤　俊峰（東北大大学院整形）

1-4-A1-1　　非 接触型センサーを用いた手指動作高次元解析と機械学習による 
スクリーニング法の開発  医科歯科大大学院整形　小山　恭史他…S1474

1-4-A1-2　　3 Dデプスセンサーと人工知能による側弯症検出システム  北大大学院整形　小甲　晃史他…S1474
1-4-A1-3　　深 層学習が思春期特発性側弯症のカーブ進行度を予測する  富山大大学院整形　箭原　康人他…S1475
1-4-A1-4　　人 工知能を用いた骨肉腫 X線像読影ツールの開発  岡山市立市民病院整形　長谷井　嬢他…S1475
1-4-A1-5　　新 しい機械学習手法を用いた頚椎後縦靱帯骨化症の手術の予後予測モデルの構築　 

―AMED・厚労科研研究班 多施設前向き研究―  千葉大大学院整形　牧　　　聡他…S1476
1-4-A1-6　　A I骨粗鬆症診断補助システムのスクリーニング精度に関する検討　 

―腰椎・胸部正面 X線画像を用いた骨密度推定―  東大大学院関節機能再建学　茂呂　　徹他…S1476
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第 1日　10月 14日（木）　第 5会場

8：30～ 9：30　　一般演題 口演 1 
軟骨 1

座長
　 丸山祐一郎（順大浦安病院整形） 
佐粧　孝久（千葉大医学薬学府運動器疼痛疾患学）

1-5-1　　関 節軟骨に対する Syndecan-4添加は軟骨変性を抑制しうる  三重大大学院整形　服部　佳生他…S1477
1-5-2　　ヘ モグロビンは関節滑膜細胞由来のMMP群，ADAMTS群を早期より活性亢進させ 

関節軟骨を変性させる  宮大整形　田島　卓也他…S1477
1-5-3　　M eclozineはMAPK経路を抑制し乗り物酔い止め薬としての用量以下で 

軟骨無形成症マウスモデルの骨伸長を最も促進する  名大大学院整形　松下　雅樹他…S1478
1-5-4　　ヒ ト iPS細胞由来肥大軟骨細胞による遺伝性成長板疾患の病態解析 

 京大 iPS細胞研究所　Yann Pretemer他…S1478
1-5-5　　自 動培養システムを用いたヒト iPS細胞由来肥大軟骨細胞の誘導 

 京大 iPS細胞研究所創薬技術開発室　太田　　章他…S1479
1-5-6　　細 胞特異的糖鎖解析による定量評価を応用した未分化 iPS細胞除去条件の最適化 

 北大大学院整形　宮﨑　拓自他…S1479

9：40～ 10：40　　一般演題 口演 2 
軟骨 2

座長
　 関矢　一郎（医科歯科大再生医療研究センター） 
青山　朋樹（京大大学院人間健康科学系専攻）

1-5-7　　 白 色家兎の軟骨欠損に対する多血小板フィブリン（PRF）シートと 
マイクロフラクチャーを組み合わせた治療の組織学的検討  大阪市大大学院整形　木下　拓也他…S1480

1-5-8　　 S caffold-free cartilage constructs for large chondral defects fabricated using bio-3D  
printer  Ctr. for Regen. Medi. Res., Saga Univ.　Anna Maria Nakamura, et al.…S1480

1-5-9　　 軟 骨欠損に対する骨髄刺激法の効果は軟骨下骨の状態により変化する 
 広島大大学院整形　住井　淳一他…S1481

1-5-10　　ヒ ト多能性幹細胞からの軟骨前駆細胞の誘導と，その拡大培養方法の開発 
 岡山大大学院組織機能修復学分野　山田　大祐他…S1481

1-5-11　　In genuity pathway analysisを用いた有効性の異なる多指症由来軟骨細胞シートの 
比較  東海大整形　高橋　　匠他…S1482

1-5-12　　多 指症軟骨細胞シートの有効性に関与する exosomal miRNAの機能の探索 
 東海大整形　前原　美樹他…S1482

10：50～ 11：50　　一般演題 口演 3 
膝 1

座長
　 内尾　祐司（島根大整形） 
石島　旨章（順大整形）

1-5-13　　特 発性膝骨壊死に対する高位脛骨骨切り術が関節液の性状に及ぼす影響 
 横浜市大大学院整形　熊谷　　研他…S1483

1-5-14　　高 位脛骨骨切り術後急性期におけるロボットスーツを用いた膝関節機能回復治療 
の安全性と実施可能性  筑波大大学院運動器再生医療学　吉岡　友和他…S1483

1-5-15　　逆  V字型高位脛骨骨切り術が膝蓋大腿関節の応力分布に与える影響： 
CT osteoabsorptiometry法を用いた検討  北大大学院整形　西田　善郎他…S1484

1-5-16　　O pening wedge high tibial osteotomyと hybrid-closed wedge high tibial osteotomyの 
術前後下肢変化量の検討  横浜市大附属市民総合医療センター整形　高川　　修他…S1484

1-5-17　　O pen wedge高位脛骨骨切り術におけるフランジ前外側の骨切り距離 
 横浜市大整形　子島俊太郎他…S1485

1-5-18　　 T hree-dimensional computed tomographyを用いた高位脛骨骨切り術前後の 
膝蓋骨高位の評価：内側開大式と逆 V字型の比較  北大大学院整形　土橋　晋也他…S1485
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12：10～ 13：10　　ランチョンセミナー 5 座長　 松山　幸弘（浜松医大整形）

1-5-LS5　　整 形外科医にしかできない基礎研究　―臨床データと実験データの融合― 
 阪大大学院整形　岡田　誠司　…S1486

14：00～ 15：00　　一般演題 口演 4 
膝 2

座長
　 眞島　任史（日医大大学院整形） 
中田　　研（阪大大学院スポーツ医学）

1-5-19　　抗  VEGF抗体が変形性膝関節症患者由来関節軟骨の変性を抑制する効果 
 横浜市大整形　外澤　正一他…S1487

1-5-20　　ラ ット膝 OAに対する解凍直後の滑膜幹細胞の関節内注射は再培養細胞と 
同等の軟骨変性抑制効果を有す  医科歯科大再生医療研究センター　堀内　聖剛他…S1487

1-5-21　　脂 肪由来間葉系幹細胞（ADMSC）の関節内投与は変形性膝関節症（膝 OA）の 
進行を抑制する  順大整形　若山　貴則他…S1488

1-5-22　　組 織メタロプロテアーゼ阻害物質（TIMP）は変形性膝関節症に対する 
多血小板血漿（PRP）療法の有効性に関連する因子である  順大整形　内野小百合他…S1488

1-5-23　　カ ニクイザルの変形性膝関節症モデルに対する多血小板血漿投与後の軟骨容積の変化 
 浜松医大整形　一ノ瀬初美他…S1489

1-5-24　　多 血小板血漿のM1/M2マクロファージ極性化に及ぼす影響  東海大整形　内山　綾香他…S1489

15：10～ 16：10　　一般演題 口演 5 
膝 3

座長
　 三浦　裕正（愛媛大整形） 
中川　晃一（東邦大医療センター佐倉病院整形）

1-5-25　　半 月板損傷に対する新規シート状 scaffoldを用いたラッピング治療の有用性 
（ウサギを用いた検討）  大阪医科薬科大整形　池田　邦明他…S1490

1-5-26　　内 側半月板後根斜断裂に対する経脛骨 pullout修復術： 完全横断裂との比較 
 岡山大大学院整形　東原　直裕他…S1490

1-5-27　　内 側半月板後根修復術における内側半月板後方逸脱を抑制する工夫 
 岡山大大学院整形　金高　圭甫他…S1491

1-5-28　　内 側半月板後根断裂：両側発生に関係する因子についての検討  岡山大大学院整形　平中　孝明他…S1491
1-5-29　　内 側半月板後根断裂に対する pullout修復術において解剖学的修復は術後良好な 

半月板修復と関係する  岡山大大学院整形　田村　優典他…S1492
1-5-30　　変 形性膝関節症患者における歩行中の動的な内側半月板逸変化量は，立位での静的な 

逸脱変化量よりも痛みの強度と相関がある  広島大大学院運動器超音波医学　中島　祐子他…S1492

16：20～ 17：20　　一般演題 口演 6 
膝 4

座長
　 占部　　憲（北里大メディカルセンター整形） 
近藤　英司（北大病院スポーツ医学診療センター）

1-5-31　　ラ ット半月板欠損モデルを用いた PTH注入腱による半月板再生技術の開発 
 大阪市大附属病院整形　西野　壱哉他…S1493

1-5-32　　シ ルクエラスチンを用いた半月板修復の組織像の検討  広島大大学院整形　加納　利哉他…S1493
1-5-33　　凍 結融解が滑膜幹細胞の半月板への接着および形態に与える影響 

 医科歯科大再生医療研究センター　藤井　俊一他…S1494
1-5-34　　内 側半月板逸脱とアライメントが膝関節応力負荷に及ぼす影響　 

―有限要素法による解析―  和歌山医大整形　神前　拓平他…S1494
1-5-35　　形 成的切除術による外側円板状半月板の形態変化　 

―2Dおよび 3D-MRIを用いた経時的評価―  名市大大学院整形　福島　裕晃他…S1495
1-5-36　　外 側半月前角損傷の生体力学的解析　―新鮮凍結遺体と 

6自由度関節力学試験ロボットシステムを用いて―  札幌医大整形　塩泡　孝介他…S1495
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17：30～ 18：30　　一般演題 口演 7 
膝 5

座長
　 高橋　謙治（京府医大整形） 
中前　敦雄（広島大病院整形）

1-5-37　　カ ッティング動作中の床反力における内側ハムストリングの機能　 
―選択的筋疲労条件を用いた検討―  札幌医大大学院保健医療学研究科　山津　健太他…S1496

1-5-38　　健 常高齢者においてもMRI上の骨髄異常像と膝関節痛は関連する　 
―文京ヘルススタディ―  順大大学院整形・運動器医学　東村　　潤他…S1496

1-5-39　　ラ ット膝 OAモデルにおける神経成長因子発現と感覚神経増生の経時変化 
 高知大整形　阿漕　孝治他…S1497

1-5-40　　D ecidual protein induced by progesterone（DEPP）は，autophagy fluxを 
介して軟骨細胞の酸化ストレス抵抗性を維持する  九大大学院整形　桑原　正成他…S1497

1-5-41　　変 形性関節症において変性軟骨より荷重によって遊離する因子の網羅的解析 
 NHO相模原病院臨床研究センター　津野　宏隆他…S1498

1-5-42　　三 次元培養下のヒト関節軟骨由来細胞における力学刺激と 
炎症性サイトカイン刺激の関係の検討  阪大大学院健康スポーツ科学　疋田　光波他…S1498

第 1日　10月 14日（木）　第 6会場

8：30～ 9：30　　一般演題 口演 8 
肩 1

座長
　 池上　博泰（東邦大整形） 
三幡　輝久（大阪医科薬科大整形）

1-6-1　　ラ ット腱板断裂モデルにおける断裂部周囲の瘢痕形成と行動学的変化の検討 
 高知大整形　森本　　暢他…S1499

1-6-2　　ラ ット肩腱板インピンジメント・モデル tendinopathyと HMGB1 
発現の関連および分子細胞生物学的機能解析  鹿児島大大学院整形　伊集院俊郎他…S1499

1-6-3　　家 兎陳旧性腱板断裂モデルに対する骨髄血由来の多血小板フィブリンの修復効果 
 山形大整形　宇野　智洋他…S1500

1-6-4　　ラ ット腱板断裂モデルにおける酸化ストレスの関与  順大大学院整形・運動器医学　上原　弘久他…S1500
1-6-5　　腱 板付着部損傷後修復過程における内因性成長因子と Scx/Sox9共陽性細胞 

 熊本大附属病院整形　井手尾勝政他…S1501
1-6-6　　修 復困難な腱板断裂に対する肩上方関節包再建術後における大腿筋膜グラフト 

治癒過程の組織像  大阪医科薬科大整形　長谷川彰彦他…S1501

9：40～ 10：40　　一般演題 口演 9 
肩 2

座長
　 後藤　英之（至学館大健康スポーツ科） 
谷口　　昇（鹿児島大大学院整形）

1-6-7　　 筋 前進術と上肩甲横靱帯切離を行った腱板修復術後の肩甲上神経移動の検討 
 広島大大学院整形　原田　洋平他…S1502

1-6-8　　 関 節鏡下腱板修復術後の三角筋複合筋活動電位の変化  山口大大学院整形　油形　公則他…S1502
1-6-9　　 鏡 視下腱板修復後再断裂はスーパーオキサイドに誘発された酸化ストレスと関連する 

 順大附属浦安病院整形　糸魚川善昭他…S1503
1-6-10　　糖 尿病を伴う肩腱板断裂における肩関節内組織別 AGEs（advanced glycation  

end-products）沈着量とその影響に関する検討  神戸大大学院整形　篠原　一生他…S1503
1-6-11　　T GF-β1と BMP-2に対する腱板断裂患者由来の腱間質細胞の反応について 

 Nuffield Dept. of Orthop., Rheumatology & Musculoskeletal Sciences 
(NDORMS), Univ. of Oxford, Oxford, UK　森田　　亘他…S1504

1-6-12　　腱 板断裂患者の滑膜組織における NGF発現と疼痛の関連性  町田市民病院整形　田澤　　諒他…S1504
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10：50～ 11：50　　一般演題 口演 10 
肩 3

