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業績集の発刊によせて 
 

 当教室で前回の「旭川医科大学整形外科教室 2000年度業績集」が発刊されたのは平成 13
年 11月であり、それからすでに 10年を経過しております。 
平成 16年に新医師臨床研修制度が導入され、当大学も医師不足という深刻な問題を抱え
ることになりました。平成 15年には 52名の医学科卒業生が本学に残りましたが、平成 19
年 4月に本学に関連した初期研修医のローテーションに入った卒業生はわずか 10名、本院
に残った初期研修医は 2名という状態でした。近年は本学出身者の中で当病院に残り、初期
研修を受ける卒業生は多くて 20～30名程度であり、整形外科医局入局者は毎年 1～3名にす
ぎません。このような余裕のない状況が業績集発刊の遅れにつながったのかもしれません。 
 今回の 10年間の業績をみると、幅広い分野での研究があり、多くの学会、研究会での発
表、和文および欧文の論文発表があります。しかし、国立大学の１つとしてその数が十分か

というと、残念ながら少ない方であると言わざるを得ません。 
当大学は道北･道東地域における医学研究の拠点として期待され、「地域医療に根ざした医

療、福祉の向上」を建学の理念に掲げて積極的に活動を展開してきたと言えます。研究の歴

史があり土壌を備えた他の国立大学とは多くの点で異なっています。しかし、国立大学であ

る限り、基礎および臨床研究は大きな任務であります。研究発表を行い、多くの方々からご

批判を受け、それを医学の発展のため後世に残し、後進のための良い指針となることは極め

て大切なことと思います。 
吉田学長の強いリーダーシップの下に入学試験の地域枠を拡大する等の対策で、今後は当

院に残る卒業生は増加していくものと期待できますが、整形外科学講座として当教室が全国

的にもレベルの高い研究と診療を目指し努力していることを、もっとアピールしていきたい

と思います。松野丈夫前教授がご就任後平成 9年 5月発刊の「旭医整形ニュース」にお書き
になった内容を、最後に原文のまま引用させていただきます。今後の目標として鋭意努力し

たいものです。 
「研究発表、論文に関して 
 学会発表は国際学会での発表が主体となるべきです。是非多く発表してほしいと思いま

す。国内の発表は一般演題ではなくシンポジウムやパネルを目標とすべきと思います。また

発表した演題はすべて論文（特に英文）にするだけの意気込みが必要だと思いますし、教室

員・同門会の若い先生はこれから発表予定の演題、過去に発表した演題および過去に和文で

発表した論文はすべて英文で投稿するくらいの意気込みを期待しますし、そのためには今後

きちっとしたレフリーのいる国際雑誌に投稿しアクセプトされるような研究をすべきと思い

ます。若い研修医の先生方は先輩に遠慮することなく認定医試験の際には１つか２つの英文

論文があることを切望します。」 
 
この業績集の発刊にあたり関係各位の努力に心からお礼を申し上げます。 
 
平成 24年 6月 

伊藤 浩 
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業績集の完成に寄せて 

旭川医大整形外科同門会長 原田吉雄 

 論文の著者は言うに及ばず収集･編集にたずさわった皆様本当にご苦労様で

した。きら星のように並んだ論文達が我も我もと主張しあっているようにさえ

見えます。 

『論文は世の中のために書くのか、それとも自分のためにか?』。小生が学者の
時代からの疑問でした。世のためになる論文はほんの一握りかも知れませんが

存在します。しかし、殆どは自分の業績を学会で認めさせるためのものと考え

ていました。 

それは、小生が 1991 年、教育･研究･診療の学者時代を終了せざるを得なかっ
た時に、それまで書いた論文のリプリント段ボール二箱分を整理業者に渡しま

した。お返しがトイレットペーパー３巻でした。２０年余の学者生活の成果が

一般社会ではたったそれだけの評価だったのです。それは、未知の経営の世界

に転出する覚悟を決め退路を断つための行為でしたが呆然としました。 

翻って、現在は、幸か不幸か大学で生きるためには教育･研究･診療と経営感覚

が併存しなければならない時代に変わりました。大学を構成する職員群が、大

改革・大変身を遂げたのです。 

 旭医大整形の創立期は論文を書く時間は極めて少なかった。それは医師数が

少ない。患者は居ない。研究する場所がない。 

それに対して、現在は医師数が少ない。患者数は多い。研究する場所はあるが

時間が無い。論文を書く時間が不足しているのは今も昔も変わらないのです。

同業者の心を鷲掴みにするような論文が多数生まれることを祈っております。 

 会社の命は 30 年と言われます。旭川医大は改革して生まれ変わったので生
きながらえていると思います。それは人の力です。ご健闘を祈念しております。 

2011年 10月 5日に逝去した Steven P. Jobs が 2005年 Stanfordにおける講
演に引用した Stay hungry. Stay foolish. 【貪欲であれ。愚直であれ】に No 
fun, No lifeを追加して応援団長のエールとします。 
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検索タグ 発行年 発行月 著書名 題名 出版機関名 共著範囲 筆頭著者　所属施設名 筆頭著者 共著者　所属施設名 共著者 共著者　所属 共著者 共著者　所属 共著者

下肢 2001 6
Journal of Clinical Rehabilitation 別
冊　リハビリテーションクリニカルパ
ス実例集

人工膝関節置換術　人工膝関節
置換術のクリニカルパス

医歯薬出版株式会社 112-114 旭川医科大学 浜口英寿 旭川医科大学
徳廣　聡
松野丈夫

脊椎 2001
Mothly Book Orthopaedics．特集：
高齢者の腰痛
‐診断から治療まで‐

＜特殊な病態＞　脊柱変形に伴う
腰痛

全日本病院出版会 91-95 旭川医科大学 竹光正和 旭川医科大学 熱田裕司

脊椎 2001
The role of catecholamines and
other neuromediators in
neuropathic pain.

Pathophysiology and treatment of
radicular pain.

51-60 旭川医科大学 熱田裕司 進藤病院 小澤一広
旭川赤十字病
院

小野沢司
旭川リハビリ
テーション病院

中村　智

股関節 2001
今日の治療指針2001
ー私はこうしているー

特発性大腿骨頭壊死症 医学書院 30-35 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2001
整形外科専門医をめざすための経
験すべき手術28

人工股関節置換術 メジカルビュー社 128-134 旭川医科大学 松野丈夫

外傷 2002 4 別冊整形外科

【四肢骨折治療に対する私の工
夫】下肢の骨折　大腿骨骨幹部
大腿骨骨幹部骨折の回旋転位の
判定と整復固定法

南江堂 168-189 旭川医科大学 浜口英寿 旭川医科大学 松野丈夫

腫瘍 2002 Telangiectatic osteosarcoma.

Pathology and Genetics of
Tumours of Soft Tissue and
Bone. World Health Organaization
Classification of Tumours.

IARCPress, Lyon 旭川医科大学 Matsuno T
K Okada
Knuutila

股関節 2002 標準整形外科学　第8版 股関節 医学書院 269-296 旭川医科大学 松野丈夫

腫瘍 2002 標準整形外科学　第8版 骨腫瘍 医学書院 474-527 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2003 8 新OS NOW 19　岩本幸英他編 骨盤環不安定症に対する手術 メジカルビュー社 172-176 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2004 10
これだけは知っておきたい術後管
理
稲田英一他編

股関節手術：股関節全置換術・人
工骨頭置換術

文光堂 176-178 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2005 3
執刀医のためのサージカルテク
ニック　龍順之助編

大腿骨内反骨切り術 メジカルビュー社 44-53 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

スポーツ 2005 4 バレーボール１００Q入魂 Q８１　ジャンパー膝 日本文化出版 111 旭川医科大学 小原和宏

スポーツ 2005 4 バレーボール１００Q入魂 Q90　シンスプリント 日本文化出版 121 旭川医科大学 小原和宏

下肢 2005 4 別冊整形外科
【骨・軟骨移植　最近の治験】軟骨
移植　臨床応用　自家骨軟骨移
植システムの問題点

南江堂 245-247 旭川医科大学 浜口英寿 旭川医科大学

後山恒範
前田龍智
小原和宏
松野丈夫

脊椎 2005 5
Spine Instrumentation, Surgical
Techniques

Posterior Surgical Anatomy and
Posterior Surgical Approaches to
the Thoracic Spine and
Thoracolumbar Junction.

Thieme Medical
Publishers Inc.

561-569
A. I. duPont Childeren
Hospital

Suken A. Shah
A. I. duPont Childeren
Hospital

Masakazu
Takemitsu

Editor Daniel H. Kim

スポーツ 2005 8 月刊バレーボール ジャンパー膝 日本文化出版 旭川医科大学 小原和宏

スポーツ 2005 10 月刊バレーボール 疲労骨折 日本文化出版 旭川医科大学 小原和宏

股関節 2005 11
股関節外科の要点と盲点
久保俊一編

臼蓋形成術(Lance-神中法のコ
ツ)

文光堂 188-190 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2005 11
股関節外科の要点と盲点
久保俊一編

セメントレスコンポーネント(臼蓋・
大腿骨側)

文光堂 310-315 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫
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脊椎 2005
 The Cervical Spine, 4th Edition by
The Cervical Spine Research
Society

CHAPTER 36: THE CERVICAL
SPINE and SKELETAL
DYSPLASIA.

Lippincott Williams &
Wilkins (A Wolters
Kluwer Company)

459-480
A. I. duPont Childeren
Hospital

Mackenzie WG
A. I. duPont Childeren
Hospital

Shah SA
旭川医科大学 Takemitsu M Editor

Charles R.
Clark

腫瘍 2005 標準整形外科学　第9版 骨腫瘍 医学書院 505-558 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2005 標準整形外科学　第9版 股関節 医学書院 298-326 旭川医科大学 松野丈夫

腫瘍 2006 2 整形外科　診療実践ガイド 軟部腫瘍治療へのアプローチ 文光堂 365-367 旭川医科大学整形外科 丹代　晋 旭川医科大学整形外科 松野丈夫

股関節 2006 2
整形外科診療実践ガイド
守屋秀繁他編

骨盤環不安定症 文光堂 810-811 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2006 2
整形外科診療実践ガイド
守屋秀繁他編

骨盤の疲労骨折、脆弱性骨折 文光堂 811-812 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
丹代　晋
松野丈夫

股関節 2006 2
整形外科診療実践ガイド
守屋秀繁他編

ペルテス病 文光堂 819-821 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2006 3 Orthopaedics　糸満盛憲編
変形性股関節症の関節温存手術
前・初期股関節症に対する臼蓋形
成術の成績と手技上の工夫

全日本病院出版会 1-7 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

上肢 2006 4
別冊整形外科
末梢神経障害の基礎と治療戦略

末梢神経障害の病態と治療ー
chronic constriction nerve injury
動物モデルの異所性発火からー

南江堂 109-115
旭川リハビリテーション病
院

中村　智 旭川医科大学 熱田　裕司

脊椎 2006 5 The Spine (5th edition)
Chapter 35: Pediatric Kyphosis:
Scheuermann's Disease and
Congenital Kyphosis

W. B. Saunders 565-585
A. I. duPont Childeren
Hospital

Suken A. Shah 旭川医科大学 Takemitsu M
A. I. duPont
Childeren
Hospital

L.Eric
Westerlund
Todd J. Albert

Editor

Harry N.
Herkowitz
Steven R.
Garfin
Frank J.
Eismont
Gordon R. Bell
Richard A.
Balderston

股関節 2006 5
骨・関節術後感染予防ガイドライン
日本整形外科学会診療ガイドライ
ン委員会編

第１章：骨・関節術後感染予防の
ための疫学

南江堂 11-22 旭川医科大学 伊藤　浩

股関節 2006 12
最新整形外科学体系　16　骨盤・股
関節　糸満盛憲編

骨盤部の炎症性疾患 中山書店 13-16 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2006 12
最新整形外科学体系　16　骨盤・股
関節　糸満盛憲編

骨盤輪不安定症 中山書店 17-20 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2006

厚生労働省科学研究費補助金 難
治性疾患克服研究事業 特発性大
腿骨頭壊死症の予防と治療の標準
化を目的とした総合研究
平成17年度総括・分担研究報告書

特発性大腿骨頭壊死症における
bone marrow edemaと臨床症状悪
化との関連

旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
平山光久, 谷
野弘昌, 松野
丈夫

股関節 2007 1
今日の治療指針 2007年版
山口徹他編

特発性大腿骨頭壊死症 医学書院 751 旭川医科大学 伊藤　浩

股関節 2007 3
症例に学ぶ骨・関節疾患の画像診
断、鑑別診断と治療のポイント

色素性絨毛結節性滑膜炎（PVS） メジカルビュー社 172-175 豊岡中央病院 寺西　正 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2007 4
Treatment of Osteoarthritic
Change in the Hip
Sofue M, Endo N, eds.

Indications for simple varus
intertrochanteric osteotomy for
the treatment of osteonecrosis of
the femoral head

Tokyo, Japan: Springer 19-26
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Hirayama T
Tanino H
Matsuno T

Hokkaido
University

Minami A
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股関節 2007 8
運動器の痛み診療ハンドブック
山下敏彦編

股関節・骨盤の痛み 南江堂 143-163 旭川医科大学 平山光久 旭川医科大学
伊藤　浩
熱田裕司

股関節 2008 4
Primary Care Frontier：整形外科疾
患へのアプローチ　千葉一裕編

整形外科プライマリ・ケアとEBM：
骨・関節術後感染予防ガイドライ
ン

メジカルレビュー社 14-15 旭川医科大学 伊藤　浩

股関節 2008 4
人工股関節置換術（ＴＨＡ）のすべ
て―安全・確実な手術のために―

THAに必要な解剖、その他の進
入法

メジカルビュー社 12-15 豊岡中央病院 寺西　正

股関節 2008 4
人工股関節置換術（ＴＨＡ）のすべ
て―安全・確実な手術のために―

手術手技、その他の進入法 メジカルビュー社 75-85 豊岡中央病院 寺西　正

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

歴史と変遷 メジカルビュー社 2-3 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学 伊藤　浩

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

THAに必要な解剖‐後・後外方進
入法

メジカルビュー社 4-7 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学 伊藤　浩

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

術前準備の注意‐術前計画の重
要性

メジカルビュー社 16-18 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

術前準備の注意‐インフォーム
ド・コンセント

メジカルビュー社 19-20 旭川医科大学 平山光久 旭川医科大学
松野丈夫
伊藤　浩

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

術前準備の注意‐術前の患者準
備

メジカルビュー社 21-22 旭川医科大学 平山光久 旭川医科大学
松野丈夫
伊藤　浩

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

術前（術場内）の注意事項‐術場
内の一般原則

メジカルビュー社 23-24 旭川医科大学 平山光久 旭川医科大学
松野丈夫
伊藤　浩

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

術前（術場内）の注意事項‐手術
体位・固定法：側臥位

メジカルビュー社 25-28 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

手術手技‐基本的手術手技：一
般的手術器械

メジカルビュー社 31-36 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

手術手技‐手術器械の選択と使
用法

メジカルビュー社 50-53 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

手術手技‐後・後外方進入法 メジカルビュー社 54-61 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学 伊藤　浩

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

セメント使用THA‐大腿（ステム）
側の処置

メジカルビュー社 91-106 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

セメントレスTHA‐臼蓋（カップ）側
の処置

メジカルビュー社 107-110 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学 伊藤　浩

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

セメントレスTHA‐大腿（ステム）
側の処置：一体型,Modular型の選
択（メリット・デメリット）

メジカルビュー社 111-112 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学 伊藤　浩

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

セメントレスTHA‐大腿（ステム）
側の処置：Modular型人工股関節
置換術（S-ROM）

メジカルビュー社 117-120 旭川医科大学 平山光久 旭川医科大学
松野丈夫
伊藤　浩

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

Hybrid THA メジカルビュー社 121-127 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学 伊藤　浩

股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

亜脱臼性（脱臼性）股関節症に対
するTHA

メジカルビュー社 128-146 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫
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股関節 2008 4
人工股関節置換術[THA]のすべて
松野丈夫編

合併症とトラブルシューティング メジカルビュー社 160-180 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2008 7 Orthopaedics　神宮司誠也編
成人における股関節痛の診療
股関節以外の疾患による股関節
部痛の診療‐骨盤輪疾患‐

全日本病院出版会 29-33 旭川医科大学 平山光久 旭川医科大学 伊藤　浩

スポーツ 2008 7
バレーボールジュニアキャンプハン
ドブック

テーピング
北海道バレーボール
協会

７４‐８５ 旭川医科大学 小原和宏

その他 2008 12
小児の骨の発達とその異常性
田中弘之編

骨形態形成 診断と治療社 10-15 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2008
THAに必要な解剖-後･後外方進入
法、人工股関節置換術THAのすべ
て

第4‐7巻 メジカルビュー社 579-80 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学 伊藤　浩

腫瘍 2008
悪性骨軟部腫瘍の治療と術後~障
害からの解放を目指して~

ﾏﾙﾎ整形外科映像ﾗｲ
ﾌﾞﾗﾘ106

旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2008 標準整形外科学　第10版 股関節 医学書院 303-330 旭川医科大学 松野丈夫

腫瘍 2008 標準整形外科学　第10版 骨腫瘍 医学書院 503-555 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2009 2
OS NOW Instruction　9 人工股関
節再置換術：MISから再置換まで応
用できる手技のコツ　岩本幸英編

大径セメントレスコンポーネントを
用いた臼蓋側再置換術

メジカルビュー社 136-147 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

下肢 2009 4 別冊整形外科

【創外固定の原理と応用　基礎か
ら新しい臨床展開まで】　各種創
外固定法の特徴　単支柱　片側
仮骨延長法における創外固定ピ
ンの至適刺入角度の検討

南江堂 46-49 豊岡中央病院 浜口英寿

脊椎 2009 4 小児筋疾患　診療ハンドブック
II 各論1, Duchenne型筋ジストロ
フィー, 7)整形外科的対応

診断と治療社 76-80 村山医療センター 竹光正和 監修 埜中征哉

その他 2009 6 Medical Tribune

（座談会）　整形外科領域におけ
る静脈血栓塞栓症の予防戦略―
抗凝固薬の適正使用のあり方を
探る

メディカルトリビューン 96-97 日本大学 龍順之助 藤田保健衛生大学 山田治基 旭川医科大学 伊藤　浩

大阪厚生年金
病院

山形大学

金沢医科大学

冨士武史

高木理彰

兼氏　歩

股関節 2009 6 Orthopaedics　高平尚伸編
人工股関節再置換術（臼蓋側）
ラージソケットを用いた再置換術
の適応と手技の実際

全日本病院出版会 35-42 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

上肢 2009 10 小中学生野球指導者教本
野球に伴う障害につい
て（肩、肘）

とくひろ整形外科クリニッ
ク

島崎俊司

股関節 2009 11 Orthopaedics　高倉義典編
見落としやすい整形外科疾患―
診かた治しかたのコツ―　股関節

全日本病院出版会 59-66 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

骨粗鬆症 2010 1
～かかりつけ医でみる～
骨粗鬆症Q＆A

Q23.骨粗鬆症患者さんの疼痛治
療について教えてください。ま
た、骨粗鬆症患者さんの腰背痛
に対する治療薬選択について教
えてください。

先端医学社 112-116
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸
編集 西沢良記

中村利孝

股関節 2010 2

OS NOW Instruction　13 股関節の
骨切り術：関節温存手術のポイント
とコツ
岩本幸英編

臼蓋形成術(Lance-神中法) メジカルビュー社 110-116 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫
北海道整形外
科記念病院

松野誠夫

股関節 2010 2
整形外科手術テクニック II 股関節
編
土方浩美編

変形性股関節症に対する人工股
関節置換術（後側方進入/ハイブ
リッド）

メディカ出版 121-130 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫
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その他 2010 3
整形外科医のための薬物療法ABC
宗圓　聰編

末梢循環障害，阻血性壊死性疾
患

メジカルビュー社 90-105 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2010 6
骨・関節術後感染対策ハンドブック
勝呂　徹他編

骨・関節術後感染症の疫学：人工
関節手術

南江堂 14-19 旭川医科大学 伊藤　浩 　

股関節 2010 6
骨・関節術後感染対策ハンドブック
勝呂　徹他編

人工関節手術後の感染症に対す
る治療：股関節

南江堂 110-119 旭川医科大学 伊藤　浩 　

股関節 2010 6
整形外科医専門医テキスト
長野　昭他編

医用材料：人工股関節 南江堂 848-852 旭川医科大学 伊藤　浩 　

上肢 2010 12 医療と介護ナビ２０１０ 特集　｢痛み｣の徹底解剖　上肢編 北海道医療新聞社 18-19 旭川医科大学 研谷　智
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検索タグ 発行年 発行月 題名 雑誌名 筆頭著者　所属施設名 筆頭著者 共著者　所属施設名 共著者 共著者　所属施設名 共著者 共著者　所属施設名 共著者

脊椎 2001 4
神経性間欠破行の病態ラット腰部脊柱管
狭窄モデルによる実験的研究

日本脊椎脊髄病学会雑誌 旭川医科大学 猪川輪哉 旭川医科大学

熱田裕司
武田直樹
竹光正和
小野沢司
小林徹也
松野丈夫

股関節 2001 4
「リウマチ性疾患の部位別にみた治療判
定評価法」
股関節疾患の治療成績判定基準

リウマチ科 25 4 325 331 旭川医科大学 松野丈夫

上肢 2001 4
肩こりの検討　‐近赤外分光法（NIRS）を
用いての評価ー

臨床雑誌「整形外科」 52 4 461 465
高桑整形外科一条クリ
ニック

高桑巧
道立旭川肢体不自由児総合
療育センター

三島令子 旭川医科大学 熱田裕司

脊椎 2001 4

実験的脊柱管狭窄による腰部神経根の
NO感受性変化
　　　  -ラットin vivoモデルの異所性発火を
指標とした検討-

臨床整形外科 36 4 535 539 旭川医科大学 小野沢　司 旭川医科大学

熱田裕司
武田直樹
竹光正和
小林徹也
松野丈夫

股関節 2001 4

人工関節によらない末期変形性股関節症
の治療　Chiari骨盤骨切り術
‐Ollierの外側進入法を用いる手術手技
の要点とその成績‐

整形・災害外科 44 5 653 660 北海道大学 伊藤　浩 北海道大学 三浪明男 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2001 4 大腿骨外反骨切り術 整形・災害外科 44 5 627 636 旭川医科大学 整形外科 高桑昌幸 旭川医科大学 整形外科

松野丈夫
後藤英司
稲尾茂則
研谷　智
寺西　正

外傷 2001 5
大腿骨頚部内側骨折の骨接合術後早期
荷重例の検討

骨折 23 2 385 388 市立稚内病院 浜口英寿 市立稚内病院
幅口竜也
後山恒範
神保静夫

股関節 2001 6
Middle-term results of Salter innominate
osteotomy

Clin Orthop Relat Res 387 156 164 Hokkaido University Ito H Hokkaido University
Ooura H
Kobayashi M

Asahikawa Medical
University

Matsuno T

外傷 2001 6
膝蓋骨骨折をおこした前十字靭帯再建術
（BTB法）後の1例

北海道整形災害外科学会雑誌 43 1 16 19 市立稚内病院 浜口英寿 市立稚内病院

三上和雄
宮野憲仁
入江　徹
徳廣　聡

股関節 2001 6
人工股関節置換術
‐弛むことのない人工関節への夢‐

旭川医科大学研究フォーラム 2 1 30 35 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学
谷野弘昌
大水信幸

北海道大学
西村生哉
伊藤　浩

股関節 2001 8
新世代の整形外科手術　股関節疾患（小
児・成人）の手術療法　成人　関節温存臼
蓋形成術

新OS NOW 11 128 134 旭川医科大学 松野丈夫

外傷 2001 9
大腿骨頸部内側骨折の骨接合術後早期
荷重例の検討　再転位に注目して

Hip Joint 27 371 374 旭川医科大学 浜口英寿 旭川医科大学
後藤英司
松野丈夫

股関節 2001 9
Hansson pin を用いた大腿骨頚部内側骨
折術後に大腿骨転子下骨折を生じた2例

Hip Joint 27 380 384 市立稚内病院 神保静夫 旭川医科大学
寺西　正
浜口英寿
松野丈夫

リウマチ 2001 9
脂肪抑制Ｇｄ造影ＭＲＩを用いた慢性関節
リウマチ患者における骨髄内病変の検討-
臨床病型との比較-

関節の外科 28 3 78 79 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
前田龍智
松野丈夫
片山　耕

股関節 2001 10
Destruction of acetabular bone caused by
early failure of a constrained acetabular
component

J Arthroplasty 16 7 938 941 Hokkaido University Ito H Hokkaido University Minami A
Minami Sapporo
Nationai Hospital

Kondo E
Fujita M
Ubayama Y

Asahikawa Medical
University

Matsuno T

股関節 2001 11
【変形性股関節症リハビリテーション実践
マニュアル】　棚形成術（ランス-神中法）

MEDICAL REHABILITATION 11 9 14 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学
朝野裕一
福田浩史

腫瘍 2001 11
【骨・関節の画像診断】　骨巨細胞腫の診
断と亜型

臨床画像
17増
刊

11 101 107 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2001 12
大腿骨頸部内側骨折の治療検討～高齢
者の手術例～

北海道整形外科雑誌 43 2 9 13 市立釧路総合病院 阿部里見 市立釧路総合病院

多胡秀信
黒部共啓
羽場等
山根慎太郎
佐々木卓郎

股関節 2001 12
The sphericity of the bearing surface in
total hip arthroplasty

J Arthroplasty 16 8 1024 1029 Hokkaido University Ito H Hokkaido University
Minami A
Yuhta T
Nishimura I

Asahikawa Medical
University

Matsuno T
Tanino H

巻 号 開始頁 終了頁
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股関節 2001 9,10
Three-dimensionally corrective external
fixator system for proximal femoral
osteotomy.

J Pediatr Orthop 21 5 652 656 Hokkaido University Ito H Hokkaido University
Minami A
Suzuki K

Asahikawa Medical
University

Matsuno T

その他 2001
Identification of HGF-like protein as a
novel neurotrophic factor for avian dorsal
root ganglion sensory neurons

Biochem Biophys Res Commun 283 606 612 Funakoshi H Nakamura T

その他 2001

Molecular cloning and functional
characterization of a human scavenger
receptor with C-type lectin (SRCL), a
novel member of a scavenger receptor
family

Biochem Biophys res Commun 280 1028 1035 Nakamura K

Funakoshi H
Miyamoto K
Tokunaga F
Nakamura T

その他 2001

Molecular cloning of a mouse scavenger
receptor with C-type lectin (SRCL)(1), a
novel member of the scavenger receptor
family

Biochim Biophys Acta 1552 53 58 Nakamura K
Funakoshi H
Tokunaga F
Nakamura t

その他 2001
The Usefulness of a New Electric Power
assist Unit for Wheelchairs for Patients
with Duchenne Muscular Dystrophy.

The 1st World Congress of the
International Society of Physical and
Rehabilitation Medicine (ISPRM I).
Monduzzi Editore S.p.A-MEDIMOND
Inc.,

453 456
北海道立旭川肢体不自
由児総合療育センター

竹光正和
北海道立旭川肢体不自由児
総合療育センター

Mishima R.
Torii T.
Oka R.
Tanaka H.
Araki A.
Cho K

脊椎 2001
腰椎部に発生し慢性の経過をたどった脊
髄硬膜外血腫の2例

整形外科 52 5 538 541
北見赤十字病院整形外
科

入江　徹 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院整
形外科

宮澤　学

脊椎 2001 第５腰椎椎弓根骨折の1例 整形外科 52 1534 37 士別市立病院 濱田　修 士別市立病院
宮野憲仁
恒川　博巳

上肢 2001
CCIモデルにおいて腓腹神経より導出した
異所性発火の病態

日本手の外科学会誌 18 5 663 666 旭川医科大学 中村　智 旭川医科大学
熱田　裕司
勝木　雅俊
松野　丈夫

上肢 2001 モンテジア骨折の治療成績 日本肘関節研究会雑誌 8 1 65 66 函館中央病院 多田　博

脊椎 2001
転移性胸椎腫瘍に対する後方除圧・固定
術の手術成績

臨床整形外科 36 8 923 927
北見赤十字病院整形外
科

菅原　修 北見赤十字病院整形外科 宮澤　学
北見赤十字病院整
形外科

白川久統

股関節 2002 1
Fixation with poly-L-lactic acid screws in
hip osteotomy: 68 hips followed for 18-46
months

Acta Orthop Scand 73 1 60 64 Hokkaido University Ito H Hokkaido University Minami A
Asahikawa Medical
University

Tanino H
Matsuno T

外傷 2002 3
末梢神経麻痺を伴う小児肘関節周囲骨折
の3例

北海道整形外科外傷研究会会誌 18 55 59 旭川赤十字病院 阿部里見 旭川赤十字病院
保田雅憲
平山隆三

股関節 2002 3
「revision THAの遠隔成績」　臼蓋骨欠損
のrevision大径ソケット(large socket)を用
いた臼蓋再置換術

関節外科 21 3 321 326 旭川医科大学 松野丈夫 北海道大学 伊藤　浩

股関節 2002 4
「神経障害性関節症の病態と治療」　股関
節の神経障害性関節症

関節外科 21 4 434 440 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学
寺西　正
小原和宏

脊椎 2002 4 腰痛症発生の病態：姿勢と腰痛
現代医療増刊：腰痛症発生のメカニズ
ムと診断、治療

34 43 47 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫

下肢 2002 7
治療に難渋した小児膝関節屈曲拘縮の1
例

北海道整形災害外科学会雑誌 44 1 34 38 北海道大学 室田栄宏 北海道大学

青木喜満
宮城　登
山崎修司
大浦久典
穴口裕子
大本浩史
三浪明男
安田和則

旭川医科大学 伊藤　浩

股関節 2002 9
大腿骨外反骨切り術後THA移行例のX線
学的検討

Hip Joint 28 223 227 旭川医科大学 整形外科 高桑昌幸 旭川医科大学 整形外科

後藤英司
稲尾茂則
研谷智
寺西正
松野丈夫

股関節 2002 9
変形性股関節症における臼蓋骨棘
(roof osteophyte)の病理学的検討

Hip Joint 28 45 50 旭川医科大学 整形外科 高桑昌幸 旭川医科大学 整形外科
松野丈夫
後藤英司

股関節 2002 9
脳性麻痺股関節症に対するresection-
interposition arthroplastyを施行した1例

整形外科 53 10 1299 1301 旭川医科大学 整形外科 高桑昌幸 旭川医科大学 整形外科
後藤英司
寺西正
松野丈夫
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股関節 2002 10
セメント固定チタン合金ステムが腐食した
人工股関節全置換術の1例

臨床雑誌『整形外科』 53 11 1439 1441 北見赤十字病院 津村　敬 北見赤十字病院 菅原　修 旭川医科大学 後藤　英司 遠軽厚生病院 三宅　康晴

股関節 2002 10
生活習慣病における肥満と肥満症
肥満と整形外科疾患

成人病と生活習慣病 32 10 1297 1301 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

外傷 2002 11
大腿骨頚部骨折の骨接合モデルにおける
応力分布　術後の転子下骨折発生に関す
るpreliminary report

日本臨床バイオメカニクス学会 23 1 6 旭川医科大学 浜口英寿 旭川医科大学
後藤英司
松野丈夫

株式会社神戸製鋼
所　医療材料部

伊藤順二

股関節 2002 11
人工股関節ステム形状の骨セメント内応
力への影響

日本臨床バイオメカニクス学会誌 23 167 171 北海道大学 比嘉　昌 北海道大学
西村生哉
石田敏真
三田村好矩

旭川医科大学
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

脊椎 2002 12 頸椎損傷患者の肩関節痛に関する　検討 日本リハビリテーション医学会誌 総合せき損センター 猪川輪哉 総合せき損センター

芝啓一郎
植田尊善
大田秀樹
森英治
加治浩三
弓削至
河野修
伊藤滋敏

股関節 2002 12
破骨細胞初期分化過程に作用するサイト
カインの血中濃度

整形外科 53 13 1709 1710 旭川医科大学 整形外科 高桑昌幸 旭川医科大学 整形外科 松野丈夫
豊岡中央病院 整形
外科

後藤英司

その他 2002

Localization and functional　role of
hepatocyte growth factor (HGF) and its
receptor c-met in the rat developing
cerebral cortex

Brain Res Mol Brain Res 103 36 48 Sun W
Funakoshi H
Nakamura T

その他 2002

Molecular cloning, expression and partial
characterization of Xksy, Xenopus
member of the Sky family of receptor
tyrosine kinases

Gene 288 29 40 Kishi YA
Funakoshi H
Matsumoto K
Nakamura T

その他 2002
Overexpression of HGF retards disease
progression and prolongs life span in a
transgenic mouse model of ALS

J Neurosci 22 6537 6548 Sun W
Funakoshi H
Nakamura T

その他 2002

Identification of Gas6, a putative ligand for
Sky and Axl receptor tyrosine kinases,as
a novel neurotrophic factor for
hippocampal neurons

J Neurosci Res 68 150 160 Funakoshi H

Yanemasu T
Nakano T
Matsumoto K
Nakamura T

上肢 2002
Hydatid disease at the proximal end of the
clavicle

J Orthop Sci. 7 4 505 507

Department of
Orthopaedic Surgery,
Asahikawa Medical
College

Takakuwa Masayuki
Department of Orthopaedic
Surgery, Asahikawa Medical
College

Katsuki M
Matsuno.T

Asahikawa red-cross
hospital

Hirayama T
Yoshida
orthopaedics-internal
medicine clinic

Yoshida E

上肢 2002
Tendon grafting for multiple extensor
tendon ruptures of fingers in rheumatoid
hands.

Journal of Hand Surg. 27B 326 328
Asahikawa medical
college

Satoru Nakamura Asahikawa medical college Masatosi Katsuki

その他 2002

Medullary reticulospinal tract mediating
the generalized motor inhibition in cats: II.
Functional organization within the
medullary reticular formation with respect
topostsynaptic inhibition of forelimb and
hindlimb motoneurons

Neuroscience 113 1 65 77
Asahikawa Medical
College

 Habaguchi T Asahikawa Medical College

Takakusaki K
Saitoh K
Sugimoto J
Sakamoto T

基礎 2002
ヒアルロン酸ナトリウム（アルツ）の関節痛
抑制機序

Prog Med 22 11 2823 2829 旭川医科大学 熱田裕司

その他 2002
神経栄養因子による神経難病治療の可能
性

現代医療 34 245 253 船越洋 中村敏一

股関節 2002
セメント固定チタン合金製ステムが腐食し
た人工股関節全置換術の1例

整形外科 53 11 1439 1441
北見赤十字病院整形外
科

津村　敬 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
旭川医科大学整形
外科

後藤英司
遠軽厚生病院整形外
科

三宅康晴
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上肢 2002
上腕骨内顆骨を伴った陳旧性モンテジア
骨折

道南医学会誌 37 254 256 函館中央病院 多田　博 函館中央病院

高橋啓治
山根　繁
橋本友幸
大越康充
重信恵一
山本一樹
金山雅弘
諌山治彦
原田雅仁
堀江真澄
大羽文博
石田隆司
小野寺智洋

上肢 2002
肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前
方移動術の治療成績

日本手の外科学会雑誌 18 761 763 函館中央病院 多田　博 函館中央病院 高橋啓治

上肢 2002
橈骨頭骨折に対する肘関節外側前進入
法の検討

日本肘関節研究会雑誌 9 1 143 144 函館中央病院 多田　博 函館中央病院 高橋啓治

脊椎 2002
RA環軸椎不安定症に伴う環軸椎部後方
腫瘤により頚髄症を呈した1例

臨床整形外科 37 10 1219 1223
北見赤十字病院整形外
科

高橋英也 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院整
形外科

白川久統

股関節 2003 2
Acetabular components without bulk bone
graft in revision surgery:
A 5- to 13-year follow-up study

J Arthroplasty 18 2 134 139
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T Hokkaido University
Aoki Y
Minami A

脊椎 2003 2
神経性間欠性跛行の発現機序：交感神経
と後根神経節異所性発火に及ぼす効果

日本脊椎脊髄病学会雑誌 旭川医科大学 猪川輪哉 旭川医科大学

熱田裕司
恒川博巳
竹光正和
小林徹也

脊椎 2003 2 胸椎椎弓根スクリューの精度 日本脊椎脊髄病学会雑誌 総合せき損センター 猪川輪哉 総合せき損センター

芝啓一郎
植田尊善
大田秀樹
森英治
加治浩三
弓削至
河野修
伊藤滋敏

股関節 2003 3
Comparison of the surgical approaches for
a Chiari pelvic osteotomy.

J Bone Joint Surg Br 85 2 204 208
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T Hokkaido University Minami A

下肢 2003 3
片側仮骨延長法における創外固定器及び
ピンの至適位置の検討

日本創外固定・骨延長学会雑誌 14 190 190 旭川医科大学 浜口英寿 旭川医科大学

島崎俊司
徳廣　聡
前田龍智
小原和宏
松野丈夫

股関節 2003 3
亜脱臼性股関節症に対する手術適応と治
療

骨・関節・靱帯 16 3 293 303 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学
伊藤浩
研谷　智
寺西　正

　

下肢 2003 3
高齢者の大腿骨顆上骨折に対する
Supracondylar Nailの使用経験

北海道整形外科外傷研究会 19 32 37 市立札幌病院 妹尾一誠 市立札幌病院

佐久間　隆
黒部恭啓
景浦　暁
室田栄宏
鈴木智之

脊椎 2003 4
Developmental changes in the effects of
serotonin on neurons in the region of the
pedunculopontine nucleus

Developmental Brain Research 140 57 66
UAMS Dept. of
Neurobiology

小林徹也 UAMS Dept. of Neurobiology

Yutaka Homma
Cameron Good
Robert D Skinner
Edgar Garcia-Rill

脊椎 2003 5
勤労者腰痛疾患の実態と社会復帰に関す
る前向き調査　ー第1年次報告ー

日本職業・災害医学会誌、 51 4 148 152 総合せき損センター 竹光　義治 神戸労災病院、
栗原章
井口哲弘ほか

美唄労災病院 金田清志 総合せき損センター 芝啓一郎

股関節 2003 5
人工股関節における摩耗と対策　人工股
関節の摩耗と予防metal on polyethylene
THAにおける摩耗と対策

関節外科 22 5 586 591 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2003 6
変形性関節症に対する関節温存療法　変
形性股関節症内反骨切り術の長期成績

関節外科 22 6 689 694 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫
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股関節 2003 6 画像診断ワークショップ２・股関節 関節外科 22 6 763 766 旭川医科大学 伊藤　浩

腫瘍 2003 7
「特集　脊椎転移癌に対する治療法の選
択」　introduction

関節外科 22 8 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2003 7 日本股関節学会ーこの1年の進歩 臨床整形外科 38 7 912 915 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2003 8
ntermediate-term results after hybrid
total hip arthroplasty for the treatment of
dysplastic hips.