座長
　 岩堀　裕介（あさひ病院スポーツ医学・関節センター） 
今井　晋二（滋賀医大整形）

1-6-13　　腱 板断裂肩における肩峰下滑液包の血行動態と痛みとの関係  高知大整形　泉　　　仁他…S1505
1-6-14　　野 球選手における競技レベルの違いが上腕骨後捻角に及ぼす影響  北大大学院整形　池　　翔太他…S1505
1-6-15　　超 音波を用いた肩関節前方不安定性評価の検討  名市大大学院整形　井上　淳平他…S1506
1-6-16　　変 形性肩関節症と CCN3発現上昇との相関について  岡山大大学院整形　廣瀬　一樹他…S1506
1-6-17　　M IAによるラット肩関節炎モデルの作成および画像評価  千葉大大学院整形　伊勢　昇平他…S1507
1-6-18　　肩 関節周囲炎における遺伝子発現：肩関節不安定症，腱板損傷との比較および 

臨床所見との関連性  徳島大総合科学　山口　鉄生他…S1507

12：10～ 13：10　　ランチョンセミナー 6 座長　 中田　　研（阪大大学院スポーツ医学）

1-6-LS6　　変 形性膝関節症のヒアルロン酸治療　―分子生物学的理解―  名大大学院整形　高橋　伸典　…S1508

14：00～ 15：00　　一般演題 口演 11 
肩 4

座長
　 柴田　陽三（福岡大筑紫病院整形） 
菅本　一臣（阪大大学院運動器バイオマテリアル寄附講座）

1-6-19　　日 本人への螺子による上腕二頭筋長頭筋腱固定術の解剖学的検討　 
―屍体肩研究―  関西電力病院整形　馬谷　直樹他…S1509

1-6-20　　C ross-body adduction viewと肩鎖靱帯，烏口鎖骨靱帯の関連性 
 奈良医大附属病院整形　倉田　慎平他…S1509

1-6-21　　肩 関節不安定症患者の肩甲上腕関節滑膜組織では炎症性サイトカイン， 
マクロファージマーカーの発現が亢進している  北里大整形　宗重　響子他…S1510

1-6-22　　グ レノスフィアを介した異なる 3つの応力による肩甲骨の歪みの検討  北里大整形　石井　大輔他…S1510
1-6-23　　リ バース型人工肩関節における肩峰インピンジメントの 

発生リスクの検討と成績  兵庫医大整形　土山　耕南他…S1511
1-6-24　　新 鮮凍結屍体を用いたリバース型人工肩関節置換術の上腕骨トレイ位置 

における安定性の検討  千葉大附属病院整形　嶋田　洋平他…S1511

15：10～ 16：10　　一般演題 口演 12 
手 1 座長

　 西浦　康正（ 筑波大附属病院土浦市地域臨床教育センター
整形）

　　　佐藤　和毅（慶大スポーツ医学総合センター）

1-6-25　　母 指対立再建術における移行腱の滑車位置の検討  奈良医大整形　長嶋　光幸他…S1512
1-6-26　　母 指対立再建術が母指運動機能に与える影響　―三次元動作解析法による検討― 

 広島大大学院整形　兒玉　　祥他…S1512
1-6-27　　母 指 CM関節安定化機構解明を目指した筋・腱膜と関節包に基づく解剖学的解析 

 医科歯科大大学院整形　野呂瀬美生他…S1513
1-6-28　　C Tを用いた舟状骨/三角骨容積比の検討　―母指 CM関節症との関連について― 

 北大大学院整形　河村　太介他…S1513
1-6-29　　母 指 CM関節症に対する CM関節固定術前後の母指運動動作解析 

 広島大大学院整形　田中　晶康他…S1514
1-6-30　　牽 引MRIの母指 CM関節軟骨評価における有用性 

 県北医療センター高萩協同病院整形　井汲　　彰他…S1514

16：20～ 17：20　　一般演題 口演 13 
手 2

座長
　 面川　庄平（奈良医大手の外科） 
中村　俊康（国際医療福祉大整形）

1-6-31　　S chwann細胞充填型人工神経は神経再建の新たな選択肢となりうるか 
 順大大学院整形・運動器医学　鈴木　雅生他…S1515

1-6-32　　3 T MRIを用いた手根管症候群における CSA術前・術後変化の検討 
 藤田医大整形　前田　篤志他…S1515
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1-6-33　　手 根管症候群に対する診断手法の比較検討：臨床症状，超音波検査， 
電気生理学的検査の診断に対する有用性について  宮崎善仁会病院整形　大倉　俊之他…S1516

1-6-34　　D ARTS人工手関節の設置角度と関節可動域との関係についての検討 
 北大大学院整形　太田　光俊他…S1516

1-6-35　　D upuytren拘縮における組織因子の発現とトロンビンの作用  三重大大学院整形　加藤　次朗他…S1517
1-6-36　　D upuytren拘縮における疾患関連 SNPsと炎症誘導機構の関係性の解析 

 北大大学院整形　木田　博朗他…S1517

17：30～ 18：30　　一般演題 口演 14 
変形性関節症

座長
　 池田　　浩（順大理学療法学科） 
山本　卓明（福岡大整形）

1-6-37　　一 般住民健診によるエクオール産生能の調査　 
―Wakayama Health Promotion Study―  和歌山医大形成　下江　隆司他…S1518

1-6-38　　関 節恒常性維持におけるmiR-23a/b clusterの役割  広島大大学院整形　藤原　祐輔他…S1518
1-6-39　　ヒ ト軟骨細胞における IκB kinase ε（IKKε）の機能解析  九大大学院整形　内田　泰輔他…S1519
1-6-40　　V -set and transmembrane domain containing 4 によるマクロファージ活性制御 

機構と滑膜炎への関与の検討  北里大整形　迎　　　学他…S1519
1-6-41　　炎 症性マクロファージ由来細胞外小胞を介した軟骨変性メカニズムの解明 

 北大大学院整形　江畑　　拓他…S1520
1-6-42　　変 形性関節症の急性増悪（フレア）におけるマスト細胞の役割  高知大整形　團　　隼兵他…S1520

第 1日　10月 14日（木）　第 7会場

8：30～ 9：30　　一般演題 口演 15 
末梢神経 1

座長
　 齋藤　貴徳（関西医大整形） 
村瀬　　剛（阪大大学院整形）

1-7-1　　コ ンディショナルノックアウトマウスを用いた LDL受容体関連蛋白遺伝子の欠損が 
もたらす末梢神経構造の組織学的変化の検討 
 千葉大フロンティア医工学センター/整形　折田　純久他…S1521

1-7-2　　末 梢神経障害における V-set and transmembrane domain containing 4の役割の検討 
 北里大整形　横関　雄司他…S1521

1-7-3　　マ ウス神経損傷モデルにおける神経保護マーカー RESTの発現に及ぼす老化の影響 
 順大大学院整形・運動器医学　小畑　宏介他…S1522

1-7-4　　各 種触覚機械受容器は異なる電位依存性カリウムチャネルを有する 
 和歌山医大整形　曽根勝真弓他…S1522

1-7-5　　有 痛性断端神経腫の疼痛機序に関する組織学的検討：臨床検体と動物モデルを用いて 
 北大大学院整形　松居　祐樹他…S1523

1-7-6　　液 体窒素処理担癌神経グラフトを用いた新しい末梢神経再建法  金沢大大学院整形　米澤　宏隆他…S1523

9：40～ 10：40　　一般演題 口演 16 
末梢神経 2

座長
　 柿木　良介（近畿大整形） 
川端　茂徳（医科歯科大先端技術医療応用学）

1-7-7　　 末 梢神経特異的線維芽細胞の神経突起伸長効果に関する検討  北大大学院整形　原　　健人他…S1524
1-7-8　　 異 種移植による新たな麻痺治療法の開発  名大大学院手の外科　佐伯　総太他…S1524
1-7-9　　 カ ーボンナノチューブ（CNT）の酸化度の増強による神経再生の促進 

 広島大大学院整形　國崎　　篤他…S1525
1-7-10　　有 痛性断端神経腫に対する神経再生誘導チューブによる nerve cappingの効果の検討 

 三重大大学院整形　加藤　次朗他…S1525
1-7-11　　脂 肪由来幹細胞シートで被覆した自家神経移植術の移植成績  金沢大大学院整形　村井　惇朗他…S1526
1-7-12　　ラ ット神経損傷モデルに対するトロンビン添加，非添加 platelet-rich plasmaの 

痛覚過敏抑制効果の比較  千葉大大学院整形　向井　務晃他…S1526
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10：50～ 11：50　　一般演題 口演 17 
末梢神経 3

座長
　 牛田　享宏（愛知医大学際的痛みセンター） 
石井　　賢（国際医療福祉大整形）

1-7-13　　梨 状筋症候群の診断における神経磁界計測装置の有用性  関西医大整形　朴　　正旭他…S1527
1-7-14　　神 経磁界計測を用いた腕神経叢部から頚椎の神経活動の非侵襲的評価 

 医科歯科大大学院整形　田中　雄太他…S1527
1-7-15　　マ ウス坐骨神経慢性絞扼モデルにおけるフルオレセイン蛍光造影法を用いた 

微少血管血流評価  大阪市大大学院整形　濱　　峻平他…S1528
1-7-16　　神 経特異的転写因子 RESTに着目した老化に伴う軸索再生誘導能低下の検討 

 順大大学院整形・運動器医学　金子　彩夏他…S1528
1-7-17　　多 血小板血漿は Schwann細胞を介して神経突起の伸長を促す　 

―至適濃度と作用機序の解明―  京府医大大学院運動器機能再生外科学　澤井　誠司他…S1529
1-7-18　　脱 細胞化血管柄付き神経移植による神経再生  広島大大学院整形　谷本佳弘菜他…S1529

12：10～ 13：10　　ランチョンセミナー 7 
次世代型椎体間スペーサー 座長　 松本　守雄（慶大整形）

1-7-LS7-1　　応 力環境に適応した骨配向誘導を可能とする革新的整形外科 
インプラントデザイン  阪大大学院工学研究科　中野　貴由　…S1530

1-7-LS7-2　　革 新的技術シーズと臨床現場のニーズが結実した新規脊椎インプラントの開発 
 北海道医療センター整形　伊東　　学　…S1530

14：00～ 15：00　　一般演題 口演 18 
脊髄 1

座長
　 紺野　愼一（福島医大整形） 
中村　雅也（慶大整形）

1-7-19　　脊 髄損傷に対するヒト iPS細胞由来神経幹細胞移植後の神経活動の 
in vivo imaging評価  慶大整形　吾郷健太郎他…S1531

1-7-20　　慢 性期脊髄損傷に対する臨床グレードヒト iPS細胞由来グリア指向性神経幹細胞移植 
の有効性検討  慶大整形　鎌田　泰裕他…S1531

1-7-21　　脊 髄損傷に対するヒト iPS細胞由来神経幹/前駆細胞移植治療における 
移植細胞由来ニューロンの機能解明  慶大整形　北川　剛裕他…S1532

1-7-22　　脊 髄損傷後グリア性瘢痕培養モデルにおける embryoマウスの神経軸索伸長と 
へパラン硫酸プロテオグリカンの関与  名大大学院整形　大内田　隼他…S1532

1-7-23　　ヒ ト歯周組織由来間葉系幹細胞から作製した軸索様神経束のラットへの 
移植による脊髄再生促進  筑波大附属病院整形　柴尾　洋介他…S1533

1-7-24　　ア ダリムマブによる脊柱靱帯骨化症患者由来間葉系幹細胞の骨分化抑制効果 
 弘前大附属病院整形　荒木　　亮他…S1533

15：10～ 16：10　　一般演題 口演 19 
脊髄 2

座長
　 竹下　克志（自治医大整形） 
吉本　三徳（札幌医大整形）

1-7-25　　抗 精神薬 Brexpiprazoleの急性期脊髄損傷に対する神経保護効果の検討 
 北大大学院整形　五月女慧人他…S1534

1-7-26　　M icroRNA-23クラスターは脊髄の髄鞘化を促進する  広島大大学院整形　土川　雄司他…S1534
1-7-27　　脊 髄修復過程におけるmiR-26aの役割  広島大大学院整形　原田　崇弘他…S1535
1-7-28　　脊 髄損傷マウスに対する GABA-A受容体アゴニスト急性期投与効果の検討 

 弘前大附属病院整形　猿田　賢也他…S1535
1-7-29　　脊 髄損傷ラットにおける GLP-1受容体作動薬のマクロファージ極性と 

血液脳脊髄関門への作用の検討  東海大整形　山口　慶子他…S1536
1-7-30　　脊 髄圧迫性病変を持つラットへの脊髄損傷後の除圧術は有効である 

 千葉大大学院整形　沖松　　翔他…S1536
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16：20～ 17：20　　一般演題 口演 20 
脊髄 3

座長
　 永島　英樹（鳥取大整形） 
中西　一義（日大整形）

1-7-31　　2 光子顕微鏡を用いた生体脊髄損傷モデルマウスにおける皮質脊髄路と 
ミクログリアの観察  名大大学院整形　大石遼太郎他…S1537

1-7-32　　P K11195 PET imagingを用いた脊髄内活性化ミクログリア動態評価と 
臨床的有用性  福井大整形　北出　　誠他…S1537

1-7-33　　ラ ット脊髄慢性圧迫モデルにおける，圧迫性脊髄症と脊髄虚血の関係 
 千葉大大学院整形　三浦　正敬他…S1538

1-7-34　　圧 迫性頚髄症患者の歩行解析と患者立脚型評価 JOACMEQとの相関 
 新潟大大学院整形　牧野　達夫他…S1538

1-7-35　　環 軸椎関節における関節症性変化の有病率　 
―1266症例の CTデータの解析より―  奈良医大整形　須賀　佑磨他…S1539

1-7-36　　黄 色靱帯の線維化における筋線維芽細胞の役割  徳島県立海部病院整形　林　二三男他…S1539

17：30～ 18：30　　一般演題 口演 21 
脊髄 4

座長
　 白土　　修（福島医大会津医療センター整形・脊椎外科） 
島田　洋一（秋田県立療育機構）

1-7-37　　脊 髄損傷後の機能予後予測因子としての血中線維化マーカー PⅢNPの有用性 
 九大大学院整形　小野玄太郎他…S1540

1-7-38　　上 位頚髄疾患の診断における神経磁界計測装置の有用性  関西医大整形　朴　　正旭他…S1540
1-7-39　　成 人脊柱変形術後の proximal junctional failureに固定上位端椎の Hounsfield unitsは 

予測因子となりうるか  兵庫医大整形　吉江　範親他…S1541
1-7-40　　長 範囲脊柱固定術における最上位椎体の骨構造学的評価の検討  近畿大整形　池田　光正他…S1541
1-7-41　　髄 外腫瘍手術における解剖学的腫瘍位置が脊髄術中モニタリングのアラート発信に 

与える影響についての検討  久留米大病院整形　森戸　伸治他…S1542
1-7-42　　頚 椎症性脊髄症における頚椎椎弓形成術後のアライメント変化 

 山口大附属病院整形　坂本　拓哉他…S1542

第 1日　10月 14日（木）　第 8会場

8：30～ 9：30　　一般演題 口演 22 
腫瘍 1

座長
　 松峯　昭彦（福井大整形） 
朴木　寛弥（奈良医大骨軟部腫瘍制御・機能再建医学）

1-8-1　　片 肢性骨端異形成症の病因遺伝子の探索  名大大学院整形　伊藤　　鑑他…S1543
1-8-2　　有 限要素解析を用いた骨腫瘍生検後の病的骨折のリスクファクターの予測 

 大阪社会医療センター附属病院整形　岩井　　正他…S1543
1-8-3　　新 たな腫瘍処理方法である「高圧処理」を施した自家骨の骨癒合に関する検討 

 金沢大大学院整形　山田　遥平他…S1544
1-8-4　　悪 性骨・軟部腫瘍でのエベロリムスとボルテゾミブの併用による抗腫瘍効果の検討 

 三重大大学院運動器外科学　中村　公一他…S1544
1-8-5　　が ん幹細胞抗原 DNAJB8由来ペプチドを標的とした chimeric antigen receptor T 

（CAR-T）療法  札幌医大整形　渡部　裕人他…S1545
1-8-6　　L ong non-cording RNA由来抗原を標的とした TCR-T療法の開発  札幌医大整形　濱田　修人他…S1545

9：40～ 10：40　　一般演題 口演 23 
腫瘍 2

座長
　 西田　　淳（東医大整形） 
杉浦　英志（名大総合保健学）

1-8-7　　マ ウス乳がん脳転移モデルにおける骨細胞およびその conditioned mediumによる 
腫瘍増殖抑制効果  三重大大学院整形　佐野　友彦他…S1546
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1-8-8　　 乳 癌局所骨転移モデルに対する acridine orange血管内投与と bisphosphonateの効果 
 秋田大大学院整形　東海林　諒他…S1546

1-8-9　　 骨 転移患者におけるデノスマブ投与後の低カルシウム血症の検討  昭和大整形　土谷　弘樹他…S1547
1-8-10　　転 移性骨腫瘍に対する局所凍結療法のがん特異的免疫増強効果  金沢大大学院整形　安念　遼平他…S1547
1-8-11　　ア クリジンオレンジを用いた転移性骨腫瘍に対する新規治療開発 

 三重大大学院整形　松山　優実他…S1548
1-8-12　　転 移性骨腫瘍再発を制御するマスターレギュレーターの探索 

 北海道がんセンター骨軟部腫瘍科　清水　寛和他…S1548

10：50～ 11：50　　一般演題 口演 24 
腫瘍 3

座長
　 麩谷　博之（兵庫医大整形） 
秋山　　達（自治医大附属さいたま医療センター整形）

1-8-13　　肉 腫細胞株における hTERT-RdRP活性の生物学的意義  東海大付属病院整形　野村　　祥他…S1549
1-8-14　　肉 腫におけるがんゲノム医療の意義  岡山大病院整形　中田　英二他…S1549
1-8-15　　軟 部肉腫患者において初診時脳転移発生に寄与するリスク因子の探索： 

米国 SEERデータベースを用いた研究  北大大学院整形　糸賀　　稜他…S1550
1-8-16　　軟 部腫瘍患者における soluble CD80の関連性  三重大大学院整形　松山　優実他…S1550
1-8-17　　E wing肉腫細胞における Fbxw7によるMyc発現調節と腫瘍増殖能の解析 

 大分大整形　河野　正典他…S1551
1-8-18　　E wing肉腫における slow-cycling cellsの同定  神戸大大学院整形　八尋　俊輔他…S1551

14：00～ 15：00　　一般演題 口演 25 
腫瘍 4

座長
　 小田　義直（九大大学院形態機能病理） 
西田　佳弘（名大リハ科）

1-8-19　　高 悪性度軟部肉腫における免疫チェックポイントタンパク IDO，VISTA， 
CD47，CEACAM1の発現解析と予後との関連性  三重大大学院整形　淺沼　邦洋他…S1552

1-8-20　　腫 瘍関連マクロファージを誘導する CSF-1の分泌と血中発現の解析： 
浸潤性軟部肉腫における検討  岡山大大学院整形　畑　　利彰他…S1552

1-8-21　　非 円形性細胞肉腫に対するドキソルビシンを含むレジメンによる早期単球数による 
好中球減少の予測能  日大整形　大幸　英至他…S1553

1-8-22　　N K細胞関連受容体リガンドを標的とした滑膜肉腫細胞に対する CAR-T細胞療法 
 新潟大大学院整形　村山　雄大他…S1553

1-8-23　　H DAC阻害薬による淡明細胞肉腫融合遺伝子 EWS-ATF1の発現制御メカニズム 
の解明  阪大大学院整形　前　　裕和他…S1554

1-8-24　　悪 性末梢神経鞘腫瘍における PRRX1の悪性化因子としての役割  岡山大病院整形　棏平　将太他…S1554

15：10～ 16：10　　一般演題 口演 26 
腫瘍 5

座長
　 山本　哲司（香川大整形） 
金森　昌彦（富山大人間科学 1講座）

1-8-25　　P terostilbeneは F0-F1ATPase阻害作用を持ち骨肉腫細胞特異的にmitochondria 
毒性をもたらす  奈良医大分子病理　岸　　真五他…S1555

1-8-26　　骨 肉腫細胞株に対してシスプラチンとの増感効果を有する天然有機化合物 
デカルシンの研究  京府医大大学院運動器機能再生外科学　林　　大智他…S1555

1-8-27　　細 胞の剛性の増幅による骨肉腫の転移抑制効果  三重大大学院整形　喜多　晃司他…S1556
1-8-28　　骨 肉腫における腫瘍関連マクロファージの役割と in vitro実験による検証 

 岡山大大学院整形　近藤　宏也他…S1556
1-8-29　　P exidartinibの骨肉腫に対する前臨床的検討：CSF-1/CSF-1R阻害は肉腫微小環境 

の免疫細胞構成分画を変化させ抗腫瘍効果を発揮する  岡山大大学院整形　藤原　智洋他…S1557
1-8-30　　手 指原発の悪性骨腫瘍の検討  北大大学院整形　池　　翔太他…S1557
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16：20～ 17：20　　一般演題 口演 27 
バイオマテリアル 1

座長
　 千葉　純司（東女医大東医療センター整形） 
根尾　昌志（大阪医科薬科大整形）

1-8-31　　ア ルカリ加熱処理後ヨウ素担持チタンの生体活性および抗菌性の評価 
 京大大学院整形　池田　周正他…S1558

1-8-32　　H Ap/Colに対する抗菌剤吸着性がラット骨髄炎モデルにおける治療効果に与える 
影響  医科歯科大大学院整形　江川　　聡他…S1558

1-8-33　　リ ン酸化処理 PEEKの家兎大腿骨への埋め込み試験  信州大理学療法学　青木　　薫他…S1559
1-8-34　　F GF-2（線維芽細胞増殖因子）担持スクリューの金属による性能比較  筑波大整形　十時　靖和他…S1559
1-8-35　　脊 椎固定用ロッドの疲労破断に対する instrument強度向上を目的とした 

金属表面加工処理  東邦大整形　和田　明人他…S1560
1-8-36　　縫 合可能な強度を有するシルクエラスチンの半月板修復効果の検討 

 広島大大学院整形　井上　　忠他…S1560

17：30～ 18：30　　一般演題 口演 28 
バイオマテリアル 2

座長
　 武者　芳朗（東邦大整形（大橋）） 
齋藤　直人（信州大バイオメディカル研究所）

1-8-37　　ハ イドロキシアパタイト複合化ダブルネットワークゲル上での骨髄間葉系幹細胞の 
骨分化能評価   北大大学院整形　甲斐原拓真他…S1561

1-8-38　　炭 酸アパタイトハニカムブロックを用いた分節型骨欠損の骨再建  九大大学院整形　柴原　啓吾他…S1561
1-8-39　　精 密加工した骨製ヘッドレスネジのネジ固定力  島根大整形　真子　卓也他…S1562
1-8-40　　非 焼成ハイドロキシアパタイト/ポリ L乳酸（u-HA/PLLA）製ネジに最適な山高さ 

の探索  島根大整形　今出　真司他…S1562
1-8-41　　ケ イ酸/亜鉛置換ストロンチウムアパタイトコーティングによる β-リン酸カルシウム 

の骨誘導能促進効果  奈良医大整形　杉本　啓紀他…S1563
1-8-42　　C O2レーザー溶着した亜鉛含有ケイ酸ストロンチウムアパタイト PEEKディスク 

の生体内骨形成促進能の検証  奈良医大整形　川崎佐智子他…S1563

第 1日　10月 14日（木）　第 9会場

8：30～ 9：30　　一般演題 口演 29 
足 1

座長
　 大関　　覚（レイクタウン整形外科病院足の外科センター） 
高尾　昌人（重城病院 CARIFAS足の外科センター）

1-9-1　　荷 重時下肢長尺正面 X線像を用いた内反型変形性足関節症における踵骨最下点の 
変位についての検討  宇陀市立病院整形　上野　優樹他…S1564

1-9-2　　バ スケットボール選手のスポーツ動作に足関節不安定症が及ぼす影響　 
―足底圧分布を用いて―  大阪医科薬科大整形　平井　佳宏他…S1564

1-9-3　　足 部・足関節領域の骨モデルを用いた 2D3Dレジストレーションの精度検証 
 奈良医大整形　宮本　拓馬他…S1565

1-9-4　　2 方向 X線透視と二次元/三次元画像位置合わせを用いた荷重運動における足関節， 
距骨下関節の生体内動態解析  千葉大大学院整形　三上　行雄他…S1565

1-9-5　　前 下脛腓靱帯ならびに後下脛腓靱帯損傷モデルにおける遠位脛腓間運動の生体力学的解析 
 札幌医大整形　髙橋　克典他…S1566

1-9-6　　電 磁気センサーを用いた足関節前方引き出しテストの定量評価の再現性検証 
 神戸大大学院整形　片岡　君成他…S1566

9：40～ 10：40　　一般演題 口演 30 
足 2

座長
　 橋本　健史（慶大スポーツ医学研究センター） 
窪田　　誠（慈恵医大葛飾医療センター整形）

1-9-7　　重 なり趾変形の X線評価  山形大整形　佐竹　寛史他…S1567
1-9-8　　外 反母趾の進行を予測する解剖学的因子の検討  千葉大大学院整形　篠原　将志他…S1567
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1-9-9　　 深 層学習を用いた外反母趾の外観写真からの単純 X線パラメータの推定 
 千葉大工学部医工学コース　井上　佳奈他…S1568

1-9-10　　健 常者における 3D-CTを用いた windlass mechanismの解析  慈恵医大整形　木原　　匠他…S1568
1-9-11　　変 形性足関節症のMRIによる病態解析（第 11報）　 

―距骨後方に巨大な骨棘が生じる症例の特徴―  聖マ医大整形　三井　寛之他…S1569
1-9-12　　前 距腓靱帯の superior fascicleと inferior fascicle損傷診断における 

thin slice MRIの有用性  広島大大学院整形　中佐　智幸他…S1569

10：50～ 11：50　　一般演題 口演 31 
足 3

座長
　 須田　康文（国際医療福祉大塩谷病院整形） 
原口　直樹（ 聖マ医大横浜市西部病院整形）

1-9-13　　解 剖学的特徴から見た立方骨の役割  聖マ医大病院整形　田﨑　正和他…S1570
1-9-14　　A I・深層学習と 2D-3Dレジストレーションによる足部・足関節全自動四次元解析 

の試み  市立奈良病院整形　中尾　哲子他…S1570
1-9-15　　変 形性足関節症に対する遠位脛骨斜め骨切り術後の脛腓間開大に関する検討 

 金沢大大学院整形　下川　寛右他…S1571
1-9-16　　人 工距骨併用人工足関節置換術（cTAA）の治療成績　 

―距骨後方に巨大な骨棘が生じる症例に cTAAは有用か―  聖マ医大整形　三井　寛之他…S1571
1-9-17　　人 工距骨併用人工足関節置換術が術後の後足部 alignmentに与える影響 