J Bone Joint Surg Am 85 9 1725 1732
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T Hokkaido University
Minami A
Aoki Y

股関節 2003 8
Mid-term prognosis of non-traumatic
osteonecrosis of the femoral head

J Bone Joint Surg Br 85 6 204 208
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Omizu N
Matsuno T

Hokkaido University
Aoki Y
Minami A

股関節 2003 8
痛みへのアプローチ　体内各部位の人工
関節　人工股関節置換術の適応と術後成
績

痛みと臨床 4 1 55 62 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

その他 2003 9
強行遠足中に発症した両側腸腰筋血腫の
1例

整形外科 54 10 1312 1313 北見赤十字病院 類家拓也 北見赤十字病院

津村　敬
三好直樹
入江　徹
佐藤百年
菅原　修

上肢 2003 9
肘離断性骨軟骨炎に対する膝自家骨軟
骨移植術を行った一例

北海道整形外科学会雑誌 45 1 26 30 旭川医科大学 大坪　誠 旭川医科大学

後山　恒範
研谷　智
島崎　俊司
松野　丈夫

脊椎 2003 9
整形外科手術におけるモニタリングの実
際

第40回日本臨牀神経生理学会技術講
習会テキスト

97 109 旭川医科大学 熱田裕司 旭川医科大学 今井　充

股関節 2003 10

股関節手術における術前・術後のリハビリ
テーション　ハイブリッドタイプTHA術後の
リハビリテーション：
下肢荷重練習の意義を中心に

Hip Joint 29 18 22 旭川医科大学 朝野裕一 旭川医科大学

福田浩史
松野丈夫
伊藤　浩
熱田裕司
寺西　正
小原和宏
今井　充

股関節 2003 10
 末期変形性股関節症における再生軟骨の
病理学的検討(症例報告)

Hip Joint 29 365 371 豊岡中央病院 整形外科 高桑昌幸 豊岡中央病院 整形外科 後藤英司
旭川医科大学 整形
外科

松野丈夫, 寺西
正

大雪病院　整形外科 稲尾茂則

股関節 2003 10
直線偏光近赤外線照射が有効であった仙
骨部褥瘡の1例

整形外科 54 11 1444 1445 豊岡中央病院 整形外科 高桑昌幸 豊岡中央病院 整形外科 後藤英司 豊岡中央病院　内科 松井克彦

上肢 2003 11
肘離断性骨軟骨炎に対する膝自家骨軟
骨移植術

整形外科 54 12 1501 1506 旭川医科大学 後山　恒範 旭川医科大学

研谷　智
島崎　俊司
大坪　誠
松野　丈夫

腫瘍 2003 11
癌転移に対する各種治療法の進歩 骨肉
腫骨転移の臨床研究

日本臨床  61
増刊
号8

635 638  国立札幌病院 井須和男 国立札幌病院

中村聡喜
平賀博明
加谷光規
渡部琢哉

その他 2003

Expression of hepatocyte growth factor
and c-Met in the anterior horn cells of the
spinal cord in the patients with
amyotrophic lateral sclerosis (ALS):
immunohistochemical studies on sporadic
ALS and familial ALS with superoxide
dismutase 1 gene mutation

Acta Neuropathol(Berl) 106 112 120 Kato S

Funakoshi H
Nakamura T
Kato M
Nakano I
Hirano A
Ohama E

その他 2003
Hepatocyte growth factor: from diagnosis
to clinical applications

Clin Chim Acta 327 1 23 Funakoshi H Nakamura T

その他 2003
LIM-kinase as a regulator of actin
dynamics in spermatogenesis

Cytogenet Genome Res 103 290 298 Takahashi H
Funakoshi H
Nakamura T
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脊椎 2003
AETIOLOGICAL STUDIES OF LUMBAR
DEGENERATIVE KYPHOSIS

Journal of Bone and Joint Surgery -
British Volume

85B
Issue
SUPP_

I
31 31 旭川医科大学 竹光正和 旭川医科大学

Y. Takemitsu
T. Matsuno
Y. Atsuta
T. Kobayashi
T. Iwahara
Y. Kamo

その他 2003

Basal ganglia efferents to the brainstem
centers controlling postural muscle tone
and locomotion:a new concept for
understanding motor disorders in basal
ganglia dysfunction

Neuroscience 119 293 308
Asahikawa Medical
College

Takakusaki K Asahikawa Medical College

Habaguchi T
Ohinata-
Sugimoto J
Saitoh K
Sakamoto T

脊椎 2003
姿勢異常と腰痛　-筋原性疼痛の要素に
ついて-

骨・関節・靱帯 16 8 791 797 旭川医科大学 熱田裕司 旭川医科大学

竹光正和
小林徹也
猪川輪哉
恒川博巳
神保静夫

脊椎 2003 上肢機能、歩行機能の神経学的診断 脊椎脊髄 16 292 299 総合せき損センター 猪川輪哉

上肢 2003
関節内骨折の手術‐その最新手技
Monteggia骨折

新OS NOW 新世代の整形外科手術 18 39 46 函館中央病院 多田　博

その他 2003
肝細胞増殖因子（HGF）は筋萎縮性側索
硬化症（ALS）の進行を遅らせる

神経治療学 20 533 540 船越洋 中村敏一

股関節 2003 人工股関節の製品精度について 整形外科 54 154 旭川医科大学 伊藤　浩

上肢 2003
観血的治療を行った橈骨遠位端骨折の成
績

日本手の外科学会雑誌 20 2 17 21 函館中央病院 多田　博

上肢 2003
ラットCCI mono-neuropathy モデルの異所
性発火に対するNeurotropinの抑制効果

日本手の外科学会誌 20 3 212 215 旭川医科大学 中村　智 旭川医科大学 熱田　裕司

上肢 2003
上腕骨内顆骨折を伴った陳旧性モンテジ
ア骨折

日本肘関節研究会雑誌 10 151 152 函館中央病院 多田　博

その他 2003
ALSと神経栄養因子̶HGFによる新しい治
療法開発の可能性̶

脳と神経 55 841 845 船越洋 中村敏一

その他 2003
神経再生にかかわる因子　神経再生因子
としての肝細胞増殖因子(HGF)

脳の科学 25 108 115 中村健二
船越洋
中村敏一

下肢 2004 1
A群β溶連菌レンサ球菌による化膿性膝
関節炎

日本骨・関節感染症研究会雑誌 18 35 37 旭川医科大学 小原和宏 旭川医科大学
浜口英寿
松野丈夫

下肢 2004 1
感染腹部人工血管を原因とする同側膝、
足化膿性関節炎の1例

日本骨・関節感染症研究会雑誌 18 128 130 旭川医科大学 浜口英寿 旭川医科大学
小原和宏
前田龍智
松野丈夫

股関節 2004 2
Total hip arthroplasty using an Omniflex
modular system: 5 to 12 years followup

Clin Orthop Relat Res 419 98 106
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T Hokkaido University
Aoki Y
Minami A

股関節 2004 2
高度骨欠損を伴う骨・関節疾患に対する
骨補填材料　セメント非使用大径ソケット
を用いた人工股関節再置換術

関節外科 23 2 193 200 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2004 2
セメントレス人工股関節は20年をこえたか
脱臼性及び亜脱臼性股関節症に対する
ハイブリッド型人工股関節の中期成績

骨・関節・靱帯 17 2 133 140 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2004 3
Periprosthetic acetabular bone loss using
a constrained acetabular component.

Arch Orthop Trauma Surg 124 2 137 139
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T

股関節 2004 3
ラットを用いた大腿骨頭壊死モデル作製
の試み

厚生労働省難治性疾患克服研究骨・
関節系調査研究班特発性大腿骨頭壊
死症調査研究分科会

平成
15年
度

39 41 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学
伊藤　浩
寺西　正

辻　宗啓

腫瘍 2004 3
「骨軟部腫瘍　新WHO分類をふまえて　骨
腫瘍」 骨の線維性組織救性腫瘍について

病理と臨床 22 3 246 253 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学
丹代　晋
阿部泰之

股関節 2004 4
Long-term results of triple osteotomy of
the pelvis

 Journal of Orthopaedics and
Traumatology

5 1 15 19

Department of
Orthopaedic Surgery,
Asahikawa Medical
College

Takakuwa Masayuki
Department of Orthopaedic
Surgery, Asahikawa Medical
College

Matsuno, T

Department of
Orthopaedic
Surgery, Toyooka
Chuo Hospital,
Hokkaido, Japan

 Gotoh, E
Hagean Clinic,
Hokkaido, Japan,

Ando, M.
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脊椎 2004 4
Development of REM sleep drive and
clinical implications

Journal of Applied Physiology 96 735 746
UAMS Dept. of
Neurobiology

小林徹也 UAMS Dept. of Neurobiology

C. Good
K. Mamiya
R. D. Skinner
E. Garcia-Rill

脊椎 2004 4
Developmental Changes in
Pedunculopontine Nucleus (PPN) Neurons

Journal of Neurophysiology 91 1470 1481
UAMS Dept. of
Neurobiology

小林徹也 UAMS Dept. of Neurobiology

C. Good
J. Biedermann
C. Barnes
R. D. Skinner
E. Garcia-Rill

脊椎 2004 4
A Longitudinal Study of Congruent
Sagittal Spinal Alignment in an Adult
Cohort

SPINE 29 671 676 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫
武田直樹

脊椎 2004 4
Developmental decrease in REM sleep:
the shift to kainite receptor regulation

Thalamus & Related Systems 2 315 324
UAMS Dept. of
Neurobiology

小林徹也 UAMS Dept. of Neurobiology
R.D. Skinner
E. Garcia-Rill

外傷 2004 4
肩甲骨々折を伴ったScapulrthracic
Dissociationの一例

北海道整形外科外傷研究会会誌 20 45 50 旭川医科大学 阿部里見 稚内市立病院
近藤啓介
石井　薫

股関節 2004 4
爪切り動作における股関節可動域の測定
THA後の指導方法の検討

北海道理学療法 21 28 31 豊岡中央病院 金子末子 旭川医科大学 小原和宏 豊岡中央病院
奥村友美
阿曽薫
後藤英司

股関節 2004 4
股関節手術手技のポイント　再置換術の
ポイント　大径セメントレスソケットを用いた
人工股関節再置換術

関節外科 23
4月増
刊

71 77 旭川医科大学 寺西　正 旭川医科大学
伊藤　浩
岡本　巡
松野丈夫

股関節 2004 4
股関節手術手技のポイント　臼蓋形成術
のポイントLance-神中法

関節外科 23
4月増
刊

152 157 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
寺西　正
松野丈夫

脊椎 2004 5
ＭＥＤ法はＬｏｖｅ法に比べて低侵襲か？傍
脊柱筋に対する金赤外分光法による検討

日本脊椎脊髄病学会雑誌 旭川医科大学 猪川輪哉 旭川医科大学
熱田裕司
恒川博巳
松野丈夫

股関節 2004 6
人工股関節におけるインプラントの形状・
設置角の関係に関する基礎的研究

電子情報通信学会技術研究報告(MEと
バイオサイバネティックス)

104 129 21 23 北海道大学 八木橋厚太 北海道大学

三田村好矩
西村生哉
石田敏真

旭川医科大学

伊藤　浩
谷野弘昌
中村聡喜
松野丈夫

股関節 2004 7
Chiari pelvic osteotomy for advanced
osteoarthritis in patients with hip
dysplasia

J Bone Joint Surg Am 86 7 1439 1445
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T Hokkaido University Minami A

股関節 2004 10
荷重部にbulk bone graftを行わずセメント
レスソケットを用いるTHA再置換術

Hip Joint 30 468 471 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
松野丈夫
寺西　正
岡本　巡

北海道大学
小野寺伸
大浦久典

リウマチ 2004 10

Bone marrow cells carrying the env-pX
transgene play a role in the severity but
not prolongation of arthritis in human T-
cell leukaemia virus type-I transgenic
rats: a possible role of articular tissues
carrying the transgene in the prolongation
of arthritis.

Int J Exp Pathol. 85 4 191 200

Department of Pathology
Hokkaido University
Graduate School of
Medicine

Abe Asami

Department of Pathology
Hokkaido University
Graduate School of
Medicine

Akihiro Isizu

Department of
Pathology Hokkaido
University Graduate
School of Medicine

Yoshiki Takashi

股関節 2004 10
若年性関節リウマチに対する人工股関節
再置換術の経験

関節の外科 31 3 85 89 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
寺西　正
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

股関節 2004 10
人工関節revisionに対する手術時の工夫
股関節セメント非使用ラージソケットを用い
るrevision THA

関節外科 23
10月
増刊

64 68 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2004 12
【THAにおけるMinimally Invasive Surgery】
MISによるTHAの現状と展望

骨・関節・靱帯 17 12 1302 1307 旭川医科大学 松野丈夫

その他 2004

Changes in the excitability of hindlimb
motoneurons during muscular atonia
induced by stimulating the
pedunculopontine tegmental nucleus in
cats

Neuroscience 124 467 480
Asahikawa Medical
College

Takakusaki K Asahikawa Medical College
Habaguchi T
Saitoh K
Kohyama J
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その他 2004
Effects of the melatonin and diazepam on
eye movement and postural muscle tone
in decerebrate cats

Sleep Biol Rhyth. 1 203 208
Asahikawa Medical
College

Tanaka H Asahikawa Medical College

Habaguchi T
Nagaoka Y
Oki J
Takakusaki K

脊椎 2004
Compliance Monitoring of Brace
Treatment for Patients with Idiopathic
Scoliosis.

Spine 29 18 2070 2074
A. I. duPont Childeren
Hospital

M. Takemitsu
A. I. duPont Childeren
Hospital

J. Richard
Bowen
Tariq Rahman
Joe J. Glutting
Claude B Scott

外傷 2004
大腿骨転子部骨折における成績不良例の
検討

北海道整形外科外傷研究会会誌 20 75 80 富良野協会病院 田中雅仁 富良野協会病院
矢倉幸久
青野貴吉

股関節 2004
 「特集　高齢者大腿骨近位部骨折に対す
る予防と治療」　Introdauction

関節外科 23 12 1527 1528 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2004
有限要素法を用いた人工股関節ステム形
状の検討

生体医工学 42 2 135 135 北海道大学情報研究科 石田敏真 旭川医科大学
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

北海道大学情報研
究科

西村生哉
比嘉　昌
三田村好矩

上肢 2004 橈骨遠位端骨折の術後合併症 日本手の外科学会雑誌 21 4 549 551 函館中央病院 多田　博

上肢 2004
ラットCCIモデルの異所性発火に対する神
経除圧の効果

日本手の外科学会誌 21 3 197 200
旭川リハビリテーション病
院

中村　智 旭川リハビリテーション病院 中川順子 旭川医科大学
熱田　裕司
松野　丈夫

股関節 2005 1 Hybrid THAの手技と成績 リウマチ科 31 1 95 101 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

松野丈夫
寺西　正
平山光久
岡本　巡

股関節 2005 1

関節症の診断と治療　最近のトピックス
関節症の画像診断の近未来日本人の股
関節骨格形態に適合した人工股関節の開
発

関節外科 24 1 71 76 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

松野丈夫
谷野弘昌
大水信行
中村聡喜

北海道大学
西村生哉
石田敏真
比嘉　昌

股関節 2005 3
Pre-coated femoral components in hybrid
total hip arthroplasty. Results at 11 years

J Bone Joint Surg Br 87 3 306 309
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T Hokkaido University Minami A

股関節 2005 4
Intertrochanteric varus osteotomy for
osteoarthritis in patients with hip
dysplasia: 6 to 28 years followup

Clin Orthop Relat Res 433 124 128
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T Hokkaido University Minami A

股関節 2005 4

Transtrochanteric rotational osteotomy
for osteonecrosis of the femoral head:
relation between radiographic features
and secondary collapse

J Orthop Sci 10 4 367 373 Hokkaido University Onodera S Hokkaido University
Majima T
Abe Y
Minami A

Asahikawa Medical
University

Ito H
Matsuno T

脊椎 2005 5
勤労者腰痛疾患の実態と社会復帰に関す
る前向き調査ー第1年次報告ー

日本職業・災害医学会誌、 53 3 298 306 総合せき損センター 芝啓一郎 神戸労災病院、
栗原章
井口哲弘ほか

長崎労災病院 小西宏昭
麻生リハビリテーショ
ン専門学校

竹光　義治

股関節 2005 5
整形外科領域における3D-CTの有用性
3D-CTによる亜脱臼性股関節症の評価

関節外科 24 5 653 657 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

平山光久
寺西　正
岡本　巡
松野丈夫

脊椎 2005 6
バランスボール使用中に生じた第5頸椎脱
臼骨折の1例

東日本整形災害外科学会雑誌 17 2 252 254 利尻島国保中央病院 神保静夫 北見赤十字病院 菅原　修

脊椎 2005 8
Lumbar spondylolysis in pediatric and
adolescent soccer players.

Am J Sports Med. 33 11 1688 1693
A. I. duPont Childeren
Hospital

El Rassi G
A. I. duPont Childeren
Hospital

Takemitsu M
Woratanarat P
Shah SA.

股関節 2005 8
バーチャル・クリニック　日常診療に潜む
落とし穴　転んで「あし」が痛くなった人

臨床研修プラクティス
（依頼原稿）

2 9 101 104 利尻島国保中央病院 神保静夫

股関節 2005 8 後方進入法によるMIS-THAの検討 東日本整形災害外科学会雑誌 17 3 352 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
平山光久
谷野弘昌
松野丈夫

股関節 2005 9

Inhibition of inflammatory bone erosion by
constitutively active STAT-6 through
blockade of JNK and NF-kappaB
activation.

Arthritis Rheum 52 9 2719 2729

Department of
Orthopaedics, Washington
University School of
Medicine

Hirayama T

Department of
Orthopaedics, Washington
University School of
Medicine

Dai S
Abbas S
Yamanaka Y
Abu-Amer Y
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股関節 2005 9
Chiari pelvic osteotomy for advanced
osteoarthritis in patients with hip
dysplasia

J Bone Joint Surg Am 87
Suppl
1(Pt
2)

213 225
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T Hokkaido University Minami A

股関節 2005 10
抗生剤加セメントビーズを用いて対処した
人工股関節置換術後感染の4例

Hip Joint 31 656 660 北海道大学 小野寺伸 北海道大学
眞島任史
大浦久典

旭川医科大学
松野丈夫
伊藤　浩

NTT東日本札幌病院 石部基実

股関節 2005 10
片側THA後に関節裂隙再開大を認めた外
反骨切り術後症例について

Hip Joint 31 336 340
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

股関節 2005 10 PERFECTA IMC stemの応力解析 日本臨床バイオメカニクス学会誌 26 233 237 北海道大学 石田敏真 北海道大学
八木橋厚太
三田村好矩
西村生哉

旭川医科大学
伊藤　浩
谷野弘昌

Florida University

West Palm Beach

Banks SA
Harman MK

Hodge WA

脊椎 2005 11
Ectopic firing due to Artificial Venous
Stasis in Rat Lumbar canal stenosis model

Spine 30 21 2393 2397 豊岡中央病院 猪川　輪哉 旭川医科大学
Yuji Atsuta
Hiromi
Tsunekawa

上肢 2005 11
肘離断性骨軟骨炎に対する膝自家骨軟
骨移植術の治療成績

日本整形外科スポーツ医学会雑誌 25 2 217 226 旭川医科大学 後山　恒範 旭川医科大学

入江　徹
研谷　智
島崎　俊司
松野　丈夫

上肢 2005 12
損傷指を用いたOn-top Plasty による母指
再建術

日本手の外科学会誌 22 6 776 778 旭川赤十字病院 類家拓也 旭川赤十字病院

上肢 2005 12
離断性骨軟骨炎における術前病型診断の
検討

日本肘関節学会雑誌 12 2 93 94 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学

後山恒範
研谷　智
松尾卓見
松野丈夫

上肢 2005 12
スポーツ選手に発症した尺骨神経障害の
検討

日本肘関節学会雑誌 12 2 39 40 旭川医科大学 松尾　卓見 旭川医科大学

入江　徹
後山　恒範
研谷　智
松野　丈夫

脊椎 2005 Jul-Aug
The association between brace
compliance and outcome for patients with
idiopathic scoliosis.

J Pediatr Orthop. 25 4 420 422
A. I. duPont Childeren
Hospital

Rahman T
A. I. duPont Childeren
Hospital

Bowen JR
Takemitsu M
Scott C.

上肢 2005
Recurrent extensor tendon rupture in
adult-onset dermatomyositis：a case
report

Clin Rheumatol 24 409 410
Asahikawa Rehabilitation
Hospital

Satoru Nakamura
Asahikawa Rehabilitation
Hospita

Jyunko
Nakagawa

その他 2005

Inhibition of apoptosis-inducing factor
translocation is involved in protective
effects of hepatocyte growth factor
against excitotoxic cell death in cultured
hippocampal neurons

J Neurochem 95 1277 1286 Ishihara N

Takagi N
Niimura M
Takagi K
Nakano M
Tanonaka K
Funakoshi H
Matsumoto K
Nakamura T
Ｔakeo S

上肢 2005

Effect of sodium channel blocker
（mexiletine）on pathological ectopic firing
pattern in a rat chronic constriction nerve
injury model.

Journal of Orthopaedic Science 10 315 320
Asahikawa medical
college

Satoru Nakamura  Asahikawa medical college Yuji Atsuta

その他 2005
Effects of fukutin deficiency in the
developing mouse brain

Neuromuscul Disord 15 416 426 Chiyonobu T

Sasaki J
Nagai Y
Takada S
Funakoshi H
Nakamura T
Sugimoto T
Toda T

その他 2005
Anxiolytic effect of hepatocyte growth
factor infused into rat brain,

Neuropsychobiology 51 34 38 Isogawa K

Akiyoshi J
Kodama K
Matsushita H
Tsutsumi T
Funakoshi H
Nakamura T

股関節 2005
病理医から股関節外科医への道ー2人の
骨病理学者の教えー

日本股関節財団会報 32 1 旭川医科大学 松野丈夫
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股関節 2005
日本人の股関節骨格形態に適合した人工
股関節の開発

関節外科 24 1 71 76 旭川医科大学 伊藤浩 旭川医科大学

松野丈夫
谷野弘昌
大水信幸
中村聡喜

北海道大学情報研
究科

西村生哉
石田敏真
比嘉昌

スポーツ 2005
動脈塞栓術・血腫除去術が有効であった
特発性腸腰筋血腫の1例

整形外科 56 1 57 59
北見赤十字病院整形外
科

類家拓也 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院整
形外科

津村　敬

脊椎 2005 後縦靭帯骨化症の診断と治療 難病と在宅ケア 11 1 29 31
北見赤十字病院整形外
科

菅原　修

上肢 2005
母指以外のCM関節脱臼・脱臼骨折の治
療経験

日本手の外科学会雑誌 22 4 493 496 函館中央病院 多田　博 旭川赤十字病院 平山隆三

上肢 2005
MP関節部の外傷性伸筋腱脱臼に対する
指背腱膜縫縮術の成績

日本手の外科学会誌 22 2 72 75
旭川リハビリテーション病
院

中村　智 旭川赤十字病院 平山　隆三

下肢 2005
ヒアルロン酸ナトリウムの免疫調節能に関
する検討

日本膝学会誌 30 1 115 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
松野丈夫

その他 2005
肝細胞増殖因子(HGF) . 広範囲血液・尿
化学検査免疫学的検査（第６版）

日本臨床 63 116 122 大谷若菜
船越洋
中村敏一

脊椎 2006 1
私の整形外科臨床の歩みー主として脊椎
外科研究の歩み

北海道整形災害外科学会雑誌 48 1 1 13 大分整形外科病院 竹光　義治 なし

股関節 2006 3
Fixation with poly-L-lactide screws in hip
osteotomies

Clin Orthop Relat Res 444 169 175
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T Hokkaido University Minami A

股関節 2006 3 大腿骨CT画像からの皮質骨輪郭抽出 生体医工学 44 1 77 84 北海道大学 西村生哉 旭川医科大学
中村聡喜
伊藤　浩
松野丈夫

北海道大学

石田敏真
村林　俊
三田村好矩
比嘉　昌

ナカシマメディカル
長谷井稔
藏本孝一

上肢 2006 3
指尖部損傷に対する被覆材を用いた被服
療法の治療経験

北海道外傷研究会誌 22 52 55 根室市立病院 西岡　健吾 根室市立病院 青野　貴吉

脊椎 2006 3
音声認識機能を備えた自動脊髄機能モニ
タリングシステムの開発

第28回生理学技術研究会報告 82 85 旭川医科大学 今井　充 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2006 4
A Prospective Study of De Novo Scoliosis
in a Community Based Cohort

SPINE 31 178 182 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学
熱田裕司
竹光正和
松野丈夫

北海道大学 武田直樹

脊椎 2006 4

Low back pain in pediatric athletes with
unilateral tracer uptake at the pars
interarticularis on single photon emission
computed tomography.

Spine 15 31(8) 909 9014
A. I. duPont Childeren
Hospital

M. Takemitsu
A. I. duPont Childeren
Hospital

El Rassi G
Woratanarat P
Shah SA.

股関節 2006 4 THAの脱臼と対策　THA術後脱臼の病態 関節外科 25 4 383 387 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2006 4
多椎体にわたるスキャロップを呈した巨大
馬尾腫瘍の2例

整形外科 57 9 1222 1226 旭川医科大学 林　真 旭川医科大学

小林徹也
恒川博巳
熱田裕司
松野丈夫

腫瘍 2006 5
On Convening the 39th Annual
Musculoskeletal Tumor Meeting of the
Japanese Orthopaedic Association

J Orthop Sci 11 233 234 旭川医科大学 Matsuno T

外傷 2006 5
骨折の画像診断　CTで何を報告するのか
脛骨　左脛骨内顆分割陥没骨折

画像診断 26 6 720 721 旭川医科大学 稲岡　努 旭川医科大学

高橋康二
油野民雄
峯田昌之
能地　仁
伊藤　浩
松野丈夫

外傷 2006 5
骨折の画像診断　CTで何を報告するのか
脛骨　右脛骨内顆陥没骨折(関節リウマチ
による脆弱性骨折)

画像診断 26 6 722 723 旭川医科大学 稲岡　努 旭川医科大学

高橋康二
油野民雄
峯田昌之
能地　仁
伊藤　浩
松野丈夫
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外傷 2006 5
骨折の画像診断　CTで何を報告するのか
脛骨　右脛骨骨幹部斜骨折および足関節
内果骨折

画像診断 26 6 724 725 旭川医科大学 稲岡　努 旭川医科大学

高橋康二
油野民雄
峯田昌之
能地　仁
伊藤　浩
松野丈夫

外傷 2006 5
骨折の画像診断　CTで何を報告するのか
脛骨　右脛骨および腓骨骨幹部骨折,脛骨
後果および腓骨外果関節内骨折

画像診断 26 6 726 727 旭川医科大学 稲岡　努 旭川医科大学

高橋康二
油野民雄
峯田昌之
能地　仁
伊藤　浩
松野丈夫

外傷 2006 5
大腿骨頚部骨折接合モデルの転子下部
の応力分布（術後転子下骨折の危険性）

骨折 28 2 274 278 豊岡中央病院 浜口英寿 豊岡中央病院

スポーツ 2006 5
バレーボール選手におけるジャンパー膝
の動作解析

日本整形外科スポーツ医学会雑誌 25 3 325 330 旭川医科大学 小原和宏 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2006 5
MIS-THAの功罪　後方進入法によるMIS-
THAの検討

骨・関節・靱帯 19 5 399 406 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

平山光久
谷野弘昌
大水信幸
松野丈夫

股関節 2006 6
Relationship between bone marrow edema
and development of symptoms in patients
with osteonecrosis of the femoral head

AJR Am J Roentgenol 186 6 1761 1770
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T Hokkaido University Minami A

股関節 2006 7

INHIBITION OF IKK ACIVATION
THROUGH SEQUESTERING NEMO,
BLOCKES PMMA-INDUCED
OSTEOCLASTOGENESIS　AND
CALVARIAL INFLAMMATORY
OSTEOLYSIS.

Journal of Orthopaedic Research 24 7 1358 1365

Department of
Orthopaedics, Washington
University School of
Medicine

Clohisy JC

Department of
Orthopaedics, Washington
University School of
Medicine

Yamanaka Y
Faccio R
Abu-Amer Y

股関節 2006 7
THE MAP KINASE C-JUN N-TERMINAL
KINASE MEDIATES PMMA-INDUCTION
OF OSTEOCLASTS.

Journal of Orthopaedic Research 24 7 1349 1357

Department of
Orthopaedics, Washington
University School of
Medicine

Yasuhiro Yamanaka

Department of
Orthopaedics, Washington
University School of
Medicine

Yousef Abu-
Amer
Roberta Faccio
John C Clohisy

股関節 2006 8

Cementless total hip arthroplasty using
the modular S-ROM prosthesis combined
with corrective proximal femoral
osteotomy

J Arthroplasty 21 5 664 669 Hokkaido University Onodera S Hokkaido University
Majima T
Kishimoto T
Minami A

Asahikawa Medical
University

Ito H
Matsuno T

股関節 2006 8
整形外科手術・私のポイント　脱臼性およ
び亜脱臼性股関節症に対するハイブリッド
型人工股関節置換術

整形・災害外科 49 9 1014 1015 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2006 10

Three-dimensional computer-aided design
based design sensitivity analysis and
shape optimization of the stem using
adaptive p-method

J Biomech 39 10 1948 1953
Asahikawa Medical
University

Tanino H
Asahikawa Medical
University

Ito H
Omizu N
Matsuno T

Hokkaido University

Higa M
Nishimura I
Matsuda K
Mitamura Y

腫瘍 2006 11
Jaff's Triangleーこれからの骨・軟部腫瘍
診断・治療のあり方への提言ー

臨床整形外科 41 11 1147 1148 旭川医科大学 松野丈夫

その他 2006

Adenoviral gene transfer of hepatocyte
growth factor prevents death of injured
adult motoneurons after peripheral nerve
avulsion

Brain Res 1111 1 187 195 Hayashi Y

Kawazoe Y
Sakamoto T
Ojima M
Wang W
Takazawa T
Miyazawa D
Ohya W
Funakoshi H
Nakamura T
Watabe K

リウマチ 2006

Articular tissues expressing the env-pX
transgene are required for generation of
arthritogenic T cells in human T cell
leukemia virus type I transgenic rats.

Clinical and Experimental
Rheumatology

24 313 316

Department of Pathology
Hokkaido University
Graduate School of
Medicine

Abe Asami

Department of Pathology
Hokkaido University
Graduate School of
Medicine

Akihiro Isizu

Department of
Pathology Hokkaido
University Graduate
School of Medicine

Yoshiki Takashi
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その他 2006

Effects of hepatocyte growth factor on
phosphorylation of extracellular signal-
regulated kinase and hippocampal cell
death in rats with transient forebrain
ischemia

Eur J Pharmacol 535 114 124 Nimura M

Takagi N
Takagi K
Funakoshi H
Nakamura T
Takeo S

その他 2006

Novel therapeutic strategy for stroke in
rats by bone marrow stromal cells and ex
vivo HGF gene transfer with HSV-1
vector

J Cereb Blood Flow Metab 26 1176 1188 Zhao MZ

Nonoguchi N
Ikeda N
Watanabe T
Furutama D
Miyazawa D
Funakoshi H
Kajimoto Y
Nakamura T
Dezawa M
Shibata MA
Otsuki Y
Coffin RS
Liu WD
Kuroiwa T
Miyatake SI

その他 2006

Prevention of apoptosis-inducing factor
translocation is a possible mechanism for
protective effects of hepatocyte growth
factor against neuronal cell death in the
hippocampus after transient forebrain
ischemia

J Cereb Blood Flow Metab 26 11 1354 1365 Niimura M

Takagi N
Takagi K
Mizutani R
Ishihara N
Matsumoto K
Funakoshi H
Nakamura T
Takeo S

その他 2006
Expression of Hepatocyte Growth Factor
in Rat Skeletal Muscle

J Phys Ther Sci 17 109 113 Tanaka S

Tanaka J
Kawahara E
Funakoshi H
Nakamura T
Tachino K

その他 2006
Hepatocyte growth factor in mouse soleus
muscle increases with reloading after
unloading

J Phys Ther Sci 18 33 41 Tanaka S

Tachino K
Kawahara E
Tanaka J
Funakoshi H
Nakamura T

その他 2006
Possible role of scavenger receptor SRCL
in the clearance of amyloid-beta in
Alzheimer's disease,

J.Neurosci.Res. 84 874 890 Nakamura K

Ohya W
Funakoshi H
Sakaguchi G
Kato A
Takeda M
Kudo T
Nakamura T

上肢 2006
The effects of experimental neurolysis on
ectopic firing in a rat chronic constriction
nerve injury model.

Journal of Hand Surg. 31A 35 39
Asahikawa medical
college

Satoru Nakamura Asahikawa medical college Yuji Atsuta

その他 2006

The protective effect of hepatocyte
growth factor against cell death in the
hippocampus after transient forebrain
ischemia is related to the improvement of
aqurinic/apyrimidinic endonuclease/redox
factor-1 level and inhibition of NADPH
oxidase activity

Neurosci Lett 407 2 136 140 Nimura M

Takagi N
Ｔakagi K
Mizutani R
Tanonaka K
Funakoshi H
Matsumoto K
Nakamura T
Takeo S

その他 2006

Hepatocyte growth factor attenuates
cerebral ischemia-induced increase in
permeability of the blood-brain barrier and
decreases in expression of tight junctional
proteins in cerebral vessels.

Neurosci Lett. 407 2 141 5 Date I

Takagi N
Takagi K
Tanonaka K
Funakoshi H
Matsumoto K
Nakamura T
Takeo S

脊椎 2006
日本の内視鏡下手術技術認定制度と脊
椎内視鏡下手術の現状

日本整形外科學會雑誌 豊岡中央病院 猪川　輪哉

腫瘍 2006
学術集会会長報告　Jaffe's Triangleー第
39回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術
集会会長報告ー

日本整形外科学会誌 80 883 885 旭川医科大学 松野丈夫
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脊椎 2006 腰痛をめぐる常識の基礎 日本腰痛会誌 12 1 10 15 旭川医科大学 熱田裕司

股関節 2006
大腿骨転子部不安定骨折に対するγ-nail
とPFNAの比較検討

関節外科 25 12 1326 1329
北見赤十字病院整形外
科

中川宏士 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院整
形外科

高橋　滋

股関節 2006
特発性大腿骨頭壊死症におけるbone
marrow edemaと臨床症状悪化との関連

厚生労働省科学研究費補助金 難治性
疾患克服研究事業 特発性大腿骨頭壊
死症の予防と治療の標準化を目的とし
た総合研究 平成17年度総括・分担研
究報告書

123 125 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
平山光久
谷野弘昌
松野丈夫

股関節 2006 後方進入法によるMIS-THAの検討 骨・関節・靭帯 19 5 399 406 旭川医科大学 伊藤浩 旭川医科大学

平山光久
谷野弘昌
大水信幸
松野丈夫

下肢 2006
腓骨遠位骨幹部骨折後に足関節不安定
性を生じた１例

北海道整形外科外傷研究会会誌 22 63 65 士別市立病院 濱田　修 士別市立病院 宮野　憲仁

股関節 2006
大腿骨転子部骨折に対する観血的骨接
合術の術後成績への脳血管障害による片
麻痺及び痴呆の影響

北海道整形外科災害外科学会誌 47 40 44
旭川リハビリテーション病
院

中村　智 旭川リハビリテーション病院 森泉　茂宏

脊椎 2006
骨粗鬆性椎体骨折に対する新しいＸ線撮
影報　（三態撮影）

臨床整形外科 41 949 954 士別市立病院 濱田　修 士別市立病院
宮野憲仁
西田　恭博

股関節 2007 1
Tight fit technique in primary hybrid total
hip arthroplasty for patients with hip
dysplasia

J Arthroplasty 22 1 57 64
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Hirayama T
Tanino H
Matsuno T

Hokkaido University Minami A

緩和 2007 3 生活リズム　認知症にみられる睡眠障害 日本認知症ケア学会誌 6 1 96 103 旭川医科大学 千葉　茂 旭川医科大学

田村義之
稲葉央子
阪本一剛
山口一豪
石本隆弘
松田美夏
阿部泰之
芥川　愛

外傷 2007 3
大腿骨頸部・転子部骨折の治療の傾向
同門アンケートから

北海道整形外科外傷研究会会誌 23 44 48 豊岡中央病院 浜口英寿 豊岡中央病院 寺西　正

上肢 2007 3
骨接合後偽関節となった高齢者上腕骨通
顆骨折の一例

北海道整形外科外傷研究会誌 23 60 63 森山病院 仲　俊之 森山病院
岡本　巡
有山弘之
井上謙一

脊椎 2007 3
マルチモダリティ自動脊髄機能モニタリン
グシステムの開発

平成18年度名古屋大学総合技術研究
会,　回路・計測・制御技術研究会報告
集

70 73 旭川医科大学 今井　充 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫

腫瘍 2007 4
Ⅲ. 診療必須手技：基本手技と診断ピット
フォール　腫瘍

関節外科 26 4 44 49 旭川医科大学整形外科 丹代　晋 旭川医科大学整形外科 松野丈夫

腫瘍 2007 4 転移性骨腫瘍における緩和ケア 関節外科 26 4 88 92 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2007 4

成人股関節と関節形成術　日本における
亜脱臼性変形性股関節症に対するハイブ
リッド人工股関節全置換術(Adult Hip and
Arthroplasty Hybrid Total Hip Arthroplasty
for Subluxated Osteoarthrosis of the Hip
in Japan)

日本整形外科学会雑誌 81 4 S319 旭川医科大学 Matsuno T

脊椎 2007 4
Influence of sagittal spinal alignment on
the long-term outcome of lumbar spinal
fusion

日本脊椎脊髄病学会雑誌 18 3 584 585 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

佐藤達也
恒川博巳
妹尾一誠
熱田裕司
松野丈夫

股関節 2007 5

Health-related quality of life in patients
with systemic lupus erythematosus after
medium to long-term follow-up of hip
arthroplasty

Lupus 16 5 318 323
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T
Hirayama T
Tanino H

Hokkaido University Minami A

脊椎 2007 5
脊柱矢状面アライメントの加齢変化と体幹
機能の関係

脊椎脊髄ジャーナル 20 5 416 420 旭川医科大学 恒川博巳 旭川医科大学
熱田裕司
小林徹也
妹尾一誠

公立芽室病院 幅口竜也
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スポーツ 2007 5
シニア女子バレーボールチーム帯同期～
世界バレー・東京大会を経験して～

バレーボール研究 9 旭川医科大学 小原和宏

上肢 2007 5
誌上シンポジウム
肩こり患者の僧帽筋組織循環

臨床整形外科 42 5 403 408
高桑整形外科一条クリ
ニック

高桑巧 旭川医科大学 熱田裕司

脊椎 2007 5 高齢者の頚椎・頚髄損傷の治療 脊椎脊髄ジャーナル 20 5 592 596
独立行政法人　労働者健
康福祉機構　総合せき損
センター

青野貴吉
独立行政法人　労働者健康
福祉機構　総合せき損セン
ター

植田尊善

股関節 2007 6
Rotational acetabular osteotomy through
an ollier lateral u approach

Clin Orthop Relat Res 459 200 206
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T Hokkaido University Minami A

腫瘍 2007 6
左肺尖部癌の腕神経叢浸潤による神経因
性疼痛に対しオピオイドと塩酸メキシレチ
ンが奏功した症例

日本ペインクリニック学会誌 14 3 343 343 旭川医科大学 間宮敬子 旭川医科大学
阿部泰之
勝見紀文

股関節 2007 6
「人工関節術後感染とその対策」免疫不全
宿主における人工関節術後感染の原因と
対策

リウマチ科 37 6 520 525 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学

伊藤　浩
平山光久
丹代　晋
阿部泰之
島崎俊司

市立旭川病院 京極　元

肘関節 2007 7
外側型離断性骨軟骨炎に対して骨軟骨ブ
ロック移植術を行った3例

臨床整形外科 42 7 731 737 旭川医科大学 三好直樹 旭川医科大学

入江徹
研谷智
島崎俊司
松野丈夫

札幌外科記念病院 後山恒範

股関節 2007 8 骨盤･股関節疾患 整形外科 58 9 1269 1278 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学 丹代　晋 金沢医科大学 野島孝之

股関節 2007 9
見て・聞いて・読んで覚える　Net Surgery
人工股関節置換術(cementless:S-ROM)

関節外科 26 9 963 977 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学 平山光久

股関節 2007 10
変形性股関節症に対する骨切り術　有効
性と限界　進行期および末期股関節症に
対するChiari骨盤骨切り術の適応と限界

関節外科 26
10月
増刊

155 161 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

平山光久
谷野弘昌
山中康裕
松野丈夫

その他 2007
ALSと神経栄養因子̶新規神経栄養因子・
神経再生因子としてのHGF

Brain and Nerve （旧称：神経研究の進
歩）

59 10 1195 1202 船越洋
大谷若菜
角山圭一
中村敏一

その他 2007

Hepatocyte growth factor (HGF) promotes
oligodendrocyte progenitor cell
proliferation and inhibits its differentiation
during postnatal development in the rat

Brain Res 1147 51 65 Ohya W
Funakoshi H
Kurosawa T
Nakamura T

その他 2007 HGFの神経疾患治療効果 Clinical Neurosci 25 500 501 船越洋
角山圭一
大谷若菜
中村敏一

その他 2007 HGFの神経保護作用機序 Clinical Neurosci 25 620 621 船越洋
角山圭一
大谷若菜
中村敏一

その他 2007
Hepatocyte growth factor promotes the
number of PSD-95 clusters in young
hippocampal neurons

Exp Neurol 207 2 195 202 Nakano M

Takagi N
Takagi K
Funakoshi H
Matsumoto K
Nakamura T
Takeo S

その他 2007

Intrathecal delivery of hepatocyte growth
factor from amyotrophic lateral sclerosis
onset suppresses disease progression in
rat amyotrophic lateral sclerosis model.

J Neuropathol Exp Neurol 66 11 1037 1044 Ishigaki A

Aoki M,
Nagai M
Warita H
Kato S
Kato M
Nakamura T
Funakoshi H
Itoyama Y
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その他 2007
Hepatocyte growth factor promotes
endogenous repair and functional recovery
after spinal cord injury

J Neurosci Res 85 11 2332 2342 Kitamura K

Iwanami A
Nakamura M
Yamane J
Watanabe K
Suzuki Y
Miyazawa D
Shibata S
Funakoshi H
Miyatake S
Coffin RS
Nakamura T
Toyama Y
Okanao H

股関節 2007
Association between dislocation,
impingement, and articular geometry in
retrieved acetabular polyethylene cups.

J Orthopaedic Research 25 11 1401 1407 BioMotion Foundation Tanino H BioMotion Foundation
Harman MK
Banks SA
Hodge WA

下肢 2007
Temporary kirshner wire fixation for a
mallet toe of the hallux

Journal of Orthopaedic Science 12 190 192 Tisetu Hospital Satoru Nakamura  

その他 2007

Hepatocyte growth factor (HGF)
attenuates gliosis and motoneuronal
degeneration in the brainstem motor
nuclei of a transgenic mouse model of
ALS

Neurosci Res 59 4 446 456 Kadoyama K
Funakoshi H
Ohya W
Nakamura T

脊椎 2007 神経性間欠跛行　病態・診断 医薬ジャーナル 43 11 132 139 旭川医科大学 熱田裕司 旭川医科大学 恒川博巳 豊岡中央病院 猪川輪哉

腫瘍 2007
「特集　転移性骨腫瘍ー診断・治療・緩和
ケア」　introduction

関節外科 26 4 373 374 旭川医科大学 松野丈夫

腫瘍 2007
骨肉腫に対するメトトレキサート大量療法
後に発症しMRIで経過を追えた一過性脳
症の1例

整形外科 58 5 561 563 旭川医科大学　整形外科 類家拓也 旭川医科大学　整形外科
丹代　晋
阿部泰之
松野丈夫

旭川医科大学　放射
線科

稲岡　努

股関節 2007
進行期および末期股関節症に対する
Chiari骨盤骨切り術の適応と限界

関節外科 26 155 161 旭川医科大学 伊藤浩 旭川医科大学

平山光久
谷野弘昌
山中康裕
松野丈夫

股関節 2007
大腿骨頭回転骨切り術における角度可変
式内固定金属の強度試験

整形外科 58 10 1399 1407 豊岡中央病院 寺西　正 豊岡中央病院
辻　宗啓
後藤英司

その他 2007
Hepatocyte growth factor(HGF)を用いた
脊髄損傷治療戦略

脊椎脊髄ジャーナル 20 12 1239 1246 北村和也

中村雅也
船越洋
中村敏一
岡野栄之
戸山芳昭

その他 2007
ALSに対する新しい治療薬としての肝細胞
増殖因子（HGF）の研究

難病と在宅ケア 13 7 54 55 船越洋
大谷若菜
角山圭一
中村敏一

外傷 2007 治療に苦慮した骨盤開放骨折の一例 北海道整形外科外傷研究会会誌 23 10 12
北見赤十字病院整形外
科

中川宏士 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院整
形外科

島崎俊司

上肢 2007
前腕近位端粉砕骨折に対する骨接合術
の１例

北海道整形外科外傷研究会会誌 23 64 66 士別市立病院 伊藤　雄人 士別市立病院
浜田　修
奥山　峰志

脊椎 2007
特発性側弯症における装具装着時間の研
究

北海道整形災害外科学会雑誌 48 2 18 21 旭川医科大学 竹光正和
A. I. duPont Childeren
Hospital

Rahman T,
Bowen JR,
Joe J. Glutting,
Claude B Scott

腫瘍 2008 2
癌疼痛治療～経口モルヒネ（1回／1日）の
臨床～

Pharma Medica 26 2 62 64 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学
田中理佳
佐藤雅子
岩崎　寛

リウマチ 2008 3

Effects of bisphosphonates on fracture
incidence and bone metabolism in
rheumatoid arthritis patients in general
practice taking long-term corticosteroid
therapy

Clinical Drug Investgation 28 3 149 158
Katayama orthopedic
rheumatology clinic

Kou Katayama
Department of orthopedic
surgery,Asahikawa medical
college

Takeo Matsuno
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脊椎 2008 3

Effects of dry needling at tender points
for neck pain (Japanese: katakori): near-
infrared spectroscopy for monitoring
muscular oxygenation of the trapezius

Journal of Orthopaedic Science 13 2 101 106
Rishiri Island Central
Hospital

Shizuo Jimbo
Asahikawa Medical
University

Yuji Atsuta
Tetsuya
Kobayashi
Takeo Matsuno

外傷 2008 3
大腿骨転子部骨折における新しい分類法
～治療に直結した分類を目指して～

骨折 29 4 752 756 根室市立病院 西岡　健吾 根室市立病院 田中　雅仁 旭川赤十字病院 加茂　裕樹

外傷 2008 3
橈骨遠位端骨折の診断と治療の傾向　同
門アンケートから

北海道整形外科外傷研究会会誌 24 6 9 豊岡中央病院 浜口英寿 豊岡中央病院 辻　宗啓

外傷 2008 3
当科における橈骨遠位端骨折にたいする
volar fixed-angle plating法の検討

北海道整形外科外傷研究会会誌 24 13 18 刀圭会協立病院 津村　敬 刀圭会協立病院
佐藤　幸宏
長谷川　敏

脊椎 2008 3
脊髄機能総合監視自動アラームシステム
の開発

平成19年度実験・実習技術研究会報
告集

425 430 旭川医科大学 今井　充 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2008 4
Flattening of sagittal spinal curvature as a
predictor of vertebral fracture

Osteoporosis International 19 65 69 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫

北海道大学 武田直樹

上肢 2008 4 肩峰骨折を伴った肩関節上方脱臼の 1 例 肩関節 32 3 703 706 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学

島崎俊司
研谷　智
三好直樹
松野丈夫

股関節 2008 4
遺伝アルゴリズムを応用した人工股関節
ステム形状の最適設計

生体医工学 46 2 226 231 北海道大学 石田敏真 北海道大学
西村生哉
三田村好矩

旭川医科大学
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

脊椎 2008 6
C5 nerve root palsy after cervical
laminoplasty and posterior fusion with
instrumentation.