 聖マ医大整形　牧　　侑平他…S1572
1-9-18　　多 血小板フィブリンは FGFR/Akt・TGF-βR/Smad3シグナルを介して tenocyteの 

増殖・活性化を誘導しアキレス腱欠損の治癒を促進する 
 三重大大学院整形　千賀　佳幸他…S1572

14：00～ 15：00　　一般演題 口演 32 
感染

座長
　 馬渡　正明（佐賀大整形） 
阿部　哲士（吉川中央病院整形）

1-9-19　　表 皮ブドウ球菌の生体材料表面付着に対する牛血清アルブミンと温度の影響 
 長崎大大学院保健科学分野　小関　弘展他…S1573

1-9-20　　人 工関節感染診断における新規バイオマーカー関節液中 presepsinの有用性 
 山口大大学院整形　今釜　　崇他…S1573

1-9-21　　人 工関節周囲感染ラットに対する脂肪由来間葉系幹細胞と抗生剤併用療法の抗菌効果 
 金沢大大学院整形　山室　裕紀他…S1574

1-9-22　　バ ンコマイシンの骨形成阻害を緩和するテリパラチドの有用性  東邦大整形　辻　健太郎他…S1574
1-9-23　　化 膿性脊椎炎に対する抗 RANKL抗体の骨破壊抑止効果　 

―前向き縦断研究―  博慈会記念総合病院整形　町田　正文他…S1575
1-9-24　　頚 髄損傷術後の栄養状態の経過と肺炎発生の関係について  慈恵医大附属病院整形　小武海信之他…S1575

15：10～ 16：10　　一般演題 口演 33 
再生

座長
　 戸口田淳也（ 京大ウイルス・再生医科学研究所 /

iPS細胞研究所）
　　　金子慎二郎（藤田医大脊椎・脊髄科）

1-9-25　　家 兎骨壊死モデルに対するプレコンディショニングした間葉系幹細胞 
または遺伝子改変した IL4過剰産生間葉系幹細胞の効果  スタンフォード大学　丸山　真博他…S1576

1-9-26　　ヒ ト人工多能性幹細胞由来巨核球/血小板の骨形成促進効果に関する検討 
 千葉大大学院整形　佐藤　　雅他…S1576

1-9-27　　ヒ ト多血小板血漿とヒト細胞由来の人工多能性幹細胞由来血小板の 
成長因子定量比較  千葉大工学部医工学コース　上田玲央斗他…S1577

1-9-28　　脱 分化脂肪細胞（DFAT）の細胞採取部位による分化指向性の評価  日大整形　澤田　浩克他…S1577
1-9-29　　一 過性の運動が多血小板血漿（PRP）の組成および血小板活性化に与える影響 

 順大スポーツ健康科学部　西尾　啓史他…S1578
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1-9-30　　s fz cellsおよび fls cellsの特性を持ったマウス iPS細胞由来 prg4発現細胞の誘導 
 岐阜清流病院　佐竹　崇志他…S1578

16：20～ 17：20　　一般演題 口演 34 
ロコモティブシンドローム

座長
　 西本　　裕（岐阜大看護学科） 
城戸　　顕（奈良医大リハ科）

1-9-31　　運 動器疾患が健康寿命に及ぼす影響　―National databaseからの試算― 
 藤田医大整形　立之　芳裕他…S1579

1-9-32　　C OVID-19流行がスポーツ外傷・障害発生状況に及ぼした影響の検討　 
―休日スポーツ診療所（いわき FCクリニック）受診患者調査―  順大整形　中嶋　亮介他…S1579

1-9-33　　が ん患者における周術期のがんロコモの発生率とそのリスクファクター 
 岡山大病院リハ部　堅山　佳美他…S1580

1-9-34　　水 中運動教室参加者の運動器障害関連質問票，体組成，運動機能との関連 
 新潟大大学院医歯学総合研究科　田仕　英希他…S1580

1-9-35　　ロ コモ度 2，3は後の要介護認定発生に影響する　―旧宮川村コホート研究より― 
 三重大大学院整形　北浦有紀絵他…S1581

1-9-36　　転 倒リスクをもたらす脊柱グローバルアライメントの cut off値  昭和大リハ医学　永井　隆士他…S1581

17：30～ 18：30　　一般演題 口演 35 
疼痛

座長
　 矢吹　省司（福島医大保健科学部） 
橘　　俊哉（兵庫医大整形）

1-9-37　　腰 椎変性疾患患者の腰下肢症状に関して，口頭聴取 NRS値は患者自己記入式 
VAS値の代用となるか  大阪市立十三市民病院整形　林　　和憲他…S1582

1-9-38　　こ どもロコモティブシンドローム調査結果と運動器疼痛の関係について 
 兵庫医大整形　波多野　克他…S1582

1-9-39　　副 甲状腺ホルモンによる炎症性サイトサイトカイン，神経成長因子抑制効果の検討　 
―単回投与と反復投与の作用比較―  北里大整形　村田　幸佑他…S1583

1-9-40　　マ ウス前帯状皮質におけるケタミンの鎮痛抑制効果  和歌山医大整形　山中　　学他…S1583
1-9-41　　リ ルゾールの神経障害性疼痛抑制作用と脊髄後角におけるシナプス伝達抑制作用 

 和歌山医大整形　太地　　良他…S1584
1-9-42　　簡 易脳波測定器を用いた疼痛の評価と機械学習による識別  慶大整形　木村　篤史他…S1584

第 2日　10月 15日（金）　第 1会場

8：30～ 9：30　　特別講演 2 座長　 斎藤　　充（慈恵医大整形）

2-1-SL2　　A pplication of tumor-suppressive, bone-protective secretomes for treatment  
of bone diseases  Indiana Univ. School of Medicine, Indianapolis, IN, USA　Hiroki Yokota　…S1585

9：40～ 10：40　　招待講演 3 座長　 髙木　理彰（山形大整形）

2-1-IL3　　S ilicon nitride smart chemistry for joint arthroplasty 
 Ceramic Physics Laboratory, Kyoto Institute of Technology /Dept. of Immunology, 

Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Univ. of Medicine/
Dept. of Orthop. Surg., Tokyo Medical Univ./The Center for Advanced Medical 

Engineering and Informatics, Osaka Univ./Institute of Biomaterials and Bioengineering, 
Tokyo Medical and Dental Univ.　Giuseppe Pezzotti　…S1585

10：50～ 11：50　　特別講演 3 座長　 大鳥　精司（千葉大大学院整形）

2-1-SL3　　三 次元画像解析による腰椎疾患の解明 
 Rush Univ. Medical Center, Chicago, IL, USA　井上　　望　…S1586
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12：10～ 13：10　　ランチョンセミナー 8 座長　 牛田　享宏（愛知医大学際的痛みセンター）

2-1-LS8　　変 形性関節症における痛みのメカニズムとその治療  高知大整形　池内　昌彦　…S1586

13：20～ 14：20　　招待講演 4 座長　 山崎　正志（筑波大整形）

2-1-IL4　　A rtificial intelligence (AI) in musculoskeletal radiology 
 Danube Univ. Krems, Krems an der Donau, Austria　Stefan Nehrer, et al.…S1587

14：30～ 15：30　　招待講演 5 座長　 安達　伸生（広島大大学院整形）

2-1-IL5　　M SC based intervertebral disc regeneration: From bench to bedside 
 Dept. of Orthop. and Trauma Surg., Campus Bio-Medico, 

Univ. of Rome, Rome, Italy　Gianluca Vadalà…S1587

第 2日　10月 15日（金）　第 2会場

8：30～ 10：00　　シンポジウム 10 
Biological joint reconstruction

座長
　 中村　憲正（大阪保健医療大スポーツ医科学研究所） 
安達　伸生（広島大大学院整形）

2-2-S10-1　　滑 膜幹細胞を用いた膝関節軟骨・半月板再生医療 
 医科歯科大再生医療研究センター　大関　信武他…S1588

2-2-S10-2　　R ealization of magnetic cell targeting for cartilage regeneration 
 Dept. of Orthop. Surg., Graduate School of Biomedical and Health Sciences, 

Hiroshima Univ.　Naosuke Kamei, et al.…S1588
2-2-S10-3　　ス キャフォールドフリー滑膜間葉系幹細胞由来三次元人工組織を用いた軟骨再生 

 JCHO星ヶ丘医療センタースポーツ整形　下村　和範他…S1589
2-2-S10-4　　細 胞シート移植による変形性膝関節症の再生医療  東海大整形　佐藤　正人他…S1589
2-2-S10-5　　血 管由来幹細胞を用いた ACL再建術  神戸大大学院整形　松本　知之他…S1590

10：10～ 11：40　　シンポジウム 11 
術後の腱板修復に影響を与える因子

座長
　 髙瀬　勝己（東医大整形運動機能再建外科学寄附講座） 
望月　　由（県立広島病院整形）

2-2-S11-1　　腱 板修復における成長因子の局所投与の影響  熊本大病院整形　米満　龍史他…S1591
2-2-S11-2　　ラ ットの腱板修復に対する G-CSFの効果 

 京府医大大学院運動器機能再生外科学　小林　雄輔他…S1591
2-2-S11-3　　ラ ット腱板修復モデルにおけるティラピア由来うろこコラーゲンの有効性の検討 

 神戸大大学院整形　山裏　耕平他…S1592
2-2-S11-4　　腱 板修復促進に向けた肩峰下滑液包からの酵素処理を必要としない細胞抽出方法の確立 

 順大附属浦安病院整形　森川　大智他…S1592
2-2-S11-5　　腱 板修復術後の修復細胞の動態：GFPラットによる細胞動態の可視化 

 京府医大大学院運動器機能再生外科学　木田　圭重他…S1593

12：10～ 13：10　　ランチョンセミナー 9 
骨粗鬆症および運動器疼痛 座長　 宮腰　尚久（秋田大大学院整形）

2-2-LS9-1　　脊 椎疾患由来の末梢性神経障害性疼痛に対する治療戦略  札幌医大整形　黄金　勲矢他…S1594
2-2-LS9-2　　骨 粗鬆症の治療戦略：デノスマブの役割，使い方と注意点  長崎大大学院整形　千葉　　恒　…S1594

13：20～ 14：40　　シンポジウム 12 
組織修復のためのバイオロジカルスキャホールド　
―異分野研究に学ぶ―

座長
　 山岡　哲二（ 国立循環器病研究センター研究所

生体医工学部）
　　　名井　　陽（阪大附属病院未来医療センター）

2-2-S12-1　　高 圧処理母斑組織を用いた皮膚再生  京大大学院形成外科学　森本　尚樹　…S1595
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2-2-S12-2　　表 面改質による組織親和性バイオロジカルスキャホールド 
 国立循環器病研究センター研究所生体医工学部　山岡　哲二　…S1595

2-2-S12-3　　幹 細胞培養脱細胞化マトリックスによる幹細胞分化制御 
 東京都立産業技術研究センターマテリアル応用技術部バイオ技術グループ　干場　隆志　…S1596

2-2-S12-4　　新 しい骨集積性薬物キャリアーとしてのポリリン酸エステル  関西大化生工　岩崎　泰彦　…S1596

15：00～ 16：20　　シンポジウム 13 
上肢末梢神経障害研究の最前線

座長
　 坪川　直人（新潟手の外科研究所整形） 
平田　　仁（名大大学院手の外科）

2-2-S13-1　　神 経磁界計測による上肢末梢神経活動電流の可視化  土浦協同病院整形　佐々木　亨他…S1597
2-2-S13-2　　脂 肪由来幹細胞を用いた強化型自家神経移植について  金沢大附属病院整形　多田　　薫他…S1597
2-2-S13-3　　手 根管症候群におけるMRI T2 マッピングと電気生理学的重症度の検討 

 藤田医大整形　前田　篤志他…S1598
2-2-S13-4　　人 工神経による末梢神経障害の治療研究　―Grafting, capping, wrapping― 

 大阪鉄道病院整形　上村　卓也他…S1598

16：30～ 17：30　　主題セッション 2 
スポーツ障害予防・治療のための基礎研究

座長
　 熊井　　司（早稲田大スポーツ科学学術院） 
阿部　信寛（川崎医大スポーツ・外傷整形外科学）

2-2-A2-1　　体 外衝撃波の離断性骨軟骨炎への応用  徳島大大学院整形　岩瀬　穣志他…S1599
2-2-A2-2　　内 側アーチサポートがカッティング動作時の膝関節運動に与える影響 

 帝京大整形　豊岡　青海他…S1599
2-2-A2-3　　上 腕骨小頭の矢状断での骨軟骨欠損部位の違いによる応力分布の検討 

 徳島大大学院整形　岩瀬　穣志他…S1600
2-2-A2-4　　末 梢血および多血小板血漿（PRP）中に含まれる生理活性物質の検討　 

―スポーツ選手と中高年者の比較―  順大スポーツ医学・再生医療講座　齋田　良知他…S1600
2-2-A2-5　　ス ポーツ障害による椎間板変性に対する自家骨髄濃縮液の応用  北大大学院整形　筌場　大介他…S1601
2-2-A2-6　　偏 平足簡易診断ツールの妥当性についての検証  

―a prospective cohort study―  帝京大整形　豊岡　青海他…S1601

第 2日　10月 15日（金）　第 3会場

8：30～ 9：30　　教育研修講演 10 座長　 川島　寛之（新潟大大学院整形）

2-3-EL10　　骨 ・軟部腫瘍の病態・治療研究の最近のトピックス  福井大整形　松峯　昭彦　…S1602

9：40～ 10：40　　教育研修講演 11 座長　 酒井　昭典（産業医大整形）

2-3-EL11　　再 生医学として捉えた人工神経作成へのアプローチ  近畿大整形　柿木　良介他…S1602

10：50～ 11：50　　教育研修講演 12 座長　 出家　正隆（愛知医大整形）

2-3-EL12　　半 月板修復難治例に対する細胞治療  医科歯科大再生医療研究センター　関矢　一郎他…S1603

12：10～ 13：10　　ランチョンセミナー 10 座長　 若林　弘樹（三重大大学院整形）

2-3-LS10　　骨 ・軟骨連関からみた変形性関節症の病態と治療法の選択とは  慈恵医大整形　斎藤　　充　…S1603

13：20～ 14：20　　教育研修講演 13 座長　 湏藤　啓広（三重大大学院整形）

2-3-EL13　　骨 関節疾患のゲノム解析：現状と展望 
 理化学研究所生命医科学研究センター・骨関節疾患研究チーム　池川　志郎　…S1604
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14：30～ 15：30　　教育研修講演 14 座長　 今釜　史郎（名大大学院整形）

2-3-EL14　　脊 髄損傷に対する自己骨髄間葉系幹細胞治療　―基礎から臨床まで― 
 札幌医大整形　山下　敏彦　…S1604

15：40～ 16：40　　教育研修講演 15 座長　 岡田　誠司（阪大大学院整形）

2-3-EL15　　わ れわれが目指す脊髄再生医療とは  慶大整形　中村　雅也　…S1605

第 2日　10月 15日（金）　第 4会場

8：30～ 10：00　　シンポジウム 14 
椎間板再生は今どこまで来たか

座長
　 波呂　浩孝（山形大整形） 
松山　幸弘（浜松医大整形）

2-4-S14-1　　椎 間板変性に対する再生医療等製品開発への挑戦  東海大整形　酒井　大輔他…S1606
2-4-S14-2　　多 血小板血漿上清（PRP-releasate）を用いた椎間板治療 

―基礎研究から臨床試験まで―  三重大大学院整形　明田　浩司他…S1606
2-4-S14-3　　間 葉系幹細胞から作成した三次元複合体組織による椎間板再生 

 阪大大学院整形　海渡　貴司他…S1607
2-4-S14-4　　高 純度同種間葉系幹細胞と硬化性ゲルを用いた変性椎間板に対する 

細胞治療法の開発  北大大学院整形　須藤　英毅他…S1607
2-4-S14-5　　細 胞低接着性コラーゲン（low adhesive scaffold collagen: LASCol） 

を用いた脊椎椎間板組織修復の試み  神戸大大学院整形　由留部　崇他…S1608

10：10～ 11：40　　シンポジウム 15 
運動器バイオメカニクス研究の新手法

座長
　 前　　達雄（阪大運動器スポーツバイオメカニクス学講座） 
大森　　豪（新潟医療福祉大健康科学部健康スポーツ学科）

2-4-S15-1　　医 用画像とシミュレーション融合による予測医療 
 東大大学院情報環/生産技術研究所　大島　まり　…S1609

2-4-S15-2　　モ アレ位解析技術による高精度な全視野変位・ひずみ計測 
 産業技術総合研究所　李　　志遠他…S1609

2-4-S15-3　　物 体内部の変形を可視化する 3Dデジタル画像相関法 
 熊本大大学院先端科学研究部　森田　康之　…S1610

2-4-S15-4　　A E法によるミクロ損傷の検出と腱・骨の音響診断への応用 
 東京都立大システムデザイン研究科機械システム工学域　若山　修一他…S1610

12：10～ 13：10　　ランチョンセミナー 11 
関節リウマチの治療戦略　―治療成績のさらなる向上を目指して― 座長　 小嶋　俊久（名大大学院整形）

2-4-LS11-1　　関 節リウマチ治療の最適化　―2021 update― 
 阪大大学院運動器再生医学共同研究講座　蛯名　耕介　…S1611

2-4-LS11-2　　合 併症を考慮した関節リウマチ治療　―高齢化対策として― 
 鎌ヶ谷総合病院整形　望月　　猛　…S1611

13：20～ 14：50　　シンポジウム 16 
解剖学的見地から科学する足部・足関節疾患のバイオメカニクス

座長
　 田中　康仁（奈良医大整形） 
仁木　久照（聖マ医大整形）

2-4-S16-1　　後 果骨折の解剖とバイオメカニクス  聖マ医大横浜市西部病院整形　原口　直樹他…S1612
2-4-S16-2　　足 関節外側靱帯の機能解剖と慢性足関節不安定症の病態メカニズム 

 獨協医大埼玉医療センター第一整形　栃木　祐樹　…S1612
2-4-S16-3　　解 剖学的見地から外反母趾を科学する  聖マ医大整形　軽辺　朋子他…S1613
2-4-S16-4　　成 人期扁平足における足部のバイオメカニクス研究 

 京府医大大学院運動器機能再生外科学　生駒　和也他…S1613
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2-4-S16-5　　解 剖学的見地から科学する足部・足関節疾患のバイオメカニクス： 
変形性足関節症  奈良医大整形　黒川　紘章他…S1614

15：00～ 16：20　　シンポジウム 17 
義足適応のための切断術と断端管理：基礎と臨床

座長
　 田中　洋平（JR東京総合病院リハ科） 
中村　　隆（ 国立障害者リハセンター研究所

義肢装具技術研究部）

2-4-S17-1　　義 足使用に適した断端を形成し良好な状態を維持するための断端管理の実際と 
下肢切断術  三重北医療センター菰野厚生病院　加藤　弘明　…S1615

2-4-S17-2　　下 肢切断における周術期管理の基礎と臨床　―シリコーンライナーを 
用いた断端管理の理論を含めて―  兵庫県立総合リハセンター中央病院整形　戸田　光紀他…S1615

2-4-S17-3　　活 動を再建するための下肢切断術　―リハビリテーション医学の視点から― 
 JR東京総合病院リハ科　田中　洋平　…S1616

2-4-S17-4　　大 腿切断端の軟部組織解析  国立障害者リハセンター　中村　　隆他…S1616

16：30～ 17：40　　主題セッション 3 
脊椎と動力解析のサイエンス

座長
　 豊根　知明（昭和大整形） 
神﨑　浩二（昭和大藤が丘病院整形）

2-4-A3-1　　成 人脊柱変形患者の三次元歩行解析　―脊椎骨盤パラメータとの関連性― 
 三重大大学院整形　竹上　徳彦他…S1617

2-4-A3-2　　背 筋群と大殿筋の脂肪変性が歩行時の脊椎骨盤矢状面バランスの悪化と 
関連する　―成人脊柱変形に対する三次元歩行動作解析―  筑波大整形　三浦　紘世他…S1617

2-4-A3-3　　成 人脊柱変形に対する LLIFを併用した矯正手術の後方矯正操作時における前縦 
靱帯断裂の機序に関する有限要素解析を用いた検討  藤田医大脊椎・脊髄科　武田　太樹他…S1618

2-4-A3-4　　成 人脊柱変形手術における下位胸椎部固定上位端における最適なインプラントの 
選択に関する有限要素法を用いた力学的検討  和歌山医大整形　神前　拓平他…S1618

2-4-A3-5　　首 下がり症候群における歩行時の脊椎矢状面バランス変化と静的アライメント 
との関連　―三次元動作解析を用いた歩行解析―  筑波大整形　三浦　紘世他…S1619

2-4-A3-6　　術 前歩行中の胸椎矢状面アライメント不良の悪化は proximal junctional kyphosis 
のリスク因子となりうる  筑波大整形　朝田　智之他…S1619

2-4-A3-7　　脊 柱変形疾患における革新的動的有限要素解析シミュレーションソフトの開発 
 北大大学院整形　舘　　弘之他…S1620

第 2日　10月 15日（金）　第 5会場

8：30～ 9：30　　一般演題 口演 
優秀演題セッション（ポスター）

座長
　 南出　晃人（獨協医大日光医療センター整形・脊椎センター） 
内山　勝文（北里大医療安全・管理学）

2-5-BP-1　　乳 癌骨転移による骨破壊に寄与するmiRNAの検討  神戸大大学院保健学　北山　和道他…S1621
2-5-BP-2　　腸 骨大腿靱帯 , 坐骨大腿靱帯 , conjoined tendon温存が THA後関節安定性に 

及ぼす影響：未固定遺体を用いた研究  徳島大大学院整形　玉置　康晃他…S1621
2-5-BP-3　　脊 椎骨盤固定術後の隣接椎間障害としての股関節症： 

有限要素解析を用いて  和歌山医大整形　神前　拓平他…S1622
2-5-BP-4　　ヘ ム欠乏モデルマウス骨格筋におけるオートファジー異常  山形大整形　赤羽　　武他…S1622
2-5-BP-5　　立 位 CTを用いた立位自然肢位における健常上肢アライメントの評価 

 慶大整形　吉田　勇樹他…S1623
2-5-BP-6　　骨 ・軟部腫瘍のがんクリニカルシークエンスで同定された新規 TK融合遺伝子の 

機能解析  順大整形　長谷川延彦他…S1623
2-5-BP-7　　G FP骨髄移植モデルを用いた，長期高血糖，骨折マウスの仮骨に発現する 

proinsulin，TNF-αの特性と細胞由来起源  滋賀医大附属病院整形　藤川ひとみ他…S1624
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9：40～ 10：40　　一般演題 口演 
優秀演題セッション（口演）

座長
　 帖佐　悦男（宮大整形） 
西良　浩一（徳島大大学院整形）

2-5-BO-1　　ロ ボット制御技術を用いた神経刺激装置は末梢神経内胎子由来神経幹細胞移植に 
よって再支配された脱神経筋の高度制御を可能とする  名大大学院手の外科　徳武　克浩他…S1625

2-5-BO-2　　N upr1はマウスモデルで加齢による骨量減少と老化関連遺伝子発現に関与する 
 佐賀大整形　村山　雅俊他…S1625

2-5-BO-3　　瘢 痕形成アストロサイトをニューロンへリプログラムする手法の確立 
 九大大学院整形　田丸　哲弥他…S1626

2-5-BO-4　　抗  RANKLモノクローナル抗体がマウス脊椎固定術モデルの骨癒合に及ぼす影響 
 昭和大整形　谷　　聡二他…S1626

2-5-BO-5　　変 形性関節症患者を対象としたタネズマブ皮下投与または非ステロイド性抗炎症薬 
経口投与の有効性：第 3相試験の部分集団解析 
 Univ. of Sydney, Sydney, Australia　David J. Hunter他…S1627

2-5-BO-6　　膝 関節後方関節包の解剖学的付着位置と関節包解離の有効性の検討　 
―Cadaver study―  愛媛大大学院整形　木下　智文他…S1627

10：50～ 11：50　　一般演題 口演 36 
TKA

座長
　 津村　　弘（大分大整形） 
早川　和恵（藤田医大整形）

2-5-1　　人 工膝関節全置換術における大腿骨および脛骨コンポーネント設置位置と 
膝キネマティックスが術後関節可動域に及ぼす影響  浜松医大整形　花田　　充他…S1628

2-5-2　　外 反膝に対する外側アプローチを用いた人工膝関節全置換術　 
―ナビゲーションを用いた動態解析―  岡山大大学院整形　平中　孝明他…S1628

2-5-3　　人 工膝関節置換術の術前計画で anterior reference pointを計測した 
新しい大腿骨骨切り法　―前方フランジ位置の精度―  川崎市立多摩病院整形　大沼　弘幸他…S1629

2-5-4　　三 次元 CTを用いた OA膝における下腿のねじれの多様性の評価と TKA手術の際の 
留意点  東医大整形　上原　太郎他…S1629

2-5-5　　後 十字温存型人工膝関節置換術における関節内センサーを用いた適切な伸展ギャップ 
の評価法  東邦大整形　中村　卓司他…S1630

2-5-6　　P S型人工膝関節置換術における術前後コンポーネント間回旋ミスマッチ 
 三重大大学院整形　刀根　慎恵他…S1630

12：10～ 13：10　　ランチョンセミナー 12 座長　 長谷川正裕（三重大大学院整形）

2-5-LS12　　血 友病性関節症の現状と課題　―関節保護への試み―  産業医大整形　鈴木　仁士　…S1631

13：20～ 14：20　　一般演題 口演 37 
膝 6

座長
　 大谷　俊郎（国際医療福祉大市川病院整形） 
池内　昌彦（高知大整形）

2-5-7　　 脂 質異常に伴う軟骨変性における概日リズム遺伝子の発現変化に関する検討 
 千葉大大学院整形　細川　博昭他…S1632

2-5-8　　 M RI三次元解析システムを用いた膝関節軟骨評価と関節鏡評価の比較 
 医科歯科大再生医療研究センター　大関　信武他…S1632

2-5-9　　 変 形性膝関節症患者膝軟骨から作製した細胞シートに含まれる終末糖化産物の解析 
 東海大整形　豊田恵利子他…S1633

2-5-10　　変 形性膝関節症患者の関節軟骨における AGE/RAGEシステムと酸化ストレスに 
ついて  藤田医大整形　内藤　　寧他…S1633

2-5-11　　S IRT1ノックインマウスにおいて変形性膝関節症の進行は遅延する 
 神戸大大学院整形　山本　哲也他…S1634

2-5-12　　内 側型変形性膝関節症患者における lateral thrustのキネマティクス　 
―膝関節角度と体節角度の解析―  函館整形外科クリニックリハ部　三浦　浩太他…S1634
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14：30～ 15：30　　一般演題 口演 38 
膝 7

座長
　 赤木　將男（近畿大整形） 
津田　英一（弘前大リハ科）

2-5-13　　床 反力ベクトルに対する骨格因子の影響：X線における推察  北大大学院整形　葛原　凌大他…S1635
2-5-14　　超 音波を用いたジャンパー膝検診の正確度  筑波大整形　西田　雄亮他…S1635
2-5-15　　変 形性膝関節症における膝蓋下脂肪体の形態変化と膝前面痛との関連 

 高知大整形　佐竹　哲典他…S1636
2-5-16　　W iberg分類による膝蓋骨形態の検討　 

―膝MR画像を用いた膝蓋骨稜位置の計測―  岩手医大整形　丸山　盛貴他…S1636
2-5-17　　3 D-CTおよびMRIを用いた大腿四頭筋腱の解剖学的検討　 

―より最適な移植腱採取を行うために―  岩手医大整形　中野　　剛他…S1637
2-5-18　　ヒ アルロン酸シート移植治療は膝蓋下脂肪体線維化を改善し，膝関節痛を軽減する： 