J Spinal Disord Tech. 21 4 267 272 Hong Kong Univ Takemitsu M Hong Kong Univ

Cheung KM
Wong YW
Cheung WY
Luk KD

漢方 2008 6

整形外科領域疾患患者に対する九味半
夏湯加減方 (漢方由来処方：製品名・扁
鵲)投与前後の体内各部位脂肪量変動と
効果

Progress in Medicine 28 6 223 227
株式会社建林松鶴堂医
薬研究学術部門

今野千絵 高桑整形外科永山クリニック 高桑昌幸

緩和 2008 6
胃ろうからのパシーフカプセル注入の工夫
―jelly sandwich法―

調剤と情報 14 6 745 747 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学病院 笹田豊枝 東旭川病院 里見眞知子

股関節 2008 7
股関節以外の疾患による股関節部痛の診
断　骨盤輪疾患

Orthopaedics 21 8 29 33 旭川医科大学 平山光久 旭川医科大学 伊藤　浩

股関節 2008 8
An in vivo model for intraoperative
assessment of impingement and
dislocation in total hip arthroplasty.

J Arthroplasty 23 5 714 720 Univ Florida Tanino H Asahikawa Medical College
Ito H
Matsuno T

University of Florida Banks SA
BioMotion
Foundation

Hodge WA
Harman MK

肩関節 2008 8
Oudardー岩原法の長期経過後に再脱臼し
た一例

肩関節 32 3 711 713 旭川医科大学 三好直樹 旭川医科大学
入江徹
研谷智
松野丈夫

札幌愛育病院 後山恒範

下肢 2008 11
Polygonソフトを用いた視覚的説明が維持
期片麻痺患者に与える影響について　自
己効力感に着目して

臨床歩行分析研究会定例会 31 212 215
旭川リハビリテーション病
院

春名弘一 旭川医科大学 小原和宏
旭川リハビリテーショ
ン病院

塚田鉄平
春名弘一
稲田亨

股関節 2008 12
NFAT2 IS AN ESSENTIAL MEDIATOR OF
ORTHOPEDIC PARTICLE- INDUCED
OSTEOCLASTOGENESIS.

Journal of Orthopaedic Research 26 12 1577 1584
Department of
Orthopedics, Asahikawa
Medical College

Yasuhiro Yamanaka

Department of
Orthopaedics, Washington
University School of
Medicine

Wahid Abu-Amer
Dominica Foglia
Jesse Ottero
John C Clohisy
Yousef Abu-
Amer

膝関節 2008 12 膝蓋下ガングリオンのまれな１例 整形外科 59 13 1575 1578 旭川医科大学 類家拓也 旭川医科大学

能地　仁
阿部里見
島崎俊司
松野丈夫

膝関節 2008 12
Etanercep投与注のリウマチ膝にたいする
ＴＫＡ後感染の１例

日本人工関節学会誌 38 340 341 旭川医科大学 類家拓也 旭川医科大学

能地　仁
阿部里見
島崎俊司
松野丈夫

骨粗鬆症 2008 12
高速(10秒)スキャンDXA法を用いた大腿
骨近位部骨密度の測定精度に関する検
討

日本骨形態計測学会雑誌 18 1 31 35
高桑整形外科永山クリ
ニック

大塚 公貴 高桑整形外科永山クリニック 高桑昌幸
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その他 2008

Regulation of cell migration and cytokine
production by HGF-like protein (HLP) /
macrophage stimulating protein (MSP) in
primary microglia

Biomed Res 29 2 77 84 Suzuki Y

Funakoshi H,
Machide M
Matsumoto K
Nakamura T

リウマチ 2008
Disease activity and the course of elbow
joint deterioration over 10 years in the
patients with early rheumatoid arthritis.

Clinical Rheumatology 27 867 872 Niigata Rheumatic Center Abe Asami Niigata Rheumatic Center Isikawa Hajime
Niigata Rheumatic
Center

Murasawa Akira

その他 2008

Hepatocyte growth factor improves
synaptic localization of the NMDA
receptor and intracellular signaling after
excitotoxic injury in cultured hippocampal
neurons

Exp Neurol 210 1 83 94 Akita H

Takagi N
Ishihara N
Takagi K
Murotomi K
Funakoshi H
Matsumoto K
Nakamura K
Takeo S

股関節 2008
Intraoperative Joint Force Measuring
Device, System and Method.

United States Patent 7458989
University of Florida
Asahikawa Medical
College

Banks SA
Tanino H

緩和 2008
経口オキシコドンによるオピオイド導入の
処方と説明

緩和ケア在宅ネット 5 旭川医科大学 阿部泰之

股関節 2008 見えるルール違反、見えないルール違反 整形外科 59 6 579 580 旭川医科大学 松野丈夫

膝関節 2008
Ｋａｂｕｋｉ症候群に合併した習慣性膝蓋骨
脱臼に対して観血的治療を行った稀な１
例

日本膝関節学会誌 33 219 219 旭川医科大学 類家拓也 旭川医科大学

能地　仁
阿部里見
島崎俊司
松野丈夫

外傷 2008
血行再建を要した橈尺骨遠位粉砕骨折の
１症例

北海道整形外科外傷研究会会誌 24 市立根室病院 田中雅仁 市立根室病院 西岡健吾

脊椎 2008
痛みの評価と治療アプローチ　-脊柱姿勢
と腰痛の観点から-

理学療法MOOK 14 210 218 旭川医科大学 熱田裕司 旭川医科大学
小林徹也
恒川博巳
朝野裕一

その他 2008
HGFを用いた脊髄損傷治療戦略-新たな
治療法の確立へ向けて

関節外科 27 2 37 46 北村和也

中村雅也
岩波明生
船越洋
中村敏一
岡野栄之
戸山芳昭

股関節 2008
遺伝的アルゴリズムを応用した人工股関
節ステム形状の最適設計

生体医工学 46 2 226 231 北海道大学情報研究科 石田敏真 旭川医科大学
谷野弘昌
伊藤浩
松野丈夫

北海道大学情報研
究科

西村生哉
三田村好矩

上肢 2008
高齢者の橈骨遠位端骨折に対する掌側
ロッキングプレートの成績

東日本整災会誌 20 206 209
北見赤十字病院整形外
科

森井北斗 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院整
形外科

森末昌諭

上肢 2008
橈骨遠位端骨折治療における手の機能回
復とその指標

日本手の外科学会誌 24 6 919 922 大西病院 中村　智

下肢 2008
ドレーンクランプ法によるＴＫＡ術後出血対
策

日本人工関節学会誌 38 350 351 士別市立病院 濱田　修 士別市立病院
伊藤雄人
本間　俊一

下肢 2009 1

Femoral nerve blockade as a preemptive
anesthetic in patients undergoing anterior
cruciate ligament reconstruction: a
prospective, randomized, double-blinded,
placebo-controlled study.

Am J Sports Med. 37 1 78 86

Department of
Orthopaedic Surgery,
Washington University
School of Medicine

Matava MJ

Department of Orthopaedic
Surgery, Washington
University School of
Medicine

Prickett WD
Khodamoradi S,
Abe S
Garbutt J

股関節 2009 1
見て・聞いて・読んで覚える  Net Surgery
―人工股関節全置換術(THA)　Hybrid:4-U

関節外科 28 1 7 17 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学
伊藤　浩
谷野弘昌

リウマチ 2009 2

Effects of　oral　administration　of
glucosamine-chondroitin-quercetin
glucoside　on　the　synovial　fluid
properties in patients with osteoarthritis
and rheumatoid arthritis

Bioscience, Biotechnology, and
Biochemistry

73 2 288 292
Matsuno clinic for
rheumatic disease

Hiroaki Matsuno
Research group of arthritis
pathology

Hiroshi
Nakamura
Kou Katayama
Seigaku Hayashi
Syogo Kano
Kazuo Yudoh

Institute for health
care science,
Suntory.Ltd

Yoshinobu Kiso
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股関節 2009 2
Three-dimensional computed tomography
analysis of non-osteoarthritic adult
acetabular dysplasia

Skeletal Radiol 38 2 131 139
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T
Hirayama T
Tanino H
Yamanaka Y

Hokkaido University Minami A

股関節 2009 2
見て・聞いて・読んで覚えるNet Surgery―
Chiari骨盤骨切り術

関節外科 28 2 139 149 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2009 3
新規発生腰椎変性すべり症のX線学的検
討

東日本整形災害外科学会雑誌 21 1 101 104 旭川医科大学 青野貴吉 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
神保静夫
松野丈夫

脊椎 2009 3
脊髄機能総合監視自動アラームシステム
における統合データベースの構築

平成20年度京都大学総合技術研究会
報告集、第一分冊

220 221 旭川医科大学 今井　充 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫

股関節 2009 3
北海道における人工関節置換術の現状と
課題　ハイブリッド型人工股関節の開発

北海道整形災害外科学会雑誌 50 2 190 194 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

松野丈夫
谷野弘昌
山中康裕
佐藤達也
大水信幸
中村聡喜

北海道大学 西村生哉 兵庫県立大学 比嘉 昌

脊椎 2009 4
Changes in the sagittal spinal alignment of
the elderly without vertebral fractures: a
minimum 10-year longitudinal study

Journal of Orthopaedic Science 14 748 753 北海道大学 武田直樹 旭川医科大学
小林徹也
熱田裕司
松野丈夫

北海道大学 三浪明男 埼玉医科大学 白土修

脊椎 2009 4
An Epidemiological Study of Pre-existing
and De Novo Lumbar Scoliosis in an Adult
Female Cohort

The Spine Journal 9 66S 旭川医科大学 神保静夫 旭川医科大学
小林徹也
青野貴吉
熱田裕司

脊椎 2009 4 腰椎変性後弯症の病態と自然経過 脊椎脊髄ジャーナル 22 5 687 693 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫

下肢 2009 4
多発性骨端異形成症による高度膝変形に
対して人工膝関節全置換術を行った1例
術前計画および手術中の注意と問題点

膝 33 2 359 362 豊岡中央病院 浜口英寿

脊椎 2009 4
新規発生腰椎変性すべり症のX線学的検
討

東日本整形災害外科学会雑誌 21 1 101 104 旭川医科大学 青野貴吉 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
神保静夫
松野丈夫

脊椎 2009 5 脊柱後弯症ー疾患概念と治療の変遷 脊椎脊髄ジャーナル 22 5 436 447 大分整形外科病院 竹光　義治

股関節 2009 6
人工股関節再置換術　臼蓋側　ラージソ
ケットを用いた再置換術の適応と手技の
実際

Orthopaedics 22 7 35 42 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

下肢 2009 7
装具歩行および尖足矯正術の施行により
歩行能力に改善を認めた維持期片麻痺患
者の一症例

北海道理学療法 26 44 48
旭川リハビリテーション病
院

須田瓦 旭川医科大学 小原和宏
旭川リハビリテーショ
ン病院

塚田鉄平
春名弘一
稲田亨

股関節 2009 8
The proximal hip joint capsule and the
zona orbicularis contribute to hip joint
stability in distraction

J Orthop Res 27 8 989 995
Asahikawa Medical
University

Ito H Stanford University

Song Y
Lindsey DP
Safran MR
Giori NJ

リウマチ 2009 8 最新学術情報ーミルク抗体 関節外科 28 8 108 110
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科 松野丈夫 Chondrex.Inc
割谷孝貴
寺戸国昭

アサマ化成株式会社 塩野谷　博

肩関節 2009 8
クライオセラピーは直視下腱板修復術術
後の出血および炎症を軽減するか

肩関節 33 3 743 745 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹
大泉尚美

琉球大学 山口浩

腫瘍 2009 8
北海道における骨軟部腫瘍の基礎と臨床
骨軟部領域における緩和的治療の現状

北海道整形災害外科学会雑誌 51 1 52 56 旭川医科大学整形外科 丹代　晋 旭川医科大学整形外科 松野丈夫
旭川医科大学緩和
ケア診療室

阿部泰之

リウマチ 2009 10

Long-term efficacy of leflunomide on
disease activity and inhibition of joint
damage:retrospective comparison with
methotreate for Japanese rheumatoid
arthritis patients

Modern Rheumatology 19 5 513 521
Katayama orthopedic
rheumatology clinic

Kou Katayama
Department of orthopedic
surgery,Asahikawa medical
college

Takeo Matsuno

脊椎 2009 10
Sub-axial injury classificationシステムを用
いた中下位頚椎損傷の評価

臨床雑誌整形外科 60 11 1139 1142 旭川医科大学 青野貴吉 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
神保静夫
松野丈夫

股関節 2009 11
見落としやすい整形外科疾患　診かた治
しかたのコツ 股関節

Orthopaedics 22 12 59 66 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫
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骨粗鬆症 2009 11
Evaluation of the Effect of 4 Months of
Risedronate Therapy on Femoral Strength
Using Femoral Strength Analysis Tools

The Journal of International Medical
Research

37 6 1972 1981
 Takakuwa Orthopaedic
Nagayama Clinic,
Hokkaido, Japan

Takakuwa, M
 Takakuwa Orthopaedic
Nagayama Clinic, Hokkaido,
Japan

Otsuka, K
GE Healthcare,
Tokyo, Japan

Konishi, M
Eisai Co., Ltd., Tokyo,
Japan

 Itabashi, K.

下肢 2009 12
ＭＩＳ　ＴＫＡにおける大腿骨遠位骨切除量
のピットフォール　大腿骨内顆基準法と通
常法の違い

日本人工関節学会誌 39 30 31 豊岡中央病院 浜口英寿

肘関節 2009 12
Power Track II MMTコマンダーを用いた肘
関節筋力測定の検討

日本肘関節学会誌 16 2 63 66 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹 旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2009 腰部脊柱管狭窄症　薬物療法 Clinician'09 56 634 638 旭川医科大学 熱田裕司

その他 2009
 LIMK1 acts downstream of BMP signaling
in developing retinal ganglion cell axons
but not dendrites

Dev Biol 330 273 285 Hocking JC

 Hehr CL
Bertolesi G
Funakoshi H
Nakamura T
McFarlane S

その他 2009
Differing responses of satellite cell
activity to exercise training in rat skeletal
muscle

J Phys Ther Sci 21 141 145 Tanaka S

Miyata T
Fujita T
Kawahara E
Tachino K
Funakoshi H
Nakamura T

その他 2009

Identification and characterization of
novel variants of the tryptophan 2,3-
dioxygenase gene: Differential regulation
in the mouse nervous system during
development

Neurosci Res 64 111 117 Kanai M
Nakamura T
Funakoshi H

その他 2009
Tryptophan 2,3-dioxygenase is a key
modulator of physiological neurogenesis
and anxiety-related behavior in mice

Neurosci Res 2 1 1 16 Kanai M

Funakoshi H
Takahashi H
Hayakawa T
Mizuno S
Matsumoto K
Nakamura T

その他 2009

Disease-dependent reciprocal
phosphorylation of serine and tyrosine
residues of c-Met/HGF receptor
contributes disease retardation of a
transgenic mouse model of ALS.

Neurosci Res 65 194 200 Kadoyama K

Funakoshi H
Ohya-Shimada W
Nakamura T
Matsumoto K
Matsuyama S
Nakamura T

その他 2009 トリプトファン代謝と高次脳機能 アミノ酸研究 3 1 15 19 船越洋
金井将昭
中村敏一

骨粗鬆症 2009
骨粗鬆症患者の急性腰背部痛に対するリ
セドロネートとカルシトニンの併用療法

オステオポローシス・ジャパン 17 1 52 54
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

腫瘍 2009
「特集　骨･軟部腫瘍診断のﾋﾟｯﾄﾌｫｰﾙ-誤
診とその要因」　introduction

関節外科 28 2 19 20 旭川医科大学 松野丈夫

下肢 2009 ＣＲ型ＴＫＡ後の歩行解析 日本人工関節学会誌 39 48 49
函館整形外科クリニック
整形外科

前田龍智
函館整形外科クリニック整形
外科

大越康充
函館整形外科クリ
ニックリハビリテー
ション部

吉田俊教
井野拓実
三好徹
大角侑平
小竹諭

函館工業高等専門学
校機械工学科

はこだて未来大学情
報アーキテクチャ学
科

川上健作

鈴木昭二

上肢 2009
肩鎖関節脱臼に対するHenry変法の治療
経験

肩関節 34 4 671 674 函館協会病院 多田　博 函館協会病院 戸嶋　潤

上肢 2009
手指側副靱帯断裂に対する一次修復の
検討

日本手の外科学会誌 25 2 54 57 大西病院 中村　智

股関節 2009 Dall, Hardinge アプローチの脱臼率 日本人工関節学会誌 39 254 255 豊岡中央病院 寺西　正 豊岡中央病院
辻　宗啓
後藤英司

股関節 2009
北海道における人工関節置換術の現状と
課題　ハイブリッド型人工股関節の開発

北海道整形外科学会雑誌 28 1 7 17 旭川医科大学 伊藤浩 旭川医科大学
松野丈夫
谷野弘昌ら

股関節 2009
人工股関節（THA）周囲の骨折、３症例の
報告

北整・外傷研誌 25 5 9 豊岡中央病院 寺西　正 豊岡中央病院
辻　宗啓
後藤英司
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股関節 2010 2
In vivo femoral head damage and its effect
on polyethylene wear

J Arthroplasty 25 2 302 308
Asahikawa Medical
University

Ito H Maloney CM
Rush Medical
College

Crowninshield
RD

Washington
University

Stanford University

Clohisy JC
McDonald DJ

Maloney WJ

股関節 2010 2
THA vs 関節温存手術　亜脱臼性股関節
症におけるChiari法とTHAの適応と成績‐
人工関節 vs 骨頭温存手術‐

関節外科 29 2 118 121 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

谷野弘昌
山中康裕
中村聡喜
松野丈夫

股関節 2010 2
患者さんに説明できる!全身の人工関節置
換術メリット・デメリット　人工股関節置換
術　メリット・デメリット

整形外科看護 15 2 18 24 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2010 3 肩甲帯部痛をきたす頸椎疾患
MB Orthopaedics
（依頼原稿）

23 3 53 60 旭川医科大学 神保静夫 旭川医科大学 熱田裕司

股関節 2010 3
【季節変動と日内変動】 転倒予防対策は?
冬道での転倒予防対策について教えてく
ださい

Q&Aでわかる肥満と糖尿病 9 2 222 224 旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学 伊藤　浩

スポーツ 2010 3
バレーボール選手における第５中足骨疲
労骨折の動作解析

東日本整形災害外科学会雑誌 22 1 81 84 旭川医科大学 小原和宏 旭川医科大学
松野丈夫
佐々木祐介

肩関節 2010 3
関節リウマチ肩の手術前単純X線像から
術後成績を予想可能か？

東日本整形災害外科学会誌 22 1 67 71 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹
大泉尚美

片山整形外科リウマ
チ科クリニック

片山耕 旭川医科大学 松野丈夫

外傷 2010 3
小児大腿骨骨折骨折の治療　‐症例検討
会の報告ー

北海道整形外科外傷研究会会誌 26 73 79 刀圭会協立病院 津村　敬

外傷 2010 3
大腿骨頚部骨折の術後合併症としての転
子下骨折　その原因と対策

北海道整形外科外傷研究会会誌 26 23 27 豊岡中央病院 浜口英寿

外傷 2010 3
骨接合術後に対照的な経過をたどった転
位型大腿骨頚部骨折の２例　ー骨癒合過
程に関する考察ー

北海道整形外科外傷研究会会誌 26 7 12 刀圭会協立病院 津村　敬 刀圭会協立病院
伊林　克也
佐藤　幸宏
長谷川　敏

脊椎 2010 3
脊髄機能総合監視自動アラームシステム
におけるビデオ機器の遠隔操作(VISCA)

平成21年度機器・分析技術研究会、実
験・実習技術研究会 in 琉球　報告集

346 347 旭川医科大学 今井　充 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2010 4
Radiographic analysis of newly-developed
degenerative spondylolisthesis in a mean
12-year prospective study

Spine 35 8 887 891
Asahikawa Medical
College

Kiyoshi Aono Asahikawa Medical College

Tetsuya
Kobayashi
Yuji Atsuta
Takeo Matsuno

脊椎 2010 4

Spinal　Metastasis　From　Lung　Cancer
Fifteen　Years　After　Surgery
Presenting　as Pseudohemangioma
Appearance of the Vertebra: A Case
Report

SPINE 35 E86 E89 旭川医科大学 稲岡努 旭川医科大学

高橋康二
油野民雄
三代川斉之
丹代　晋
小林徹也
松野丈夫

脊椎 2010 4
Importance of sagittal spinal alignment for
the prevention of vertebral fracture
cascade

The Spine Journal 10 117S 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

妹尾一誠
青野貴吉
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2010 4
Spinal posture and its relationship with
the incidence of fractures in a
community-based cohort

The Spine Journal 10 19S 旭川医科大学 妹尾一誠 旭川医科大学
小林徹也
青野貴吉
熱田裕司

脊椎 2010 4
第10胸椎に発生したclear cell
chondrosarcomaの1例

整形災害外科 53 8 997 1000 旭川医科大学 清水睦也 旭川医科大学
小林徹也
丹代　晋
松野丈夫

脊椎 2010 4
腰椎変性側弯の発生および進行に関する
X線学的検討

東日本整形災害外科学会雑誌 22 1 97 101 旭川医科大学 神保静夫 旭川医科大学

小林徹也
青野貴吉
熱田裕司
松野丈夫

骨粗鬆症 2010 6
末梢性神経障害に対するメチコバール
注射剤の基礎と臨床応用̶整形外科領域
を中心に̶

Progress in Medicine 30 6 183 195
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

股関節 2010 6
術後抗凝固剤非使用での当科股関節疾
患におけるＤＶＴ発生頻度の検討

東日本整形外科学会誌 22 2 230 233 旭川医科大学 山中康裕 旭川医科大学

佐藤達也
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

市立札幌病院 平山光久
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肩関節 2010 8
腱板断裂に合併した上腕二頭筋長頭腱障
害ー固定か切離か？‐

肩関節 34 3 825 828 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹
大泉尚美

旭川医科大学 松野丈夫

スポーツ 2010 8
整形外科領域における痛みスポーツ選手
における疼痛マネージメント

北海道整形災害外科学会雑誌 52 1 11 14 旭川医科大学 小原和宏 旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2010 9

Degenerative spondylolisthesis score
(DS score) as a significant predictor
of the development of DS in female
cohort

The Spine Journal 10 9S 97S 97S
Asahikawa Medical
College

Kiyoshi Aono Asahikawa Medical College

TetsuyaKobayas
hi
Yuji Atsuta
Takeo Matsuno

脊椎 2010 9
慢性腰・下肢痛患者に対するリン酸コデイ
ンの使用経験

整形外科 61 9 971 976 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学
熱田裕司
佐藤雅子
松野丈夫

股関節 2010 10
revision THAにおける現況と課題 臼蓋側
ラージソケットによる臼蓋再置換術

関節外科 29 10 1110 1118 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

谷野弘昌
山中康裕
中村聡喜
松野丈夫

股関節 2010 10

高齢者・超高齢者慢性疾患に対する手術
適応と手術の実際　大都会と地方での比
較 高齢者・超高齢OA患者に対する手術
適応と手術の実際　地方　股関節疾患患
者への手術適応と手術の実際

関節外科 29
10月
増刊

128 141 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

谷野弘昌
山中康裕
中村聡喜
松野丈夫

股関節 2010 12
Porous-coated cementless acetabular
components without bulk bone graft in
revision surgery

J Arthroplasty 25 8 1307 1310
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Tanino H
Yamanaka Y
Sato T
Matsuno T

Hokkaido University Minami A

下肢 2010 12
人工膝関節全置換術後の内外反動揺性
の1年後の変化

日本人工関節学会誌 40 298 299 豊岡中央病院 浜口英寿

肩関節 2010 12
広範囲腱板断裂修復後に再断裂しCuff
tear arthropathy と肩峰骨折をきたした1例

日本人工関節学会誌 40 90 91 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹
大泉尚美

旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2010 12 Elite plus THAの中期成績 日本人工関節学会誌 40 392 393 北海道大学 中野宏昭 北海道大学

眞島任史
高橋大介
井上正弘
大浦久典
三浪明男

旭川医科大学
伊藤　浩
松野丈夫

股関節 2010 Apr-Jun
Use of a deep polyethylene liner for the
treatment of recurrent dislocation.

Hip Int 20 2 269 272
Asahikawa Medical
College

Tanino H Asahikawa Medical College
Ito H
Matsuno T

University of Florida Banks SA
BioMotion
Foundation

Harman MK

その他 2010

Implication of tryptophan 2,3-dioxygenase
and its novel variants in the hippocampus
and cerebellum during the developing and
adult brain

International Journal of Tryptophan.
Research

3 141 149 Kanai M
Funakoshi H
Nakamura T

その他 2010
Anti-apoptotic and anti-autophagic
effects of GDNF and HGF after transient
MCAO in Rats

J Neurosci Res 88 10 2197 2206 Shang J

Deguchi K
Yamashita T
Ohta Y
Zhang H
Morimoto N
Liu N
Zhang X
Tian F
Matsuura T
Funakoshi H
Nakamura Ｔ
Abe K

その他 2010
Expression of tryptophan 2,3-dioxygenase
in mature granule cells of the dentate
gyrus

Mol Brain 3 26 Ohira K

Hagihara H
Toyama K
Takao K
Kanai M
Funakoshi H
Nakamura T
Miyakawa T
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その他 2010

Hepatocyte growth factor inhibits CNS
autoimmunity by inducing tolerogenic
dendritic cells and CD25+Foxp3+
regulatory T cells

Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 107 14 6424 6429 Benkhoucha M

Santiago-Raber
M-L
Schneiter G
Chofflon M
Funakoshi H
Nakamura
Lalive PH

リウマチ 2010
Extensor tendon rupture and three-
dimensional computed tomography
imaging of the rheumatoid wrist.

Skeletal Radiol. 39 4 325 331 Niigata Rheumatic Center Abe Asami Niigata Rheumatic Center Isikawa Hajime
Niigata Rheumatic
Center

Murasawa Akira

脊椎 2010
神経性間欠跛行を再現するfictive実験モ
デル

旭川医科大学研究フォーラム 11 66 67 旭川医科大学 熱田裕司

下肢 2010
Modified gap techniqueにおける伸展バラ
ンスの術中変化についての検討

日本人工関節学会誌 40 156 157 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
佐々木祐介
松野丈夫

下肢 2010
内側型変形性膝関節症に対するPS型人
工膝関節置換術における軟部組織剛性に
ついての検討

日本人工関節学会誌 40 154 155 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
佐々木祐介
松野丈夫

上肢 2010
特発性手根管症候群に対する手根管開
放術における自覚症状の意義

日本手外科学会誌 27 1 3 大西病院 中村　智 函館協会病院 多田　博

股関節 2010
臼蓋側　ラージソケットによる臼蓋再置換
術

関節外科 29 10 1110 1118 旭川医科大学 伊藤浩 旭川医科大学

谷野弘昌
山中康裕
中村聡喜
松野丈夫

その他 2010 肝細胞増殖因子(HGF)
日本臨床　広範囲 血液・尿化学検査，
免疫学的検査（第7版）増刊号

7 121 130 野間さつき
船越洋
中村敏一

骨粗鬆症 2011 1

Risedronate improves proximal femur
bone density and geometry in patients
with osteoporosis or osteopenia and
clinical risk factors of fractures: a
practice-based observational study

Journal of bone and mineral
metabolism

29 1 88 95
 Takakuwa Orthopaedic
Nagayama Clinic,
Hokkaido, Japan

Takakuwa Masayuki

 Institute for Integrated
Sports Medicine, Keio
University School of
Medicine, Tokyo, Japan

Iwamoto Jun
GE Healthcare,
Tokyo, Japan

Konishi Masahisa
Zhou Qi

Eisai Co., Ltd., Tokyo,
Japan

 Itabashi Koichi

リウマチ 2011 1

Supplemental treatment of rheumatoid
arthritis with natural milk antibodies
against enteromicrobes and their
toxins:results of an open-labelled pilot
study

Nutrition journal 10 2 1 11
Katayama orthopedic
rheumatology clinic

Kou Katayama
Department of orthopedic
surgery,Asahikawa medical
college

Takeo Matsuno Chondrex.Inc
 Takaki waritani
 Kuniaki Terato

Asama chimcal
Co.Ltd

Hiroshi Shionoya

股関節 2011 2
Cemented calcar replacement femoral
component in revision hybrid total hip
arthroplasty

J Arthroplasty 26 2 236 243
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Tanino H
Yamanaka Y
Nakamura T
Matsuno T

Hokkaido University Minami A

上肢 2011 2
バドミントンにより第2中手骨疲労骨折を生
じた１例

整形・災害外科 54 2 211 213 旭川医科大学 結城一声 旭川医科大学
林真
白岩康孝

脊椎 2011 2
ダンベル型を呈した腰椎部硬膜外血管腫
の1例

整形外科 62 2 126 129 旭川医科大学 清水睦也 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
丹代　晋
松野丈夫

脊椎 2011 2
脊椎カリエスにおける椎体周囲膿瘍と肺
の癒着に関する検討

日本骨・関節感染症学会雑誌 24 143 146 村山医療センター 竹光正和 村山医療センター

金子慎二
塩田匡宣
飯塚慎吾
加藤裕幸
池上健
宝亀登
福田健太郎
町田正文
山岸正明

脊椎 2011 3
脊髄機能総合監視自動アラームシステム
における手術野映像の遠隔撮影・転送

平成22年度　熊本大学　総合技術研究
会報告集

49
CDに別

掲
旭川医科大学 今井　充 旭川医科大学

熱田裕司
松野丈夫

外傷 2011 3
AO分類type C足関節果部骨折の受傷時
足部肢位とX線所見に関する考察（受傷時
足部肢位に基づいた分類）

北海道整形外科外傷研究会会誌 27 63 68 刀圭会協立病院 津村　敬 刀圭会協立病院 佐藤　幸宏

外傷 2011 3
当院における踵骨関節内骨折に対するプ
レート固定術の治療成績

北海道整形外科外傷研究会会誌 27 15 21 刀圭会協立病院 津村　敬 刀圭会協立病院 佐藤　幸宏

脊椎 2011 3
北海道での住民検診から得られた脊椎変
性と脊柱矢状面アライメントに関する知見

北海道整形災害外科学会雑誌 52 2 187 193 旭川医科大学 小林徹也
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その他 2011
Therapeutic Potential of Hepatocyte
Growth Factor for Treating Neurological
Diseases

Current Drug Therapy
in

press
Kadoyama K

Kadoyama K
Funakoshi H
Nakamura T
Sakaeda T

その他 2011
Hepatocyte growth factor (HGF):
Neurotrophic functions and therapeutic
implications for neuronal injury/diseases

Current Signal Transduction Therapy 6 156 167 Funakoshi H Nakamura T

その他 2011

Modulation of tryptophan metabolism,
promotion of neurogenesis and alteration
of anxiety-related behavior in tryptophan
2,3-dioxygenase-deficient mice

International Journal of Tryptophan
Research

4 7 18 Funakoshi H
Kanai M
Nakamura T

その他 2011

Strong neurogenesis, angiogenesis and
anti-fibrosis of hepatocyte growth factor
in rats brain after transient middle
cerebral artery occlusion (tMCAO)

J Neurosci Res 89 1 86 95 Shang J

Deguchi K
Ohta Y
Liu N
Zhang X
Tian F
Yamashita T
Ikeda Y
Matsuura T
Funakoshi H
Nakamura T
Abe K

上肢 2011
橈骨遠位端骨折に対する modified
condylar stabilizing法

北海道整形外科外傷研究会会誌 27 69 73 士別市立病院 大坪　誠 士別市立病院
浜田　修
宮野　憲仁

脊椎 2011 骨粗鬆症性椎体骨折の診断と治療 北海道整形外科外傷研究会会誌 27 94 98 士別市立病院 濱田　修 士別市立病院
宮野憲仁
大坪　誠
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検索タグ 年 月 第○回 会　名称 題名 講演者　所属施設名 講演者 共同演者所属施設名 共同演者

股関節 2001 4
のぞみ会北海道支部設立総会・記
念講演会

変形性股関節症ーそれぞれの症状と対応に
ついてー

旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2001 6
東京慈恵医大卒後教育研修講演
会

人工股関節置換術ーcement or
cementless?ー

旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2001 7 30 柔道整復師会講演会（北整学会） 股関節疾患・外傷の診断と治療 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2001 7 東京医科歯科大学講演会 亜脱臼性股関節症の治療体系 旭川医科大学 松野丈夫

その他 2001 8 市民健やか健康教室 スポーツを楽しく行うために 旭川医科大学 島崎俊司

下肢 2001 8 北海道HCOセミナー HCOの手技、成績、私の工夫 旭川医科大学 島崎俊司

股関節 2001 10 北見医師会学術講演会 股関節疾患治療における最近の知見 旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2001 11 36
日本パラプレジア医学会　特別講
演

総合せき損センター20年の歩みと脊損医療の
将来

総合せき損センター 竹光　義治

股関節 2001 11
渋谷区医師会・日赤医療センター
合同カンファレンス特別講演会

人工股関節置換術
ー弛み防止の基礎と臨床ー

旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2001 11
北海道労災保険指定病院協会滝
川支部講演会

股関節疾患治療の変遷 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2001 12 52
名古屋市立大学整形外科セミ
ナー

変形性股関節症
ー外科的治療の時期と適応ー

旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2001 Mount Sinai Medical Center
Invited lecture, Slide seminar on bone
pathology(unknown cases).

旭川医科大学 Matsuno T

その他 2001
第２４回日本神経科学・第４４回神
経化学合同大会

船越洋

脊椎 2002 1
東北脊椎外科研究会　日整会教
育研修講演

脊椎骨盤矢状面アラインメントの異常と後弯
症治療のポイント

総合せき損センター顧問 竹光　義治

股関節 2002 1 32 日本人工関節学会
THA再置換術における大径ソケットを用いた
臼蓋再建術

旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2002 3 80 苫小牧整形外科集談会 整形外科の痛みと神経科学 旭川医科大学 熱田裕司

スポーツ 2002 3 11 バレーボールジュニアキャンプ スポーツ医学の講演 旭川医科大学 小原和宏

股関節 2002 5 釧路市整形外科医会学術講演会 Hybrid型THAの適応と（中期）成績 旭川医科大学 松野丈夫

基礎 2002 6
腰部脊柱管狭窄症セミナー2002
in SAPPORO

間欠性跛行モデルにおけるオパルモンの効果
 ー異所性発火抑制効果を中心にー 旭川医科大学 恒川博巳

上肢 2002 6 函館画像研究会講演 上肢疾患における画像診断 函館中央病院 多田　博

脊椎 2002 7 36 日本ペインクリニック学会
根性坐骨神経痛の病態
-異所性発火の動態から-

旭川医科大学 熱田裕司

股関節 2002 7 旭川外科医会 四肢関節症の診断と治療 旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2002 7
北海道難病連北見支部医療講演
会

脊柱靱帯骨化症の診断と治療
ー最近の進歩ー

北見赤十字病院整形外科 菅原　修

股関節 2002 8 13 安比夏季セミナ ー
亜脱臼性股関節症における外科治療の考え
方

旭川医科大学 松野丈夫

上肢 2002 9
少年野球指導者講習会（世界少
年野球推進財団）

野球における少年期の肘・肩障害 旭川医科大学 島崎俊司

その他 2002 9 13 北見市健康まつり　医療講演会 骨粗鬆症の診断と治療 北見赤十字病院整形外科 菅原　修

脊椎 2002 10 17 日本整形外科学会基礎学術集会 根性坐骨神経痛の病態生理と治療の意義 旭川医科大学 熱田裕司

股関節 2002 11 4 Latest Orthopedics研究会 変形性股関節症に対する治療 旭川医科大学 松野丈夫

スポーツ 2002 11 4 大雪スポーツフォーラム 女性とスポーツ 旭川医科大学 小原和宏

その他 2002 難病の分子生物学 [III]
The 15th Naito Conference on Molecular
Biological Approaches for Intractable
Diseases [III]

船越洋

股関節 2003 1 84 苫小牧整形外科集談会
亜脱臼生股関節症の治療
ー棚形成術からTHAまでー。

旭川医科大学 松野丈夫
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スポーツ 2003 3 12 バレーボールジュニアキャンプ スポーツ医学の講演 旭川医科大学 小原和宏

股関節 2003 3
日本リハビリテーション医学会北
海道地区臨床認定医生涯教育研
修会

転倒と大腿骨頚部骨折 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2003 4 11 横浜股関節研究会
人工股関節再置換術における大径セメントレ
スソケットの手術手技および成績

旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2003 5 釧路市整形外科医会学術講演会 新しい人工股関節（THA 4U)の開発 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2003 5 46
広島大学医学部整形外科教室開
講記念会教育研修会

亜脱臼性股関節症に対する治療の考え方 旭川医科大学 松野丈夫

基礎 2003 7 36
日本整形外科学会　骨・軟部腫瘍
学術集会

変形性関節症の疼痛臨界とヒアルロン酸 旭川医科大学 熱田裕司

脊椎 2003 8
Spine Across the Sea,
Symposium; The aging collapsing
spine

Clinical Features and Treatment of Kyphotic
Spine Deformity in the Elderly--Degenerative
Lumbar and Thoracolumbar Degenererative
Kyphosis

総合せき損センター顧問 竹光　義治

股関節 2003 8 12
旭川医科大学派遣講座(旭川百寿
大学)

股関節の痛み 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2003 8 1 オホーツク整形外科懇話会 変形性股関節症におけるTHAの最新話題 旭川医科大学 松野丈夫

その他 2003 8
スポーツ選手のためのリハビリ研
究会

メディカルチェック　整形外科医の立場から 北見赤十字病院 島崎俊司

スポーツ 2003 9 14
スポーツ選手のためのリハビリ
テーション研究会（ワークショップ）

メデイカルチェック　ー整形外科の立場からー 北見赤十字病院整形外科 島崎俊司

スポーツ 2003 10 トライアル 北海道メディカルミュージアム スポーツ時のけがと応急手当について 旭川医科大学 小原和宏

リウマチ 2003 11 16 北海道コラーゲン研究会 リウマチ性疾患におけるＸ線の読み方
片山整形外科リウマチ科クリニッ

ク
片山　耕

股関節 2003 11 苫小牧整形外科集談会
日本人に適合する高性能人工股関節インプラ
ントの設計・開発

旭川医科大学 伊藤　浩

外傷 2003 12
北見地域救急医療対策協議会研
修会

整形外科領域における救急外傷について 北見赤十字病院整形外科 菅原　修

股関節 2003 34 日本人工関節学会
セメントレスソケットを用いた人工股関節再置
換術

旭川医科大学 松野丈夫

その他 2003
第７６回日本生化学大会・シンポ
ジウム

船越洋

脊椎 2004 1 17
Association of Spine Surgeons of
India, Pune　招待講演

Pathogenesis and Management of Lumbar and
Thoracolumbar Degenerative Kyphosis

麻生リハビリテーション専門学校、
大分整形外科病院

竹光　義治

外傷 2004 1 68 市民健康講座 骨粗鬆症と骨折 北見赤十字病院整形外科 菅原　修

股関節 2004 2 兵庫股関節研究会
亜脱臼性股関節症に対する我々の治療方針
̶棚形成術からTHAまで̶

旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2004 3 66 東北大学脊椎外科懇話会
根性坐骨神経痛の病態と治療の基礎
-異所性発火の動態から-

旭川医科大学 熱田裕司

スポーツ 2004 3 13 バレーボールジュニアキャンプ スポーツ医学の講演 旭川医科大学 小原和宏

上肢 2004 4 少年野球指導者研修会 野球選手における肩・肘関節傷害 函館中央病院 多田　博

股関節 2004 7 釧路市整形外科医会学術講演会 人工股関節の再置換術 旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2004 8 14
International symposium of
orthopaedic surgery in Chonnam
University 　招待講演

Current Status and Perspective of Spinal
Injuries Center/LWC

麻生リハビリテーション専門学校、
大分整形外科病院

竹光　義治

脊椎 2004 8 14
International symposium of
orthopaedic surgery in Chonnam
University 　招待講演

Pathogenesis and Management of Lumbar
Degenerative Kyphosis

麻生リハビリテーション専門学校、
大分整形外科病院

竹光　義治

脊椎 2004 9
http://www.dainippon-
pharm.co.jp/yotsu/

現代腰痛事情　　-ドクターからのメッセージ-
足腰のその痛み　-”年のせい”とあきらめない
で

北見赤十字病院整形外科 菅原　修

股関節 2004 9 10 人工関節基礎研究会
日本人に適合する人工股関節インプラントの
設計・開発

旭川医科大学 伊藤　浩
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脊椎 2004 10
Medical Tribune 特別企画　：　座
談会

実地医家における腰部脊柱管狭窄症の診断
と治療

北見赤十字病院整形外科 菅原　修

脊椎 2004 10 富良野医師会学術講演会 農村部における腰曲がりと腰痛について 旭川医科大学 熱田裕司

外傷 2004 10 旭川医科大学公開講座 骨折や脱臼など外傷の初期治療 旭川医科大学 伊藤　浩

股関節 2004 6/5 2
Annual Scientific Meeting of the
Update in Hip Surgery 2004

Jumbo Socket without Bone Grafting-what
are the safe indications?

旭川医科大学 Matsuno T

その他 2004
第３４回新潟神経学夏期セミナー・
シンポジウム

船越洋

スポーツ 2005 1 108 北海道整形災害外科学会 ジャンプ力を科学する 旭川医科大学 小原和宏

股関節 2005 1 北海道メディカルミュージアム
雪上、氷上で起きやすい転棟によるケガと応
急処置

旭川医科大学 松野丈夫

スポーツ 2005 3 14 バレーボールジュニアキャンプ スポーツ医学の講演 旭川医科大学 小原和宏

股関節 2005 3 25 瑞穂卒後研修セミナー 人工股関節置換術ー弛みの防止と対策 旭川医科大学 松野丈夫

上肢 2005 4 函館市医師会市民健康教室 肩の痛み　手術的治療 函館中央病院 多田　博

その他 2005 5 旭川市民フォーラム 骨粗鬆症による脊椎変形と合併症
片山整形外科リウマチ科クリニッ

ク
片山　耕

脊椎 2005 7 27 日本疼痛学会 運動器の痛みと歩行障害　-間欠性跛行- 旭川医科大学 熱田裕司

股関節 2005 7 福井大学講演会 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2005 9 85 北海道医学大会総会 人工関節置換術における最近の進歩 旭川医科大学 松野丈夫

スポーツ 2005 9 4 北海道メディカルミュージアム
スポーツや立ち仕事で起きる足の痛みと膝の
水の話

旭川医科大学 小原和宏

一般 2005 9
平成17年度神経・筋疾患研修会
（政策医療ネットワーク）

骨粗鬆症と骨折 国立精神・神経センター 竹光正和

股関節 2005 10 富良野医師会ほか学術講演会 股関節の痛み（股関節疾患）について 旭川医科大学 伊藤　浩

股関節 2005 11
Annual Meeting of the Korean
Bone and Joint Tumor Surgery

Benign and malignant fibrous histiocytoma of
bone. Are they real entities?

旭川医科大学 Matsuno T

リウマチ 2005 11 旭川病態代謝フォーラム リウマチ性疾患におけるＸ線の読み方
片山整形外科リウマチ科クリニッ

ク
片山　耕

脊椎 2005 11
全国骨科康復進展研討会　招待
講演

Lumbar Degenerative Kyphosis--Etiology,
Clinical Symptoms and Treatment

麻生リハビリテーション専門学校、
大分整形外科病院

竹光　義治

脊椎 2005 11
全国骨科康復進展研討会　招待
講演

Recent Treatment of Cervical Spine and
Spinal Cord Injury in Spinal Injuries Center
Japan

麻生リハビリテーション専門学校、
大分整形外科病院

竹光　義治

脊椎 2005 11 13 日本腰痛学会 腰痛をめぐる常識の基礎 旭川医科大学 熱田裕司

股関節 2005 11 北海道整形外科合同研究会
日本人の股関節骨格形態に適合した人工股
関節の開発

旭川医科大学 伊藤　浩

股関節 2005 12

Slide  Seminar  for  Pathology
Residents   Department  of
Pathology,  The  Massachusetts
General Hospital

Slide Seminar on Bone Tumors (unknown
cases)

Asahikawa Medical University Matsuno T

股関節 2005 12

Slide  Seminar  for  Pathology
Residents   Department  of
Pathology,  The  Mount  Sinai
Hospital.

Slide Seminar on Bone Tumors (unknown
cases)

Asahikawa Medical University Matsuno T

脊椎 2005 12 北見医師会学術講演会 間欠性跛行　-痛みの神経機序- 旭川医科大学 熱田裕司

脊椎 2005 12 百寿大学 腰痛と老化　-腰痛、坐骨神経痛、腰まがり- 旭川医科大学 熱田裕司

脊椎 2005 12 1
脊柱管狭窄症フォーラム　イン　北
見

当科における腰部脊柱管狭窄症の手術的治
療　-　10年間の分析　-

北見赤十字病院整形外科 菅原　修

その他 2005 第１回春樹シンポジウム 船越洋

その他 2005
第７８回日本生化学大会・ワーク
ショップ

船越洋
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股関節 2006 1 道北渓和会
日本人の股関節骨格形態に適合した人工股
関節の開発

旭川医科大学 伊藤　浩

脊椎 2006 3 三木会学術講演会
間欠性跛行の謎は解けるのか!?　-発火を見
つめた男たち-

旭川医科大学 熱田裕司

スポーツ 2006 3 15 バレーボールジュニアキャンプ スポーツ医学の講演 旭川医科大学 小原和宏

緩和 2006 3 ヤンセンファーマ（株）社内研修会
1.痛みのケア　どう評価しどう対応するか2.み
とりマニュアル

旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2006 3 学術講演会
がん治療と緩和ケア　緩和ケアチームの活動
を通して

旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2006 4 武田薬品工業（株）社内勉強会 痛みのケア　どう評価しどう対応するか 旭川医科大学 阿部泰之

リウマチ 2006 5 プログラフＲＡ学術講演会
治療抵抗性高齢ＲＡにおけるプログラフの使
用経験

片山整形外科リウマチ科クリニッ
ク

片山　耕

上肢 2006 5
旭川医科大学整形外科外傷勉強
会

橈骨遠位端骨折の診断と治療の実際 函館中央病院 多田　博

緩和 2006 6
学術講演会　旭川がん疼痛治療
を考える

緩和ケアにおけるドラッグデリバリーシステム
一歩進んだがん疼痛治療のために

旭川医科大学 阿部泰之

腫瘍 2006 7 39
日本整形外科学会　骨・軟部腫瘍
学術集会

Jaffe's Triangleの形成に必要なこと　-骨・軟
部腫瘍診断・治療との35年間のかかわりから-

旭川医科大学 松野丈夫

下肢 2006 9 85 市民健康講座 変形性膝関節症のはなし 北見赤十字病院整形外科 高橋　滋

スポーツ 2006 11 大雪スポーツフォーラム 成長期のスポーツ障害 旭川医科大学 三好直樹

脊椎 2006 11 富山県整形外科医会学術講演会
神経性間欠性跛行の病態　-神経機能の変化
を追う-

旭川医科大学 熱田裕司

リウマチ 2006 11 ボナロン35発売記念講演会
ビスホスフォネート製剤のステロイド服用関節
リウマチ患者の新規椎体骨折におよぼす臨床
効果

片山整形外科リウマチ科クリニッ
ク

片山　耕

その他 2006
ALSワークショップ-ALSの克服に
向けて・ワークショップ

船越洋

その他 2006
第２９回日本神経科学大会-
Neuroscience 2006

船越洋

その他 2006
第５４回神戸バイオサイエンス研
究会・特別講演

船越洋

股関節 2007 1
教育研究の連携及び協力体制の
構築のための講演会

人工股関節における弛みの諸問題と新しい人
工股関節の開発

旭川医科大学 松野丈夫

スポーツ 2007 3 16 バレーボールジュニアキャンプ スポーツ医学の講演 旭川医科大学 小原和宏

外傷 2007 3 1 外傷セミナー 当科における橈骨遠位端骨折治療の変遷 北見赤十字病院整形外科 菅原　修

脊椎 2007 4 SICOT
Neurobiological basis for low back pain. -How
the muscle relaxant (eperisone) works.

旭川医科大学 熱田裕司

脊椎 2007 4
大分県整形外科医会　日整会教
育研修講演

脊柱変性後弯症―腰痛障害と一次性変形性
股関節症

大分整形外科病院 竹光　義治

股関節 2007 4 51・16
リウマチ学会総会学術集会/国際
リウマチシンポジウム

外科術の最近の進歩リウマチ性股関節に対
する手術　ハイブリット股関節全置換術の長期
臨床成績(Recent Progress in Surgery
Surgery for Rheumatoid Hip: Long-term
Clinical Results of Hybrid Total Hip
Arthroplasty)

旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2007 4
中国整形外科リハビリテーション
学会

Brace treatment of idiopathic scoliosis 国立精神・神経センター 竹光正和

脊椎 2007 5
Japanisch-Deutsch
Orthopaedische Tagung

Lumbar Degenerative Kyphosis--Etiology,
Treatment and Influence to the Hip Joint

大分整形外科病院 竹光　義治

緩和 2007 5
ノバルティスファーマ（株）外来講
師勉強会

整形外科医と緩和ケア 旭川医科大学 阿部泰之

その他 2007 5 富良野医師会学術講演会 骨粗鬆症と骨折 豊岡中央病院 浜口英寿
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股関節 2007 7 昭和大学医局合同カンファレンス
WHO分類からみた骨腫瘍診断の変遷と治
療ーJaffe's traiangleの重要性ー

旭川医科大学 松野丈夫

スポーツ 2007 7 北都専門学校OB会勉強会 臨床に役立つ動作解析 旭川医科大学 小原和宏

緩和 2007 8 1
EPEC-O Summer Seminar in
Asahikawa

疼痛コントロール１・２ 旭川医科大学 阿部泰之

上肢 2007 9
エフテックスインスティチュート野
球班講習会

投球障害の診断と治療 旭川医科大学 島崎俊司

緩和 2007 9 28
旭川緩和医療研究会市民公開講
座

旭川地域の緩和ケアのネットワークづくり～あ
さひかんわネット構想～

旭川医科大学 阿部泰之

その他 2007 10 旭川市民フォーラム 骨粗鬆症治療における最近の話題
片山整形外科リウマチ科クリニッ

ク
片山　耕

脊椎 2007 10 50
道北整形外科医会　日整会教育
研修講演

脊柱変性後弯症―腰曲がり障害と一次性変
形性股関節症

大分整形外科病院 竹光　義治

脊椎 2007 11 15
Asia Pacific Orthopaedic
Association (Triennial Congress)

Lumbar Degenerative Kyphosis-Spinopelvic
Malalignment and Related Coxarthorosis

大分整形外科病院 竹光　義治

大分整形外科病院
長沼整形外科病院

豊岡中央病院
岩原整形外科医院

大田秀樹
原田吉雄
後藤英司
岩原敏人

リウマチ 2007 11
リウマチ講演会
（旭川市保健所主催）

知っておきたい関節リウマチ変形防止
のための３つのキーポイント

片山整形外科リウマチ科クリニッ
ク

片山　耕

緩和 2007 11 20 道北臨床薬学研究会
最新緩和ケア・最深緩和ケア～正しい理解と
実践のために～

旭川医科大学 阿部泰之

脊椎 2007 12 27
ASSEAN Orthop. Association and
Vietnum orthopaedic Association

Lumbar Degenerative Kyphosis and
Osteoarthritis of the Hip, with Spinopelvic
Malalignment

大分整形外科病院 竹光　義治 大分整形外科病院 大田秀樹

緩和 2007 12 5
EPEC-Oトレーナーズワークショッ
プ

コミュニケーション　悪い知らせの伝え方 旭川医科大学 阿部泰之

股関節 2007 12 旭川医科大学派遣講座 転倒の予防と対策ー冬道の転倒ー 旭川医科大学 松野丈夫

その他 2007

Neuro2007_第３０回日本神経科学
大会・第５０回日本神経化学会大
会・第１３回日本神経回路学会大
会合同学会

Funakoshi H

脊椎 2008 1

Invited Lecture at the Retirement
ceremony of Prof..PQ.Chen,
National Taiwan University
Hospital

Lumbar Degenerative Kyphosis and
Osteoarthritis of the HIp, with Spinopelvic
Malalignment

大分整形外科病院 竹光　義治

緩和 2008 2
平成19年度旭川市訪問看護ス
テーション連絡協議会

マッサージのススメ‐緩和的マッサージ論‐ 旭川医科大学 阿部泰之

股関節 2008 3
埼玉県整形外科研究会(獨協医大
越谷病院)

人工股関節置換術に関する私の考え方 旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2008 3 三木会学術講演会
コミュニケーションが守ってつなぐ整形外科診
療

旭川医科大学 熱田裕司

スポーツ 2008 3 17 バレーボールジュニアキャンプ スポーツ医学の講演 旭川医科大学 小原和宏

緩和 2008 4 田辺三菱製薬社内勉強会 緩和ケアについて 旭川医科大学 阿部泰之

リウマチ 2008 5
中越RA　トータルマネジメント研究
会

関節リウマチの関節破壊と上肢の手術 新潟県立リウマチセンター 阿部麻美

下肢 2008 6 サノフィ・アベンティス社内講演 膝人工関節 函館整形外科クリニック整形外科 前田龍智

その他 2008 7
The 31st Annual Meeting of the
Japan Neuroscience Society

HGF as a versatile and critical neurotrophic
factor during development and regeneration of
the nervous system

Funakoshi H
Ohya W

Nakamura T
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その他 2008 7
The 31st Annual Meeting of the
Japan Neuroscience Society

Hepatocyte growth factor (HGF) promotes
endogenous repair and functional recovery
after spinal cord injury; Preclinical trial from
rodent to primate

Kitamura K

Nakamura M
Iwanami A
Fujiyoshi K
Yamane J
Toyoda F

Hikishima K
Funakoshi H
Nakamura T
Toyama Y
Okano H

脊椎 2008 7 浜頓別町町民健康講座 骨まで愛して　-骨粗鬆症の話- 旭川医科大学 熱田裕司

下肢 2008 7
北海道柔道整復師会旭川ブロック
定期学術勉強会

膝の外傷 旭川医科大学 島崎俊司

緩和 2008 8
旭川地区家庭生活カウンセラー1
級養成講座

緩和ケア概論 旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2008 9 2 EPEC-O Seminar in Asahikawa コミュニケーション‐悪い知らせの伝え方‐ 旭川医科大学 阿部泰之

脊椎 2008 9 武蔵村山市民公開講座
脊椎のスポーツ障害（腰椎分離症など若年者
の腰痛をきたすスポーツ障害他

村山医療センター 竹光正和

緩和 2008 9
旭川緩和医療研究会　市民公開
講座2008

今、緩和ケアに何ができるのか　Ａさん＿入院
での緩和ケア　緩和ケア医の立場から

旭川医科大学 阿部泰之

脊椎 2008 9
大塚製薬社内招聘勉強会（社内
講演）

腰部脊柱管狭窄症の診断と治療 口演 豊岡中央病院 猪川　輪哉

脊椎 2008 10
整形外科医のための末梢血管病
フォーラム

腰部脊柱管狭窄症の神経性間欠跛行もじつ
は血管性？

旭川医科大学 熱田裕司

股関節 2008 10 整形外科ｶﾚﾝﾄｺﾝｾﾌﾟﾄ(帝京大学) 亜脱臼性股関節症の治療戦略 旭川医科大学 松野丈夫

リウマチ 2008 10 4 第4回　西北五リウマチ研究会 『関節リウマチの関節破壊と上肢手術』 新潟県立リウマチセンター 阿部麻美

スポーツ 2008 10
道北地区　初級障害者スポーツ指
導員養成研修会

スポーツ生理　（1）健常者のトレーニング効果 旭川医科大学 阿部　里見

腫瘍 2008 10
日本病院薬剤師会がん専門薬剤
師研修

骨・軟部腫瘍の化学療法 旭川医科大学 丹代　晋

緩和 2008 10 54
市民と共に創るホスピスケアの会
市民座シリーズ「医療の試み」

緩和ケアは如何にすすめるべきか“あさひか
んわネット”構想と緩和ケア教育を中心に

旭川医科大学 阿部泰之

脊椎 2008 11
旭川脊椎談話会・渓和会合同講
演会

骨粗鬆症性椎体骨折の診断と保存療法 士別市立病院 濱田　修

緩和 2008 11 8
東京海上日動あんしん生命市民
講座「がんと闘う最前線」セミナー

がん緩和ケア～がんと上手に付き合うために 旭川医科大学 阿部泰之

下肢 2008 11 113 苫小牧整形外科集談会 下肢スポーツ外傷•障害に対する外科的治療 旭川医科大学 島崎俊司

脊椎 2008 12 三木会学術講演会 間欠跛行の先に見えること 旭川医科大学 熱田裕司

緩和 2008 12
旭川地区家庭生活カウンセラー1
級養成講座

アイヌ民族の看取りの文化・スピリチュアルペ
イン

旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2008 12 山梨県緩和ケア研修会 がん性疼痛の評価と治療 旭川医科大学 阿部泰之

その他 2008

51th Annual Meeting of the
Japanese Society for
Neurochemistry, 2nd WFSBP Asia
pacific Congress and 30th Annual
Meeting of JSBP

Modulation of neurogenesis and anxiety-
related behavior in tryptophan 2,3-
dioxygenase KO mice

Funakoshi H
Kanai M

Nakamura T

その他 2008

Hepatocyte growth factor (HGF)
as a novel and versatile
neurotrophic factor during
development and regeneration of
the nervous system.

Katzir Conference on Life and Death in the
Nervous System

Funakoshi H
Ohya W

Nakamura T

股関節 2008
開西病院人工関節センター開設
記念市民講座

股関節の痛みのはなし
~先天性股関節脱臼から人工股関節まで~

旭川医科大学 松野丈夫

その他 2008
第３０回トリプトファン研究会学術
集会 シンポジウム

トリプトファン代謝と情動
船越洋 金井将昭

中村敏一
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その他 2008
第31回日本分子生物学会年会・
第81回日本生化学会大会合同大
会シンポジウム

濃度勾配因子としてのHGFを介した形態形成・
細胞増殖・遊走の制御

  松本邦夫
中村隆弘
大谷若菜
船越洋

中村敏一

股関節 2009 1
薬学教育６年制導入に伴う薬剤師
学び直しのための教育支援プログ
ラム

骨・関節系疾患 旭川医科大学 伊藤　浩

リウマチ 2009 2 2
第2回　生物学的製剤の骨関節破
壊抑制効果を語る会

『生物学的製剤の骨関節破壊抑制効果』
　~先生なら治療方針はどうしますか?~

新潟県立リウマチセンター 阿部麻美

股関節 2009 2 39 日本人工関節学会 本邦におけるTHAの問題点と将来展望 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2009 2 39 日本人工関節学会 ミニレクチャー：THAの術前計画 旭川医科大学 伊藤　浩

緩和 2009 2 深川市医師会学術講演会 緩和ケアは如何に進めるべきか 旭川医科大学 阿部泰之

スポーツ 2009 3 8 大雪スポーツフォーラム スポーツ動作の解析 旭川医科大学 小原和宏

スポーツ 2009 3 18 バレーボールジュニアキャンプ スポーツ医学の講演 旭川医科大学 小原和宏

緩和 2009 3 札幌医大泌尿器科同門会勉強会 がん緩和ケアとエンドオブライフ・ケア 旭川医科大学 阿部泰之

その他 2009 4
アステラス製薬・モロオ株式会社
合同社内講演会

専門外からみた「骨粗鬆症」というシロモノ 函館整形外科クリニック整形外科 前田龍智

脊椎 2009 4 420 岩手整形災害外科懇談会 間欠跛行、そのとき何が起きているか 旭川医科大学 熱田裕司

リウマチ 2009 4 53 日本リウマチ学会総会
アンケート調査による生物学的製剤の使用実
態

片山整形外科リウマチ科クリニッ
ク

片山　耕

スポーツ 2009 6 旭川外傷研究会 現場での捻挫治療経験 旭川医科大学 小原和宏

リウマチ 2009 6 7
第7回　加古川・神戸大学連携リウ
マチカンファレンス

『新潟県のリウマチ治療と県立リウマチセン
ター』

新潟県立リウマチセンター 阿部麻美

下肢 2009 6
公立はこだて未来大学システム情
報科学部教養科目「ロボットと科
学技術」講義

３次元動作解析の基本と人間の歩き始め 函館整形外科クリニック整形外科 前田龍智

腫瘍 2009 7 20 骨軟部放射線診断セミナー 骨腫瘍治療の現状 旭川医科大学 丹代　晋

脊椎 2009 7
北海道難病連北見支部医療講演
会

後縦靱帯骨化症の診断と治療 北見赤十字病院整形外科 菅原　修

腫瘍 2009 9 1 旭川肺癌骨転移セミナー 肺癌骨転移に対する整形外科的アプローチ 旭川医科大学 丹代　晋

下肢
股関節

2009 9 市民健康講座 変形性関節症について 北見赤十字病院整形外科 森末昌諭

緩和 2009 9 58 東日本整形災害外科学会 整形外科医にできる骨転移マネジメント 旭川医科大学 阿部泰之

股関節 2009 10 7 旭川放射線医学研修ｾﾐﾅｰ
骨腫瘍のX線診断における病理組織所見の重
要性

旭川医科大学 松野丈夫

リウマチ 2009 10 市民公開講座(札幌） 正しく知ろう、リウマチ治療の現在
片山整形外科リウマチ科クリニッ

ク
片山　耕

腫瘍 2009 10 52 道北渓和会 骨軟部腫瘍の怖い話 旭川医科大学 丹代　晋

股関節 2009 10 とかち健康ﾌｪｱ2009
市民公開講座：雪道の転倒防止
~転ばない歩き方と靴選び~

旭川医科大学 松野丈夫

その他 2009 10 旭川医科大学公開講座 整形外科における再生医療 旭川医科大学 伊藤　浩

緩和 2009 10
旭川市民公開講座-知ることから
始まる前立腺がんの話-

「がんの緩和ケア～前立腺がんを中心に」 旭川医科大学 阿部泰之

脊椎 2009 10
旭川脊椎談話会・三木会合同講
演会

神経・筋疾患における脊柱変形 村山医療センター 竹光正和

股関節 2009 10 36 日本股関節学会
Revisionにおける修復法（寛骨臼側）（エビデン
スセミナー）

旭川医科大学 伊藤　浩

脊椎 2009 10 2
整形外科医のための末梢神経病
フォーラム

腰部脊柱管狭窄症の薬物療法 口演 豊岡中央病院 猪川　輪哉

脊椎 2009 11
50 year's Anniversary of Duches
of Kent Children's Hospital, Hong
Kong

Lumbar Degenerative Kyphsos, Etiology,
Clinical Symptoms and Treatment

大分整形外科病院 竹光　義治
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脊椎 2009 11 旭川カンファレンス 痛みについて　-腰痛と坐骨神経痛を中心に- 旭川医科大学 熱田裕司

外傷 2009 11
北見地域救急医療対策協議会研
修講演

整形外科領域の外傷病院前救護
-最近の気になる事象を中心に‐

北見赤十字病院整形外科 菅原　修

股関節 2009 12 1 オホーツクリウマチ懇話会 人工股関節置換術の適応と成績 旭川医科大学 松野丈夫

その他 2009
12nd Meeting of the International
Society for Tryptophan Research
(ISTRY)

Modulation of Tryptophan Metabolism,
Promotion of Neurogenesis and Alteration of
Anxiety-related Behavior in Tryptophan 2,3-
Dioxygenase-deficient Mice

Funakoshi H Kanai M
Nakamura T

その他 2009
12nd Meeting of the International
Society for Tryptophan Research
(ISTRY)

Implication of tryptophan 2,3-dioxygenase and
its novel variants in the hippocampus and
cerebellum during developing and adult brain

Kanai M Funakoshi H
Nakamura T

その他 2009 第3回夏のシンポジウム
トリプトファン代謝と高次脳機能.日本アミノ酸
学会

船越洋 金井将昭
中村敏一

腫瘍 2010 1 旭川医大腫瘍センターセミナー 骨・軟部腫瘍の化学療法 旭川医科大学 丹代　晋

股関節 2010 1 14 くにびき整形外科セミナー
亜脱臼性股関節症の治療方針
ーTreatment Chartの重要性ー

旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2010 1 百寿大学 腰痛と老化 旭川医科大学 熱田裕司

股関節 2010 2
運動器の10年･骨と関節の日記念
講演会

雪道の転倒　~転ばない歩き方~ 旭川医科大学 松野丈夫

下肢 2010 2 2 山形済生病院　膝関節セミナー 当院の膝チーム医療 豊岡中央病院 浜口英寿

リウマチ 2010 3 整形外科アクティブカンファレンス 『アクテムラ使用中の関節腫脹の一例』 新潟県立リウマチセンター 阿部麻美

スポーツ 2010 3 19 バレーボールジュニアキャンプ スポーツ医学の講演 旭川医科大学 小原和宏

下肢 2010 3 47 北海道膝研 間葉系細胞の免疫学的特徴 旭川医科大学 能地　仁

脊椎 2010 3 9 武蔵村山市民公開講座
運動器不安定症（脊椎椎体骨折、脊髄障害、
腰部脊柱管狭窄症）

村山医療センター 竹光正和

緩和 2010 3
医科歯科医療連携フォーラム「が
ん治療における緩和ケアと口腔ケ
アの連携」

緩和ケアの考え方・概論 旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2010 4
北海道がんセンター緩和ケア研修
会

事例検討 旭川医科大学 阿部泰之

リウマチ 2010 5 Rheumatology Update 2010 実地医家からみたリウマチ治療
片山整形外科リウマチ科クリニッ

ク
片山　耕

下肢 2010 5 トライアスロンセミナー TriathlonによるMISTKAの短期成績の検討 函館整形外科クリニック整形外科 前田龍智

緩和 2010 5 旭川厚生病院緩和ケア研修会 コミュニケーション 旭川医科大学 阿部泰之

下肢 2010 6
FMいるか「暮らしつづれおり・いる
か健康通信」

人工膝関節 函館整形外科クリニック整形外科 前田龍智

リウマチ 2010 6 新潟アクテムラミーティング 『トシリズマブ使用下の手指の手術』 新潟県立リウマチセンター 阿部麻美

緩和 2010 6
旭川地区在宅ケアを育む会　第45
回症例検討会

「思想・文化としての緩和ケア」 旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2010 6 第１内科イブニングセミナー 緩和ケアのタイミング 旭川医科大学 阿部泰之

股関節 2010 6 119 北海道整形災害外科学会 キアリ骨盤骨切り術（ビデオ講演) 旭川医科大学 伊藤　浩

脊椎 2010 6 最新医療情報セミナー 知ってほしい腰のこと 豊岡中央病院 猪川　輪哉

股関節 2010 7 オホーツク整形外科懇話会 小児股関節疾患の治療 旭川医科大学 伊藤　浩

緩和 2010 7 旭川肺癌勉強会 がん疼痛治療におけるフェンタニルの役割 旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2010 7
緩和ケアの基本教育に関する指
導者研修会

オープニングリマーク　など 旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2010 7
北海道旭川東栄高等学校　進路
講演会

ケアとは何か‐思想文化としての緩和ケア‐ 旭川医科大学 阿部泰之

脊椎 2010 7 札幌市整形外科医会学術講演会 間欠跛行の薬物療法 豊岡中央病院 猪川　輪哉

股関節 2010 8 膠原病友の会講演会
特発性大腿骨頭壊死症に対する整形外科的
治療

旭川医科大学 伊藤　浩
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脊椎 2010 8
北海道整形外科外傷研究会第４
回教育セミナー

骨粗鬆症性脊椎骨折の診断と治療 士別市立病院 濱田　修

その他 2010 8 科研製薬会社内勉強会講演
T函館整形外科クリニックでは、どうして深部
静脈血栓症予防薬を使用しないのだろうか？

函館整形外科クリニック整形外科 前田龍智

リウマチ 2010 9 三木会
『新潟県のリウマチ治療と県立リウマチセン
ター』

新潟県立リウマチセンター 阿部麻美

リウマチ 2010 9 20
日本リウマチ学会北海道・東北支
部学術集会

坑ＴＮＦ療法を安全に実施するには(実地医家
の立場で）

片山整形外科リウマチ科クリニッ
ク

片山　耕

リウマチ 2010 9
北海道エリアヒュミラ発売２周年記
念講演会

関節リウマチにおけるアダリムマブの使用経
験　ー整形外科の立場からー

片山整形外科リウマチ科クリニッ
ク

片山　耕

緩和 2010 9
塩野義製薬株式会社社内講演会
「癌疼痛MR研修」

旭川医科大学 阿部泰之

その他 2010 9 1 骨ケアフェスタ２０１０ in 北見 あなたの骨は大丈夫？骨粗鬆症 北見赤十字病院整形外科 菅原　修

リウマチ 2010 10 関節リウマチ市民公開講座 『関節リウマチの外科的療法』 新潟県立リウマチセンター 阿部麻美

緩和 2010 10 かんわケア勉強会特別講演会
骨転移のメカニズムとマネジメント
～骨の気持ちになってみよう！～

旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2010 10
がん診療連携拠点病院医療者向
け公開講座

がんと心の医療（精神腫瘍学） 旭川医科大学 阿部泰之

リウマチ 2010 10 9 北海道リウマチ医の会
NonBio ＤＭＡＲＤｓの副作用とその対策を改め
て考える　ー肝障害ー

片山整形外科リウマチ科クリニッ
ク

片山　耕

股関節 2010 10 ムトウ職員研修特別講演会
4U人工股関節紹介DVD製作秘話と整形外科
疾患について

旭川医科大学 松野丈夫

緩和 2010 10 旭川緩和医療学術講演会 がん疼痛治療におけるフェンタニルの役割 旭川医科大学 阿部泰之

脊椎 2010 10
国立病院機構　平成22年度　骨・
運動器疾患研修会

リウマチ性脊椎炎に対する手術療法 村山医療センター 竹光正和

脊椎 2010 10 10 武蔵村山市民公開講座 腰椎分離症　腰痛をきたすスポーツ障害　他 村山医療センター 竹光正和

脊椎 2010 10 3
整形外科医のための末梢神経病
フォーラム

腰部脊柱管狭窄症に対する新しい薬物療法
の試み

豊岡中央病院 猪川　輪哉

股関節 2010 11
旭川医科大学派遣講座(神居公民
館市民講座)

転倒の予防と対策 旭川医科大学 松野丈夫

リウマチ 2010 11 生物学的製剤を語る会 アダリムマブが著効した関節リウマチの症例 新潟県立リウマチセンター 阿部麻美

股関節 2010 11 ナカシマメディカル講演会
4U人工股関節について
ーTHAに関する私見ー

旭川医科大学 松野丈夫

リウマチ 2010 11 25 日本臨床リウマチ学会
Non-Biological ＤＭＡＲＤｓ(単独・併用療法)寛
解導入の実態と今後の可能性

片山整形外科リウマチ科クリニッ
ク

片山　耕

緩和 2010 11 5
旭川地区住宅ケアを育む会　市民
公開シンポジウム

多職種で支える住宅療養 旭川医科大学 阿部泰之

その他 2010 11 1 骨ケアフェスタ２０１０ in 美幌 あなたの骨は大丈夫？骨粗鬆症 北見赤十字病院整形外科 菅原　修

緩和 2010 11 10 社会福祉研究会 がんと心の医療 旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2010 11 武田薬品工業（株）社内勉強会 思想・文化としての緩和ケア 旭川医科大学 阿部泰之

リウマチ 2010 12
[アボットジャパン・エーザイ　MR実
践研修]

生物学的製剤と関節破壊 新潟県立リウマチセンター 阿部麻美

股関節 2010 12
旭川医科大学派遣講座(平成22年
度旭川市中央公民館百寿大学大
学院1年生)

転倒の予防と対策 旭川医科大学 松野丈夫

リウマチ 2010 12 三木会 知っておきたいリウマチ治療のコツ
片山整形外科リウマチ科クリニッ

ク
片山　耕

その他 2010 12
平成２２年度 北海道薬科大学生
涯研修認定制度 病態・薬物治療
フォローアップ講座

骨粗鬆症 旭川医科大学 伊藤　浩

その他 2010
レドックス生命科学第１７０委員会
第２０回研究会

難治性神経疾患に対するHGFの機能̶新しい
治療法開発をめざして

船越洋
中村敏一
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その他 2010
平成22年度グローバルCOEリエゾ
ンラボ研究会

Modulation of tryptophan metabolism,
promotion of neurogenesis and alteration of
anxiety-related behavior in tryptophan 2,3-
dioxygenase-deficient mice.

船越洋 金井将昭
中村敏一

緩和 2011 1
旭川医科大学病院腫瘍センターセ
ミナー

骨転移のメカニズムとアセスメント～骨の気持
ちになってみよう！～

旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2011 1 11 社会福祉研究会 全人的支援としてのコミュニケーション 旭川医科大学 阿部泰之

スポーツ 2011 1
道北地区　初級障害者スポーツ指
導員養成研修会

安全管理 旭川医科大学 阿部　里見

緩和 2011 2
meiji seika　ファルマ株式会社　社
内講演会

緩和ケアってなに？ 旭川医科大学 阿部泰之

リウマチ 2011 2 2 道北臨床研究会
実地診療におけるＮｏｎ-Biological ＤＭＡＲＤｓ
(単独・併用療法)寛解導入の実態

片山整形外科リウマチ科クリニッ
ク

片山　耕

股関節 2011 2 13 森山病院研修会　特別講演 旭川医科大学 松野丈夫

緩和 2011 2 道北勤医協１条通り病院講演会 緩和ケアってなに？ 旭川医科大学 阿部泰之

リウマチ 2011 3 2
北・北海道エリア　ヒュミラ　適正使
用研究会

関節リウマチにおけるアダリムマブ（ヒュミラ）
の治療経験ー整形外科医の立場からー

片山整形外科リウマチ科クリニッ
ク

片山　耕

緩和 2011 3

中部地域整形外科骨移転フォーラ
ム～今後増え続ける骨移転治療
に整形外科医がどのように関与す
るか～

骨転移のプライマリーケア「腎孟尿管癌」 旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2011 3 道北疼痛懇話会 ドラマドールを用いたがん疼痛治療の実際 旭川医科大学 阿部泰之
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検索タグ 年 月 第○回 学会・会議名称 題名
発表形態
（口演/ポス
ター）

筆頭演者　所属施設名 筆頭演者 共同演者　所属施設名 共同演者
共同演者　所属施
設名

共同演者
共同演者　所属施
設名

共同演者

腫瘍 2001 2 100 北海道整形災害外科学会
骨肉腫に対する術前化学療法効果判
定におけるTlシンチの有用性

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学

井須和男
平賀博明
加谷光規
山脇慎也

脊椎 2001 4
Asia Pacific Orthopaedic
Association (APOA) （オース
トラリア）

Clinical Outcome of the Open Foor
Laminoplasty in Cervical Spondylotic
Myelopathy in the Elderly

口演
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College

Naoki Takeda
Yuji Atsuta
Masakazu Takemitsu
Tsukasa Onozawa
Tetsuya Kobayashi
Takeo Matsuno

脊椎 2001 4 74 日本整形外科学会
胸椎後縦靱帯骨化症の治療成績　術
後神経症状悪化例の検討

口演 旭川医科大学 小野沢　司

脊椎 2001 4 74 日本整形外科学会
長期農作業従事者の脊柱変化に関す
るコホート研究

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

武田直樹
熱田裕司
竹光正和
小野沢司

上肢 2001 5 44 第44回日本手の外科学会
肘部管症候群に対する尺骨神経皮下
前方移動術の治療成績

口演 函館中央病院 多田　博

脊椎 2001 5 25 北海道脊椎疾患研究会 （仮）P-NETの治療経験 口演 市立札幌病院 西岡　健吾 市立札幌病院

本間　信吾
景浦　暁
黒部　恭啓
高畑　雅彦
畠山　尚子

脊椎 2001 5 25 北海道脊椎疾患研究会
骨粗鬆症性Ｌ１・Ｌ５圧迫骨折に対し
ペースト充填術を行なった１例

口演 士別市立病院 濱田　修

股関節 2001 6
Current Techniques in Joint
Replacement

Recent developments in the
treatment of the dysplastic
acetabulum.

口演 旭川医科大学 Matsuno T

上肢 2001 6 8 IFSSH

Subcutaneous Anterior Transposition
of the Ulnar Nerve for Cubital Tunnel
Syndrome : A minimum-two-year-
followup study.

口演 函館中央病院 多田　博

股関節 2001 6 11 オホーツク骨粗鬆症研究会
北見赤十字病院における大腿骨頚部
骨折 平成11年度の発生状況と予後に
ついての報告

口演 北見小林病院整形外科
入江　徹

北見小林病院整形外科 高橋　英也
北見赤十字病院
整形外科

末松典明
北見赤十字病院整
形外科

菅原　修

脊椎 2001 6 28 国際腰椎学会
Radiological Determinants of Lumbar
Alignment in 100 Elderly Volunteers;
Minimal 10-Year Longitudinal Study

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

熱田裕司
武田直樹
竹光正和
小野沢司

基礎 2001 6 30 日本脊椎脊髄病学会
実験的脊柱管狭窄による神経根の化
学的因子感受性変化　ラットin vivoモ
デルの異所性発火を指標とした検討

口演 旭川医科大学 小野沢　司 旭川医科大学

熱田裕司
武田直樹
竹光正和
小林徹也

脊椎 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
（仮）胸腰椎前方固定術後の矯正損失
の検討？

口演 市立札幌病院 西岡　健吾 市立札幌病院

本間　信吾
景浦　暁
黒部　恭啓
高畑　雅彦
畠山　尚子

その他 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
音声出力・ビデオ記録機能を備えた自
動脊髄機能モニタリングシステムの使
用経験

口演 旭川医科大学　整形外科 今井　充 旭川医科大学　整形外科

熱田裕司
武田直樹
竹光正和
松野丈夫

脊椎 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
胸腰椎移行部椎体骨折における椎体
不安定性のレ線評価

口演 士別市立総合病院 浜田　修 士別市立総合病院
側　徳裕
中川宏士

股関節 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
若年性関節リウマチに対する人工股
関節再置換術の経験

口演 北海道大学整形外科 伊藤　浩 北海道大学整形外科
青木喜満
眞島任史
三浪明男

旭川医科大学　整
形外科

松野丈夫

下肢 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
髄内釘を併用した仮骨延長の小経験
‐短縮回旋変形例

口演 旭川医科大学　整形外科 浜口英寿 旭川医科大学　整形外科

島崎俊司
前田龍智
小原和宏
松野丈夫

45



脊椎 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
仙骨に発症したinsufficiency fracture
の一例

口演 森山病院 仲　俊之 森山病院

梅藤千秋
井上謙一
仲　俊之
高橋　滋
森泉茂宏
梨木寛
原田吉雄

股関節 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
先天股脱にたいするPalansky法による
治療成績

口演 旭川医科大学　整形外科 後藤英司 旭川医科大学　整形外科 寺西　正 はげあん診療所 安藤御史

股関節 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
大腿骨外反骨切り術後THA以降例の
Ｘ線学的検討

口演 旭川医科大学　整形外科 高桑昌幸 旭川医科大学　整形外科

後藤英司
稲尾茂則
研谷　智
寺西　正
松野丈夫

股関節 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
チタン合金製人工股関節置換術後に
強い安静時痛を生じ再置換に至った
一症例

口演 北見赤十字病院 津村　敬 北見赤十字病院
菅原　修
末松典明

旭川医科大学　整
形外科

後藤英司 遠軽厚生病院 三宅康晴

脊椎 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
中高年者脊柱矢状面彎曲の経年的変
化

口演 旭川医科大学　整形外科 武田直樹 旭川医科大学　整形外科

小林徹也
熱田裕司
竹光正和
恒川博巳
松野丈夫

上肢 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
橈骨頭・尺骨鉤状突起骨折を伴った
外傷性肘関節脱臼骨折の一例

口演 市立稚内病院 秋田真秀 市立稚内病院
後山恒範
石井　薫
山中康裕

上肢 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
橈骨遠位端骨折の変形治癒にみられ
た手指屈筋腱皮下断裂の３例

口演
旭川赤十字病院　整形外
科

中村　智 旭川赤十字病院　整形外科

平山隆三
加茂裕樹
保田雅憲
小野沢司
阿部里見

腫瘍 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
播種性血管内凝固症候群をきたした
Hemangiomatosisの一例

口演 旭川医科大学　整形外科 丹代　晋 旭川医科大学　整形外科
武田直樹
松野丈夫

腫瘍 2001 6 101 北海道整形災害外科学会 膝関節近傍の骨巨細胞腫の治療成績 口演
北海道大学大学院運動
器再建医学

笠原靖彦
北海道大学大学院運動器
再建医学

青木喜満
宮城登
伊藤　浩
山崎修司
大浦久典
穴口裕子
大本浩史
三浪明男

北海道大学大学
院生体医工学

安田和則
旭川医科大学　整
形外科

武田直樹

股関節 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
不良肢位での股関節固定術後に
Windswept変形を呈し、治療法の選択
に迷った症例

口演
旭川リハビリテーション病
院整形外科

岡本　巡 旭川医科大学　整形外科
寺西　正
後藤英司
松野丈夫

上肢 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
変形性関節症による肘部管症候群に
対する尺骨神経皮下前方移所術の検
討‐Stuffer変法による評価‐

口演 旭川医科大学　整形外科 勝木雅俊 旭川医科大学　整形外科
三上順子
松野丈夫

上肢 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
末梢神経麻痺を伴う小児肘関節周囲
骨折の3例

口演 旭川医科大学 阿部里見 旭川赤十字病院
保田雅憲
平山隆三

脊椎 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
胸腰椎移行部圧迫骨折における椎体
不安定性のレ線評価

口演 士別市立病院 濱田　修

脊椎 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
腰椎椎間板と関連した脊柱管内嚢腫
病変の２例

口演 森山病院 森泉茂宏 森山病院

梅藤千秋
井上謙一
仲　俊之
高橋　滋
梨木寛
原田吉雄

脊椎 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
腰椎変性疾患い対するNOVUScageを
用いた後方進入椎体間固定術の検討

口演 森山病院 梅藤千秋 森山病院

井上謙一
仲　俊之
高橋　滋
森泉茂宏
梨木寛
原田吉雄

股関節 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
若年性関節リウマチに対する人工股
関節置換術の経験

口演 北海道大学 伊藤　浩 北海道大学
青木善満
眞島任史
三浪明男

旭川医科大学 松野丈夫
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股関節 2001 6 101 北海道整形災害外科学会
若年性関節リウマチに対する人工股
関節置換術の経験

口演 北海道大学 大浦久典 北海道大学

伊藤　浩
青木善満
宮城　登
山崎修司
穴口裕子
大本浩史
三浪明男

脊椎 2001 7 12
Japanese-Korean
Combinaed Orthopaedic
Symposium

Comparison of Outcome of Double-
Door Laminoplasty for Spondylotic
Myelopathy between Elderly and
Younger Patients

口演
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College

Naoki Takeda
Yuji Atsuta
Masakazu Takemitsu
Tsukasa Onozawa
Tetsuya Kobayashi
Takeo Matsuno

脊椎 2001 7 12
Japanese-Korean
Combinaed Orthopaedic
Symposium

Outcome Analysis of PLIF  with
Thread-type Cage

口演 旭川医科大学 恒川博巳 旭川医科大学

武田直樹
竹光正和
小林徹也
猪川輪哉

腫瘍 2001 7 34
日整会骨軟部腫瘍学術集
会

骨肉腫に対する術前化学療法‐画像
による効果判定の検討‐

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学

井須和男
平賀博明
加谷光規
山脇慎也

腫瘍 2001 7 34
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

手指に発生した骨外性軟骨肉腫の一
例

ポスター 旭川医科大学整形外科 白岩康孝 旭川医科大学整形外科
松野丈夫
武田直樹
丹代　晋

腫瘍 2001 7 34
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

多発骨腫瘍　-「症例検討」症例のそ
の後-

口演 旭川医科大学整形外科 武田直樹 旭川医科大学整形外科
松野丈夫
丹代　晋

国立札幌病院整
形外科

平賀博明
北海道大学整形外
科

三浪明男

腫瘍 2001 7 34
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

マイクロ波による経皮的凝固療法が有
効であった類骨骨腫の１例

ポスター 旭川医科大学整形外科 寺西　正 旭川医科大学整形外科

松野丈夫
武田直樹
後藤英司
丹代　晋

股関節 2001 9 14
International Society for
Technology in Arthroplasty

The sphericity of the bearing surface
in total hip arthroplasty

ポスター Hokkaido University Ito H Hokkaido University
Minami A
Yuhta T
Nishimura I

Asahikawa
Medical University

Tanino H
Matsuno T

下肢 2001 9 7 オホーツクリウマチ研究会
脳性麻痺とRAの合併症例に対する全
人工膝関節置換術の経験

口演 白川病院整形外科 白川久統 北見赤十字病院整形外科
菅原　修
末松典明

旭川医科大学整
形外科

島崎俊司

上肢 2001 9 47
道南整形外科研究会
（渓和会）

上腕骨内顆骨折を伴った陳旧性モン
テジア骨折の1例

口演 函館中央病院 多田　博

股関節 2001 10 16
日本整形外科学会基礎学
術集会

人工関節摺動面の真球度 -1995年と
1999年~2000年のデータの比較-

口演 北海道大学 伊藤　浩 北海道大学
三浪明男
勇田敏男

旭川医科大学
谷野弘昌
大水信幸
松野丈夫

股関節 2001 10 16
日本整形外科学会基礎学
術集会

有限要素法を用いたセメント使用人工
股関節ステムのセメントマントル形状
の検討

口演 北海道大学 大水信幸 北海道大学
比嘉　昌
三田村好矩

旭川医科大学
伊藤　浩
谷野弘昌
松野丈夫

腫瘍 2001 11 39 日本癌治療学会 骨肉腫骨転移の臨床的検討 口演 国立札幌病院 中村聡喜 国立札幌病院

井須和男
平賀博明
加谷光規
渡部琢哉

上肢 2001 11 46 道南医学会
上腕骨内顆骨折を伴った陳旧性モン
テジア骨折

口演 函館中央病院 多田　博

股関節 2001 11 28 日本股関節学会
若年性関節リウマチに対する人工股
関節再置換術の経験

口演 北海道大学 伊藤　浩 北海道大学 小野寺伸 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2001
Scientific Meeting of Asia-
Pacific Arthroplasty Society.