ラットを用いた検討  医科歯科大大学院運動器外科学　曲　　　楨他…S1637

15：40～ 16：40　　一般演題 口演 39 
膝 8

座長
　 福井　尚志（東大大学院総合文化研究科） 
黒田　良祐（神戸大大学院整形）

2-5-19　　早 期変形性膝関節症に対する T2*マッピングを用いた軟骨と半月の定量解析 
 札幌医大整形　今村　　塁他…S1638

2-5-20　　変 形性膝関節症モデルラットにおける TRPA1発現と活性メカニズム 
 和歌山医大整形　玉井　英伸他…S1638

2-5-21　　ラ ット変形性膝関節症モデルにおいて骨粗鬆症が関節症進行に与える影響 
 高知大附属病院整形　和田　紘幸他…S1639

2-5-22　　新 規ヒアルロン酸分解酵素 hybidは高分子ヒアルロン酸分解を通じて変形性膝関節症 
（膝 OA）の病態に関与する  順大整形　百枝　雅裕他…S1639

2-5-23　　変 形性関節症における CGRP受容体拮抗薬の鎮痛・進行抑制効果の検討 
 広島大大学院整形　猫本　明紀他…S1640

2-5-24　　変 形性関節症患者の部分集団におけるタネズマブまたは非ステロイド性抗炎症薬 
の関節安全性および神経学的事象：第 3相長期試験 
 Univ. of Sydney, Sydney, Australia　David J. Hunter他…S1640

16：50～ 17：50　　一般演題 口演 40 
膝 9

座長
　 石橋　恭之（弘前大大学院整形） 
古賀　英之（医科歯科大大学院運動器外科）

2-5-25　　両 側下肢 CT画像を用いた変形性膝関節症における片側性の筋量変化と筋力変化との 
関連性の検討  北里大整形　迎　　　学他…S1641

2-5-26　　膝 立位正面 X線像での伸展位と屈曲位との内側裂隙の差は何に起因するか 
 医科歯科大再生医療研究センター　三浦　雄悟他…S1641

2-5-27　　3 Dイメージングによる半月板後根付着部と半月大腿靱帯の形態学的検討 
 岩手医大整形　谷藤　　航他…S1642

2-5-28　　A CL損傷膝における ramp lesionの診断　―屈曲MRIでの評価― 
 名市大大学院整形　加藤　治朗他…S1642

2-5-29　　P orto-knee testing deviceを用いたストレス下でのMRI撮像による ACL損傷例での 
内側半月板の評価  広島大大学院整形　中前　敦雄他…S1643

2-5-30　　C D271陽性間葉系幹細胞と PLA 細胞の関節内 direct transplantationによる抗炎症・ 
除痛効果の検討  福井大附属病院整形　内田　泰善他…S1643
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第 2日　10月 15日（金）　第 6会場

8：30～ 9：30　　一般演題 口演 41 
肘

座長
　 稲垣　克記（昭和大整形） 
島田　幸造（JCHO大阪病院整形）

2-6-1　　 関 節包，周囲腱膜に基づいた肘関節外側安定化構造の解剖学的検討 
 歯科医科大大学院臨床解剖学分野　深井　敦大他…S1644

2-6-2　　 A Iモデルによる肘関節離断性骨軟骨炎の超音波画像診断  神戸大大学院整形　吉川　智也他…S1644
2-6-3　　 新 鮮凍結屍体を用いた人工肘関節安定性の検討　 

―上腕骨骨切量，軟部組織修復による変化―  千葉大大学院整形　脇田　浩正他…S1645
2-6-4　　 有 限要素解析を用いた前腕骨骨幹部骨折における術後骨萎縮の要因の検討 

 千葉大大学院整形　松浦　佑介他…S1645
2-6-5　　 小 児上腕骨顆上骨折に対する安全性，固定制，簡便性を考慮した 

新しい外側刺入法のバイオメカニクス試験  昭和大藤が丘病院整形　安田　知弘他…S1646
2-6-6　　 K udo人工肘関節における尺骨コンポーネント周辺の応力分布の生体力学的研究 

－ショートステムとロングステムの違い  昭和大整形　諸星　明湖他…S1646

9：40～ 10：40　　一般演題 口演 42 
RA 座長

　 桃原　茂樹（ 草薙整形外科リウマチクリニック /
慶大先進運動器治療学講座）

　　　小嶋　俊久（名大附属病院整形）

2-6-7　　 膝 関節滑膜線維芽細胞を用いた変形性関節症および関節リウマチにおける 
疾患別サイトカイン発現解析  滋賀医大整形　熊谷　康佑他…S1647

2-6-8　　 関 節リウマチ線維芽細胞様滑膜細胞において IL-6によるグリオスタチン発現は 
トシリズマブにより抑制される  名市大大学院整形　米津　大貴他…S1647

2-6-9　　 抗 コラーゲン抗体関節炎マウスを用いた baricitinibの疼痛抑制作用の解析 
 東大大学院整形　真壁　健太他…S1648

2-6-10　　培 養ヒト滑膜マスト細胞からの免疫複合体刺激による TNF-αと IL-8の産生に対する 
IL-33の影響  日大整形　栁澤　正彦他…S1648

2-6-11　　関 節リウマチの局所骨溶解に関与する CCN 3の機能解析  北大大学院整形　松前　　元他…S1649
2-6-12　　関 節リウマチ患者の膝関節滑液中の脂質メディエーターの解析 

 日大附属板橋病院整形　佐野　有隆他…S1649

10：50～ 11：50　　一般演題 口演 43 
股 1

座長
　 名越　　智（札幌医大生体工学運動器治療開発講座） 
三谷　　茂（川崎医大骨・関節整形）

2-6-13　　寛 骨臼回転骨切術における適切な寛骨臼の回転方向  千歳リハ大学健康科学科　鈴木　大輔他…S1650
2-6-14　　寛 骨臼回転骨切り術前患者の股関節関節包靱帯の剥離所見と JHEQの関係 

 順大大学院整形・運動器医学　白銀　優一他…S1650
2-6-15　　偏 心性寛骨臼回転骨切り術における応力分布の縦断的評価  北大大学院整形　中村夢志郎他…S1651
2-6-16　　関 節唇損傷患者の滑膜組織における炎症性サイトカインの発現上昇　 

―末期変形性股関節症との比較―  北里大整形　小山　智久他…S1651
2-6-17　　股 関節唇損傷患者の滑膜組織で増加するマクロファージサブセットの解析 

 北里大整形　大橋　慶久他…S1652
2-6-18　　変 形性股関節症患者における滑膜 NGF発現と中枢性感作関連痛との相関 

 北里大整形　大橋　慶久他…S1652

13：20～ 14：20　　一般演題 口演 44 
股 2

座長
　 稲葉　　裕（横浜市大大学院整形） 
尾﨑　　誠（長崎大大学院整形）

2-6-19　　特 発性大腿骨頭壊死症に対する骨頭温存手術としての濃縮自家骨髄血移植術と 
自然経過例の比較  筑波大附属病院整形　都丸　洋平他…S1653
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2-6-20　　急 速破壊型股関節症の滑膜におけるインフラマソームの活性化 : 病態解明の研究 
 北大大学院整形　横田　隼一他…S1653

2-6-21　　一 次性変形性股関節症における骨頭外方化および上方化の定量的評価 
 松戸市立総合医療センター整形　寺川　寛朗他…S1654

2-6-22　　P erthes病大腿骨頭における関節軟骨肥厚の三次元的MRI解析  九大大学院整形　田中　秀直他…S1654
2-6-23　　股 関節放射状MRIによる大腰筋腱の評価  新潟臨港病院整形　井渕　慎弥他…S1655
2-6-24　　ペ リオスチンは発育性股関節形成不全症における早期関節軟骨変性を誘導する 

重要な因子である  岐阜大大学院整形　中村　　寛他…S1655

14：30～ 15：30　　一般演題 口演 45 
股 3

座長
　 大川　孝浩（久留米大医療センター整形・関節外科センター） 
神野　哲也（獨協医大埼玉医療センター整形）

2-6-25　　T HA術前後における spinopelvic parameterと股関節可動域の関係 
 山口大大学院整形　松木　佑太他…S1656

2-6-26　　関 節不安定性で分類したときの JHEQスコアの特徴  北大病院リハ部　喜澤　史弥他…S1656
2-6-27　　寛 骨臼形成不全に対する curved periacetabular osteotomy術後の 

恥骨偽関節が関節内応力に与える影響　─有限要素解析─  福岡大整形　土肥憲一郎他…S1657
2-6-28　　境 界型寛骨臼形成不全股における股関節不安定性に関連する 

レントゲン学的因子の評価  広島大大学院人工関節・生体材料学　庄司　剛士他…S1657
2-6-29　　ミ トコンドリア転写因子 Aによるストレス環境下骨細胞壊死の予防…金沢医大整形　植田　修右他…S1658
2-6-30　　前 外側大腿皮弁における大腿回旋動脈下行枝と外側広筋運動枝との 

解剖学的位置関係  奈良医大病院玉井進記念四肢外傷センター　岡田　　博他…S1658

15：40～ 16：40　　一般演題 口演 46 
THA 1

座長
　 菅野　伸彦（阪大大学院整形） 
兼氏　　歩（金沢医大整形）

2-6-31　　同 一形状・表面粗度のセメント固定 polished tapered stemにおける 
材質間力学挙動差　―ステム周囲骨折の頻度差解明へ―  金沢医大整形　辻岡　純一他…S1659

2-6-32　　人 工股関節置換術時のステム挿入における術中骨折予測に向けたハンマリング音の 
周波数解析と応力評価  聖マ医大整形　山本　豪明他…S1659

2-6-33　　人 工股関節全置換術・術前計画における術後立位・座位の骨盤傾斜および可動性予測 
 順大整形　田邉　浩規他…S1660

2-6-34　　F EAを用いた大腿骨転子下短縮骨切り併用 THAの最適な骨切り位置の検討 
 北大大学院整形　髙橋　大介他…S1660

2-6-35　　L ine to line technique によるセメントレスカップの初期固定力の検討　 
―2種類のカップの比較―  聖マ医大整形　山本　豪明他…S1661

2-6-36　　セ メントレス THAにおける taper wedgeステムの 
術後 3年のステム周囲骨密度変化  三重大大学院整形　内藤　陽平他…S1661

16：50～ 17：50　　一般演題 口演 47 
THA 2

座長
　 伊藤　　浩（旭川医大整形） 
高平　尚伸（北里大医療衛生学部）

2-6-37　　3 Dポーラスカップを使用した人工股関節置換術における 
マイクロモーションの有限要素法解析  岐阜大整形　宮川　貴樹他…S1662

2-6-38　　H ipAlign New Supineの脚長評価精度  三重大大学院整形　長谷川正裕他…S1662
2-6-39　　C hangeable neck systemによる人工股関節全置換術前後での大腿骨前捻角の評価 

 山口大大学院整形　山﨑　和大他…S1663
2-6-40　　D orr type別における Zweymuller type stemと taper wedge type stemの人工股関節 

周囲骨密度変化の比較  横浜市大大学院整形　森田　　彰他…S1663
2-6-41　　人 工股関節全置換術におけるセメントレスカップ挿入時叩打音の定量的分析 

 順大整形　庄　　　徐他…S1664
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2-6-42　　術 中MEPモニタリングによる初回人工股関節全置換術の術後神経障害の危険因子 
の検討  奈良医大整形　齊藤謙一郎他…S1664

第 2日　10月 15日（金）　第 7会場

8：30～ 9：30　　一般演題 口演 48 
脊椎 1

座長
　 髙相　晶士（北里大整形） 
村上　英樹（名市大大学院整形）

2-7-1　　ト モシンセシスを用い高精度に頚椎椎弓根スクリューのゆるみを検出する手法の 
開発に向けての基礎的検討  筑波大附属病院整形　岡野英里子他…S1665

2-7-2　　頚 椎単純 X線画像を用いた人工知能による頚椎後縦靱帯骨化症の画像診断 
 東医大整形　小西　隆允他…S1665

2-7-3　　三 次元不等方性コントラスト法と拡散テンソル解析を用いた圧迫性頚髄症の 
椎弓形成術前・術後の後索評価  新潟中央病院整形脊椎・脊髄外科センター　溝内　龍樹他…S1666

2-7-4　　敵 対的生成ネットワーク（GAN）による頚椎頚髄損傷のMRI T2強調像から 
STIR像への変換  千葉大附属病院整形　弓手　惇史他…S1666

2-7-5　　深 層学習を用いた頚椎症性脊髄症患者MRIの脊髄セグメンテーション 
 千葉大工学部医工学コース　野澤　京平他…S1667

2-7-6　　l aser-TUGシステムを用いた頚髄症患者の歩行特性の抽出  医科歯科大大学院整形　小山　恭史他…S1667

9：40～ 10：40　　一般演題 口演 49 
脊椎 2

座長
　 大川　　淳（医科歯科大大学院整形） 
中村　博亮（大阪市大大学院整形）

2-7-7　　 神 経磁界計測を用いた腰部神経根症・馬尾症患者の非侵襲的神経機能評価 
 医科歯科大大学院整形　橋本　　淳他…S1668

2-7-8　　 成 人脊柱変形における冠状面骨盤傾斜は spinal malalignmentの代償機構である 
 浜松医大整形　中井　慶一他…S1668

2-7-9　　 両 側坐骨神経同期刺激法により実現した神経磁界計測を用いた胸髄電気活動の 
非侵襲的評価  医科歯科大大学院整形　橋本　　淳他…S1669

2-7-10　　末 梢神経テタヌス刺激は脊髄前角細胞の興奮性を高め運動誘発電位を増幅させる 
 奈良医大整形　山本　雄介他…S1669

2-7-11　　運 動誘発電位における脊髄終糸症候群の特徴  広島大大学院整形　亀井　直輔他…S1670
2-7-12　　成 人脊柱変形患者の体幹下肢の筋活動の経時的変化  獨協医大整形　青木　寛至他…S1670