Hybrid THA for dysplastic hips. Seven
to hourteen years follow-up

口演 旭川医科大学 Matsuno T

その他 2001 1

The 1st World Congress of
the International Society of
Physical and Rehabilitation
Medicine

Usefulness of a New Electric Power
assist Unit for Wheelchairs for
Patients with Duchenne Muscular
Dystrophy.

ポスター 旭川医科大学 M. Takemitsu
北海道立旭川肢体不自由
児総合療育センター

Mishima R.
Torii T.
Oka R.
Tanaka H.
Araki A.
Cho K

リウマチ 2001 91 日本病理学会総会
HTLV-I env-pX遺伝子導入ラットの関
節炎発症機序に関する検討

口演
北海道大学大学院医学
研究科

阿部麻美
北海道大学大学院医学研
究科

石津明洋
北海道大学大学
院医学研究科

吉木敬
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下肢 2002 1 32 日本人工関節学会
ジルコニアセラミックス大腿骨コンポー
ネントを用いた人工膝関節置換術の
短期成績

口演 北海道大学 青木善満 北海道大学

眞島任史
伊藤　浩
三浪明男
安田和則
遠山晴一
谷岡寛子

股関節 2002 1 32 日本人工関節学会
セメント固定チタン合金ステムが腐食
した人工股関節置換術の一症例

口演 北見赤十字病院 津村　敬 北見赤十字病院
菅原　修
末松　典明

旭川医科大学 後藤　英司 遠軽厚生病院 三宅　康晴

股関節 2002 1 32 日本人工関節学会
ソケット周囲の骨破壊を生じたコンスト
レイン型THAの３例

口演 北海道大学 伊藤　浩 北海道大学
青木善満
三浪明男

旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
70歳以下の大腿骨頸部内側骨折に施
行されたBipolar型人工骨頭置換術の
治療成績

口演
旭川リハビリテーション病
院整形外科

岡本　巡 士別市立総合病院 浜田　修
旭川医科大学　整
形外科

高桑昌幸
寺西　正
後藤英司
稲尾茂則
松野丈夫

下肢 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
SPONASTRIME dysplasiaに先天性膝
蓋骨脱臼を合併した一症例

口演 旭川医科大学　整形外科 阿部泰之 旭川医科大学　整形外科

島崎俊司
前田龍智
浜口英寿
小原和宏
松野丈夫

旭川医科大学　小
児科

石井拓磨

股関節 2002 1 102 北海道整形災害外科学会 S-ROM Total Hip Systemの短期成績 口演 旭川医科大学　整形外科 松尾　卓見 旭川医科大学　整形外科

寺西　正
後藤英司
稲尾茂則
研谷　智
高桑昌幸
松野丈夫

その他 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
壊死性筋膜炎による巨大背部潰瘍に
対し人工真皮を用いて治療を行った一
例

口演 市立士別総合病院 中川宏士 市立士別総合病院
側　徳裕
浜田　修

市立士別総合病
院　皮膚科

真鍋公

外傷 2002 1 102 北海道整形災害外科学会 果部骨折のない足関節脱臼の2例 口演
北見赤十字病院　整形外
科

真田高起 北見赤十字病院　整形外科

菅原　修
津村　敬
佐藤百年
近藤啓介
林　真
末松典明

脊椎 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
強直性脊椎症候群における筋解離術
後ｎ脊椎アライメントの経過：１例報告

口演 旭川医科大学　整形外科 類家拓也 旭川医科大学　整形外科

熱田裕司
竹光正和
恒川博巳
三上順子
松野丈夫

脊椎 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
胸腰椎移行部椎体骨折における椎体
不安定性のレ線評価（第２報）

口演 士別市立総合病院 浜田　修 士別市立総合病院
側　徳裕
中川宏士

脊椎 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
頸椎椎弓形成術後のカラー固定が術
後の項頚部痛及び頚部可動域に及ぼ
す影響の検討

口演 旭川医科大学 妹尾一誠 旭川医科大学

竹光正和
熱田裕司
小林徹也
恒川博巳
松野丈夫

上肢 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
血管柄付き腓骨移植による手関節再
建の長期成績

口演 旭川医科大学　整形外科 丹代　晋 旭川医科大学　整形外科
勝木雅俊
松野丈夫

旭川赤十字病院 平山隆三

その他 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
血栓・脂肪塞栓の予防に対する新しい
試み

口演 遠軽厚生病院 田中雅仁 遠軽厚生病院　整形外科
三宅康晴
長谷川　潤

股関節 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
骨盤骨折後に根性坐骨神経痛を呈し
た一例

口演 市立釧路総合病院 白岩康孝 市立釧路総合病院

羽場等
富田文久
田崎悌史
森　律明
多胡秀信

上肢 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
上腕動脈穿刺後の偽性動脈瘤により
正中神経障害をきたした１例

口演
北見赤十字病院　整形外
科

林　真 北見赤十字病院　整形外科

菅原　修
津村　敬
佐藤百年
近藤啓介
真田高起
末松典明

北見小林病院 入江　徹
日本赤十字北海道
看護大学教授

佐久間まこと

股関節 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
人工股関節置換術後にInsufficiency
fractureを生じた一例

口演 旭川医科大学　整形外科 寺西　正 旭川医科大学　整形外科

後藤英司
稲尾茂則
研谷　智
高桑昌幸
松野丈夫

豊岡中央病院整
形外科

三島眞一

48



股関節 2002 1 102 北海道整形災害外科学会 随意に股関節を脱臼できる男児 口演 旭川医科大学　整形外科 森井北斗 旭川医科大学　整形外科

寺西　正
後藤英司
稲尾茂則
研谷　智
高桑昌幸
松野丈夫

股関節 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
ソケット周囲の骨破壊を生じたコンスト
レイン型THAの３例

口演 北海道大学　整形外科 伊藤　浩 北海道大学　整形外科

青木喜満
眞島任史
小野寺信
穴口祐子
奥泉知郎
金子知
三浪明男

旭川医科大学　整
形外科

松野丈夫

上肢 2002 1 102 北海道整形災害外科学会 第４，５中手手根関節脱臼の3例 口演 旭川医科大学 阿部里見 旭川赤十字病院
保田雅憲
平山隆三

上肢 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
第4指、第5指手根中手関節脱臼の３
例

口演
旭川赤十字病院　整形外
科

阿部里見 旭川赤十字病院　整形外科

加茂裕樹
保田雅憲
小野沢司
中村　智
森末昌諭
平山隆三

腫瘍 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
大腿骨遠位PCL付着部に発生した軟
骨芽細胞腫の一例

口演
北海道整形外科記念病
院

鈴木孝治 北海道整形外科記念病院

葛城良成
片山直行
三浪三千男
松野誠夫

旭川医科大学整
形外科

松野丈夫

腫瘍 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
中指の爪下に発症したsquamaous cell
carcinoma(SCC)の一例

口演
旭川赤十字病院　整形外
科

森末昌諭 旭川赤十字病院　整形外科

平山隆三
加茂裕樹
保田雅憲
小野沢司
中村　智
阿部里見

上肢 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
橈骨遠位端骨折の変形治癒におきた
屈筋腱皮下断裂の３例

口演
旭川赤十字病院　整形外
科

中村　智 旭川赤十字病院　整形外科

平山隆三
加茂裕樹
保田雅憲
小野沢司
阿部里見

外傷 2002 1 102 北海道整形災害外科学会 肺塞栓症の予防に対する新しい試み 口演 遠軽厚生病院 田中雅仁 遠軽厚生病院
三宅康晴
長谷川潤

脊椎 2002 1 102 北海道整形災害外科学会 非骨傷性頚髄損傷の病態について 口演
旭川赤十字病院　整形外
科

小野沢司 旭川赤十字病院　整形外科

平山隆三
加茂裕樹
保田雅憲
中村　智
阿部里見
森末昌諭

下肢 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
膝関節局所性一過性骨粗鬆症（一過
性骨萎縮）の２例

口演 旭川医科大学　整形外科 三好直樹 旭川医科大学　整形外科

島崎俊司
前田龍智
浜口英寿
小原和宏
松野丈夫

美幌町立国保病
院整形外科

宮沢　学

基礎 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
末期変形性股関節症における再生軟
骨の病理学的検討

口演 旭川医科大学　整形外科 高桑昌幸 旭川医科大学　整形外科

後藤英司
稲尾茂則
研谷　智
寺西　正
松野丈夫

股関節 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
麻痺性股関節（亜）脱臼に対する骨盤
骨きり術の治療経験

口演
旭川肢体不自由総合療
育センター

鳥井智太郎
旭川肢体不自由総合療育セ
ンター

三島令子
旭川医科大学　整
形外科

後藤英司
寺西　正

脊椎 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
胸腰椎移行部圧迫骨折における椎体
不安定性のレ線評価（第２報）

口演 士別市立病院 濱田　修

小児 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
両側大腿骨頭偏平化を呈した脊椎骨
端異形成症の一例

口演
旭川肢体不自由総合療
育センター

三島令子
旭川肢体不自由総合療育セ
ンター

鳥井智太郎
札幌医科大学整
形外科

倉秀治
石井清一

旭川医科大学　整
形外科

後藤英司
松野丈夫

上肢 2002 1 103 北海道整形災害外科学会
軽微な外力で増悪した脊髄硬膜外嚢
腫の１例

口演 函館中央病院 大羽文博 函館中央病院

橋本友幸
重信恵一
金山雅弘
石田隆司
大越康充
多田　博
山根繁

函館中央病院　脳
神経外科

加藤功
曾田敏光
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股関節 2002 1 104 北海道整形災害外科学会 THA後の股関節脱臼について 口演 市立札幌病院 妹尾一誠 市立札幌病院
佐久間隆
本間信吾
景浦暁

股関節 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
ソケット周囲の骨破壊を生じたコンスト
レイン型THAの３例

口演 北海道大学 伊藤　浩 北海道大学

青木善満
眞島任史
小野寺伸
穴口裕子
奥泉知郎
金子　知
三浪明男

旭川医科大学 松野丈夫

下肢 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
果部骨折のない足関節脱臼骨折の2
例

口演
北見赤十字病院整形外
科

真田高起 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

津村　敬

股関節 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
後十字靭帯温存型セラミックLFA人工
膝関節の臨床評価 ‒ preliminary
study -

口演 北海道大学 内田　淳 北海道大学

眞島任史
青木善満
宮城　登
伊藤　浩
穴口裕子
奥泉知郎
金子　知
三浪明男
安田和則
遠山晴一

腫瘍 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
上腕骨骨幹部骨折に対して
TRUE/FLEXを用いた臨床経験

口演 国立札幌病院 中村聡喜 国立札幌病院

井須和男
平賀博明
加谷光規
渡部琢哉
山脇慎也

上肢 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
上腕動脈穿刺後の偽性動脈瘤により
高位正中神経障害を生じた1例

口演
北見赤十字病院整形外
科

林　眞 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
日本赤十字北海
道看護大学教授

佐久間まこと

下肢 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
膝関節角度計側における計測値の正
確性 ‒ 専用手術器具の正確性及び再
現性の評価 -

口演 北海道大学 青木善満 北海道大学

宮城　登
眞島任史
伊藤　浩
小野寺伸
穴口裕子
奥泉知郎
金子　知
三浪明男
安田和則
遠山晴一
近藤英司
北村信人
酒井俊彦

上肢 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
橈骨頭骨折に対する肘関節外側前進
入法の検討

口演 函館中央病院 多田　博

下肢 2002 1 102 北海道整形災害外科学会
脛骨に対する骨移植を併用した人工
膝関節置換術の成績

口演 北海道大学 奥泉知郎 北海道大学

青木善満
眞島任史
宮城　登
伊藤　浩
小野寺伸
穴口裕子
金子　知
三浪明男
安田和則

脊椎 2002 2 69
American Academy of
Orthopaedic Surgeons

Spinal Posture and Incidence of
Vertebral Fractures in the Elderly

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

武田直樹
熱田裕司
竹光正和
恒川博巳
丹代　晋
阿部泰之
松野丈夫

上肢 2002 2 14 日本肘関節研究会
橈骨頭骨折に対する肘関節外側進入
法の検討

口演 函館中央病院 多田　博

リウマチ 2002 3 1 旭川関節疾患カンファランス
診断に苦慮した難治性慢性関節
リウマチの１例

口演 帯広協会病院整形外科 麦倉　聡 帯広協会病院整形外科

谷野弘昌
伊林克也
佐藤幸宏
長谷川敏

片山整形外科リウ
マチ科クリニック

片山　耕

脊椎 2002 3 13 腰痛シンポジウム 加齢による脊柱姿勢変化と腰痛
シンポジウ
ム

旭川医科大学 熱田裕司

下肢 2002 3 1 旭川関節疾患カンファランス
診断に苦慮した化膿性膝関節炎の2
症例

口演
北見赤十字病院整形外
科

近藤啓介 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

津村　敬

50



股関節 2002 5 75
日本整形外科学会学術集
会

「THA　セメント使用の是非」　ハイブ
リッド型人工股関節置換術の中期成
績

シンポジウ
ム

旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学 伊藤　浩

脊椎 2002 5 27 北海道脊椎疾患研究会
再発を繰り返した腰部平滑筋肉腫の１
例

口演 士別市立病院 西岡　健吾

脊椎 2002 5 75
日本整形外科学会学術集
会

プレート併用した頚椎前方固定術の治
療成績

口演 旭川赤十字病院 小野沢　司 旭川赤十字病院

加茂裕樹
平山隆三
保田雅憲
中村智
阿部里見

下肢 2002 5 75
日本整形外科学会学術集
会

片側仮骨延長法における創外固定器
およびピンの至適位置の検討

ポスター 旭川医科大学 島崎俊司 旭川医科大学
前田龍智
浜口英寿

進藤病院 徳広　聰

上肢 2002 5 75
日本整形外科学会学術集
会

一次性変形性肘関節症のＸ線重症度
分類

口演 函館中央病院 多田　博

股関節 2002 5 75
日本整形外科学会学術集
会

進行期および末期股関節症に対する
Chiari骨盤骨切り術

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 北海道大学

三浪明男
青木善満
眞島任史
小野寺伸

旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2002 5 75
日本整形外科学会学術集
会

転移性胸椎腫瘍に対する後方除圧・
固定術の手術成績

口演
北見赤十字病院整形外
科

菅原　修 北見赤十字病院整形外科 津村　敬
北見赤十字病院
整形外科

佐藤百年

下肢 2002 5 75
日本整形外科学会学術集
会

内側型変形性膝関節症に対する逆V
型高位脛骨骨切り術の長期成績 ‒ 楔
状骨切り術との比較 ‒

口演 北海道大学 青木善満 北海道大学

安田和則
三浪明男
眞島任史
伊藤　浩
三上　将
大本浩史

股関節 2002 6 12 オホーツク骨粗鬆症研究会
北見赤十字病院における大腿骨頚部
骨折ー平成12年度の発生状況と予後
についてー

口演
北見赤十字病院整形外
科

入江　徹 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

津村　敬

脊椎 2002 6 31 日本脊椎脊髄病学会
骨粗鬆症性胸腰椎移行部骨折におけ
る椎体不安定性のレ線評価

口演 士別市立病院 濱田　修

脊椎 2002 6 103 北海道整形災害外科学会 肘頭骨折の治療成績 口演 旭川赤十字病院 田中雅仁 旭川赤十字病院

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
山中康裕
森井北斗

下肢 2002 6 103 北海道整形災害外科学会
ドレーンクランプ法によるTKA術後出
血対策（第二報）

口演 士別市立病院 西岡　健吾 士別市立病院
濱田　修
側　徳裕

脊椎 2002 6 103 北海道整形災害外科学会
保存的に加療した腰椎破裂骨折＋屈
曲伸延損傷の２例

口演 士別市立病院 側　徳裕

脊椎 2002 6
腰部脊柱管狭窄症セミナー
2002

「腰部脊柱管狭窄」の病態・診断・治療
疼痛・跛行の発現メカニズムと保存療
法の意義

シンポジウ
ム

旭川医科大学 熱田裕司 旭川医科大学

股関節 2002 6 103 北海道整形災害外科学会
遺残股亜脱に対しRAOを施行したが
早期に関節症が進行した１例

口演 北海道大学 小野寺伸 北海道大学

青木善満
眞島任史
穴口裕子
奥泉知郎
金子　知
笠原靖彦
森　律明
三浪明男
鈴木孝治

旭川医科大学 伊藤　浩

上肢 2002 6 103 北海道整形災害外科学会
観血的治療を行った橈骨遠位端骨折
の成績

口演 函館中央病院 多田　博

股関節 2002 6 103 北海道整形災害外科学会
当科における寛骨臼回転骨切り術と
Chiari骨盤骨切り術の治療成績

口演 旭川医科大学 岡本　巡 旭川医科大学
寺西　正
伊藤　浩
松野丈夫

股関節 2002 7 13
Korean-Japanese combined
orthopaedic symposium

Chiari pelvic osteotomy for advanced
osteoarthritis in dysplastic hips

口演
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T
Teranishi T
Okamoto M

Hokkaido
University

Minami A
Aoki Y

腫瘍 2002 7 35
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

血管柄付き腓骨移植による手関節再
建術の長期成績

口演 旭川医科大学整形外科 丹代　晋 旭川医科大学整形外科
松野丈夫
阿部泰之
平山隆三
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腫瘍 2002 7 35
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

骨折を契機に播種性血管内凝固症候
群をきたしたKlippel-Trenaunay-Weber
症候群の一例

ポスター 旭川医科大学整形外科 阿部泰之 旭川医科大学整形外科
松野丈夫
丹代　晋

肩関節 2002 8 2 北海道肩関節研究会 肩関節反復性脱臼術後の1例 口演 北見赤十字病院 三好直樹 旭川医科大学
入江徹
研谷智
島崎俊司

上肢 2002 8 2 北海道肩研究会 肩関節反復性脱臼術後の1例 口演
北見赤十字病院整形外
科

三好直樹 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
旭川医科大学整
形外科

島崎俊司

股関節 2002 9 15
International Society for
Technology in Arthroplasty

Porous-coated cementless acetabular
components without bulk bone graft in
revision surgery: a 5 to 13-year
follow-up

ポスター
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T
Teranishi T
Okamoto M

Hokkaido
University

Minami A
Aoki Y

股関節 2002 9 29 日本股関節学会
診断に苦慮している、股関節破壊を呈
した１例

口演 旭川医科大学 寺西　正 旭川医科大学
伊藤　浩
岡本　巡
松野丈夫

股関節 2002 9 29 日本股関節学会
大腿骨骨切りを併用したS-ROM人工
股関節全置換術

口演 北海道大学 小野寺伸 北海道大学

青木善満
眞島任史
奥泉知郎
笠原靖彦
三浪明男大浦久典
鈴木孝治

旭川医科大学
伊藤　浩
松野丈夫

脊椎 2002 10 62
Annual Scientific Meeting
Australian Orthopaedic
Association

Clinical results of laminoplasty for
cervical myelopathy caused by disc
herniation with developmental canal
stenosis .

口演

Department of
Orthopaedic Surgery of
Kitami Red Cross
Hospital

Osamu Sugawara
Department of Orthopaedic
Surgery of Kitami Red Cross
Hospital

Takasi Tumura

Department of
Orthopaedic
Surgery of Kitami
Red Cross
Hospital.

Momotosi
Satou

基礎 2002 10 75
日本整形外科学会基礎学
術集会

神経性間欠性跛行に対するプロスタ
グランディンＥ１の影響-異所性発火を
指標として-

ポスター 旭川医科大学 恒川博巳 旭川医科大学
熱田裕司
猪川輪哉

股関節 2002 10 51 東日本整形災害外科学会
荷重部にbulk bone graftを行わずセメ
ントレスソケットを用いるTHA再置換術

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2002 10 17
日本整形外科学会基礎学
術集会

YAGレーザーを用いた新しいポーラス
表面の検討

口演 旭川医科大学 大水信幸 旭川医科大学

伊藤　浩
谷野弘昌
中村聡喜
松野丈夫

北海道大学 西村生哉

股関節 2002 10 17
日本整形外科学会基礎学
術集会

三次元有限要素解析と歪みｹﾞｰｼﾞを用
いた人工股関節ステム形状最適設計

口演 北海道大学 比嘉　昌 旭川医科大学
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

北海道大学
西村生哉
三田村好矩

脊椎 2002 11 32 Society for Neuroscience
Responses of Pedunculopontine
Neurons to Glutamate during
Development of REM Sleep

ポスター UAMS 小林徹也 UAMS
RD Skinner
E Garcia-Rill

脊椎 2002 11 32 日本臨床神経生理学会
神経根の異所性発火からみた神経根
性疼痛の発現機序

シンポジウ
ム

旭川医科大学 熱田裕司 旭川医科大学
猪川輪哉
恒川博巳
辛　風

進藤病院 小澤一広 旭川赤十字病院 小野沢司

脊椎 2002 11 28 北海道脊椎疾患研究会 （仮）椎体骨折？ 口演 士別市立病院 西岡　健吾 士別市立病院
濱田　修
側　徳裕

脊椎 2002 11 28 北海道脊椎疾患研究会
骨粗鬆症性椎体骨折の診断における
三態撮影の実際

口演 士別市立病院 濱田　修

リウマチ 2002 46
日本リウマチ学会総会・学
術集会

HTLV-I env-pX遺伝子導入ラットの関
節炎発症機序に関する検討

口演
北海道大学大学院医学
研究科

阿部麻美
北海道大学大学院医学研
究科

石津明洋
北海道大学大学
院医学研究科

吉木敬

リウマチ 2002 32
日本免疫学会総会・学術集
会

HTLV-I env-pX遺伝子導入ラットに認
める関節炎の発症ならびに持続機序
に関する検討

口演
北海道大学大学院医学
研究科

阿部麻美
北海道大学大学院医学研
究科

石津明洋
北海道大学大学
院医学研究科

吉木敬

股関節 2003 1 104 北海道整形災害外科学会 THA後の股関節脱臼について 口演 市立札幌病院整形外科 妹尾一誠 市立札幌病院整形外科

佐久間隆
景浦暁
本間信吾
黒部共啓
室田栄宏

脊椎 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
肩こりに対するトリガーポイント針刺入
法の硬化

口演 旭川医科大学　整形外科 神保静夫 旭川医科大学　整形外科 熱田裕司
松野丈夫
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上肢 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
観血的治療を行った橈骨遠位端骨折
の成績

口演 函館中央病院 多田　博 函館中央病院

橋本友幸
大越康充
重信恵一
山本一樹
金山雅弘
諫山治彦
長崎晋矢
大浦久典
大羽文博
石田隆司
加藤竜夫
永野裕介
山根繁

上肢 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
キーンベック病における骨形態学的要
因の検討

口演 旭川医科大学　整形外科 株本武範 旭川医科大学　整形外科
後山恒範
研谷　智
松野丈夫

下肢 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
強行遠足中に発症した両側腸腰筋の
１例

口演 北見赤十字病院 類家拓也 北見赤十字病院

菅原　修
津村　敬
入江　徹
佐藤百年
三好直樹

腫瘍 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
巨大嚢腫を形成した色素性絨毛結節
性滑膜炎の一例

口演 遠軽厚生病院　整形外科 長谷川　潤 遠軽厚生病院　整形外科
三宅康晴
秋田真秀

旭川医科大学整
形外科

浜口英寿

外傷 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
頸椎椎体骨折後の後咽頭腔血腫によ
り呼吸困難をおこした１例

口演 旭川赤十字病院 田中雅仁 旭川赤十字病院

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
山中康裕
森井北斗

脊椎 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
頸椎に発生した化膿性椎間板関節炎
の一例

口演 旭川医科大学　整形外科 伊藤雄人 旭川医科大学　整形外科

恒川博巳
丹代　晋
熱田裕司
松野丈夫

上肢 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
高齢者の上腕骨外科頚粉砕骨折に対
するポララス髄内釘の使用経験

口演
旭川リハビリテーション病
院整形外科

三上順子
旭川リハビリテーション病院
整形外科

中村　智

腫瘍 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
骨軟部肉腫に対するIfosfamideを含ん
だ化学療法の副作用

口演 旭川医科大学　整形外科 丹代　晋 旭川医科大学　整形外科
阿部泰之
松野丈夫

股関節 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
骨盤にinsufficiency fractureを起こし
た２症例

口演 帯広協立病院 松尾卓見 帯広協立病院
伊林克也
佐藤幸宏
麦倉聡

脊椎 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
神経因性膀胱を呈した脊椎疾患につ
いての検討

口演
富良野協会病院整形外
科

青野貴吉 富良野協会病院整形外科
矢倉幸久
大灘嘉浩

人友会クリニック
泌尿器科

水永光博
富良野協会病院泌
尿器科

小山内裕昭
安住誠

股関節 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
進行期および末期亜脱性股関節症に
対するChiari骨盤骨切術

口演 旭川医科大学　整形外科 伊藤　浩 旭川医科大学　整形外科
寺西　正
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学整形
外科

青木喜満
三浪明男

上肢 2003 1 104 北海道整形災害外科学会 診断に難渋した肘関節結核の一例 口演
旭川赤十字病院　整形外
科

森井北斗 旭川赤十字病院　整形外科

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
山中康裕
田中雅仁

脊椎 2003 1 104 北海道整形災害外科学会 脊髄硬膜外海綿状血管腫の一例 口演
旭川赤十字病院　整形外
科

森井北斗 旭川赤十字病院　整形外科

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
山中康裕
田中雅仁

股関節 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
セメンと使用型metal-backedソケットを
用いたT.H.A.の長期成績

口演 旭川医科大学　整形外科 岡本　巡 旭川医科大学　整形外科
寺西　正
伊藤　浩
松野丈夫

豊岡中央病院整
形外科

後藤英司

股関節 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
セメントステムの最適化計算における
条件と寿命

口演 旭川医科大学　整形外科 谷野弘昌 旭川医科大学　整形外科

伊藤　浩
寺西　正
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学工学
研究科

比嘉昌

股関節 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
大腿骨側セメント手技におけるセメント
圧の足底‐髄腔プラグの役割につい
て‐

口演 豊岡中央病院整形外科 後藤英司 豊岡中央病院整形外科 高桑昌幸

股関節 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
大腿骨頭すべり症の手術治療後に生
じた軟骨融解に対し長期牽引療法を
行った1例

口演 三草会　クラーク病院 辻　宗啓 三草会　クラーク病院
門司順一
三宅　晢
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股関節 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
特発性大腿骨頭壊死に対するF-
systemを用いた大腿骨頭前方回転骨
切術の成績

口演 北海道大学整形外科 阿部雄一郎 旭川医科大学　整形外科
伊藤　浩
松野丈夫

北海道大学整形
外科

青木喜満
眞島任史
小野寺伸

上肢 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
ネコ咬傷による母指末節骨骨髄炎の
一例

口演 富良野協会病院 大灘嘉浩 富良野協会病院
矢倉幸久
青野貴吉

股関節 2003 1 104 北海道整形災害外科学会

バイポーラー型人工骨頭置換術、
HDPと金属の摩耗により長期間outer
cup内でinnerの骨頭が亜脱位であった
１例

口演 北見小林病院 森末昌諭 北見小林病院
古梶正洋
高橋英也

上肢 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
肘離断性骨軟骨炎に対する膝自家骨
軟骨移植術

口演 旭川医科大学　整形外科 大坪　誠 旭川医科大学　整形外科

後山恒範
研谷　智
島崎俊司
松野丈夫

上肢 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
フォルクマン（様）拘縮に対して筋解離
術を施行した4症例

口演
旭川赤十字病院　整形外
科

山中康裕 旭川赤十字病院　整形外科

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
田中雅仁
森井北斗

下肢 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
片側仮骨延長法を用いた脛骨骨切術
の治療成績

口演 旭川医科大学　整形外科 浜口英寿 旭川医科大学　整形外科

島崎俊司
前田龍智
小原和宏
松野丈夫

森山病院 高橋　滋

上肢 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
末梢神経鞘腫の治療成績‐術後のし
びれ感についての検討‐

口演 旭川医科大学　整形外科 松盛寛光 旭川医科大学　整形外科
丹代　晋
阿部泰之
松野丈夫

協会富良野病院 矢倉幸久

下肢 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
両脛骨近位端にspontaneous fracture
を生じた悪性関節リウマチの一例

口演 旭川医科大学　整形外科 上田泰久 旭川医科大学　整形外科

島崎俊司
前田龍智
浜口英寿
小原和宏
松野丈夫

脊椎 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
肩こりに対するトリガーポイント針刺入
法の効果

口演 旭川医科大学 神保静夫 旭川医科大学

熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
神経因性膀胱を呈した脊椎疾患につ
いての検討

口演 富良野協会病院 青野貴吉 富良野協会病院
矢倉幸久
大灘嘉浩

上肢 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
Profile combo systemを用いた指節
骨・中手骨骨折の手術経験

口演 函館中央病院 多田　博

股関節 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
メタルバックカップにおけるメタル厚・
ポリエチレン厚が摺動面接触圧に与え
る影響と偏心性カップの形状について

口演 旭川医科大学 中村聡喜 旭川医科大学

伊藤浩
谷野弘昌
大水信幸
松野丈夫

北海道大学

西村生哉
比嘉 昌
清水亮太

スポーツ 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
強行遠足中に発症した両側腸腰筋血
腫の1例

口演
北見赤十字病院整形外
科

類家拓也 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

津村　敬

股関節 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
進行期および末期股関節症に対する
Chiari骨盤骨切り術

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
寺西　正
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学
青木善満
三浪明男

股関節 2003 1 104 北海道整形災害外科学会
特発性大腿骨頭壊死に対するF-
systemを用いた大腿骨頭前方回転骨
切り術の成績

口演 北海道大学 安部雄一郎 北海道大学
青木善満
眞島任史
小野寺伸

旭川医科大学
松野丈夫
伊藤　浩

股関節 2003 2 70
American Academy of
Orthopaedic Surgeons

Cementless total hip arthroplasty
using Omniflex modular prosthesis: a 5
to 12 year follow-up

口演
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T
Hokkaido
University

Minami A
Aoki Y

股関節 2003 2 70
American Academy of
Orthopaedic Surgeons

Chiari pelvic osteotomy for advanced
osteoarthritis in dysplastic hips

ポスター
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T
Hokkaido
University

Minami A
Aoki Y

脊椎 2003 2 70
American Academy of
Orthopaedic Surgeons

Congruent Lumbopelvic Alignment in
100 Adult Volunteers: Minimum 10-
Year Longitudinal Study

ポスター 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

熱田裕司
小野沢司
恒川博巳
丹代　晋
神保静夫
松野丈夫
武田直樹
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股関節 2003 2 70
American Academy of
Orthopaedic Surgeons

Intermediate-term results of hybrid
total hip arthroplasty for dysplastic
hips

口演
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T
Hokkaido
University

Minami A
Aoki Y

股関節 2003 2 49
Annual Meeting of the
Ortopaedic Research
Society

DEVELOPMENT OF NEW STEM
DESIGN AND VALIDATION STUDY

poster
Asahikawa Medical
College

Tanino H Asahikawa Medical College
Ito H
Omizu N

Hokkaido
University

Higa M,
Nishimura I,
Mitamura Y

股関節 2003 2 33 日本人工関節学会
荷重部にbulk bone graftを行わずセメ
ントレスソケットを用いるTHA再置換術

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
寺西　正
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学
青木善満
三浪明男

上肢 2003 2 15 日本肘関節研究会
上腕骨内顆骨折を伴った陳旧性モン
テジア骨折

口演 函館中央病院 多田　博

リウマチ 2003 3 2 旭川関節疾患カンファランス 偽性ＲＡ型偽痛風と考えられる１例 口演 帯広協会病院整形外科 松尾卓見 帯広協会病院整形外科

麦倉　聡
伊林克也
佐藤幸宏
長谷川敏

片山整形外科リウ
マチ科クリニック

片山　耕

リウマチ 2003 3 2 旭川関節疾患カンファランス
手関節近傍に生じた皮下のう腫様病
変の２例

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 豊岡中央病院整形外科
高桑昌幸
後藤英司

基礎 2003 4 32 脊椎脊髄病学会
腰部脊柱管狭窄症モデルにおいて神
経除圧が異所性発火に及ぼす効果 口演 旭川医科大学 恒川博巳 旭川医科大学

熱田裕司
猪川輪哉
辛　風

股関節 2003 4 47
日本リウマチ総会・学術集
会

「リウマチ下肢再建術の術式　対立す
る意見」　RA股に対するHybrid THAの
術式

シンポジウ
ム

旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学 伊藤　浩

上肢 2003 4 46 日本手の外科学会
観血的治療を行った橈骨遠位端骨折
の成績

口演 函館中央病院 多田　博

上肢 2003 4 46
日本手の外科学会学術集
会

ラットCCI mono-neuropathy モデルの
異所性発火に対するノイロトロピンの
抑制効果

ポスター
旭川リハビリテーション病
院

中村　智 旭川医科大学 熱田　裕司

脊椎 2003 5
Pediatric Orthopaedic
Society of North America,
Annual Meeting

Brace Treatment Compliance for
Patients with Idiopathic Scoliosis

口演
A. I. duPont Childeren
Hospital

Takemitsu, M
A. I. duPont Childeren
Hospital

J. Richard Bowen
Tariq Rahman
Claude B Scott

基礎 2003 5 30

THE INTERNATIONAL
SCIETY FOR THE STUDY
OF THE LUMBAR SPINE
(ISSLS)

EFFECTS OF DECOMPRESSION ON
ECTOPIC FIRING IN RATS WITH
LUMBAR SPINAL CANAL STENOSIS

ポスター
Asahikawa Medical
college

Hiromi
TSUNEKAWA

Asahikawa Medical college

Yuji ATSUTA
Motoya IKAWA
Takeo MATSUNO

脊椎 2003 5 29 北海道脊椎疾患研究会
骨粗鬆症性椎体圧潰に対する脊柱再
建術

口演 士別市立病院 濱田　修

脊椎 2003 5 30 北海道脊椎疾患研究会
術中神経根損傷が原因と考えられた
頚部脊柱管拡大術後Ｃ５麻痺の2例

口演 士別市立病院 濱田　修

股関節 2003 5 76
日本整形外科学会学術集
会

セメント非使用大径ソケットを用いた臼
蓋再建法

シンポジウ
ム

旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学

伊藤　浩
寺西　正
岡本　巡
谷野弘昌

股関節 2003 5 76
日本整形外科学会学術集
会

大腿骨骨切り術を併用したS-ROM人
工股関節全置換術

口演 北海道大学 小野寺伸 北海道大学

青木善満
眞島任史
奥泉知郎
笠原靖彦
三浪明男
大浦久典
鈴木孝治
岸本隆史

旭川医科大学
松野丈夫
伊藤　浩

股関節 2003 6 104 北海道整形災害外科学会
50歳以下に施行下Charnley式人工股
関節置換術の術後長期成績

口演 豊岡中央病院整形外科 高桑昌幸 豊岡中央病院整形外科 後藤英司
旭川医科大学整
形外科

寺西　正 はげあん診療所 安藤御史

腫瘍 2003 6 104 北海道整形災害外科学会 足関節滑膜内に発症した 口演 旭川医科大学　整形外科 阿部泰之 旭川医科大学　整形外科
丹代　晋
前田龍智
松野丈夫

股関節 2003 6 104 北海道整形災害外科学会
坐骨神経麻痺を生じた外傷性股関節
後方脱臼の2症例

口演 市立釧路総合病院 佐藤達也 市立釧路総合病院

多胡秀信
富田文久
羽場等
田崎悌史
渡辺隆洋

下肢 2003 6 104 北海道整形災害外科学会 舟状骨脱臼骨折の治療経験 口演 稚内市立病院整形外科 林　真 稚内市立病院
石井　薫
近藤啓介
阿部里見

道立焼尻診療所 大灘嘉浩
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基礎 2003 6 104 北海道整形災害外科学会
大腿骨頸部内側骨折の骨接合モデル
における荷重ストレス分布

口演 旭川医科大学　整形外科 浜口英寿 旭川医科大学　整形外科
後藤英司
松野丈夫

股関節 2003 6 104 北海道整形災害外科学会
当科における寛骨臼回転骨切術と
Chiari骨盤骨切術の治療成績

口演 旭川医科大学　整形外科 岡本　巡 旭川医科大学　整形外科
寺西　正
伊藤　浩
松野丈夫

脊椎 2003 6 104 北海道整形災害外科学会
腰椎と左脛骨に異時多発した骨巨細
胞腫の一例

口演 北海道大学整形外科 笠原靖彦 北海道大学整形外科

青木喜満
眞島任史
小野寺信
奥泉知郎
三浪明男

北海道大学医療
短期大学

武田直樹
旭川医科大学　整
形外科

松野丈夫

基礎 2003 6 104 北海道整形災害外科学会
ラットCCIモデルの異所性発火に対す
るノイロトロピンの抑制効果

口演
旭川リハビリテーション病
院整形外科

中村　智
旭川リハビリテーション病院
整形外科

三上順子
旭川医科大学整
形外科

熱田裕司

股関節 2003 7 14
Japanese-Korean
Combinaed Orthopaedic
Symposium

Charnley low friction arthroplasty ‒ A
minimum fifteen-year results -

口演
Asahikawa Medical
University

Teranishi T
Asahikawa Medical
University

Ito H
Matsuno T
Goto E
Ando M
Okamoto T

股関節 2003 7 14
Japanese-Korean
Combinaed Orthopaedic
Symposium

Habitual dislocation of the hip in a
child ‒ A case report

口演
Asahikawa Medical
University

Morii H
Asahikawa Medical
University

Teranishi T
Okamoto M
Goto E
Ito H
Matsuno T

外傷 2003 7 14
Japanese-Korean
Combinaed Orthopaedic
Symposium

Hemorrhagic shock caused by soft
tissue injury with scapura frature

口演
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe

腫瘍 2003 7 14
Japanese-Korean
Combinaed Orthopaedic
Symposium

Postoperative Complaints of Benign
Solitary Neurilemoma

口演 旭川医科大学整形外科 丹代　晋 旭川医科大学整形外科
松野丈夫
阿部泰之
松盛寛光

腫瘍 2003 7 36
日整会骨軟部腫瘍学術集
会

環椎骨腫瘍（症例検討） 口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学

島崎俊司
前田龍智
浜口英寿
小原和宏
松野丈夫

腫瘍 2003 7 36
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

環椎骨腫瘍 口演 旭川医科大学整形外科 阿部泰之 旭川医科大学整形外科
松野丈夫
丹代　晋

旭川医科大学病
理部

三代川斉之
徳差良彦

外傷 2003 8 108
北海道整形外科外傷研究
会

大腿骨転子部骨折における成績不良
例の検討

口演 富良野協会病院 田中雅仁 富良野協会病院
矢倉幸久
青野貴吉

脊椎 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
Micro Endoscoic Disectomy(MED)法
のピットホール

口演 旭川医科大学　整形外科 猪川輪哉 旭川医科大学　整形外科

熱田裕司
恒川博巳
神保静夫
松野丈夫

市立根室病院整
形外科

柏崎裕一

外傷 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
血管柄付き橈骨移植術を用いて治療
したPreiser病の１例

口演 根室市立病院整形外科 柏崎裕一 根室市立病院整形外科 津村　敬

腫瘍 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
手指・足趾内軟骨腫における単純掻
爬療法の治療成績

口演 旭川医科大学　整形外科 阿部泰之 旭川医科大学　整形外科
丹代　晋
松野丈夫

外傷 2003 8 105 北海道整形災害外科学会 小児上腕骨外顆偽関節の１例 口演 森山病院整形外科 仲　俊之 森山病院整形外科

井上謙一
佐藤百年
大水信幸
梨木寛
原田吉雄

腫瘍 2003 8 105 北海道整形災害外科学会 脊椎における骨巨細胞腫の手術治療 口演
北海道大学医療技術短
期大学部

武田直樹 北海道大学整形外亜ｋ

鎧邦芳
伊藤学
小谷喜久
各家健
室田栄宏
白土修
三浪明男

旭川医科大学　整
形外科

丹代　晋
松野丈夫

脊椎 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
第５頸椎脱臼骨折により椎骨動脈損
傷を生じ、脳梗塞を来した一例

口演
旭川赤十字病院　整形外
科

妹尾一誠 旭川赤十字病院　整形外科

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
真田高起
林　真

股関節 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
大腿骨頭回転骨切術におけるAAヒッ
プスクリューの使用経験

口演 旭川医科大学　整形外科 寺西　正 旭川医科大学　整形外科
伊藤　浩
岡本　巡
松野丈夫

豊岡中央病院整
形外科

後藤英司
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股関節 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
大腿骨側セメント手技における髄腔プ
ラグの役割‐プラグ形状による耐圧性
の比較‐

口演 豊岡中央病院整形外科 後藤英司 豊岡中央病院整形外科 高桑昌幸
神戸製鋼医療材
料部

伊藤順二

股関節 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
大腿骨前方回転骨切り術後に壊死域
が消失した大腿骨頭壊死症の１例

口演
北見赤十字病院　整形外
科

佐藤達也 北見赤十字病院　整形外科

菅原　修
島崎俊司
高橋　滋
秋田真秀
伊藤雄人

旭川医科大学　整
形外科

寺西　正
松野丈夫

豊岡中央病院整形
外科

後藤英司

外傷 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
大腿骨転子部骨折術後cut out例の検
討

口演 市立稚内病院 西岡　健吾 市立稚内病院
石井　薫
近藤　啓介
類家　拓也

股関節 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
脱臼性および亜脱臼性股関節症性内
反股に対するハイブリッド型THAの中
期成績

口演 旭川医科大学　整形外科 伊藤　浩 旭川医科大学　整形外科
寺西　正
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学整形
外科

三浪明男

上肢 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
肘部管症候群における術後自覚的症
状の改善にかかわる術前因子の検討

口演 旭川医科大学　整形外科 入江　徹 旭川医科大学　整形外科
後山恒範
研谷　智
松野丈夫

その他 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
動脈塞栓術・血腫除去術が有効で
あった特発性腸腰筋血腫の一例

口演
北見赤十字病院　整形外
亜ｋ

類家拓也 北見赤十字病院

菅原　修
津村　敬
佐藤百年
入江　徹
三好直樹

上肢 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
肘離断性骨軟骨炎に対する膝自家骨
軟骨移植術の短期成績

口演 旭川医科大学　整形外科 後山恒範 旭川医科大学　整形外科
入江　徹
研谷　智
松野丈夫

北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司
市立釧路総合病院
整形外科

大坪　誠

基礎 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
副交感神経節細胞移植によるラット脱
神経筋の神経再支配

口演
旭川リハビリテーション病
院整形外科

三上順子
旭川リハビリテーション病院
整形外科

中村　智
旭川医科大学整
形外科

熱田裕司
奈井江町立国保病
院整形外科

勝木雅俊

脊椎 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
片側椎間関節切除を行った脊柱管内
synoial cystの１例

口演 帯広協立病院　整形外科 白岩康孝 帯広協立病院　整形外科
佐藤幸宏
伊林克也
麦倉聡

脊椎 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
腰椎変性疾患に対するGraf制動術の
成績不良の危険因子について

口演 函館中央病院　整形外科 大羽文博 函館中央病院　整形外科

橋本友幸
大越康充
重信恵一
山本一樹
金山雅弘
石田隆司
多田　博
諫山治彦
長崎晋矢
西池潤
長島尚志
見田真俊
山根繁

股関節 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
予防的ピンニング抜去後に滑りの進
行を認めた大腿骨頭すべり症の一例

口演 遠軽厚生病院　整形外科 松尾　卓見 遠軽厚生病院　整形外科
三宅康晴
森末昌諭

股関節 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
両側先天性股関節脱臼を伴ったPrune
Belly Syndromeの１例

口演 北海道大学整形外科 大浦久典 北海道大学整形外科

小野寺信
眞島任史
山崎修司
奥泉知郎
三浪明男

旭川医科大学　整
形外科

伊藤　浩 北新病院 青木喜満

腫瘍 2003 8 106 北海道整形災害外科学会
Chronic Expanding Hematomaの診断
と治療

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学
丹代　晋
松野丈夫
稲岡　努

外傷 2003 8 108 北海道整形外傷研究会
肩甲骨々折を伴ったScapulothracic
Associationの一例

口演 旭川医科大学 阿部里見 稚内市立病院
近藤啓介
石井　薫
林　真

股関節 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
大腿骨頭回転骨切り術におけるAA
ヒップスクリューの使用経験

口演 旭川医科大学 寺西　正 旭川医科大学
伊藤　浩
岡本　巡
松野丈夫

豊岡中央病院 後藤英司

股関節 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
脱臼性および亜脱臼性股関節症に対
するハイブリッド型THAの中期成績

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
寺西　正
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

上肢 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
中高齢者の橈骨遠位端骨折に対する
経皮的鋼線固定術の成績

口演 函館中央病院 多田　博

その他 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
動脈塞栓術・血腫除去術が有効で
あった特発性腸腰筋血腫の1例

口演
北見赤十字病院整形外
科

類家拓也 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

津村　敬
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股関節 2003 8 105 北海道整形災害外科学会
両側先天性股関節脱臼を伴ったPrune
Belly Syndromeの１例

口演 北海道大学 大浦久典 北海道大学

小野寺伸
青木善満
眞島任史
山崎修司
奥泉知郎
三浪明男

旭川医科大学
松野丈夫
伊藤　浩

股関節 2003 9 16
Annual Symposium of the
International Society for
Technology in Arthroplasty

Investigation in the shape of the
metal-backed eccentric cup in which
the contact stress of the bearing
surface is most reduced

ポスター
Asahikawa Medical
College

Nakamura, T Asahikawa Medical College

Ito. H
Tanino. H
Omizu. N
Matsuno. T

Div.
Bioengineering
and
Bioinformatics,
Hokkaido
University

Shimizu. R
Higa. M
Nishimura. I
Mitamura. Y

股関節 2003 9 16
International Society for
Technology in Arthroplasty

Intermediate-term results of hybrid
total hip arthroplasty for dysplastic
hips

ポスター
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T
Nakamura T

Hokkaido
University

Minami A
Aoki Y

下肢 2003 9 14
Japanese-Korean
Combinaed Orthopaedic
Symposium

Sponastrime Dysplasia:Report on a
Female Patient with Dislocation of
Patella

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学

島崎俊司
前田龍智
浜口英寿
小原和宏
松野丈夫

脊椎 2003 9 38
Scoliosis Research Society,
Annual Meeting

Brace Treatment Compliance in
Patients with Idiopathic Scoliosis

口演
A. I. duPont Childeren
Hospital

M. Takemitsu
A. I. duPont Childeren
Hospital

J. Richard Bowen
Tariq Rahman
Claude B Scott

下肢 2003 9 9 オホーツクリウマチ研究会 RAの扁平三角状変形の治療 口演
北見赤十字病院整形外
科

高橋　滋 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司

股関節 2003 9 52 東日本整形災害外科学会
「人工関節の耐久性　各人工関節の
長期成績」　Hybrid型THAの成績　ー
セメントかセメントレスかー

シンポジウ
ム

旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学
伊藤　浩
寺西　正
岡本　巡

上肢 2003 9 49
道南整形外科研究会
（渓和会）

 Heat press injuryによって生じた母・
示指壊死例の治療法の検討

口演 函館中央病院 多田　博

脊椎 2003 9 40
日本臨牀神経生理学会技
術講習会

 整形外科手術におけるモニタリング
の実際

口演 旭川医科大学 熱田裕司 旭川医科大学 今井　充

脊椎 2003 10 12
日本脊椎インストゥルメンテ
ション学会

プレート併用の頚椎前方固定術の隣
接椎間への影響

口演 旭川赤十字病院 小野沢　司 旭川赤十字病院

加茂裕樹
平山隆三
真田高起
林真
妹尾一誠

股関節 2003 10 30 日本股関節学会
セメント使用型metal-backed ソケット
を用いたT.H.A.の長期治療成績

口演 旭川医科大学 岡本　巡 旭川医科大学
寺西　正
伊藤　浩
松野丈夫

豊岡中央病院 後藤英司

股関節 2003 10 30 日本股関節学会
荷重部にbulk bone graftを行わずセメ
ントレスソケットを用いるTHA再置換術

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
松野丈夫
寺西　正
岡本　巡

北海道大学 三浪明男

股関節 2003 10 30 日本股関節学会
大腿骨頭回転骨切り術におけるAA
ヒップスクリューの使用経験

口演 旭川医科大学 寺西　正 旭川医科大学
伊藤　浩
岡本　巡
松野丈夫

豊岡中央病院 後藤英司

股関節 2003 10 30 日本股関節学会
大腿骨頭壊死症に対するF-systemを
用いた大腿骨頭回転骨切り術の成績

口演 北海道大学 小野寺伸 北海道大学

安部雄一郎
眞島任史
山崎修司
大浦久典
奥泉知郎
滝　健児

旭川医科大学
松野丈夫
伊藤　浩

股関節 2003 10 30 日本股関節学会学術集会
大腿骨前方回転骨切り術後に壊死域
の消失した大腿骨頭壊死症の1例

口演
北見赤十字病院整形外
科

佐藤達也
北見赤十字病院整形外科

菅原　修
島崎俊司

旭川医科大学整
形外科

寺西　正
松野丈夫

豊岡中央病院整形
外科

後藤英司

股関節 2003 10 18
日本整形外科学会基礎学
術集会

三次元有限要素法を用いた人工股関
節ステム形状の最適設計

口演 北海道大学 石田敏真 旭川医科大学
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

北海道大学
西村生哉
比嘉　昌
三田村好矩

股関節 2003 10 18
日本整形外科学会基礎学
術集会

人工股関節全置換術後の大腿部痛発
現機序に関する研究－兎大腿骨骨髄
内圧による疼痛反射の観察－

ポスター 旭川医科大学 中村聡喜 旭川医科大学

伊藤浩
熱田裕司
谷野弘昌
松野丈夫

北海道大学

西村生哉
清水亮太
三田村好矩

股関節 2003 10 18
日本整形外科学会基礎学
術集会

摺動面接触圧を最も低下させる偏心
性メタルバックカップの形状

ポスター 旭川医科大学 中村聡喜 旭川医科大学

伊藤浩
谷野弘昌
大水信幸
松野丈夫

北海道大学

西村生哉
清水亮太
三田村好矩
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股関節 2003 10 18
日本整形外科学会基礎学
術集会

特発性大腿骨頭壊死症の壊死体積と
中期予後との関連

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

寺西　正
岡本　巡
大水信幸
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

股関節 2003 11 31
日本リウマチ・関節外科学
会

脱臼性および亜脱臼性股関節症に対
するハイブリッド型THAの中期成績

シンポジウ
ム

旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
寺西　正
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

リウマチ 2003 47
日本リウマチ学会総会・学
術集会

HTLV-I env-pX遺伝子導入ラットに認
める関節炎の発症ならびに持続機序
に関する検討

口演
北海道大学大学院医学
研究科

阿部麻美
北海道大学大学院医学研
究科

石津明洋
北海道大学大学
院医学研究科

吉木敬

リウマチ 2003 92 日本病理学会総会
コラーゲン関節炎誘導によるHTLV-I
env-pX遺伝子導入ラットの関節炎発
症および持続機序の検討

口演
北海道大学大学院医学
研究科

阿部麻美
北海道大学大学院医学研
究科

石津明洋
北海道大学大学
院医学研究科

吉木敬

股関節 2004 1 34 日本人工関節学会
Omniflex modular systemを用いたセメ
ントレスTHAの中期成績

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
寺西　正
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

基礎 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
BMP-13の軟骨細胞分化における生
物学的効果の検討-アデノウイルスベ
クターを用いたin vtro study-

口演 旭川医科大学　整形外科 能地仁 旭川医科大学　整形外科 松野丈夫

腫瘍 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
Chronic Expanding Hematomaの診断
と治療

口演 旭川医科大学　整形外科 阿部泰之 旭川医科大学　整形外科
丹代　晋
松野丈夫

旭川医科大学　放
射線医学講座

稲岡努

股関節 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
THA後の大腿部痛発言機序に関する
研究‐ウサギ大腿骨骨髄内圧による
疼痛反射の観察‐

口演 旭川医科大学　整形外科 中村　智 旭川医科大学　整形外科

伊藤　浩
熱田裕司
谷野弘昌
松野丈夫

北大工学研究科
清水亮太
三田村好矩

下肢 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
アキレス腱断裂と足関節内果骨折を
合併した2例

口演 市立釧根室病院 津村　敬 市立釧根室病院 柏崎裕一

下肢 2004 1 106 北海道整形災害外科学会 足関節三角靱帯遠位付着部剥離骨折 口演 市立釧路総合病院 大坪　誠 市立釧路総合病院

富田文久
羽場等
田崎悌史
田辺明彦
瓜田淳

外傷 2004 1 106 北海道整形災害外科学会 外傷後指交叉変形を来した3例 口演
旭川赤十字病院　整形外
科

妹尾一誠 旭川赤十字病院　整形外科

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
真田高起
林　真

外傷 2004 1 106 北海道整形災害外科学会 外傷性両肩関節同時前方脱臼の1例 口演 北見赤十字病院 秋田真秀 北見赤十字病院

菅原　修
島崎俊司
高橋　滋
神保静夫
佐藤達也
伊藤雄人

下肢 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
化膿性膝関節炎と鑑別を要したアレル
ギー性膝関節炎の一例

口演 旭川医科大学　整形外科 本間俊一 旭川医科大学　整形外科

前田龍智
浜口英寿
小原和宏
松野丈夫

上肢 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
キーンベック病に対する橈骨楔状骨切
術の成績と病期別術式選択の検討

口演 旭川医科大学　整形外科 入江　徹 旭川医科大学　整形外科
後山恒範
研谷　智
松野丈夫

函館中央病院　整
形外科

多田　博

上肢 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
高度変形性肘関節症に対する関節形
成術に峡湾三頭筋形成を要した２例

口演 旭川医科大学　整形外科 森井北斗 旭川医科大学　整形外科

後山恒範
入江　徹
研谷　智
松野丈夫

下肢 2004 1 106 北海道整形災害外科学会 広範囲距骨体部骨壊死の１例 口演 旭川医科大学　整形外科 浜口英寿 旭川医科大学　整形外科

前田龍智
小原和宏
森井北斗
清水睦也
松野丈夫

股関節 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
歯科治療が原因と考えられたTHA後
遅発性感染の１例

口演 旭川医科大学　整形外科 小林　浩 旭川医科大学　整形外科

寺西　正
岡本　巡
伊藤　浩
松野丈夫

外傷 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
縦隔血腫による横隔神経麻痺を生じ
た胸骨骨折の１例

口演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸
高桑整形外科永山クリニッ
ク

高桑茂之
豊岡中央病院整
形外科

後藤英司
阿部里見

市立旭川病院胸部
外科

大場淳一
工藤欣哉
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脊椎 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
上位頸椎奇形を合併し頸椎黄色靱帯
骨化症により脊髄症状を呈した１例

口演 森山病院　整形外科 佐藤百年 森山病院　整形外科

井上謙一
仲　俊之
大水信幸
梨木寛

梅藤千秋整形外
科クリニック

梅藤千秋

下肢 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
診断に苦慮した両脛骨内側近位端疲
労骨折の一例

口演 旭川医科大学　整形外科 佐々木祐介 旭川医科大学　整形外科

前田龍智
浜口英寿
小原和宏
松野丈夫

石丸クリニック 石丸　晶

外傷 2004 1 106 北海道整形災害外科学会 大腿骨骨折に対する早期固定の検討 口演
旭川赤十字病院　整形外
科

真田高起 旭川赤十字病院　整形外科

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
林　真
妹尾一誠

股関節 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
大腿骨頭すべり症に対する屈曲骨切
術の治療成績

口演 旭川医科大学　整形外科 岡本　巡 旭川医科大学　整形外科
寺西　正
伊藤　浩
松野丈夫

腫瘍 2004 1 106 北海道整形災害外科学会 脱分化型軟骨肉腫の治療経験 口演 旭川医科大学　整形外科 西田恭博 旭川医科大学　整形外科
丹代　晋
阿部泰之
松野丈夫

国立札幌整形外
科

井須和男

外傷 2004 1 106 北海道整形災害外科学会 橈骨遠位端骨折の術後合併症 口演 函館中央病院 多田　博

外傷 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
当施設における大腿骨転子部骨折術
後成績不良例の検討

口演 市立稚内病院整形外科 西岡健吾 市立稚内病院整形外科
近藤啓介
類家拓也
石井　薫

股関節 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
特発性大腿骨頭壊死症の壊死体積と
中期予後との関連

口演 旭川医科大学　整形外科 伊藤　浩 旭川医科大学　整形外科
寺西　正
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学大学
院研究科整形外
科

三浪明男

下肢 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
バレーボール選手におけるジャンパー
膝の動作解析

口演 旭川医科大学　整形外科 小原和宏 旭川医科大学　整形外科

前田龍智
浜口英寿
阿部里見
松野丈夫

国際医療福祉大
学

山本澄子

上肢 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
比較的希な滑膜ひだにより生じた弾発
肘の一例

口演 旭川医科大学　整形外科 清水睦也 旭川医科大学　整形外科

後山恒範
入江　徹
研谷　智
松野丈夫

上肢 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
肘離断性骨軟骨炎に対する病型別治
療方針

口演 旭川医科大学　整形外科 奥山峰志 旭川医科大学　整形外科

後山恒範
入江　徹
研谷　智
松野丈夫

北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司

股関節 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
片側THA後に関節裂隙再開大を認め
た外反骨切術後症例について

口演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸 豊岡中央病院整形外科
後藤英司

脊椎 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
腰椎黄色靱帯内に発生したガングリオ
ンの２例

口演 北見赤十字病院 伊藤雄人 北見赤十字病院

菅原　修
島崎俊司
高橋　滋
神保静夫
秋田真秀
佐藤達也

脊椎 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
腰椎椎間板ヘルニア手術前後の傍脊
柱筋血流量‐近赤外分光法を用いた
MED法とLove法の比較

口演 旭川医科大学　整形外科 猪川輪哉 旭川医科大学　整形外科
熱田裕司
恒川博巳
松野丈夫

基礎 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
ラットCCIモデルの異所性発火に対す
る神経除圧の効果

口演
旭川リハビリテーション病
院整形外科

中村　智
旭川リハビリテーション病院
整形外科

三上順子
旭川医科大学　整
形外科

熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2004 1 108 北海道整形災害外科学会
頸椎に椎体骨折を生じたSAPHO症候
群の1例

口演 北見小林病院 妹尾一誠 北見小林病院
古梶文洋
辻　宗啓

下肢 2004 1 108 北海道整形災害外科学会

軟骨細胞分化における外因性BMP-
13の生物学的効果の検討．‐アデノ
ウイルス遺伝子導入法を用いたin
vitro studyより‐

口演 旭川医科大学 能地　仁 Washington University WJ Maloney 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
S-ROMセメントレス人工股関節の中期
成績

口演 北海道大学 大浦久典 北海道大学

小野寺伸
眞島任史
山崎修司
奥泉知郎
滝　健児
三浪明男
鈴木孝治

旭川医科大学
松野丈夫
伊藤　浩
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股関節 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
THA後の大腿部痛発現機序に関する
研究-兎大腿骨骨髄内圧による疼痛
反射の観察-

口演 旭川医科大学 中村聡喜 旭川医科大学

伊藤浩
熱田裕司
谷野弘昌
松野丈夫

北海道大学

清水亮太
西村生哉
三田村好矩

上肢 2004 1 106 北海道整形災害外科学会 外傷性両肩関節同時前方脱臼の1例 口演
北見赤十字病院整形外
科

秋田真秀 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司

脊椎 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
腰椎黄色靱帯内に発生したガングリオ
ンの2例

口演
北見赤十字病院整形外
科

伊藤雄人 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司

股関節 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
歯科治療が原因と考えられたTHA後
遅発性感染の１例

口演 旭川医科大学 小林　浩 旭川医科大学

寺西　正
岡本　巡
伊藤　浩
松野丈夫

股関節 2004 1 106 北海道整形災害外科学会 人工股関節置換術後感染の４例 口演 北海道大学 小野寺伸 北海道大学

眞島任史
山崎修司
大浦久典
奥泉知郎
滝　健児
三浪明男

旭川医科大学
松野丈夫
伊藤　浩

NTT東日本札幌病
院

石部基実

股関節 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
大腿骨頭すべり症に対する屈曲骨切
り術の治療成績

口演 旭川医科大学 岡本　巡 旭川医科大学
伊藤　浩
寺西　正
松野丈夫

股関節 2004 1 106 北海道整形災害外科学会
特発性大腿骨頭壊死症の壊死体積と
中期予後との関連

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
寺西　正
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

上肢 2004 1 106 北海道整形災害外科学会 橈骨遠位端骨折の術後合併症 口演 函館中央病院 多田　博

股関節 2004 3 71
American Academy of
Orthopaedic Surgeons

Comparison of surgical approaches in
Chiari pelvic osteotomy

ポスター
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T
Teranishi T
Okamoto M

Hokkaido
University

Minami A

股関節 2004 3 71
American Academy of
Orthopaedic Surgeons

Mid-term results of precoated femoral
component in hybrid total hip
arthroplasty

ポスター
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T
Teranishi T
Okamoto M

Hokkaido
University

Minami A

脊椎 2004 3 71
American Academy of
Orthopaedic Surgeons

Prospective Study of DeNovo
Scoliosis in a Community-based
Cohort

ポスター 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

熱田裕司
小野沢司
恒川博巳
松野丈夫
武田直樹

下肢 2004 3 50
Annual Meeting of the
Ortopaedic Research
Society

Chondrocytes fail to induce allogenic
T-lymphocyte proliferation in
presence of inflammatory cytokines

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
松野丈夫

下肢 2004 3 50
Annual Meeting of the
Ortopaedic Research
Society

Immune reaction to allogenic MHC
class II antigen on human new-born
chondrocytes

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
松野丈夫

股関節 2004 3 50
Annual Meeting of the
Ortopaedic Research
Society

THE METAL-BACKED ECCENTRIC
CUP

ポスター
Asahikawa Medical
College

Nakamura, T Asahikawa Medical College

Ito. H
Tanino. H
Omizu. N
Matsuno. T

Div.
Bioengineering
and
Bioinformatics,
Hokkaido
University

Shimizu. R
Higa. M
Nishimura. I
Mitamura. Y

脊椎 2004 3 6 オホーツク地域救急研究会 脊髄損傷を伴う多発外傷症例 口演
北見赤十字病院整形外
科

秋田真秀 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司

上肢 2004 3 47 日本手の外科学会
血管柄付き腓骨移植術による橈骨遠
位端再建術後の長期成績

口演 旭川医科大学 研谷　智 旭川医科大学
後山　恒範
松野　丈夫

旭川赤十字病院
整形外科

平山　隆三
函館中央病院　整
形外科

多田　博

股関節 2004 3
骨軟部吸収性材料フォーラ
ム2004

寛骨臼回転骨切り術など股関節手術
におけるポリ-L-乳酸スクリューの使
用経験

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫 北海道大学 三浪明男

脊椎 2004 4 31 北海道脊椎疾患研究会
脊椎圧迫骨折・破裂骨折に対する体
幹ギプス療法の実際

口演 士別市立病院 宮野　憲仁

上肢 2004 4 47 日本手の外科学会 橈骨遠位端骨折の術後合併症 ポスター 函館中央病院 多田　博

上肢 2004 4 47
日本手の外科学会学術集
会

ラットCCIモデルの異所性発火に対す
る神経除圧の効果

ポスター
旭川リハビリテーション病
院

中村　智 旭川医科大学 熱田　裕司
旭川リハビリテー
ション病院

中川　順子
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基礎 2004 5 31

THE INTERNATIONAL
SCIETY FOR THE STUDY
OF THE LUMBAR SPINE
(ISSLS)

The effects of various treatments on
the ectopic firing of lumbar spinal
canal stenosis model in rats.

ポスター
Asahikawa Medical
college

Tsunekawa H Asahikawa Medical college
Atsuta Y
Ikawa M

基礎 2004 5 33 脊椎脊髄病学会
ラット腰部脊柱管狭窄症　　　　モデル
において 各種治療法が異所性発火に
及ぼす効果

口演 旭川医科大学 恒川博巳 旭川医科大学
熱田　裕司
猪川　輪哉

股関節 2004 5 9 日本関節症研究会
日本人の股関節骨格形態に適合した
人工股関節の開発

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
松野丈夫
中村聡喜

北海道大学
西村生哉
石田敏真

脊椎 2004 5 77
日本整形外科学会学術集
会

Flattening of Sagittal Spinal Curvature
as a Predictor of Vertebral Fracture

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

熱田裕司
猪川輪哉
恒川博巳
松野丈夫

股関節 2004 5 77
日本整形外科学会学術集
会

脱臼性および亜脱臼性股関節症に対
するハイブリッド型THAの中期成績

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
寺西　正
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

股関節 2004 5 77
日本整形外科学会学術集
会

摘出人工関節からみたインプラントの
問題点

口演 千葉大学 原田義忠 えにわ病院 増田武志 旭川医科大学 伊藤　浩

東邦大学
京都大学
奈良医科大学
三重大学

勝呂　徹
川那辺圭一
川手健次
須藤啓広

脊椎 2004 6 15
Korean-Japanese Combined
Orthopaedic Symposium

Low Back Pain in Young Athletes with
A Unilateral Stress Reaction at the
Pars Interarticularis

口演 旭川医科大学 M. Takemitsu
A. I. duPont Childeren
Hospital

G. El Rassi
P. Woratanarat
S.A. Shah

股関節 2004 6
MEとバイオサイバネティクス
研究会

人工股関節におけるインプラントの形
状・設置角の関係に関する基礎的研
究

口演 北海道大学 八木橋厚太 北海道大学

三田村好矩
西村生哉
石田敏真

旭川医科大学

伊藤　浩
谷野弘昌
中村聡喜
松野丈夫

腫瘍 2004 6 93 日本病理学会総会
「骨軟部腫瘍を正しく診断するために」
骨軟部腫瘍の診断ー臨床から病理
にー

シンポジウ
ム

旭川医科大学 松野丈夫

スポーツ 2004 6 27 日本骨・関節感染症研究会
A群β溶血性レンサ球菌による化膿性
膝関節炎

口演 旭川医科大学 小原和宏 旭川医科大学
浜口英寿
松野丈夫

上肢 2004 6 47 北海道整形災害外科学会
肘部管症候群における術後自覚症状
の改善にかかわる術前因子の検討

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学
後山恒範
研谷　智
松野丈夫

上肢 2004 7 2 オホーツク整形外科懇話会
手関節開放粉砕脱臼骨折の一治療経
験

口演
北見赤十字病院整形外
科

森井北斗 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司

腫瘍 2004 7 37
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

骨軟部肉腫に対するIfosfamideを含ん
だ化学療法の副作用

口演 旭川医科大学整形外科 丹代　晋 旭川医科大学整形外科
松野丈夫
阿部泰之

腫瘍 2004 7 37
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

脱分化型軟骨肉腫5例の治療経験 口演 旭川医科大学整形外科 丹代　晋 旭川医科大学整形外科
松野丈夫
阿部泰之
西田恭博

腫瘍 2004 7 37
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

末梢神経鞘腫の治療成績　-術後のし
びれ感についての検討-

ポスター 旭川医科大学整形外科 松盛寛光 旭川医科大学整形外科
松野丈夫
丹代　晋
阿部泰之

富良野協会病院
整形外科

矢倉幸久

スポーツ 2004 7 30
日本整形外科スポーツ医学
会

ジャンパー膝におけるアタックジャンプ
の動作解析

口演 旭川医科大学 小原和宏 旭川医科大学

松野丈夫
島崎俊司
浜口英寿
阿部里見

国際医療福祉大
学

山本澄子
勝平純司

腫瘍 2004 7 37
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

Chronic Expanding Hematomaの画像
的特徴

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学
丹代　晋
松野丈夫
稲岡　努

股関節 2004 8 107 北海道整形災害外科学会 Schanz骨切り術後THAの２例 口演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸 豊岡中央病院整形外科

後藤英司
猪川輪哉
浜口英寿

下肢 2004 8 107 北海道整形災害外科学会
下肢軟部組織欠損に対しDistally
Based Sural Flapにより再建を行った４
例

口演 旭川赤十字病院 類家拓也 旭川赤十字病院

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
西岡健吾
伊藤雄人

下肢 2004 8 107 北海道整形災害外科学会
下腿、足部皮膚欠損に対する逆行性
浅腓腹動脈皮弁形成術の治療経験

口演 森山病院　整形外科 仲　俊之 森山病院　整形外科

井上謙一
高橋英也
佐藤百年
梨木寛
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脊椎 2004 8 107 北海道整形災害外科学会
腰特発性側弯症における装具装着時
間の研究

口演 旭川医科大学　整形外科 竹光正和 DuPont Hospital, USA

Bowen Richaed J.
Rahman Tariq
Gluting JoeJ.
ClaudeS.

外傷 2004 8 107 北海道整形災害外科学会
骨盤骨折に対しTAEを施行後に感染
がみられた2例

口演 市立札幌病院整形外科 清水睦也 市立札幌病院整形外科

奥村潤一郎
佐久間隆
東裕隆
工藤未来
本間信吾

富良野協会病院
整形外科

三好直樹 道立羽幌病院 中山央

脊椎 2004 8 107 北海道整形災害外科学会
歯突起骨折によりリウマチ性環軸亜脱
臼が急速に進行した２症例

口演 豊岡中央病院整形外科 猪川輪哉 旭川医科大学　整形外科

熱田裕司
竹光正和
小林徹也
松野丈夫

帯広協立病院 佐藤幸宏

上肢 2004 8 107 北海道整形災害外科学会
舟状骨骨折に対する観血的治療の成
績

口演 旭川赤十字病院 西岡　健吾 旭川赤十字病院

平山隆三
加茂　裕樹
小野沢　司
類家　拓也
伊藤　雄人

股関節 2004 8 107 北海道整形災害外科学会
大腿骨側セメント手技における髄腔プ
ラグの重要性‐より高い耐圧性を有
するプラグの試作‐

口演 豊岡中央病院整形外科 後藤英司 豊岡中央病院整形外科
猪川輪哉
浜口英寿

神戸製鋼医療材
料部

伊藤順二

上肢 2004 8 107 北海道整形災害外科学会 内反手に対する機能再建手術の一例 口演 旭川赤十字病院 伊藤雄人 旭川赤十字病院

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
西岡健吾
類家拓也

上肢 2004 8 107 北海道整形災害外科学会
母指以外のCM関節脱臼・脱臼骨折の
治療経験

口演 函館中央病院 多田　博

脊椎 2004 8 107 北海道整形災害外科学会
胸腰椎破裂骨折に対する体幹ギプス
固定療法の成績

口演 市立士別総合病院 浜田　修 市立士別総合病院
宮野憲仁
秋田真秀

基礎 2004 8 107 北海道整形災害外科学会
ラットCCIモデルの異所性発火に対す
るNaチャンネル拮抗薬（メキシチール）
の作用特性

口演
旭川リハビリテーション病
院整形外科

中村　智
旭川リハビリテーション病院
整形外科

森泉茂宏
旭川医科大学　整
形外科

熱田裕司
松野丈夫

基礎 2004 8 107 北海道整形災害外科学会
ラット膝関節における炎症mediatersの
発痛作用評価

口演 旭川医科大学　整形外科 岡本　巡 旭川医科大学　整形外科
熱田裕司
松野丈夫

股関節 2004 8 33 リウマチの外科研究会
若年性関節リウマチに対する人工股
関節再置換術の経験

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

寺西　正
平山光久
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

股関節 2004 8 107 北海道整形災害外科学会
Omniflex modular systemを用いたセメ
ントレスTHAの中期成績

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

寺西　正
平山光久
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

上肢 2004 8 107 北海道整形災害外科学会
母指以外のCM関節脱臼・脱臼骨折の
治療経験

口演 函館中央病院 多田　博 旭川赤十字病院 平山隆三

股関節 2004 9 17
Annual Symposium of the
International Society for
Technology in Arthroplasty

STUDY ON THE THIGH PAIN AFTER
TOTAL HIP ARTHROPLASTY:
OBSERVATION OF THE FLEXOR
REFLEX BY INTRAMEDULLARY
PRESSURE IN RABBIT FEMUR

ポスター
Asahikawa Medical
College

Nakamura, T Asahikawa Medical College

Ito. H
Atsuta. Y
Tanino. H
Matsuno. T

Div.
Bioengineering
and
Bioinformatics,
Hokkaido
University

Nishimura. I
Shimizu. R
Ishida. T
Mitamura. Y

股関節 2004 9 17
International Society for
Technology in Arthroplasty

Study on the thigh pain after total hip
arthroplasty: observation of the flexor
reflex by intramedullary pressure in
rabbit femur

ポスター
Asahikawa Medical
University

Yagihashi K
Asahikawa Medical
University

Ito H
Tanino H
Nakamura T
Matsuno T

Hokkaido
University

Nishimura I
Ishida T
Mitamura Y

股関節 2004 9 17
International Society for
Technology in Arthroplasty

The study of relation between the
angle, shape of the implant and range
of motion in THA

ポスター Hokkaido University Ishida T
Asahikawa Medical
University

Tanino H
Ito H
Matsuno T

Hokkaido
University

Nishimura I
Mitamura Y

脊椎 2004 9 39
Scoliosis Research Society,
Annual Meeting

Low Back Pain in Young Athletes with
Unilateral SPECT Uptake at the Pars
Interarticularis

ポスター 旭川医科大学 M. Takemitsu
A. I. duPont Childeren
Hospital

G. El Rassi
P. Woratanarat
S.A. Shah

リウマチ 2004 9 10 オホーツクリウマチ研究会 SAPHO症候群の一例 口演
北見赤十字病院整形外
科

阿部泰之 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司

脊椎 2004 9 53 東日本整形災害外科学会
バランスボール使用中に生じた頚椎
頚髄損傷の一例

口演
北見赤十字病院整形外
科

神保静夫 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司
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上肢 2004 9 6 北海道肩研究会
右肩痛で発症したSAPHO症候群の1
例

口演
北見赤十字病院整形外
科

阿部泰之 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司

脊椎 2004 10 9
Bulgarian Orthopaedics and
Trauma Association, 9th
Congress,

Variable compliance od brace
treatment in patients with idiopathic
scoliosis

口演 旭川医科大学 M. Takemitsu
A. I. duPont Childeren
Hospital

J. Richard Bowen
Tariq Rahman
Claude B Scott

基礎 2004 10 19
日本整形外科学会基礎学
術集会

一次求心性ニューロンの興奮と痛み
パネルディ
スカッション

旭川医科大学 熱田裕司 旭川医科大学
猪川輪哉
恒川博巳
中村　智

進藤病院 小澤一広 旭川赤十字病院 小野沢司

下肢 2004 10 19
日本整形外科学会基礎学
術集会

ヒト新生児関節軟骨細胞の有する免
疫調節能の検討

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
松野丈夫

股関節 2004 10 31 日本股関節学会
Omniflex modular systemを用いたセメ
ントレスTHAの中期成績

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

寺西　正
平山光久
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

股関節 2004 10 31 日本股関節学会 人工股関節置換術後感染の４例 口演 北海道大学 小野寺伸 北海道大学
眞島任史
大浦久典

旭川医科大学
松野丈夫
伊藤　浩

NTT東日本札幌病
院

石部基実

股関節 2004 10 19
日本整形外科学会基礎学
術集会

人工股関節全置換術におけるimplant
と可動域の関係についての検討

ポスター 旭川医科大学 中村聡喜 旭川医科大学
伊藤浩
谷野弘昌
松野丈夫

北海道大学

西村生哉
石田敏真
三田村好矩

その他 2004 10 21 脳性麻痺の外科研究会 米国における脳性麻痺治療の一面 口演 旭川医科大学 竹光正和 旭川医科大学 松野丈夫

スポーツ 2004 11 26
臨床歩行分析研究会定例
会

歩行分析セミナーの現場での実践応
用

口演 旭川医科大学 小原和宏 旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2004 11 38 日本側弯症学会
特発性側弯症における装具装着時間
の研究

口演 旭川医科大学 M. Takemitsu
A. I. duPont Childeren
Hospital

J. Richard Bowen
Tariq Rahman
Claude B Scott

股関節 2004 11 31
日本臨床バイオメカ二クス
学会

PERFECTA IMC stemの応力解析 口演 北海道大学 八木橋厚太 北海道大学
西村生哉
三田村好矩

旭川医科大学

伊藤　浩
谷野弘昌
中村聡喜
松野丈夫

脊椎 2004 12 32
Cervical Spine Research
Society, Annual Meeting

The Treatment of Cervical Spine
Instability and Stenosis in Children
with Skeletal Dysplasia

口演 旭川医科大学 M. Takemitsu
A. I. duPont Childeren
Hospital

Suken A. shah
William G. Mackenzie

股関節 2004 6/5 2
Annual Scientific Meeting of
the Update in Hip Surgery
2004

Chiari Pelvic Osteotomy on Dysplastic
Hips.