10：50～ 11：50　　一般演題 口演 50 
脊椎 3

座長
　 小澤　浩司（東北医科薬科大整形） 
三上　靖夫（京府医大大学院リハ医学）

2-7-13　　深 層学習に基づいたMRI画像での神経鞘腫の自動位置検出システムの開発 
 名大大学院整形　伊藤　定之他…S1671

2-7-14　　思 春期特発性側弯症の矯正手術で Cobb角は改善されるが，背表面バランスは 
改善するのか　―3Dデプスセンサーの解析から―  北大大学院整形　石川　蓉子他…S1671

2-7-15　　三 次元動作解析を用いた思春期特発性側弯症患者の術前後静的・動的バランス感覚 
の変化の検討  東海大整形　堀北　夏未他…S1672

2-7-16　　M endelian randomizationによる BMIと思春期特発性側弯症の遺伝的因果関係の検討 
 慶大整形　大伴　直央他…S1672

2-7-17　　G WASで同定された思春期特発性側弯症のリスク遺伝子多型は UNCXの遺伝子発現を上昇させる 
 慶大整形　米澤　嘉朗他…S1673

2-7-18　　第  1仙椎潜在性二分脊椎が第 5腰椎分離症の発症に及ぼす影響 
 筑波大附属病院水戸協同病院整形　江藤　文彦他…S1673
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13：20～ 14：20　　一般演題 口演 51 
脊椎 4

座長
　 川原　範夫（金沢医大整形） 
種市　　洋（獨協医大整形）

2-7-19　　高 齢者頚椎術後主要合併症の予測因子として surgical Apgar scoreは有用である 
 筑波大整形　三浦　紘世他…S1674

2-7-20　　高 生体適合性ロッドによる解剖学的 4D脊柱再建術の臨床成績と 
生体内におけるロッド形状変化  北大大学院整形　須藤　英毅他…S1674

2-7-21　　有 限要素解析による成人脊柱変形手術の矯正外力によるロッドへの影響 
 浜松医大整形　井出浩一郎他…S1675

2-7-22　　L IFを用いた腰椎骨盤固定術におけるロッド折損リスクのバイオメカニクス 
 和歌山医大整形　筒井　俊二他…S1675

2-7-23　　三 次元有限要素法を用いた腰椎椎間関節切除後の後方インプラントに生じる応力解析 
 岩手医大整形　及川　　亮他…S1676

2-7-24　　思 春期特発性側弯症患者に対する矯正術で体表面の左右差は 
改善されるのか　―肩甲骨パラメータ三次元計測から―  えにわ病院整形　石川　蓉子他…S1676

14：30～ 15：30　　一般演題 口演 52 
椎間板 1

座長
　 西田康太郎（琉球大大学院整形） 
細金　直文（杏林大整形）

2-7-25　　椎 間板変性過程における骨髄由来マクロファージの分布と極性変化  福井大整形　山本　悠介他…S1677
2-7-26　　椎 間板傷害後のM2マクロファージ分化における TGF-βの役割の検討 

 北里大整形　黒田　晃義他…S1677
2-7-27　　ヒ ト頚椎椎間板変性過程におけるマクロファージ遊走と極性変化  福井大整形　山岸　淳嗣他…S1678
2-7-28　　T GF-βを介した椎間板組織内神経成長因子の発現上昇機構の検討  北里大整形　横関　雄司他…S1678
2-7-29　　P rogressive ankylosis遺伝子の変異は椎間板線維輪に骨化と石灰化を生じ 

脊椎強直の原因となる  北大病院整形　大西　貴士他…S1679
2-7-30　　腰 椎椎間板ヘルニア治療介入前後での血中酸化ストレスマーカーの 

経時的変化　―コンドリアーゼ注入療法と手術の比較―  筑波大整形　高橋　　宏他…S1679

15：40～ 16：40　　一般演題 口演 53 
椎間板 2

座長
　 土井田　稔（岩手医大整形） 
藤田　順之（藤田医大整形）

2-7-31　　N F-κBデコイは家兎椎間板穿刺変性モデルで椎間板変性の進行を改善し， 
2段階異種椎間板移植モデルで疼痛閾値を改善する  名市大大学院整形　加藤　賢治他…S1680

2-7-32　　キ メラデコイによる椎間板変性抑制　―家兎腰椎椎間板変性モデル― 
 和歌山医大整形　福井　大輔他…S1680

2-7-33　　三 次元細胞培養を用いたアディポネクチン受容体アゴニスト 
AdipoRon投与に対するヒト椎間板細胞へ与える影響の検討  神戸大大学院整形　大西　洋輝他…S1681

2-7-34　　肝 細胞増殖因子が髄核細胞の HIF-1α発現と細胞増殖に与える影響 
 京府医大大学院運動器機能再生外科学　井辻　智典他…S1681

2-7-35　　椎 間板におけるヒアルロン酸代謝  慶大整形　山本　竜也他…S1682
2-7-36　　造 影剤のコンドリアーゼ酵素活性に対する影響  防衛医大整形　千葉　一裕他…S1682

16：50～ 17：50　　一般演題 口演 54 
椎間板 3

座長
　 高橋　　寛（東邦大整形） 
山田　　宏（和歌山医大整形）

2-7-37　　骨 粗鬆症性椎体骨折に合併する終板，椎間板損傷が椎体圧潰進行に 
与える影響　―定量的評価法を用いた解析―  三重大附属病院整形　藤原　達彦他…S1683

2-7-38　　椎 間板髄核細胞における Bag1と細胞ストレス応答因子の関連の評価 
 東海大生体構造機能学　隅山　香織他…S1683

2-7-39　　加 齢に伴う TGF-βの発現減少と CD206陽性椎間板内在性マクロファージの 
減少との関連性の検討  北里大整形　内田健太郎他…S1684
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2-7-40　　腰 椎変性疾患患の痛みとサイトカインおよびケモカインの相関解析  東海大整形　檜山　明彦他…S1684
2-7-41　　髄 核細胞を用いた再生医療等製品開発へ向けた細胞凍結保存液と保存方法の検討 

 東海大整形　迫　　浩輔他…S1685
2-7-42　　ヒ ト髄核細胞での Tie2分子発現維持に対する組織培養法および 

線維芽細胞成長因子の影響  東海大整形　迫　　浩輔他…S1685

第 2日　10月 15日（金）　第 8会場

8：30～ 9：30　　一般演題 口演 55 
骨折 1

座長
　 白濵　正博（医療法人社団慶仁会川﨑病院） 
野田　知之（ 川崎医大総合医療センター運動器外傷・

再建整形）

2-8-1　　長 崎県における大腿骨近位部骨折の疫学と危険因子  長崎大大学院保健科学分野　小関　弘展他…S1686
2-8-2　　C E角が正常で寛骨臼前壁・後壁欠損を認める大腿骨頚部骨折患者が存在する 

 順大整形　佐野　　圭他…S1686
2-8-3　　新 鮮凍結屍体と有限要素解析を用いた大腿骨近位部骨折の力学的挙動に関する検討 

 千葉大大学院整形　矢野　　斉他…S1687
2-8-4　　大 腿骨近位部骨接合術における遮蔽による職業被曝低減効果の検証　 

―未固定遺体を用いて―  徳島大病院整形　高井　通宏他…S1687
2-8-5　　有 限要素解析を用いた大腿骨骨幹部骨折髄内釘挿入術後の不安定性の評価　 

―偽関節手術の術式決定に向けて―  九大大学院総合理工学府物質理工学専攻　三又　秀行他…S1688
2-8-6　　I SB座標系と後顆平面座標系を用いた 3D-CT計測と従来法による 

大腿骨骨幹部骨折術後の回旋変形の比較  岡山大大学院整形　佐藤　浩平他…S1688

9：40～ 10：40　　一般演題 口演 56 
骨折 2

座長
　 麻生　義則（医科歯科大大学院分子生命医学） 
安井　哲郎（帝京大附属溝口病院整形）

2-8-7　　 物 体検出を用いた外傷患者の胸・腹・骨盤部 CTにおける骨折スクリーニング 
 千葉大附属病院整形　井上　嵩基他…S1689

2-8-8　　 ヒ ト induced membraneにおける bone morphogenetic proteins（BMP） 
発現の検討  神戸大大学院整形　小田　崇弘他…S1689

2-8-9　　 M asquelet法において β-TCPスペーサー表面に形成されるmembraneの解析 
 金沢大大学院整形　淺野　陽平他…S1690

2-8-10　　脛 骨内側顆脆弱性骨折の臨床的特徴と病態  聖マ医大病院整形　木城　　智他…S1690
2-8-11　　マ ウス大腿骨難治性骨折モデルにおける BMP-2含有高濃度 

Poly（POG）nゲルの骨形成促進効果の検討  北里大整形　黒田　晃義他…S1691
2-8-12　　脛 骨髄内釘手術における遮蔽による職業被曝低減効果の検証　 

―未固定遺体を用いて―  徳島大大学院運動機能外科学　大道　泰之他…S1691

10：50～ 11：50　　一般演題 口演 57 
骨折 3

座長
　 砂川　　融（広島大大学院上肢機能解析制御科学） 
川崎　恵吉（昭和大横浜市北部病院整形）

2-8-13　　加 熱式タバコは細胞生存率の低下，骨分化，骨癒合の阻害をもたらす 
 大阪市大附属病院整形　西野　壱哉他…S1692

2-8-14　　K irschner鋼線による指骨骨接合の力学解析　 
―有限要素法を用いた応力分布の検討―  自治医大整形　林　　志賢他…S1692

2-8-15　　高 齢者の不安定型橈骨遠位端骨折における保存療法の適応と限界  昭和大整形　新妻　　学他…S1693
2-8-16　　解 剖体を用いた掌側プレートの設置位置と橈骨遠位部の骨形態の検討 

 岩手医大整形　水野康一郎他…S1693
2-8-17　　橈 骨遠位端骨折の骨折形態と手根管内圧の関連性  市立伊勢総合病院整形　里中　東彦他…S1694
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2-8-18　　橈 骨遠位端骨折患者における再転倒予測因子の検証　 
―栄養アセスメントマーカーによる予後予測―  日大整形　永井多賀子他…S1694

13：20～ 14：20　　一般演題 口演 58 
骨 1

座長
　 戸川　大輔（近畿大奈良病院整形・リウマチ科） 
宮本　健史（熊本大大学院整形）

2-8-19　　B io-3D-printing技術を用いて作製した scaffold-free脂肪組織由来幹細胞構造体 
により広範囲骨再生を目指す研究  佐賀大附属再生医学研究センター　藤本　亮太他…S1695

2-8-20　　ヒ ト多能性幹細胞を用いた骨形成過程の再現と応用  東大大学院整形　谷　彰一郎他…S1695
2-8-21　　r h-BMP-2と zoledronateの局所同時投与による骨髄環境下骨形成誘導効果 

 大阪市大大学院整形　大田　陽一他…S1696
2-8-22　　ス フェロイド型脂肪由来幹細胞の骨欠損修復効果の検証  大阪市大大学院整形　山田祐太郎他…S1696
2-8-23　　ヒ ト iPS細胞の骨分化誘導実験における培養期間が RT-qPCRの適切な 

参照遺伝子の選択に及ぼす影響についての検討  奈良医大整形　岡村　建祐他…S1697
2-8-24　　M asquelet法 induced membrane由来細胞に対する LIPUSによる 

骨分化誘導  神戸大大学院整形　高瀬　恭平他…S1697

14：30～ 15：30　　一般演題 口演 59 
骨 2

座長
　 堀内　博志（信州大医学部附属病院リハ科） 
山本　憲男（金沢大大学院整形）

2-8-25　　B MP-2含有局所硬化ヒアルロン酸ゲルを用いた広範囲骨欠損修復法の有用性 
 北里大整形　庄司真太郎他…S1698

2-8-26　　プ ロフィリン 1遺伝子変異を原因とする新型骨 Paget病のモデルマウスにおける 
溶骨症はアレンドロネートにより改善される  医科歯科大大学院運動器外科学　朱　　　凌他…S1698

2-8-27　　レ チノイン酸受容体 γアンタゴニストは強力に内軟骨性骨形成を促進し 
効率的な BMP骨組織再生を可能とする  阪大大学院整形　立岩　大輔他…S1699

2-8-28　　F cRγとの二重欠損マウスを用いた DAP12関連免疫受容体の骨表現型解析 
 北大大学院整形　小林　英之他…S1699

2-8-29　　ポ リエチレン摩耗粉を髄腔内に持続注入したマウス骨溶解モデルでは間葉系幹細胞の 
投与時期により骨修復に及ぼす影響は異なる  Stanford大学整形　宇都宮　健他…S1700

2-8-30　　P PARγシグナルを介した炎症性骨溶解制御におけるアネキシン A1（AnxA1） 
の機能解析  北大大学院整形　Alhasan Hend他…S1700

15：40～ 16：40　　一般演題 口演 60 
骨粗鬆症 1

座長
　 萩野　　浩（鳥取大保健学科） 
山田　　仁（福島医大運動器骨代謝）

2-8-31　　テ リパラチドがラット閉経後骨粗鬆症モデルの皮質骨に与える影響に対する 
SWIFTを用いた検討  京府医大大学院運動器機能再生外科学　外園　泰崇他…S1701