口演 旭川医科大学 Matsuno T

基礎 2004 日本リウマチ学会
ストレス環境下における培養骨細胞の
apoptosis関連遺伝子の発現に関する
検討

口演
北海道大学大学院医学
研究科病態分子病理

辻　宗啓
北海道大学大学院医学研
究科病態分子病理

池田　仁
石津明洋
吉木　敬

股関節 2005 1 108 北海道整形災害外科学会 Harris CDH precoat stemの長期成績 口演 旭川医科大学　整形外科 岡本　巡 旭川医科大学　整形外科

寺西　正
平山光久
伊藤　浩
松野丈夫

北見赤十字病院
整形外科

菅原　修
豊岡中央病院整形
外科

後藤英司

上肢 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
MP関節部の外傷性伸筋腱脱臼に対
する指背腱膜縫縮術の成績

口演
旭川リハビリテーション病
院　整形外科

中村　智
旭川リハビリテーション病院
整形外科

森泉茂宏 旭川赤十字病院 平山隆三

股関節 2005 1 108 北海道整形災害外科学会 THA後脱臼に対する手術的治療 口演 市立札幌病院 清水睦也 市立札幌病院　整形外科

佐久間隆
奥村潤一郎
東裕隆
平地一彦
工藤未来
本間信吾

腫瘍 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
悪性骨腫瘍切除後パスツール処理骨
移植の成績と問題点

口演 旭川医科大学整形外科 丹代　晋 旭川医科大学整形外科
松野丈夫
阿部泰之
大坪　誠

北海道大学医学
部保健学科理学
療法学専攻

武田直樹

脊椎 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
インターネットにより得られる側弯症に
関する情報

口演 旭川医科大学　整形外科 奥山峰志 旭川医科大学　整形外科

竹光正和
熱田裕司
小林徹也
松野丈夫

上肢 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
外側壁欠損の肘離断性骨軟骨炎に対
し膝自家骨軟骨移植術を施行した一
例

口演 旭川医科大学　整形外科 入江　徹 旭川医科大学　整形外科

松尾卓見
後山恒範
研谷　智
松野丈夫

脊椎 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
片側の腰椎関節突起間部のみに
SPECTで集積がみられる若年者の腰
痛

口演 旭川医科大学 竹光正和
A. I. duPont Childeren
Hospital

El Rassi G
Woratanarat P
Shah SA.
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リウマチ 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
関節リウマチに対するアレンドロネート
の使用経験

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕

上肢 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
キーンベック病に対する橈骨骨切術の
検討

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学
後山恒範
研谷　智
松野丈夫

函館中央病院 多田　博

脊椎 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
頸椎固定術後に発症した低ナトリウム
血症の2例

口演 旭川医科大学　整形外科 西田恭博 旭川医科大学　整形外科

小林徹也
熱田裕司
竹光正和
松野丈夫

旭川医科大学　第
1内科

高橋啓

外傷 2005 1 108 北海道整形災害外科学会 軽油による高圧注入損傷の一例 口演
北見赤十字病院　整形外
科

森井北斗 北見赤十字病院　整形外科

菅原　修
島崎俊司
高橋　滋
大水信幸
阿部泰之
中川宏士

股関節 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
血液透析患者における両側同時大腿
四頭筋腱断裂の1例

口演
北見赤十字病院　整形外
科

阿部泰之 北見赤十字病院　整形外科

菅原　修
島崎俊司
高橋　滋
大水信幸
中川宏士
森井北斗

脊椎 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
骨粗鬆症性椎体圧壊に対する脊椎後
方短縮術

口演 旭川赤十字病院 小野沢司 旭川赤十字病院

平山隆三
加茂裕樹
西岡健吾
類家拓也
伊藤雄人

上肢 2005 1 108 北海道整形災害外科学会 尺側手根伸筋腱腱鞘炎の1例 口演 旭川医科大学　整形外科 小林浩 旭川医科大学　整形外科

入江　徹
松尾卓見
後山恒範
研谷　智
松野丈夫

股関節 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
若年性関節リウマチに対する人工股
関節再置換術の経験

口演 旭川医科大学　整形外科 伊藤　浩 旭川医科大学　整形外科

寺西　正
平山光久
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学　整形
外科

三浪明男

腫瘍 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
腫瘍用人工関節置換術後早期感染に
対して、抗生剤含有骨セメントスペー
サーを用いた治療経験

口演 旭川医科大学　整形外科 西田恭博 旭川医科大学　整形外科
丹代　晋
大坪　誠
松野丈夫

腫瘍 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
上腕骨遠位部転移性骨腫瘍に多雨捨
てHMRS上腕再建システムを用いた一
例

口演 旭川医科大学　整形外科 本間俊一 旭川医科大学　整形外科

入江　徹
後山恒範
丹代　晋
大坪　誠
松野丈夫

上肢 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
スポーツ選手に発症した尺骨神経障
害の検討

口演 旭川医科大学　整形外科 松尾卓見 旭川医科大学　整形外科

入江　徹
後山恒範
研谷　智
松野丈夫

脊椎 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
脊椎内視鏡システムを用いた腰椎手
術の小経験

口演 旭川医科大学　整形外科 小林徹也 旭川医科大学　整形外科
熱田裕司
竹光正和
松野丈夫

豊岡中央病院整
形外科

猪川輪哉

外傷 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
損傷指を用いたOn-top Plastyによる
母指再建術

口演 旭川赤十字病院 類家拓也 旭川赤十字病院

平山隆三
加茂裕樹
西岡健吾
伊藤雄人

函館中央病院　整
形外科

多田　博

股関節 2005 1 108 北海道整形災害外科学会

大腿骨頸部骨折に対する固定法の違
いが術後転子下骨折の危険性に影響
を与えるか？‐骨接合モデルの応力
変化に注目して‐

口演 豊岡中央病院整形外科 浜口英寿 豊岡中央病院整形外科

後藤英司
猪川輪哉 神戸製鋼医療材

料部
伊藤順二

腫瘍 2005 1 108 北海道整形災害外科学会 大腿骨腫瘍用人工関節の治療成績 口演 旭川医科大学　整形外科 大坪　誠 旭川医科大学　整形外科
丹代　晋
松野丈夫

北海道大学医学
部保険学科理学
療法学専攻

武田直樹

外傷 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
大腿骨転子部骨折の手術治療におけ
る脳血管障害および痴呆の問題

口演
旭川リハビリテーション病
院　整形外科

中村　智
旭川リハビリテーション病院
整形外科

森泉茂宏
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股関節 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
高い耐圧性を有する髄腔プラグの試
作

口演 豊岡中央病院整形外科 後藤英司 豊岡中央病院整形外科

猪川輪哉
浜口英寿 日本メディカルマ

テリアル
伊藤順二

外傷 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
立ち上がり動作における股関節屈曲
角度の検討‐体幹姿勢による骨盤の
前・後傾への影響

口演 旭川医科大学　整形外科 佐々木祐介 旭川医科大学　整形外科
小原和宏
平山光久
松野丈夫

旭川リハビリテー
ション病院　整形
外科

森泉茂宏

脊椎 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
テクミロン糸を用いたMagerl＋Ｂｒｏｏｋ
ｓ法の工夫

口演 豊岡中央病院整形外科 猪川輪哉 豊岡中央病院整形外科
後藤英司
浜口英寿

帯広協立病院 佐藤幸宏

股関節 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
転倒後に股関節痛を主訴に来院し診
断に苦慮した閉鎖孔ヘルニアの１例

口演 市立稚内　整形外科 松盛寛光 市立稚内　整形外科
田中雅仁
森末昌諭
近藤啓介

基礎 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
変形性関節症より採取した培養軟骨
細胞における免疫学的検討‐第一報
‐

口演 旭川医科大学　整形外科 能地仁 旭川医科大学　整形外科
阿部里見
前田龍智
松野丈夫

脊椎 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
片側の腰椎関節突起間部のみに
SPECTで集積がみられる若年者の腰
痛

口演 旭川医科大学　整形外科 竹光正和
A.I. duPont Hospital for
children, USA

EI Rassi Georges
Woratanarat
Patarawan
Shah Suken A.

脊椎 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
脊椎内視鏡システムを用いた腰椎手
術の小経験

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

猪川輪哉
熱田裕司
竹光正和
松野丈夫

脊椎 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
頸椎固定術後に発症した低ナトリウム
血症の2例

口演 旭川医科大学 西田恭博 旭川医科大学

小林徹也
竹光正和
熱田裕司
松野丈夫
高橋啓

基礎 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
THAにおけるimplantの形状と設置角
が可動域に与える影響について

口演 旭川医科大学 中村聡喜 旭川医科大学
伊藤浩
谷野弘昌
松野丈夫

北海道大学

八木橋厚太
西村生哉
石田敏真
三田村好矩

基礎 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
THA後の可動域をより改善させる効果
的なネック形状についての検討

口演 旭川医科大学 中村聡喜 旭川医科大学
伊藤浩
谷野弘昌
松野丈夫

北海道大学

八木橋厚太
西村生哉
石田敏真
三田村好矩

下肢 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
イメージフリーナビゲーションによる人
工膝関節置換術の経験

口演 国立国際医療センター 真田高起

基礎 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
股関節置換術後の早期リハビリにお
ける２本杖の効果

口演 旭川医科大学 平山光久 旭川医科大学

小原和宏
佐々木祐介
岡本　巡
寺西　正
伊藤浩
松野丈夫

旭川リハビリテー
ション病院　整形
外科

森泉茂宏
国際医療福祉大学
大学院

山本澄子

基礎 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
人工股関節全置換術前後における歩
容変化の動作解析

口演
旭川リハビリテーション病
院　整形外科

森泉茂宏
旭川リハビリテーション病院
整形外科

中村　智 旭川医科大学

小原和宏
平山光久
佐々木祐介
松野丈夫

国際医療福祉大学
大学院

山本澄子

下肢 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
ドレーンクランプ法によるTKA術後出
血対策（第三報）

口演 市立士別総合病院 秋田真秀 市立士別総合病院
浜田　修
宮野憲仁

下肢 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
バレーボール選手におけるシンスプリ
ントの足底支持板を用いた治療

口演 旭川医科大学　整形外科 小原和宏 旭川医科大学　整形外科

前田龍智
能地仁
佐々木祐介
松野丈夫

上肢 2005 1 108 北海道整形災害外科学会 軽油による高圧注入損傷の一例 口演
北見赤十字病院整形外
科

森井北斗 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司

下肢 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
血液透析患者における両側同時大腿
四頭筋腱断裂の1例

口演
北見赤十字病院整形外
科

阿部泰之 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司

上肢 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
肩鎖関節脱臼に対するCadenat法の
成績

口演 函館中央病院 多田　博

股関節 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
若年性関節リウマチに対する人工股
関節再置換術の経験

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

寺西　正
平山光久
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学 三浪明男
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股関節 2005 1 108 北海道整形災害外科学会
大腿骨転子部骨折の手術治療におけ
る脳血管障害及び痴呆の問題

口演
旭川リハビリテーション病
院

中村　智 旭川リハビリテーション病院 森泉　茂宏

股関節 2005 2 72
American Academy of
Orthopaedic Surgeons

Rotational acetabular osteotomy
through an Ollier lateral U
transtrochanteric approach

ポスター
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T
Teranishi T
Hirayama T
Okamoto M

Hokkaido
University

Minami A

股関節 2005 2 51
Annual Meeting of
Orthopaedic Research
Society

An in vivo model for intraoperative
assessment of impingement and
dislocation in THA

ポスター University of Florida Tanino H University of Florida Banks SA
Asahikawa
Medical College

Ito H
Nakamura T
Matsuno T

BioMotion
Foundation

Harman MK
Hodge WA

股関節 2005 2 51
Annual Meeting of
Orthopaedic Research
Society

Blockade of the C-jun/AP-1 signaling
pathway abolishes implant-particle
induced osteoclastogenesis.

ポスター

Department of
Orthopaedics, Washington
University School of
Medicine

Yamanaka Y

Department of
Orthopaedics, Washington
University School of
Medicine

Clohisy  J C
Abu-Amer Y

股関節 2005 2 51
Annual Meeting of
Orthopaedic Research
Society

RELATIONSHIP BETWEEN
POLYETHYLENE LINER DESIGN,
IMPINGEMENT AND DISLOCATION
ON RETRIEVED ACETABULAR
COMPONENTS

ポスター BioMotion Foundation Tanino H BioMotion Foundation
Harman MK
Banks SA
Hodge WA

股関節 2005 2 51
Annual Meeting of the
Ortopaedic Research
Society

Study on the thigh pain after total hip
arthroplasty: observation of the flexor
reflex by intramedullary pressure in
rabbit femur

ポスター
Asahikawa Medical
University

Nakamura T Asahikawa Medical College

Ito H
Atsuta Y
Tanino H
Matsuno T

Div.
Bioengineering
and
Bioinformatics,
Hokkaido
University

Nishimura. I
Shimizu. R
Ishida. T
Mitamura. Y

外傷 2005 2 22 旭川救急搬送研究会 脊椎脊髄損傷について 口演 旭川赤十字病院 小野沢　司

脊椎 2005 2 5 九州ミエロパチ-研究会
胸椎部靱帯肥厚症によるMyelopathy
の２例 口演 総合せき損センター 恒川博巳 総合せき損センター 森英治

下肢 2005 2 30 日本膝学会
ヒアルロン酸ナトリウムの免疫調節能
の検討

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
松野丈夫

上肢 2005 2 17 日本肘関節学会
離断性骨軟骨炎における術前病型診
断の検討

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学

後山恒範
研谷　智
松尾卓見
松野丈夫

股関節 2005 2 35 日本人工関節学会
若年性関節リウマチ(JRA)に対する人
工股関節再置換術の経験

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

寺西　正
平山光久
岡本　巡
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

リウマチ 2005 3 4 旭川関節疾患カンファランス
リウマチ因子陽性診断不確定例
における抗ＣＣＰ抗体の検討

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕

下肢 2005 3 37 北海道膝関節研究会
大腿骨骨幹部に大きな骨欠損を伴っ
たfloating knee の治療経験

口演
北見赤十字病院整形外
科

中川宏士 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司

上肢 2005 4 48 日本手の外科学会
肘部管症候群における術後自覚症状
の改善にかかわる術前因子の検討

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学
後山恒範
研谷　智
松野丈夫

函館中央病院 多田　博 奈井江町立病院 勝木雅俊

股関節 2005 4 49
日本リウマチ学会総会学術
集会

「リウマチの外科　この10年の進歩と
今後の発展」　リウマチ股に対する
THA

シンポジウ
ム

旭川医科大学 松野丈夫

リウマチ 2005 4 49
日本リウマチ学会総会学術
集会

関節リウマチに対するレフルノミドの1
年成績

ポスター
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科
前田龍智
松野丈夫

脊椎 2005 4 49
日本リウマチ学会総会学術
集会

腰椎変性疾患に対する腰椎固定術の
至適アライメントに関する検討

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2005 4 33 北海道脊椎疾患研究会
腰椎除圧手術における術中ミエログラ
フィーの経験

口演 士別市立病院 宮野　憲仁

脊椎 2005 4 33 北海道脊椎疾患研究会
腰痛検診におけるhealth status
measureの検討

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

熱田裕司
恒川博巳
本間俊一
佐藤達也
佐々木祐介
松野丈夫

公立芽室病院 幅口竜也

上肢 2005 4 48 日本手の外科学会
母指以外のCM関節脱臼・脱臼骨折の
治療

口演 函館中央病院 多田　博 旭川赤十字病院 平山隆三

上肢 2005 4 48
日本手の外科学会学術集
会

MP関節部の外傷性伸筋腱脱臼に対
する指背腱膜縫縮術の成績

口演
旭川リハビリテーション病
院

中村　智 旭川赤十字病院 平山　隆三

その他 2005 5 5
オホーツク地域医療を考え
る会

整形外科的疾患の地域連携 口演
北見赤十字病院整形外
科

菅原　修 北見赤十字病院整形外科 島崎俊司
北見赤十字病院
整形外科

高橋　滋
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脊椎 2005 5 34 脊椎脊髄病学会
過去14年間の非骨傷性頸髄損傷271
例の検討

口演 総合せき損センター 恒川博巳 総合せき損センター

芝啓一郎
植田尊善
大田秀樹
森英治
加治浩三
弓削至
河野修

基礎 2005 5 34 脊椎脊髄病学会

神経性間欠性跛行の病態における馬
尾神経活動賦活の意義―異所性発火
を指標とした実験的研究―

口演 旭川医科大学 恒川博巳 旭川医科大学
熱田裕司 歓生会豊岡中央

病院
猪川輪哉

股関節 2005 5 78
日本整形外科学会学術集
会

前・初期変形性股関節症に対する手
術療法ー棚形成術ー

シンポジウ
ム

旭川医科大学 松野丈夫

リウマチ 2005 5 12
北海道リウマチ性疾患の治
療とケア

地域連携としてのリウマチのケア・・・
整形外科医の立場から

口演
北見赤十字病院整形外
科

菅原　修 北見赤十字病院整形外科 島崎俊司
北見赤十字病院
整形外科

高橋　滋

外傷 2005 6 15 オホーツク骨粗鬆症研究会
北見赤十字病院における大腿骨頚部
骨折発生状況と予後について

口演
北見赤十字病院整形外
科

高橋　滋 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司

スポーツ 2005 6 歩行分析症例検討会 ジャンパー膝の動作解析 口演 旭川医科大学 小原和宏 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2005 6 109 北海道整形災害外科学会
Ｘ線では亜脱であったが、超音波にて
臼不全と診断でき、経過観察のみで
治癒した１例

口演 豊岡中央病院　整形外科 寺西　正 豊岡中央病院　整形外科 後藤英司
旭川医科大学整
形外科

伊藤　浩
松野丈夫

なかむら整形外科
クリニック

中村隆二郎

下肢 2005 6 109 北海道整形災害外科学会
吸引療法（VAC）により治癒した透析
患者の難治性足部潰瘍の一例

口演 根室市立病院 西岡　健吾 根室市立病院 青野　貴吉

脊椎 2005 6 109 北海道整形災害外科学会
胸腔内出血を伴う胸椎骨折の治療経
験

口演 旭川赤十字病院 佐々木祐介 旭川赤十字病院

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
白岩康孝
秋田真秀

腫瘍 2005 6 109 北海道整形災害外科学会
股関節内の類骨骨腫により関節症性
変化をきたした１例

口演 旭川医科大学整形外科 林　真 旭川医科大学整形外科
丹代　晋
松野丈夫

下肢 2005 6 109 北海道整形災害外科学会
砂糖療法で寛解した両側MRSA膝関
節炎

口演 旭川医科大学整形外科 類家拓也 旭川医科大学整形外科
前田龍智
能地仁
松野丈夫

上肢 2005 6 109 北海道整形災害外科学会 掌側板剥離骨折に対する観血的治療 口演 旭川赤十字病院 秋田真秀 旭川赤十字病院

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
白岩康孝
佐々木祐介

股関節 2005 6 109 北海道整形災害外科学会
人工関節偽関節包内での
RANKL/OPG発現

口演 旭川医科大学整形外科 平山光久 旭川医科大学整形外科
伊藤　浩
谷野弘昌
松野丈夫

股関節 2005 6 109 北海道整形災害外科学会
石灰沈着を伴う手根管症候群を呈し
た一例

口演 旭川医科大学　整形外科 松尾卓見 旭川医科大学　整形外科
入江　徹
研谷　智
松野丈夫

札幌外科記念病
院

後山恒範

腫瘍 2005 6 109 北海道整形災害外科学会
爪下外骨腫に対する爪甲還納手術法
の治療経験

口演 旭川医科大学整形外科 丹代　晋 旭川医科大学整形外科
松野丈夫
林　真

基礎 2005 6 109 北海道整形災害外科学会
変形性関節症より採取した培養軟骨
細胞における免疫学的検討

口演 旭川医科大学整形外科 能地仁 旭川医科大学整形外科

阿部里見
小林浩
類家拓也
前田龍智
松野丈夫

脊椎 2005 6 109 北海道整形災害外科学会 腰痛固定術後10年以上経過例の治療 口演 旭川医科大学 佐藤達也 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
恒川博巳
松野丈夫

脊椎 2005 6 109 北海道整形災害外科学会
腰痛検診における Roland-Morris
Disability Questionnaire とJOAスコア
の比較

口演 旭川医科大学 恒川博巳 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
本間俊一
松野丈夫

公立芽室病院 幅口竜也
旭川赤十字病院
整形外科

佐々木祐介
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下肢 2005 6 109 北海道整形災害外科学会
変形性関節症より採取した培養軟骨
細胞における免疫調節能の検討

口演 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

脊椎 2005 7 12
International Meeting on
Advanced Spine Techniques

Sagittal spinal congruity after lumbar
spinal surgery in degenerative cases

E-poster 旭川医科大学 小林徹也

腫瘍 2005 7 38
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

HMRS上腕骨再建システムを用いた上
腕骨遠位再建術の工夫

ポスター 旭川医科大学整形外科 本間俊一 旭川医科大学整形外科

松野丈夫
丹代　晋
後山恒範
入江　徹
大坪　誠

腫瘍 2005 7 38
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

悪性骨腫瘍切除後パスツール処理骨
移植の成績と問題点

口演 旭川医科大学整形外科 丹代　晋 旭川医科大学整形外科
松野丈夫
阿部泰之
大坪　誠

北海道大学医学
部保健学科理学
療法学専攻

武田直樹

腫瘍 2005 7 38
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

腫瘍用人工関節置換術後早期感染に
対して、抗生剤含有骨セメントスペー
サーを用いた治療経験

ポスター 旭川医科大学整形外科 西田恭博 旭川医科大学整形外科
松野丈夫
丹代　晋
大坪　誠

腫瘍 2005 7 38
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

大腿骨腫瘍用人工関節の治療成績 口演 旭川医科大学整形外科 大坪　誠 旭川医科大学整形外科
松野丈夫
丹代　晋

北海道大学医学
部保健学科理学
療法学専攻

武田直樹

脊椎 2005 8
SRS Asia Pacific Spine
Congress

Changes in the Blood-flow of
Trapezius Muscles after Trigger Point
Acupuncture among Patients with
Neck Pain

口演 Rishiri Central Hospital Shizuo Jimbo Asahikawa Medical College

Tetsuya Kobayashi
Yuji Atsuta
Hiromi Tshunekawa
Makoto Hayashi
Takeo Matsuno

脊椎 2005 8
SRS Asia Pacific Spine
Congress

Comparison of Roland-Morris
Disability Questionnaire and Japanese
Orthopedic Association Score for low
back pain in a cohort

ポスター
Asahikawa Medical
college

Hiromi Tsunekawa Asahikawa Medical college

Tetsuya Kobayashi
Yuji Atsuta
Makoto Hayashi
Tatsuya Sato
Takeo Matsuno

下肢 2005 8 112 北海道外傷研究会
腓骨遠位骨幹部骨折後に足関節不安
定性を生じた1例

口演 士別市立病院 濱田　修

上肢 2005 8 112 北海道外傷研究会
指尖部損傷に対する被覆材を用いた
被覆療法の治療経験

口演 根室市立病院 西岡　健吾 根室市立病院 青野　貴吉

股関節 2005 9 18
Annual Symposium of the
International Society for
Technology in Arthroplasty

Study about the impingement part of
the neck after THA

ポスター
Asahikawa Medical
College

Nakamura, T Asahikawa Medical College
Ito. H
Tanino. H
Matsuno. T

Div.
Bioengineering
and
Bioinformatics,
Hokkaido
University

Nishimura. I
Ishida. T
Mitamura. Y

股関節 2005 9 18
International Society of
Technology in Arthroplasty

Analysis of the stem strength related
to neck design

ポスター
Asahikawa Medical
University

Tanaka M
Asahikawa Medical
University

Ito H
Tanino H
Matsuno T

Hokkaido
University

Ishida T
Nishimura I
Mitamura Y

股関節 2005 9 18
International Society of
Technology in Arthroplasty

Effects of two canes on center of
gravity after THA

ポスター
Asahikawa Medical
University

Hirayama T
Asahikawa Medical
University

Obara K
Moriizumu S
Sasaki Y
Tanino H
Ito H
Yamamoto S
Matsuno T

股関節 2005 9 18
International Society of
Technology in Arthroplasty

Mutiobjective Optimization of
Cemented Stem Design

Poster
Asahikawa Medical
College

Tanino H Asahikawa Medical College
Ito H
Matsuno T

Hokkaido
University

Ishida T,
Nishimura I

下肢 2005 9 11 オホーツクリウマチ研究会
関節破壊の強い症例に対する人工関
節置換術

口演
北見赤十字病院整形外
科

上田泰久 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司

股関節 2005 9 54 東日本整形災害外科学会  後方進入法によるMIS-THAの検討
シンポジウ
ム

旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
平山光久
谷野弘昌
松野丈夫

下肢 2005 9 38 北海道膝関節研究会
TKA術後早期に弛みを生じ術前よりも
高度な内反変形を生じた一症例

口演 旭川医科大学 類家拓也 旭川医科大学
前田龍智
能地　仁
松野丈夫

外傷 2005 10 1
旭川医大整形外科外傷勉
強会

大腿骨転子部・頚部骨折～同門アン
ケートから

口演 豊岡中央病院 浜口英寿 豊岡中央病院 辻　宗啓

股関節 2005 10 20
日本整形外科学会基礎学
術集会

THA後の日常生活動作を満たすネック
形状と骨頭径についての研究

ポスター 旭川医科大学 中村聡喜 旭川医科大学
伊藤浩
谷野弘昌
松野丈夫

北海道大学

石田敏真
西村生哉
三田村好矩
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下肢 2005 10 20
日本整形外科学会基礎学
術集会

ヒアルロン酸の活性化リンパ球増殖抑
制能についての検討

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

股関節 2005 10 20
日本整形外科学会基礎学
術集会

人工股関節の可動域を向上させるス
テムネック形状・強度評価についての
研究

口演 北海道大学 石田敏真 旭川医科大学
伊藤　浩
松野丈夫

北海道大学
西村生哉
八木橋厚太
三田村好矩

股関節 2005 10 20
日本整形外科学会基礎学
術集会

多目的最適化によるセメントステムデ
ザインの検討

口演 旭川医科大学 谷野弘昌 旭川医科大学
伊藤　浩
松野丈夫

北海道大学
石田敏真
西村生哉

脊椎 2005 10 41 日本赤十字社医学会総会
バランスボール使用中に生じた 第5頚
椎脱臼骨折の1例

口演
北見赤十字病院整形外
科

菅原　修 北見赤十字病院整形外科 島崎俊司
北見赤十字病院
整形外科

高橋　滋

股関節 2005 10 32
日本臨床バイオメカニクス学
会

遺伝アルゴリズムを応用した人工股関
節ステム形状の多目的最適化

口演 北海道大学 石田敏真 旭川医科大学
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

北海道大学
西村生哉
三田村好矩

脊椎 2005 11 34 北海道脊椎疾患研究会
Misdiagnosed hip-spine sybndrome の
3例

口演 士別市立病院 濱田　修

脊椎 2005 11 34 北海道脊椎疾患研究会
腰椎砂時計腫を呈した硬膜外血管腫
の1例

口演 旭川医科大学 清水睦也 旭川医科大学

小林徹也
恒川博巳
林　真
佐藤達也
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2006 1 110 北海道整形災害外科学会 Epidermoid cystの２例 口演 旭川医科大学 清水睦也 旭川医科大学

小林徹也
恒川博巳
熱田裕司
松野丈夫

股関節 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
THA後の日常生活動作を満たすネック
形状についての研究

口演 旭川医科大学整形外科 中村聡喜 旭川医科大学整形外科

伊藤　浩
谷野弘昌
田中雅仁
松野丈夫

北海道大学　情報
科学研究科

石田敏真
西村生哉
三田村好矩

股関節 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
亜脱臼性、脱臼性股関節症に対する
Charnley THAの25年成績

口演 豊岡中央病院　整形外科 寺西　正 豊岡中央病院　整形外科 後藤英司 はげあん診療所 安藤御史 由仁町立病院 岡本哲軌

上肢 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
外側壁欠損の離断性骨軟骨炎外側型
に対し膝自家骨軟骨移植術を施行し
た１例

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学

後山恒範
研谷　智
松尾卓見
松野丈夫

リウマチ 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
関節リウマチにたいする生物学的製
剤の使用経験

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科

前田龍智
小林徹也
阿部麻美
阿部里見
松野丈夫

脊椎 2006 1 110 北海道整形災害外科学会 頸椎透析脊椎症の椎弓形成術の検討 口演 旭川赤十字病院 小野沢司 旭川赤十字病院

加茂裕樹
平山隆三
秋田真秀
白岩康孝
佐々木祐介

股関節 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
大腿骨回転骨切術後THAの問題点と
短期成績

口演
北海道大学　運動器再建
医学分野

井上正弘
北海道大学　運動器再建医
学分野

真島任史
大浦久典
山崎修司
西池修
森律明
三浪明男

北海道大学　生体
医工学・スポーツ
診療所

小野寺伸
旭川医科大学　整
形外科

伊藤　浩

脊椎 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
多椎体にわたるScallopingを呈した巨
大馬尾腫瘍の２例

口演 旭川医科大学 林　真 旭川医科大学

恒川博巳
小林徹也
熱田裕司
松野丈夫

股関節 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
当科における初回人工関節全置換術
後の深部静脈血栓症の発生率

口演 旭川医科大学整形外科 平山光久 旭川医科大学整形外科

伊藤　浩
谷野弘昌
大水信幸
佐藤達也
渡邊成樹
松野丈夫

股関節 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
ポリエチレンライナーデザインとインピ
ンジメント、脱臼の関係

口演 旭川医科大学　整形外科 谷野弘昌 旭川医科大学整形外科

伊藤　浩
田中雅仁
松野丈夫

バイオモーション
ファウンデーション

メリンダ　ハー
マン
アンドリュー
ホッジ

フロリダ大学　工学
部

スコット　バンク
ス

70



脊椎 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
腰椎検診における脊柱アライメントと
歩行時姿勢の検討

口演 旭川医科大学 恒川博巳 旭川医科大学
小林徹也
熱田裕司
松野丈夫

下肢 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
足関節内外側側副靱帯不全を伴った
後脛骨筋不全症の1例

口演 旭川医科大学 類家拓也 旭川医科大学
能地　仁
前田龍智
松野丈夫

上肢 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
外傷性肩関節後方脱臼骨折の治療経
験

口演 旭川医科大学　整形外科 松尾卓見 旭川医科大学　整形外科
入江　徹
研谷　智
松野丈夫

上肢 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
ガングリオンによる肩甲上神経麻痺の
治療経験

口演 旭川赤十字病院 佐々木祐介 旭川赤十字病院

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
秋田真秀
白岩康孝

下肢 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
小児に生じた両極性膝蓋腱損傷の稀
な１例

口演 旭川医科大学整形外科 林　真 旭川医科大学整形外科

能地仁
類家拓也
前田龍智
松野丈夫

股関節 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
大腿骨転子部骨折に対するPNFを用
いた治療経験

口演 旭川赤十字病院 白岩康孝 旭川赤十字病院

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
秋田真秀
佐々木祐介

股関節 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
大腿骨転子部不安定骨折に対するγ
-nail とPFNAの比較検討

北見赤十字病院整形外
科

中川宏士 北見赤十字病院整形外科

菅原　修
島崎俊司
高橋　滋
妹尾一誠
上田泰久

股関節 2006 1 110 北海道整形災害外科学会
臨床症状の明らかではなかった近位
型深部静脈血栓症の1例

口演 旭川医科大学 佐藤達也 旭川医科大学

平山光久
渡邊成樹
大水信行
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

股関節 2006 2 37 日本人工関節学会
Hybrid型THA-手術適応･長期成績お
よび手術のポイントｰ

シンポジウ
ム

旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学
平山光久
谷野弘昌
山中康裕

上肢 2006 2 18 日本肘関節学会
離断性骨軟骨炎に対する膝自家骨軟
骨移植術の治療成績

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学

後山恒範
島崎俊司
研谷　智
松尾卓見
松野丈夫

股関節 2006 2 36 日本人工関節学会 プレコートステムの中期成績 口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

平山光久
谷野弘昌
大水信幸
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

外傷 2006 2 113
北海道整形外科外傷研究
会

治療に苦慮した骨盤開放骨折の1例 口演
北見赤十字病院整形外
科

中川宏士 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

島崎俊司

脊椎 2006 3 73
American Academy of
Orthopaedic Surgeons

Lumbopelvic congruity after spinal
fusion and its influence on clinical
outcome

ポスター 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

熱田裕司
恒川博巳
林　真
佐藤達也
類家拓也
清水睦也

股関節 2006 3 52
Annual Meeting of
Orthopaedic Research
Society

Acetabular Liner Design Affects
Clinical Dislocation Rates After THA

poster
Asahikawa Medical
College

Tanino H Asahikawa Medical College
Ito H
Hirayama T
Matsuno T

University of
Florida

Banks SA
BioMotion
Foundation

Harman MK

基礎 2006 3 52
Annual Meeting of
Orthopaedic Research
Society

Adult Human articular chondrocyte
alloreactivity

ポスター
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe

下肢 2006 3 52
Annual Meeting of
Orthopaedic Research
Society

Human juvenile chondrocytes have
unique immune modulatory functions.

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

股関節 2006 3 52
Annual Meeting of
Orthopaedic Research
Society

PMMA particle induce
Osteoclastogenesis by an endotoxin-
independent mechanism.

ポスター

Department of
Orthopaedics, Washington
University School of
Medicine

Yamanaka Y

Department of
Orthopaedics, Washington
University School of
Medicine

Clohisy  J C
Abu-Amer Y
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基礎 2006 3 52
Annual Meeting of
Orthopaedic Research
Society

THE MITOGENIC ACTIVITY OF
POLY-CLONALLY ACTIVATED CD4
T CELLS IS INHIBITED BY HA

ポスター 旭川医科大学 類家拓也 旭川医科大学

下肢 2006 3 52
Annual Meeting of
Orthopaedic Research
Society

The mitogenic activity of poly-clonally
activated CD4 T cells is inhibited by
HA.

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

股関節 2006 3 52
Annual Meeting of
Orthopaedic Research
Society

The shape of the neck that increases
the range of motion after total hip
arthhroplasty

ポスター
Asahikawa Medical
College

Nakamura, T Asahikawa Medical College
Ito. H
Tanino. H
Matsuno. T

Div.
Bioengineering
and
Bioinformatics,
Hokkaido
University

Nishimura. I
Ishida. T
Mitamura. Y

リウマチ 2006 3 5 旭川関節疾患カンファランス
関節リウマチに対する生物学的製剤
の使用経験

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕

脊椎 2006 3 28 生理学技術研究会
音声認識機能を備えた自動脊髄機能
モニタリングシステムの開発

口演 旭川医科大学 今井　充 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2006 4 35 脊椎疾患研究会
腰椎検診における脊柱アライメントと
歩行時姿勢の検討 口演 旭川医科大学 恒川博巳 旭川医科大学

熱田裕司
小林徹也
清水睦也
松野丈夫

公立芽室病院 幅口竜也

脊椎 2006 4 35 日本脊椎脊髄病学会
頚部脊柱管狭窄症にインストウルメン
テーションを併用した症例の術後C5麻
痺

シンポジウ
ム

国立精神・神経センター 竹光正和 Hong Kong Univ

Cheung KM
Wong YW
Cheung WY
Luk KD

脊椎 2006 4 35 日本脊椎脊髄病学会
腰痛検診における脊柱アライメントと
歩行時姿勢の検討

口演 旭川医科大学 恒川博巳 旭川医科大学
熱田裕司
小林徹也
松野丈夫

リウマチ 2006 4 50 日本リウマチ学会総会
関節リウマチに対するレフルノミドの2
年成績

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科

前田龍智
小林徹也
阿部麻美
阿部里見
松野丈夫

リウマチ 2006 4 50 日本リウマチ学会総会
ビスホスフォネート製剤のステロイド服
用関節リウマチ患者の新規椎体骨折
におよぼす臨床効果

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科

前田龍智
小林徹也
阿部麻美
阿部里見
松野丈夫

脊椎 2006 4 50 日本リウマチ学会総会
中高齢女性の脊椎・非脊椎骨折発生
と歩行時体幹姿勢の関係

口演 旭川医科大学 小林徹也

股関節 2006 5 5
5th meeting of the hip
section APOA

25-year results of Charnley low
friction arthroplasty for dysplastic hip
osteoarthritis

口演 Toyooka Chuo Hospital
Tadashi Teranishi
et al.

Toyooka Chuo Hospita
Muneharu Tsuji
Eiji Goto

外傷 2006 5 2
旭川医大整形外科外傷勉
強会

橈骨遠位端骨折の診断と治療の傾向
同門アンケートから

口演 豊岡中央病院 浜口英寿 豊岡中央病院 辻　宗啓

股関節 2006 5 79
日本整形外科学会学術集
会

Effects of Retrieved Acetabular
Polyethylene Liner Design and Wear
on Hip Dislocation.

口演
Asahikawa Medical
College

Tanino H BioMotion Foundation
Harman MK
Banks SA
Hodge WA

スポーツ 2006 5 9 バレーボール学会
バレーボールの下肢障害の動作解析
とスポーツの地域医療

口演 旭川医科大学 小原和宏 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2006 5 79
日本整形外科学会学術総
会

「免疫不全宿主の術後感染対策」　免
疫不全宿主の術後感染対策　重度糖
尿病,悪性腫瘍患者などの手術経験

シンポジウ
ム

旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学

伊藤　浩
平山光久
丹代　晋
阿部泰之
島崎俊司

市立旭川病院 京極　元

脊椎 2006 5 79
日本整形外科学会学術総
会

Changes in the Blood-flow of
Trapezius Muscles after Trigger Point
Acupuncture among Patients with
Neck Pain

口演 Rishiri Central Hospital Shizuo Jimbo Asahikawa Medical College

Tetsuya Kobayashi
Yuji Atsuta
Hiromi Tshunekawa
Takeo Matsuno

股関節 2006 5 79
日本整形外科学会学術総
会

プレコートステムの中期成績 口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

平山光久
谷野弘昌
大水信幸
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

脊椎 2006 5 79
日本整形外科学会学術総
会

腰椎固定術後１０年以上経過例にお
ける隣接椎間変性の検討

口演 旭川医科大学 佐藤達也 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
恒川博巳
松野丈夫
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股関節 2006 6 16 オホーツク骨粗鬆症研究会
大腿骨転子部不安定骨折に対するγ
-nailとPFNAの比較

口演
北見赤十字病院整形外
科

菅原　修 北見赤十字病院整形外科 中川宏士
北見赤十字病院
整形外科

高橋　滋

脊椎 2006 6 33 国際腰椎学会
Transition syndrome and sagittal
alignment in a mean 15-year follow-up
of lumbar spinal fusion

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

熱田裕司
恒川博巳
佐藤達也
今井　充
松野丈夫

腫瘍 2006 6 39
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

悪性腫瘍を扱う整形外科医のための
緩和ケア　骨・軟部腫瘍学術集会から
の提言　骨・軟部腫瘍における緩和ケ
ア　アンケート調査をもとに

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学
松野丈夫
月山　叔

上肢 2006 6 31
日本整形外科スポーツ医学
会

外側壁欠損の肘離断性骨軟骨炎に対
して膝自家骨軟骨移植術を行った１例

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学
後山恒範
研谷　智
松野丈夫

脊椎 2006 6 35 日本脊椎脊髄病学会 頚椎透析脊椎症の椎弓形成術の検討 ポスター 旭川赤十字病院 小野沢　司 旭川赤十字病院 加茂裕樹

下肢 2006 6 111 北海道整形災害外科学会
TKA後大腿骨顆上骨折に対し逆行性
髄内釘にセメント固定を追加した１例

口演 豊岡中央病院　整形外科 浜口英寿 豊岡中央病院　整形外科

後藤英司
猪川輪哉
寺西　正
辻　宗啓

上肢 2006 6 111 北海道整形災害外科学会
外傷性肘関節拘縮に対して授動術を
行った７例

口演 旭川赤十字病院 白岩康孝 旭川赤十字病院

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
本間俊一

股関節 2006 6 111 北海道整形災害外科学会 股関節外転筋機能不全を呈した２例 口演 豊岡中央病院　整形外科 辻　宗啓 豊岡中央病院　整形外科

後藤英司
猪川輪哉
寺西　正
浜口英寿

股関節 2006 6 111 北海道整形災害外科学会
骨移植を併用したCharnley THAの長
期成績

口演 豊岡中央病院　整形外科 寺西　正 豊岡中央病院　整形外科 後藤英司 はげあん診療所 安藤御史 由仁町立病院 岡本哲軌

股関節 2006 6 111 北海道整形災害外科学会
人工股関節のモジュラー部品における
問題点

口演 旭川医科大学　整形外科 谷野弘昌 旭川医科大学整形外科
伊藤　浩
平山光久
松野丈夫

上肢 2006 6 111 北海道整形災害外科学会 前腕双極損傷(Bipolar injury)の１例 口演 市立札幌病院　整形外科 西田恭博 市立札幌病院　整形外科

本間信吾
佐久間隆
平地一彦
奥村潤一郎
東裕隆
松井裕帝

網走厚生病院

スポーツ 2006 6 111 北海道整形災害外科学会
バレーボール選手におけるシンスプリ
ントの足底板治療の経験

口演 旭川医科大学 小原和宏 旭川医科大学
松野丈夫
佐々木祐介

股関節 2006 6 111 北海道整形災害外科学会
無症候性舟状骨偽関節に伴う長母指
屈筋腱皮下断裂の１例

口演 旭川赤十字病院 本間俊一 旭川赤十字病院

平山隆三
加茂裕樹
小野沢司
白岩康孝

脊椎 2006 6 43
日本リハビリテーション医学
会学術集会

特発性側弯症における体幹装具装着
時間の客観的な測定法の開発

口演 国立精神・神経センター 竹光正和

基礎 2006 6 36
日本関節鏡・膝・スポーツ整
形外科学会(JOSKAS)

New possibilities for transplantation of
allogeneic chondrocytes for tissue
repair

ポスター
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College
Hitoshi Nochi
Takeo Matsuno

脊椎 2006 6 36
日本関節鏡・膝・スポーツ整
形外科学会(JOSKAS)

脊椎内視鏡手術の初期ラーニング
カーブの検討

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

恒川博巳
熱田裕司
松野丈夫
猪川輪哉

下肢 2006 6 36
日本関節鏡・膝・スポーツ整
形外科学会(JOSKAS)

変形性関節症由来培養軟骨細胞の免
疫応答- in vitro study ‒

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

股関節 2006 6 北海道股関節研究会 S-ROM THAの中期成績と問題点 口演 北海道大学 大浦久典 北海道大学

眞島任史
井上正弘
沢口直弘
森　律明
三浪明男
鈴木孝治

旭川医科大学
松野丈夫
伊藤　浩

股関節 2006 6 北海道股関節研究会 THA 4-U systemの開発 口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

平山光久
谷野弘昌
大水信幸
松野丈夫
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リウマチ 2006 6 111 北海道整形災害外科学会
関節リウマチ・膠原病疑い新患例にお
ける抗CCP抗体の測定意義‐RFと対
比して‐

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科

前田龍智
小林徹也
阿部麻美
阿部里見
松野丈夫

上肢 2006 6 111 北海道整形災害外科学会
膝蓋骨骨折後内固定金属が破損し、
膝窩部に迷入した１例

口演 帯広協立病院 麦倉聡 帯広協立病院
佐藤幸宏
伊林克也
津村　敬

上肢 2006 6 111 北海道整形災害外科学会
内軟骨腫による手の多発性変形に対
して、内視鏡を用いて手術を行った１
例

口演 旭川医科大学　整形外科 入江　徹 旭川医科大学　整形外科

研谷　智
小原和宏
松尾卓見
松野丈夫

上肢 2006 6 111 北海道整形災害外科学会
ポララス・ヒューメラルネイルを用いた
上腕骨近位端骨折の治療

口演 函館中央病院 多田　博

脊椎 2006 7 Spine Across the Sea

Static and dynamic spinal posture and
its relationship with the incidence of
fractures in a community-based
cohort

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

熱田裕司
恒川博巳
青野貴吉
神保静夫
森末昌諭
今井　充
松野丈夫

外傷 2006 7 日本骨折治療学会
大腿骨転子部骨折における新しい分
類法～治療に直結した分類を目指し
て～

口演 根室市立病院 西岡　健吾 根室市立病院 田中　雅仁 旭川赤十字病院 加茂　裕樹

腫瘍 2006 7 39
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

Epidermoid Cystの2例 ポスター 旭川医科大学整形外科 清水睦也 旭川医科大学整形外科

松野丈夫
小林徹也
恒川博巳
熱田裕司

基礎 2006 7 39
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

The role of WINT14 in SaOS-2
Osteosarcoma cells

口演
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College
Takeo Matsuno

腫瘍 2006 7 39
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

骨・軟部腫瘍における緩和ケア　-アン
ケート調査結果をもとに-

口演 旭川医科大学整形外科 阿部泰之 旭川医科大学整形外科 松野丈夫
和歌山医大集学
的治療・緩和ケア
部

月山　淑

腫瘍 2006 7 39
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

骨肉腫に対するメトトレキサート大量
療法後に発症しMRIで経過を追えた一
過性脳症の1例

ポスター 旭川医科大学 類家拓也 旭川医科大学　整形外科
丹代　晋
阿部泰之
松野丈夫

基礎 2006 8 12
Asia Pacific League of
Associations for
Rheumatology (APLAR)

Alloreactivity of adult human articular
chondrocyte

ポスター
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College
Hitoshi Nochi
Kou Katayama
Takeo Matsuno

外傷 2006 8 1
夏の札幌整形外科外傷セミ
ナー

大腿骨転子部・頚部骨折 口演 豊岡中央病院 浜口英寿

上肢 2006 8 114 北海道外傷研究会
前腕両骨近位端粉砕骨折に対する骨
接合術の１例

口演 士別市立病院 伊藤　雄人

緩和 2006 9 25 旭川緩和医療研究会
旭川のがん緩和医療の現状を知る
緩和ケアチームについて　患者・家
族・スタッフを支えるチーム

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学 岩崎　寛

リウマチ 2006 9 12 オホーツクリウマチ研究会 RAに関節嚢腫を伴う3症例 口演
北見赤十字病院整形外
科

佐々木祐介 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

高橋　滋

緩和 2006 9 1
上川北部緩和ケアを考える
会

緩和ケアの本質　患者・家族・スタッフ
の「こころ」を救う医療

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学 岩崎　寛

緩和 2006 9 緩和ケア講演会
血中濃度を意識したオピオイドユース
パシーフカプセルの有用性

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学 岩崎　寛

脊椎 2006 9 55 東日本整形災害外科学会
肩こりの病態　-僧帽筋の組織循環動
態から-

口演 旭川医科大学 熱田裕司 旭川医科大学 神保静夫
高桑整形外科一
条クリニック

高桑　巧

下肢 2006 9 40 北海道膝研
Debonding loosenig が原因であった
painful TKAの一例

口演 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学

島崎俊司
前田龍智
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

上肢 2006 9 33 日本肩関節学会
肩鎖関節脱臼に対してCadena法は有
効か？

ポスター 函館中央病院 多田　博
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股関節 2006 10 33 日本股関節学会
S-ROM THAの中期成績（5年～9年
10ヵ月）

口演 北海道大学 大浦久典 北海道大学

眞島任史
井上正弘
沢口直弘
森　律明
三浪明男
鈴木孝治

旭川医科大学
松野丈夫
伊藤　浩

基礎 2006 10 21
日本整形外科学会基礎学
術集会

Adult Human articular chondrocyte
alloreactivity

ポスター 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
能地仁
松野丈夫

上肢 2006 10 21
日本整形外科学会基礎学
術集会

CCI neuropathy modelにおける一次求
心性線維の機能特性変化

口演
旭川リハビリテーション病
院

中村　智 旭川医科大学 熱田　裕司
旭川リハビリテー
ション病院

三上順子

下肢 2006 10 21
日本整形外科学会基礎学
術集会

ヒト関節症由来培養軟骨細胞に対す
るFGF-2の影響

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

リウマチ 2006 11 16
日本リウマチ学会北海道・
東北支部学術集会

RAにたいするレフルノミドのX線学的
検討

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科

前田龍智
小林徹也
阿部麻美
阿部里見
松野丈夫

脊椎 2006 11 34 北海道脊椎疾患研究会
術中ミエログラフィー：小皮切腰椎手
術での試み

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

熱田裕司
恒川博巳
妹尾一誠
松野丈夫

脊椎 2006 11 36 北海道脊椎疾患研究会
画像診断がつかなかったＬ５/Ｓ１椎間
孔狭窄の１例

口演 士別市立病院 濱田　修

基礎 2006 11
北海道ヒアルロン酸学術講
演会

ラット膝関節におけるブラジキニン、
ATP、セロトニン、アセチルコリンの発
痛特性と関節症および運動負荷によ
る修飾

口演 旭川医科大学 熱田裕司

外傷 2006 12 3
旭川医大整形外科外傷勉
強会

第3回旭川医大整形外科外傷勉強会
アンケート集計結果

口演 豊岡中央病院 浜口英寿 豊岡中央病院 辻　宗啓

脊椎 2006 12 3
旭川医大整形外科外傷勉
強会

胸椎・腰椎外傷の保存療法　+　体幹
ギプスの巻き方

口演
北見赤十字病院整形外
科

菅原　修

リウマチ 2006 14
European Rheumatoid
Arthritis Surgical Society.