2-8-32　　テ リパラチドは卵巣摘出カニクイザルの脛骨海綿骨において骨微細損傷を減少させる 
 香川大整形　千田　鉄平他…S1701

2-8-33　　禁 煙によりヒト血清中のオステオカルシンおよび低カルボキシル化オステオカルシン 
の濃度は上昇する  慶大整形　清田　康弘他…S1702

2-8-34　　ピ リドキサミンは糖尿病マウスにおいて骨芽細胞機能を改善し骨密度低下と皮質骨厚減少 
を抑制する  金沢大大学院整形　引地　俊文他…S1702

2-8-35　　細 胞内への終末糖化産物の蓄積は小胞体ストレスを介して骨芽細胞の apoptosis 
を誘導する  慈恵医大整形　鈴木　隆介他…S1703

2-8-36　　F oxf2はWnt経路を介して骨芽細胞分化を調節する  医科歯科大大学院整形　田中　寛来他…S1703

16：50～ 17：50　　一般演題 口演 61 
骨粗鬆症 2

座長
　 片岡　晶志（大分大福祉健康科学部） 
宮腰　尚久（秋田大大学院整形）

2-8-37　　破 骨前駆細胞動態が骨粗鬆症における代謝回転に及ぼす影響の数理解析 
 京大ウイルス・再生医科学研究所　金　　英寛他…S1704
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2-8-38　　ベ ルト電極式骨格筋電気刺激装置が不動性骨萎縮に及ぼす効果 
 長崎大大学院保健科学分野　小関　弘展他…S1704

2-8-39　　骨 表現型スクリーニングで選別した Tmem161a欠損トラップマウスは 
酸化ストレス応答に関与し骨量増加を呈する  宮大整形　永井　琢哉他…S1705

2-8-40　　カ ルバミル化合物のヒト骨コラーゲンへの蓄積は AGEsと同様に 
骨質劣化を惹起する  慈恵医大整形　荒川翔太郎他…S1705

2-8-41　　後 肢非荷重モデルマウスにおける骨・筋代謝マーカーの発現変化　 
―骨粗鬆症治療薬の効果を含めて―  札幌医大整形　早川　　光他…S1706

2-8-42　　原 発性骨粗鬆症モデルの筋組織における UCP2の発現低下と 
その低下メカニズムの検討  北里大整形　小山　智久他…S1706

第 2日　10月 15日（金）　第 9会場

8：30～ 9：30　　一般演題 口演 62 
腱 1

座長
　 宮川　俊平（筑波大整形） 
筑田　博隆（群馬大大学院整形）

2-9-1　　特 発性側弯症患者における黄色靱帯肥厚に着目した発症メカニズムの解明 
 富山大大学院整形　関　　庄二他…S1707

2-9-2　　ヒ ト腰椎変性黄色靱帯における質量分析によるグリコサミノグリカンの二糖解析 
 島根大整形　河野　通快他…S1707

2-9-3　　次 世代シーケンサーを用いた黄色靱帯肥厚に関わる遺伝子の網羅的解析　 
―黄色靱帯肥厚ウサギモデルを用いての検討―  大阪市大大学院整形　藪　　晋人他…S1708

2-9-4　　腰 部脊柱管狭窄症の肥厚黄色靱帯における 
fibroblast growth factor 1の発現と機能  大阪市大大学院整形　鈴木　亨暢他…S1708

2-9-5　　C DC5Lは SOX9, COL2A1, Wee1の pre-mRNAスプライシングを調整し 
初期軟骨細胞分化と増殖を促進する  鹿児島大大学院整形　城光寺　豪他…S1709

2-9-6　　頚 椎後縦靱帯骨化における疾患関連タンパクとシグナル伝達の発現  滋賀医大整形　彌山　峰史他…S1709

9：40～ 10：40　　一般演題 口演 63 
腱 2

座長
　 鈴木　克侍（藤田医大岡崎医療センター整形） 
遠山　晴一（北大大学院リハ科学）

2-9-7　　 ウ サギ膝内側側副靱帯を用いた内因性修復過程の評価  金沢大大学院整形　吉水　陸人他…S1710
2-9-8　　 ア ルギン酸 -細胞間架橋ゲルを用いた腱組織修復の検討  北大大学院整形　山口　　純他…S1710
2-9-9　　 腱 周囲膜および腱実質由来細胞の分化に対する抗 VEGF抗体の効果 

 横浜市大附属病院整形　草場　洋平他…S1711
2-9-10　　α SMA-CreERT2 BACトランスジェニックマウスの作製  岐阜大大学院整形　後藤　篤史他…S1711
2-9-11　　ペ リオスチンは関節拘縮を抑制する  九大大学院整形　井浦　広貴他…S1712
2-9-12　　R NAプロセッシング酵素 Dicerは腱の発生・成熟および損傷修復過程に関与する 

 広島大大学院医系科学研究科　大本　武児他…S1712

10：50～ 11：50　　一般演題 口演 64 
腱 3

座長
　 副島　　崇（久留米大人間健康学部スポーツ医科学科） 
沼崎　広法（福島医大スポーツ医学）

2-9-13　　3 Dイメージングを用いた内側膝蓋脛骨靱帯および骨付着部の形態学的検討 
 岩手医大附属病院整形　大矢　康貴他…S1713

2-9-14　　半 月板荷重分担能と半月板変位の関連性　―半月板部分損傷モデルにおける検討― 
 阪大大学院整形　廣瀬　毅人他…S1713

2-9-15　　膝 前十字靱帯大腿骨付着部 posterior fan-like extension fiberの 
切断が靱帯破断強度へ及ぼす影響  兵庫医大整形　神頭　　諒他…S1714

2-9-16　　ヒ ト脂肪由来幹細胞シートは前十字靱帯再建術後早期の生体力学的強度を 
向上させる  慶大整形　松本　達明他…S1714
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2-9-17　　大 腿骨顆間外側壁における骨密度分布：前十字靱帯の大腿骨付着部についての考察 
 北大大学院整形　菅原悠太郎他…S1715

2-9-18　　バ イオ 3Dプリンターで作製した脂肪由来幹細胞構造体が ACL再建術の骨孔内骨　 
―移植腱結合部治癒に与える効果―  琉球大大学院整形　比嘉浩太郎他…S1715

13：20～ 14：20　　一般演題 口演 65 
筋 1

座長
　 新井　　健（国際医療福祉大市川病院整形） 
髙澤　祐治（順大大学院スポーツ医学）

2-9-19　　慢 性腎不全モデルラットではミトコンドリア機能障害を伴い筋疲労耐性が低下する 
 札幌医大整形　房川　祐頼他…S1716

2-9-20　　エ ラスターゼ誘導性肺気腫マウスにおける I型筋線維萎縮の病態解明 
 産業医大整形　真野　洋佑他…S1716

2-9-21　　腰 下肢愁訴に伴う歩行障害と酸化ストレス，糖化ストレスとの関連  順大整形　髙橋　良介他…S1717
2-9-22　　A LDH2変異は酸化ストレスの蓄積によりマウスの骨格筋を萎縮させる  慶大整形　小林　紘樹他…S1717
2-9-23　　ビ タミン D低下がサルコペニア病態生理に与える影響について  名大大学院整形　水野　隆文他…S1718
2-9-24　　腰 痛はサルコペニアではなくフレイルと密接に関連する：地域在住高齢者横断研究 

 兵庫医大整形　辻　翔太郎他…S1718

14：30～ 15：30　　一般演題 口演 66 
筋 2

座長
　 寺田　信樹（藤田医大ばんたね病院整形） 
西中　直也（昭和大大学院保健医療学研究科）

2-9-25　　腰 椎後方手術が傍脊柱筋に与える生体力学変化　 
―ラット傍脊柱筋損傷モデルにおける検討―  慈恵医大附属病院整形　山元　　駿他…S1719

2-9-26　　骨 格筋における NRF2の活性化はメスマウスにおいて持久力を向上する 
 東北大大学院整形　大野木孝嘉他…S1719

2-9-27　　ヒ ト収縮型培養筋細胞系で見出した新規マイオカイン Rspo3の作用機序 
 東北大大学院整形　高橋　忠久他…S1720

2-9-28　　シ ルクエラスチンを用いた骨格筋再生  広島大病院整形　仲田　恭平他…S1720
2-9-29　　ク ラッシュ症候群における虚血・再灌流障害予防効果に関する研究　 

―ラット・クラッシュ症候群モデルの確立―  杏林大保健学部救急救命学科　山田　賢治他…S1721
2-9-30　　関 節炎モデルラットを用いた筋線維タイプ別の運動効果の比較 

 京府医大大学院運動器機能再生外科学　鎌田陽一郎他…S1721

15：40～ 16：40　　一般演題 口演 67 
運動解析

座長
　 芳賀　信彦（国立障害者リハセンター自立支援局） 
西村　行秀（岩手医大リハ医学）

2-9-31　　重 度脊髄障害に対する術後急性期および慢性期にロボットスーツ HALを用いた 
機能改善治療効果の解析　―ダブルニーアクションの改善―  筑波大整形　江崎　聖桜他…S1722

2-9-32　　自 立歩行可能な 80歳以上高齢男性の複数の運動能力測定の基準値とその相関関係 
 医療法人葦の会石井クリニック　石井　義則他…S1722

2-9-33　　地 域高齢住民における歩行速度と認知症発症および脳容積との関連：久山町研究 
 九大大学院衛生・公衆衛生学分野　多治見昂洋他…S1723

2-9-34　　運 動中の発汗開始閾値が汗中乳酸により規定される乳酸閾値に及ぼす影響 
 慶大整形　前田　裕大他…S1723

2-9-35　　汗 中乳酸を用いた運動持久力予測式の作成  慶大整形　森末　隆史他…S1724
2-9-36　　血 中乳酸を用いた疲労度変化の検出と汗中乳酸の疲労評価有用性の検討  慶大整形　美濃地駿介他…S1724

16：50～ 17：50　　一般演題 口演 68 
画像解析

座長
　 山下　敏彦（札幌医大整形） 
松下　　功（金沢医大リハ医学）

2-9-37　　地 域住民疫学調査における変形性腰椎症と腰痛の関連性  三重大大学院整形　山田　淳一他…S1725
2-9-38　　M arkerless mobile motion capture systemを用いた成人脊柱変形患者と健常人の 

立ち上がり動作解析の比較  浜松医大整形　黒須　健太他…S1725
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2-9-39　　教 師なし学習を用いた AIによる超音波画像撮像部位自動検出  岡山大大学院整形　中原　龍一他…S1726
2-9-40　　新 たな医学教育のためのアクションカメラと VRゴーグルを用いた擬似手術体験の 

試み  佐賀大整形　上野　雅也他…S1726
2-9-41　　N eural network consoleを利用した股関節 X線画像分類モデル作成  宮大整形　山口洋一朗他…S1727
2-9-42　　大 腿骨頭窩の影響を考慮した大腿骨頭・寛骨臼間の三次元的接触面積評価 

 北大大学院整形　入江　　徹他…S1727

第 2日　10月 15日（金）　第 1会場

17：50～ 18：00　　閉会式

一般演題ポスター

一般演題 ポスター 1　軟骨 1 座長　 新井　祐志（京府医大スポーツ・障がい者スポーツ医学）

Po-001　　m tor阻害剤の temsirolimusの軟骨細胞保護効果に関する検討  神戸大大学院整形　森　　昭嘉他…S1728
Po-002　　A ICARの軟骨保護効果には軟骨細胞のエネルギー代謝が関係する 

 名大大学院整形　前田　真崇他…S1728
Po-003　　自 家培養軟骨（JACC）移植部における 2年間の経時的MRI画像評価に関する検討 

 千葉大大学院整形　篠原　将志他…S1729
Po-004　　関 節軟骨全層欠損の軟骨下骨の早期経時的変化と疼痛との関連…広島大大学院整形　加藤　雄一他…S1729

一般演題 ポスター 2　軟骨 2 座長　 石川　正和（広島大大学院人工関節・生体材料学講座）

Po-005　　単 一細胞網羅的遺伝子発現解析に供するマウス軟骨細胞の単離方法の検討 
 弘前大附属病院整形　石橋　恭太他…S1730

Po-006　　マ ウス成長板軟骨損傷後に b-seriesガングリオシドが果たす役割…北大大学院整形　細川　吉暁他…S1730
Po-007　　F GF2誘引型絹フィブロインによるヒト間葉系幹細胞の増殖効果 

 東邦大医療センター佐倉病院整形　山田　　学他…S1731
Po-008　　軟 骨細胞特異的な L-type amino acid transporter 1の不活化は側弯症を誘発する 

 金沢大大学院整形　半田　真人他…S1731

一般演題 ポスター 3　RA 座長　 伊藤　　宣（倉敷中央病院整形）

Po-009　　 持 続的な低酸素環境は HIF-1αのネガティブフィードバックを介して 
炎症性サイトカインの産生を抑制する  京府医大大学院運動器機能再生外科学　貝原　健太他…S1732

Po-010　　人 工知能モデルによる関節リウマチへの生物学的製剤治療効果の予測 
 神戸大大学院整形　前田　俊恒他…S1732

Po-011　　関 節リウマチ（RA）と変形性関節症（OA）のヒト滑膜マスト細胞における 
IL-17Aの発現  日大附属板橋病院整形　菅　順一郎他…S1733

Po-012　　関 節リウマチおよび変形性関節症滑膜組織におけるオートファジー関連分子WIPIと 
オートファジー構造の解析  山形大整形　黄　　漢卿他…S1733

Po-013　　関 節リウマチの関節軟骨における p21の機能解析  神戸大附属病院整形　高島　良典他…S1734
Po-014　　関 節リウマチ頚椎病変における重症化リスク予測因子の検討…横浜市大大学院整形　井上　徹彦他…S1734

一般演題 ポスター 4　変形性関節症 1 座長　 渡邉　耕太（札幌医大理学療法学第二講座）

Po-015　　老 化促進モデルマウスを用いた肥満による加齢性 OA発症機構の解明 
 広島大大学院整形　Dilimulati Yimiti他…S1735

Po-016　　変 形性関節症の滑膜組織における肥満細胞由来神経ペプチドの検討  北里大整形　高田　　研他…S1735
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