WFR(wrist fusion rod) for rheumatoid
wrist arthrodesis.

口演 Niigata Rheumatic Center Abe Asami Niigata Rheumatic Center
Isikawa Hajime
Murasawa Akira

リウマチ 2006 9
The joint meeting of ARO
and German society for
rheumatology

Disease activity and deterioration of
the elbow joint in the rheumatoid
arthritis.

口演 Niigata Rheumatic Center Abe Asami Niigata Rheumatic Center
Isikawa Hajim
Murasawa Akira

リウマチ 2006 18 荘内　瀬波リウマチ懇話会
WFR(wrist fusion rod) for rheumatoid
wrist arthrodesis.

口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター 村澤章
新潟リウマチセン
ター

中園清
新潟リウマチセン
ター

石川肇

股関節 2006 北海道整形災害外科学会
人工股関節のモジュラー部品における
問題点

口演 旭川医科大学 谷野弘昌 ？

リウマチ 2006 16
日本リウマチ学会　北海道・
東北支部学会

WFR(wrist fusion rod) for rheumatoid
wrist arthrodesis.

口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター 村澤章
新潟リウマチセン
ター

中園清
新潟リウマチセン
ター

石川肇

リウマチ 2006 34 日本リウマチ関節外科学会
Disease activity and deterioration of
the elbow joint in the rheumatoid
arthritis.

口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター
村澤章
中園清
石川肇

股関節 2007 1 112 北海道整形災害外科学会
LDK症例のTHAにおける側臥位体位
固定法

口演 豊岡中央病院 辻　宗啓 豊岡中央病院

後藤英司
猪川輪哉
寺西正
浜口英寿

腫瘍 2007 1 112 北海道整形災害外科学会 下肢に生じたグロームス腫瘍の一例 口演 旭川医科大学整形外科 結城一声 旭川医科大学整形外科

阿部泰之
丹代　晋
松野丈夫

股関節 2007 1 112 北海道整形災害外科学会
カスタムメードライナーを用いた反復
性脱臼に対する治療

口演
旭川医科大学　人工関節
講座

谷野弘昌 旭川医科大学整形外科
伊藤　浩
平山光久
松野丈夫

旭川医科大学　人
工関節講座

山中康裕 ナカシマプロペラ 蔵本孝一

脊椎 2007 1 112 北海道整形災害外科学会
硬膜内脱出した第2/３腰椎椎間板ヘ
ルニアの一例

口演 森山病院　整形外科 仲　俊之 森山病院　整形外科

岡本　巡
高橋英也
有山弘之
井上謙一

梅藤整形外科クリ
ニック

梅藤千秋

下肢 2007 1 112 北海道整形災害外科学会
室内サッカーで非接触性に生じた膝蓋
腱部分断裂を伴う複合靱帯損傷の１
例

口演 市立士別総合病院 奥山峰志 市立士別総合病院
浜田　修
伊藤雄人

豊岡中央病院整
形外科

浜口英寿
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脊椎 2007 1 112 北海道整形災害外科学会
新規椎体骨折が脊柱アライメントに及
ぼす影響

口演 旭川医科大学 妹尾一誠 旭川医科大学

小林徹也
恒川博巳
熱田裕司
松野丈夫

公立芽室病院 幅口竜也

股関節 2007 1 112 北海道整形災害外科学会
当科THA再置換術例における静脈血
栓塞栓症の発症頻度

口演 旭川医科大学整形外科 平山光久 旭川医科大学整形外科
山中康裕
谷野弘昌
松野丈夫

北見小林病院 佐藤達也

上肢 2007 1 112 北海道整形災害外科学会
橈骨遠位端骨折治療における手の機
能回復とその指標

口演 大雪病院　整形外科 中村　智 旭川リハビリテーション病院 森泉茂宏

股関節 2007 1 112 北海道整形災害外科学会
特発性大腿骨頭壊死症に対する
Charnley人工股関節の25年成績

口演 豊岡中央病院　整形外科 寺西　正 豊岡中央病院　整形外科
後藤英司
辻　宗啓

下肢 2007 1 112 北海道整形災害外科学会
変形性膝関節症における症状寛解の
検討

口演 小野沢整形外科 小野沢敏弘

脊椎 2007 1 112 北海道整形災害外科学会 腰椎変性疾患に対するＭＩＳの試み 口演 豊岡中央病院　整形外科 猪川輪哉 豊岡中央病院　整形外科

恒川博巳
後藤英司
寺西　正
浜口英寿
辻　宗啓

股関節 2007 1 112 北海道整形災害外科学会
Particle OsteolysisにおけるVEGF 発
現の検討

口演 旭川医科大学 山中康裕 旭川医科大学
平山光久
谷野弘昌
松野丈夫

Department of
Orthopaedics,
Washington
University School
of Medicine

Clohisy  J C
Abu-Amer Y

脊椎 2007 2 74
American Academy of
Orthopaedic Surgeons

Degenerative Spinal Malalignment And
Its Predictors in 155 Volunteers

ポスター
Asahikawa Medical
college

Hiromi Tsunekawa Asahikawa Medical college

Tetsuya Kobayashi
Yuji Atsuta
Issei Senoo
Masahide Akita
Takeo Matsuno
Mitsuru Imai

基礎 2007 2 53
Orthopaedic Research
Society

Alloreactivity of human articular
chondrocytes derived from
osteoarthritis joints

ポスター
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College
Hitoshi Nochi
Takeo Matsuno

股関節 2007 2 53
Orthopaedic Research
Society

The Sphericity of the Metal Femoral
Heads in Total Hip Arthroplasty

poster
Asahikawa Medical
College

Tanino H Asahikawa Medical College
Ito H
Matsuno T

University of
Florida

Banks SA

緩和 2007 2 27 旭川緩和医療研究会
身体症状の緩和に伴いスピリチュアル
ペインが顕在化した一例

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学
笹田豊枝
岩崎　寛

下肢 2007 2 37 日本人工関節学会
Debonding様looseningをきたしたセラ
ミックTKAの一例

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学

島崎俊司
前田龍智
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

肘関節 2007 2 19 日本肘関節学会
外側型離断性骨軟骨炎で骨軟骨ブ
ロック移植術を行った2例

口演 旭川医科大学 三好直樹 旭川医科大学
入江徹
研谷智
松野丈夫

札幌外科記念病
院

後山恒範

外傷 2007 2 115
北海道整形外科外傷研究
会

血行再建を要した橈尺骨遠位粉砕骨
折の１症例

口演 市立根室病院 田中雅仁 市立根室病院 西岡健吾

外傷 2007 2 115
北海道整形外科外傷研究
会

当科における橈骨遠位端骨折にたい
するvolar fixed-angle plating症例の検
討

口演 刀圭会協立病院 津村　敬 刀圭会協立病院
伊林　克也
佐藤　幸宏
長谷川　敏

外傷 2007 2 1
北海道整形外科外傷研究
会教育研修セミナー

橈骨遠位端骨折におけるlocking plate
固定

口演 刀圭会協立病院 津村　敬 刀圭会協立病院
伊林　克也
佐藤　幸宏
長谷川　敏

脊椎 2007 2 12 北海道セロトニン研究会
神経性間欠跛行も実は血管性であ
る？

口演 旭川医科大学 熱田裕司

上肢 2007 2 115
北海道整形外科外傷研究
会

高齢者の橈骨遠位端骨折に対する掌
側ロッキングプレートの成績

口演
北見赤十字病院整形外
科

森井北斗 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

高橋　滋

股関節 2007 3 53
Annual Meeting of
Orthopaedic Research
Society

NFAT2 mediate Particle induced
Osteoclastogenesis.

ポスター
Department of
Orthopedics, Asahikawa
Medical College

Yamanaka Y

Department of
Orthopaedics, Washington
University School of
Medicine

Clohisy  J C
Abu-Amer Y

リウマチ 2007 3 6 旭川関節疾患カンファランス
高齢関節リウマチにおけるシスタチン
Ｃの有用性の検討

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕

リウマチ 2007 3 6 旭川関節疾患カンファランス
好酸球異常増多と両下肢浮腫を呈し
た一例

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕
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上肢 2007 3 1 外傷セミナー
当科における橈骨遠位端骨折治療の
変遷

口演
北見赤十字病院整形外
科

菅原　修 北見赤十字病院整形外科 高橋　滋
北見赤十字病院
整形外科

森井北斗

脊椎 2007 3
平成18年度名古屋大学総
合技術研究会

マルチモダリティ自動脊髄機能モニタ
リングシステムの開発

ポスター 旭川医科大学 今井　充 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2007 4 SICOT Aging and spinal posture 口演 旭川医科大学 熱田裕司 旭川医科大学
小林徹也
恒川博巳
妹尾一誠

脊椎 2007 4 36 日本脊椎脊髄病学会
住民検診における新規椎体骨折の発
生と脊柱アライメント変化の前向き研
究

口演 旭川医科大学 妹尾一誠 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
青野貴吉
松野丈夫

脊椎 2007 4 36 日本脊椎脊髄病学会
腰椎変性疾患の長期成績に対する固
定術後アライメントの影響

シンポジウ
ム

旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

佐藤達也
恒川博巳
妹尾一誠
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2007 4 36 日本脊椎脊髄病学会
第12胸椎破裂骨折における麻痺発生
因子の検討

ポスター
独立行政法人　労働者健
康福祉機構　総合せき損
センター

青野貴吉
独立行政法人　労働者健康
福祉機構　総合せき損セン
ター

弓削至
芝啓一郎
植田尊善
森英治
加治浩三
河野修
高尾恒彰
益田宗彰

脊椎 2007 4 36 日本脊椎脊髄病学会
中高齢者の脊柱姿勢異常に関するコ
ホート研究‐不良姿勢憎悪と腰痛
QOLの予後予測‐

口演 旭川医科大学 恒川博巳 旭川医科大学

熱田裕司
小林徹也
妹尾一誠
松野丈夫

公立芽室病院 幅口竜也

脊椎 2007 4 37 北海道脊椎疾患研究会
頚椎症性脊髄症の術後に筋萎縮性側
策硬化症と診断された１例

口演 士別市立病院 濱田　修

脊椎 2007 4 37 北海道脊椎疾患研究会
転移性脊椎腫瘍に対する術中放射線
療法の小経験

口演 旭川医科大学 秋田真秀 旭川医科大学

小林徹也
恒川博巳
青野貴吉
丹代　晋
阿部泰之
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2007 4
中国整形外科リハビリテー
ション学会

Brace treatment of idiopathic
scoliosis

口演 旭川医科大学 竹光正和

リウマチ 2007 4 51
日本リウマチ学会総会・学
術集会

Disease activity and deterioration of
the elbow joint in the rheumatoid
arthritis.

口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター 村澤章
新潟リウマチセン
ター

中園清
新潟リウマチセン
ター

石川肇

リウマチ 2007 4 51
日本リウマチ学会総会・学
術集会

Hand BMD（DEXA法）による関節リウ
マチ手・手関節部病変の検討

ポスター
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科 松野丈夫

リウマチ 2007 4 51
日本リウマチ学会総会・学
術集会

レフルノミドの関節リウマチにおける小
関節破壊進行に及ぼす臨床効果の検
討

ポスター
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科 松野丈夫

上肢 2007 4 50
日本手の外科学会学術集
会

同一家系に発症し手根管症候群を呈
した家族性アミロイドポリニューロパ
チーの３例

ポスター 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学
研谷　智
三好直樹
松野丈夫

リウマチ 2007 4 50
日本手の外科学会学術集
会

三次元CT画像を用いたリウマチ手関
節の伸筋腱断裂の検討,

口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター 村澤章
新潟リウマチセン
ター

中園清
新潟リウマチセン
ター

石川肇

上肢 2007 4 50
日本手の外科学会学術集
会

橈骨遠位端骨折治療における手の機
能回復とその指標

ポスター 大西病院 中村　智

緩和 2007 5 80
日本整形外科学会学術総
会

若手整形外科は何を考えているか
整形外科医の可能性　整形外科医に
とっての緩和ケア

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2007 5 80
日本整形外科学会学術総
会

S-ROM THAの中期成績と問題点 口演 北海道大学 大浦久典 北海道大学

眞島任史
井上正弘
沢口直弘
森　律明
三浪明男
鈴木孝治

旭川医科大学
松野丈夫
伊藤　浩
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股関節 2007 6 6

Orthopaedic research
society of Australia / New
Zealand, Britain, Canada,
Europe, Japan, Korea,
Taiwan, USA

The sphericity of the metal femoral
heads in total hip arthroplasty

口演
Asahikawa Medical
University

Tanino H
Asahikawa Medical
University

Ito H
Matsuno T

Florida University Banks SA Nakashima Medical
Yoshikawa M
Kuramoto K

緩和 2007 6 12
日本緩和医療学会学術大
会

整形外科医にとっての緩和的リハビリ
テーション　その現状と課題

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学
松野丈夫
朝野裕一
岩崎　寛

股関節 2007 6 32
日本外科系連合学会学術
集会

「院内転倒防止対策」　院内・施設内
における転倒・転落の原因と予防対策

口演(要望演
題)

旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学
平山光久
谷野弘昌
山中康裕

上肢 2007 6 32
日本整形外科スポーツ医学
会

肘離断性骨軟骨炎に対する膝自家骨
軟骨移植術の治療成績

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学

島崎俊司
研谷　智
三好直樹
松野丈夫

愛育病院 後山恒範

リウマチ 2007 6 113 北海道整形災害外科学会
non episodic angioedema with
eosinphiliaの一例

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学　整形外科 松野丈夫
旭川医科大学　皮
膚科

飯塚一

脊椎 2007 6 113 北海道整形災害外科学会 頚椎症性頚髄症の整形外科医の１例 口演 森山病院　整形外科 仲　俊之 森山病院　整形外科

岡本　巡
高橋英也
有山弘之
井上謙一

旭川赤十字病院 加茂裕樹

下肢 2007 6 113 北海道整形災害外科学会
人工関節置換術後のメタローシスを
伴った脛骨近位部古拙の１例

口演 豊岡中央病院　整形外科 浜口英寿 豊岡中央病院　整形外科

後藤英司
猪川輪哉
寺西　正
辻　宗啓
恒川博巳

リウマチ 2007 6 113 北海道整形災害外科学会
手指末端に変形をきたした骨パジェッ
ト病の一例

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科 松野丈夫
市立旭川病院整
形外科

京極　　元

腫瘍 2007 6 113 北海道整形災害外科学会
転移性脊椎腫瘍に対する術中放射線
療法の小経験

口演 旭川医科大学整形外科 秋田真秀 旭川医科大学整形外科

小林徹也
恒川博巳
青野貴吉
丹代　晋
阿部泰之
熱田裕司
松野丈夫

旭川医科大学　放
射線医学講座

中島香織
山品将祥

股関節 2007 6 113 北海道整形災害外科学会
関節唇の内反が原因と考えられた大
腿骨頭軟骨下脆弱性骨折の１例

口演 豊岡中央病院 辻　宗啓 豊岡中央病院

後藤英司
猪川輪哉
寺西正
浜口英寿
恒川博巳

股関節 2007 6 113 北海道整形災害外科学会
術後３０年経過したCharnley型人工股
関節症例

口演 豊岡中央病院 辻　宗啓 豊岡中央病院

後藤英司
猪川輪哉
寺西正
浜口英寿
恒川博巳

はげあん診療所 安藤御史

基礎 2007 6 1
日本関節鏡・膝・スポーツ整
形外科学会(JOSKAS)

軟骨損傷に対する同種関節軟骨細胞
利用の新しい可能性 ー変形性関節症
（OA）由来の関節軟骨細胞の免疫学
的基礎研究ー

ポスター 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
能地仁
松野丈夫

脊椎 2007 7 4 World Spine Congress
Incidence of Vertebral Fracture and
its Impact on Sagittal Spinal
Alignment in a Female Cohort

口演 旭川医科大学 妹尾一誠 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
恒川博巳
青野貴吉
松野丈夫

公立芽室病院 幅口竜也

脊椎 2007 7 4 World Spine Ⅳ
Prospective study of changes in
sagittal alignment after vertebral
fracture in a community-based cohort

口演 旭川医科大学 妹尾一誠 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
青野貴吉
松野丈夫

外傷 2007 7 4
旭川医大整形外科外傷勉
強会

足関節果部骨折のKinesiology 口演 豊岡中央病院 浜口英寿

緩和 2007 7 がん疼痛と薬物治療研究会
整形外科医が緩和ケア？　緩和ケア
における整形外科的アプローチを考え
る

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学
松野丈夫
月山　叔

外傷 2007 7 2
夏の札幌整形外科外傷セミ
ナー

脛骨近位部骨折 口演 豊岡中央病院 浜口英寿

外傷 2007 7 1 ななかまど
轍を踏んでしまった足関節3果骨折の
1例

口演 遠軽厚生病院 田中雅仁 遠軽厚生病院 三宅康晴
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股関節 2007 7 1 ななかまど
受傷機転の明らかではない高齢者の
股関節痛の１例

口演
北見赤十字病院整形外
科

森井北斗 北見赤十字病院整形外科 菅原　修

下肢 2007 7 4
旭川医大整形外科外傷勉
強会

足関節骨折の診断と治療 口演
北見赤十字病院整形外
科

森井北斗 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

高橋　滋

下肢 2007 8 2
Meeting of current topics
about knee joint

Tactics and problems for knee OA of
Multiple epiphyseal dysplasia - An
experience of using BKS for  small
and osteoporotic bones ‒

口演 豊岡中央病院 浜口英寿

脊椎 2007 8 116 北海道外傷研究会
骨粗鬆症性椎体骨折のプライマリーケ
ア

口演 士別市立病院 濱田　修

下肢 2007 8 1 北海道足部疾患研究会 足関節開放骨折の一例 口演 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
島崎俊司
能地仁
松野丈夫

基礎 2007 9
International Cartilage
Repair Society　（Porland、
Warsaw）

New Possibilities of Allogeneic
Chondrocyte Transplantation for
Cartilage Repair; An in vitro study of
immunological properties of human
articular chondrocytes derived from
osteoarthritis joints

ポスター（E-
poster）

Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College
Hitoshi Nochi
Takeo Matsuno

骨粗鬆症 2007 9
Osteoporosis Experts
Meeting

骨粗鬆症診療の実際・私の工夫 講演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

リウマチ 2007 9 13 オホーツクリウマチ研究会 リウマチの地域連携 口演
北見赤十字病院整形外
科

菅原　修 北見赤十字病院整形外科 高橋　滋

外傷 2007 9 56 東日本整形災害外科学会 人工関節周囲骨折の治療 口演 横浜南共済病院 柏崎裕一 横浜南共済病院 蜂谷將史

肩関節 2007 9 12 北海道肩関節研究会
激しい訓練後著名な肩下方不安定性
を生じた自衛官の1例

口演 旭川医科大学 三好直樹 旭川医科大学
入江徹
研谷智
島崎俊司

下肢 2007 9 42 北海道膝研
TKA後に大腿骨顆部の圧潰を生じた
ムチランス型RAの一例

口演 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学

島崎俊司
前田龍智
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

上肢 2007 9 56 東日本整形災害外科学会
高齢者の橈骨遠位端骨折に対する掌
側ロッキングプレートの成績

口演
北見赤十字病院整形外
科

森井北斗 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

高橋　滋

肩関節 2007 10 34 日本肩関節学会
Oudardー岩原法の長期経過後に再脱
臼した一例

ポスター 旭川医科大学 三好直樹 旭川医科大学
入江徹
研谷智

札幌愛育病院 後山恒範

基礎 2007 10 22 日本整形外科学会基礎
変形性関節症由来の関節軟骨細胞の
免疫学的基礎研究

口演 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
能地仁
松野丈夫

股関節 2007 10 34 日本股関節学会
S-ROM人工股関節全置換術の術後
中期成績

口演 旭川医科大学 大水信幸 旭川医科大学

伊藤　浩
谷野弘昌
平山光久
松野丈夫

緩和 2007 11 2
上川北部緩和ケアを考える
会

緩和ケアをどうすすめていくか～緩和
ケアチームと地域ネットワークを中心
に～

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学 千葉　茂

緩和 2007 11 31
日本死の臨床研究会年次
大会

アイヌの人々における死生観‐魂の
循環　ｲｺｲﾝｶﾙとｳｪﾌﾟﾝｷﾈ‐

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学 松岡悦子

脊椎 2007 11 22 日本臨床リウマチ学会 腰椎変性後弯の疫学調査 口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

熱田裕司
青野貴吉
妹尾一誠
松野丈夫

脊椎 2007 11 38 北海道脊椎疾患研究会
Sub-axial Injury Classification (SLIC)
Systemを用いた中下位頸椎損傷自験
例の小経験

口演 旭川医科大学 青野貴吉 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
妹尾一誠
原由佳

脊椎 2007 11 38 北海道脊椎疾患研究会
受傷１ヶ月後に麻痺の急速な悪化をき
たした非骨傷性頚髄損傷の１例

口演 士別市立病院 本間　俊一

脊椎 2007 11 38 北海道脊椎疾患研究会
胸部単純X線写真でみつかった胸髄
腫瘍の1例

口演 旭川医科大学 原由佳 旭川医科大学

小林徹也
青野貴吉
妹尾一誠
熱田裕司
松野丈夫

リウマチ 2007 19 荘内、瀬波リウマチ懇話会
RAにおける疾患活動性と肘関節破壊
との相関

口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター 村澤章
新潟リウマチセン
ター

中園清
新潟リウマチセン
ター

石川肇
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リウマチ 2007 35 日本リウマチ関節外科学会
関節リウマチ疾患活動性と膝関節破
壊の検討

口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター 村澤章
新潟リウマチセン
ター

中園清
新潟リウマチセン
ター

石川肇

基礎 2008 1 114 北海道整形災害外科学会
JNK阻害剤による人工関節周囲骨融
解の抑制

口演 旭川医科大学　整形外科 山中康裕 旭川医科大学　整形外科
平山光久
谷野弘昌
松野丈夫

Washington Univ.
John Clohisy
Yosef Abu-
Amer

脊椎 2008 1 114 北海道整形災害外科学会
METRx systemを用いた椎体形成術と
その短期成績

口演 豊岡中央病院　整形外科 猪川輪哉 豊岡中央病院　整形外科

恒川博巳
後藤英司
寺西　正
浜口英寿
辻　宗啓

脊椎 2008 1 114 北海道整形災害外科学会
胸部写真を契機に発見された胸髄腫
瘍の一例

口演 旭川医科大学整形外科 原由佳 旭川医科大学整形外科

小林徹也
青野貴吉
妹尾一誠
熱田裕司
松野丈夫

北見赤十字病院
整形外科

奥山峰志

上肢 2008 1 114 北海道整形災害外科学会
細菌性髄膜炎を呈した後に認めた環
軸関節化膿性関節炎の一例

口演 市立札幌病院　整形外科 結城一声 市立札幌病院　整形外科

高橋敬介
松井裕帝
平地一彦
奥村潤一郎
佐久間隆
本間信吾

リウマチ 2008 1 114 北海道整形災害外科学会
シスタチンCのRA腎機能評価における
有用性‐血清クレアチニンとの比較検
討‐

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学　整形外科
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

脊椎 2008 1 114 北海道整形災害外科学会
体幹ギプスの脊椎固定性に関するＸ
線学的検討

口演 士別市立総合病院 濱田　修 士別市立総合病院
伊藤雄人
本間俊一

股関節 2008 1 114 北海道整形災害外科学会
大腿骨外反伸展骨切り術の２０年成
績

口演 豊岡中央病院　整形外科 寺西　正 豊岡中央病院　整形外科
後藤英司
辻　宗啓

リウマチ 2008 1 114 北海道整形災害外科学会
超早期RA診断における手指・手関節
MRI有用性の検討

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕
片山整形外科リウマチ科ク
リニック

大久保学宣
旭川医科大学　整
形外科

阿部里見
類家拓也
松野丈夫

脊椎 2008 1 114 北海道整形災害外科学会
腰椎変性辷り症の発生機序について
の検討

口演 旭川医科大学整形外科 青野貴吉 旭川医科大学整形外科

小林徹也
熱田裕司
妹尾一誠
原由佳
松野丈夫

骨粗鬆症 2008 1 20 北海道骨粗鬆症研究会
ビスフォスフォネート製剤服薬継続の
一工夫―脱落例からの調査結果―

口演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

下肢 2008 2 38 日本人工関節学会
Etanercept投与中のリウマチ膝にTKA
を施行し感染を生じた１例

ポスター 旭川医科大学 類家拓也 旭川医科大学

能地　仁
阿部里見
島崎俊司
松野丈夫

下肢 2008 2 38 日本人工関節学会
TKA後に大腿骨顆部の圧潰を生じた
稀な脆弱性骨折の一例

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学

島崎俊司
前田龍智
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

下肢 2008 2 38 日本人工関節学会
ドレーンクランプ法によるＴＫＡ術後出
血対策

口演 士別市立病院 濱田　修

下肢 2008 2 38 日本人工関節学会
当科における人工関節再置換術症例
の原因検討

ポスター 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
島崎俊司
能地仁
松野丈夫

脊椎 2008 2 13 北海道セロトニン研究会
腰椎椎間板ヘルニアに対する5-HT2A
受容体拮抗薬の有効性に関する基礎
的研究

口演 旭川医科大学 熱田裕司 旭川医科大学
小林徹也
青野貴吉
妹尾一誠

下肢 2008 2 115 北海道整形外傷研究会
TKA後に大腿骨顆部の圧潰を生じた
稀な脆弱性骨折の一例

口演 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
島崎俊司
能地仁
松野丈夫

脊椎 2008 3 75
American Academy of
Orthopaedic Surgeons

Sagittal spinal alignment before and
after vertebral fracture: a prospective
cohort study

口演 旭川医科大学 妹尾一誠 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
青野貴吉
松野丈夫
恒川博巳
今井　充

公立芽室病院 幅口竜也
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基礎 2008 3 54
Orthopaedic Research
Society　（San Francisco）

Human Meniscal Fibrochondrocytes
Alloreactivity : Compared With
Articular Chondrcotyes

ポスター
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College
Hitoshi Nochi
Takeo Matsuno

下肢 2008 3 54
Orthopaedic Research
Society　（San Francisco）

Hyaluronan Inhibits the Mitogenic
Activity of Poly-clonally Activated
CD4 T Cells via CD44

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

リウマチ 2008 3 7 旭川関節疾患カンファランス
ビスホスフォネート併用ステロイド長期
服用ＲＡにおける骨折リスクファクター
の検討

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕

股関節 2008 3 7 旭川関節疾患カンファレンス 診断に難渋した股関節痛を呈した1例 口演 豊岡中央病院 辻　宗啓 豊岡中央病院
後藤英司
寺西正

脊椎 2008 3 7 肩こらん会 外国人に聞いてみました 口演 旭川医科大学 熱田裕司

下肢 2008 3 43 北海道膝研究会 膝蓋下ガングリオンの稀な１例 口演 旭川医科大学 類家拓也 旭川医科大学

能地　仁
阿部里見
島崎俊司
松野丈夫

脊椎 2008 3
平成19年度実験・実習技術
研究会

脊髄機能総合監視自動アラームシス
テムの開発

ポスター 旭川医科大学 今井　充 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫

上肢 2008 3 13 北海道肩研究会
鎖骨骨折後に鎖骨下動脈の血行障害
を生じた1例

口演
北見赤十字病院整形外
科

森末昌諭 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

中川宏士

脊椎 2008 4 37 日本脊椎脊髄病学会
An Epidemiological Study of Lumbar
Degenerative Kyphosis

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学
熱田裕司
青野貴吉

脊椎 2008 4 37 日本脊椎脊髄病学会
腰椎変性辷り症の発生機序について
の検討

口演 旭川医科大学 青野貴吉 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
妹尾一誠
松野丈夫

脊椎 2008 4 39 北海道脊椎疾患研究会
Short body cast による骨粗鬆症性椎
体骨折治療の試み

口演 士別市立病院 濱田　修

脊椎 2008 4 39 北海道脊椎疾患研究会
上位胸椎手術に際しての棘突起間角
の有用性

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

青野貴吉
神保静夫
妹尾一誠
原由佳
熱田裕司
松野丈夫

リウマチ 2008 4 52
日本リウマチ学会総会・学
術集会

DEXA法によるhand BMDの早期関節
リウマチ患者手部骨脆弱性の検討

ポスター
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科
阿部里見
小林徹也
松野丈夫

リウマチ 2008 4 52
日本リウマチ学会総会・学
術集会

早期関節リウマチに対する血清診断
マーカー有用性の検討

ポスター
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科
阿部里見
小林徹也
松野丈夫

リウマチ 2008 4 52
日本リウマチ学会総会・学
術集会

長期治療関節リウマチにおけるレフル
ノミドとメソトレキサートの臨床効果お
よび関節破壊抑制効果の比較

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科
阿部里見
小林徹也
松野丈夫

リウマチ 2008 4 52
日本リウマチ学会総会・学
術集会

ミルク抗体の関節リウマチへの治療効
果

ポスター
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科 松野丈夫
コンドレックス株式
会社

寺戸国昭
アサマ化成株式会
社

塩野谷　博

リウマチ 2008 4 52
日本リウマチ学会総会・学
術集会

関節リウマチの早期重症化（関節破
壊）指標　－10年間の手、肘、膝関節、
足趾破壊様式、

口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター 村澤章
新潟リウマチセン
ター

中園清
新潟リウマチセン
ター

石川肇

上肢 2008 4 51
日本手の外科学会学術集
会

手指側副靱帯断裂に対する一次修復
術の検討

ポスター 大西病院 中村　智

脊椎 2008 5 Spine Week
Lumbar degenerative kyphosis: a 12-
year longitudinal study of 227 female
volunteers

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

熱田裕司
青野貴吉
妹尾一誠
松野丈夫

大分整形外科病
院

竹光義治

脊椎 2008 5 SPINE WEEK 2008

Upright spinal posture and
its relationship with clinical
and radiological parameters
in adult female volunteers

ポスター
Asahikawa Medical
College

Kiyoshi Aono Asahikawa Medical College

Tetsuya Kobayashi
Yuji Atsuta
Shizuo Jimbo
Issei Senoo
Takeo Matsuno

緩和 2008 5 旭川緩和ケア講座2008 第1講　緩和ケア概論 口演 旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2008 5 104 日本精神神経学会総会
がん性疼痛により緘黙状態を呈した1
例

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学 千葉　茂　他

股関節 2008 5 81
日本整形外科学会学術総
会

S-ROM人工股関節全置換術の術後
中期成績

口演 旭川医科大学 大水信幸 旭川医科大学

伊藤　浩
谷野弘昌
平山光久
松野丈夫
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股関節 2008 5 81
日本整形外科学会学術総
会

THA再置換術のコンセプト 臼蓋再建
Large cup

シンポジウ
ム

旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

松野丈夫
平山光久
谷野弘昌
山中康裕

北海道大学 三浪明男

下肢 2008 5 81
日本整形外科学会学術総
会

成長終了まで経過観察し得た先天性
内反足の手術症例の検討

口演 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
島崎俊司
能地仁
松野丈夫

脊椎 2008 5 81
日本整形外科学会学術総
会

脊椎骨折のない女性198名に
おける脊柱アライメントと骨
折発生の縦断調査

口演 旭川医科大学 青野貴吉 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
妹尾一誠
松野丈夫

脊椎 2008 5 81
日本整形外科学会学術総
会

中高年女性コホートにおける腰椎変性
後弯の縦断的調査

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

熱田裕司
青野貴吉
妹尾一誠
松野丈夫

緩和 2008 6 旭川緩和ケア講座2008 第2講　疼痛マネジメント（基礎編） 口演 旭川医科大学 阿部泰之

上肢 2008 6 33
日本整形外科スポーツ医学
会

肘離断性骨軟骨炎に対する治療方針
と治療成績

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学

島崎俊司
研谷　智
三好直樹
松野丈夫

愛育病院 後山恒範

下肢 2008 6 日本膝関節学会
Ｋａｂｕｋｉ症候群に合併した習慣性膝蓋
骨脱臼に対して観血的治療を行った
稀な１例

ポスター 旭川医科大学 類家拓也 旭川医科大学

能地　仁
阿部里見
島崎俊司
松野丈夫

股関節 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
80才以上の高齢者に対するTHAにお
ける安全性の検討

口演 豊岡中央病院 辻　宗啓 豊岡中央病院
後藤英司
寺西正

腫瘍 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
Infantile digital fibromatosisの治療経
験

口演 旭川医科大学整形外科 原由佳 旭川医科大学整形外科

丹代　晋
入江　徹
研谷　智
三好直樹
松野丈夫

股関節 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
S-ROM 人工股関節全置換術の術後
中期成績

口演
旭川リハビリテーション病
院　整形外科

大水信幸 旭川医科大学　整形外科
伊藤　浩
谷野弘昌
松野丈夫

岩見沢北翔会病
院

平山光久

基礎 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
関節軟骨細胞と骨髄由来細胞の免疫
特性の比較

口演 旭川医科大学　整形外科 阿部里見 旭川医科大学　整形外科

能地仁
類家拓也
島崎俊司
松野丈夫

上肢 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
関節リウマチにおける肩甲骨関節窩
変形のＸ線学的分類

口演 旭川医科大学　整形外科 三好直樹 旭川医科大学　整形外科 松野丈夫
北新病院　人工関
節・内視鏡セン
ター

末永直樹

片山整形外科リウ
マチ科クリニック

北海道大学　整形
外科

片山　耕

大泉尚美
三浪明男

脊椎 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
脆弱性骨折患者における骨密度およ
び動脈硬化度の関連について

口演 北見小林病院 佐々木祐介 北見小林病院
川村澄人
松尾卓見

リウマチ 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
早期関節リウマチの血清診断マー
カー有用性の検討

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学　整形外科

阿部里見
類家拓也
小林徹也
熱田裕司
松野丈夫

リウマチ 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
早期関節リウマチの手部骨脆弱性の
解析‐hand BMD(DEXA法）による検
討‐

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学　整形外科

阿部里見
類家拓也
小林徹也
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
体幹ギプスの脊椎固定性に関するＸ
線学的検討（第２報）‐short body
castの固定性‐

口演 士別市立総合病院 濱田　修 士別市立総合病院
伊藤雄人
本間俊一

上肢 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
体操選手に生じた尺骨茎状突起疲労
骨折の１例

口演
北見赤十字病院　整形外
科

奥山峰志 北見赤十字病院　整形外科 菅原　修
旭川医科大学　整
形外科

島崎俊司

股関節 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
当院の人工股関節置換手術における
エノキサパリンナトリウンの検討

口演 豊岡中央病院　整形外科 寺西　正 豊岡中央病院　整形外科
後藤英司
辻　宗啓

股関節 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
当科股関節疾患におけるDVTの発生
頻度

口演 旭川医科大学　整形外科 山中康裕 旭川医科大学　整形外科

佐藤達也
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

岩見沢北翔会病
院

平山光久
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下肢 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
当科における軸後性多合趾症の手術
例の検討

口演 旭川医科大学　整形外科 入江　徹 旭川医科大学　整形外科
研谷　智
三好直樹
松野丈夫

腫瘍 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
軟部腫瘍を疑われ紹介された上腕二
頭筋撓骨滑液包炎～その画像上の特
徴

口演 旭川医科大学整形外科 丹代　晋 旭川医科大学整形外科 松野丈夫
北見赤十字病院
整形外科

菅原　修
山下整形外科クリ
ニック

山下　泉

上肢 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
バトミントンにより第２中手骨疲労骨折
を生じた１例

口演 市立稚内病院　整形外科 結城一声 市立稚内病院　整形外科
白岩康孝
林　真

スポーツ 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
バレーボール選手における疲労骨折
の治療経験

口演
旭川リハビリテーション病
院

小原和宏 旭川リハビリテーション病院 大水信幸
旭川医科大学　整
形外科

松野丈夫

スポーツ 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
バレーボール選手の外傷・障害の治
療経験

口演
旭川リハビリテーション病
院

小原和宏 旭川リハビリテーション病院 大水信幸
旭川医科大学　整
形外科

松野丈夫

上肢 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
肘離断性骨軟骨炎外側型に対する治
療経験

口演 旭川医科大学　整形外科 三好直樹 旭川医科大学　整形外科

入江　徹
研谷　智
島崎俊司
松野丈夫

札幌愛育病院　整
形外科

後山恒範

上肢 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
肘離断性骨軟骨炎に対する膝自家骨
軟骨移植術の治療成績

口演 旭川医科大学　整形外科 入江　徹 旭川医科大学　整形外科
島崎俊司
研谷　智
松野丈夫

札幌愛育病院　整
形外科

後山恒範

下肢 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
変形性膝関節症における進行速度の
個人差に関する研究

口演 小野沢整形外科 小野沢敏弘

脊椎 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
肩こりに対するトリガーポイント針刺入
法の効果

口演 旭川医科大学 神保静夫 旭川医科大学

熱田裕司
小林徹也
青野貴吉
松野丈夫

脊椎 2008 6 115 北海道整形災害外科学会
肩こり患者に対する圧痛点針刺激の
効果-近赤外分光法を用いた僧帽筋
酸素動態の観察-

口演 旭川医科大学 神保静夫 旭川医科大学

熱田裕司
小林徹也
青野貴吉
松野丈夫

下肢 2008 6
旭川整形外科感染症講演
会

治療に難渋した両膝人工関節置換術
後のMRSA感染の1例

口演
北見赤十字病院整形外
科

中川宏士 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

森末昌諭

緩和 2008 7 13
日本緩和医療学会学術大
会

EPEC-O Summer Seminar in
Asahikawa‐地域開催での工夫と有用
性の検討‐

口演 旭川医科大学 阿部泰之 旭川医科大学

田中理佳
佐藤雅子
間宮敬子
笹田豊枝
岩崎　寛

骨粗鬆症 2008 7 1
高崎市OSTEOPOROSIS懇
話会

骨粗鬆症診断と治療～整形外科実地
医家の立場から～

講演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

スポーツ 2008 8 6 オホーツク整形外科懇話会
運動会で発生した腸骨剥離骨折の3
例　（スポーツ外傷）

口演
北見赤十字病院整形外
科

松盛寛光 北見赤十字病院整形外科 奥山峰志
北見赤十字病院
整形外科

菅原　修

基礎 2008 9 14

Asia Pacific League of
Associations for
Rheumatology (APLAR 横
浜)

Articular chondrocytes derived from
osteoarthritis and rhumatoid arthritis
express the same antigens as MSCs
do

ポスター
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College
Hitoshi Nochi
Takeo Matsuno

緩和 2008 9 32
日本死の臨床研究会年次
大会

アイヌ民族の看取りの文化‐魂の循
環という死生観‐

口演 旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2008 9 32
日本死の臨床研究会年次
大会

医学生の死生観 口演 旭川医科大学 阿部泰之

基礎 2008 9 23
日本整形外科学会基礎学
術集会

培養ヒト半月由来線維軟骨細胞の免
疫学的特性‐ヒト関節軟骨細胞との
比較‐

ポスター 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
能地仁
松野丈夫

下肢 2008 9 57 東日本整形災害外科学会
10年以上経過観察し得た骨切術のX
線推移の検討

口演 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
島崎俊司
能地仁
松野丈夫

脊椎 2008 9 57 東日本整形災害外科学会
鍼治療が原因と考えられる胸椎硬膜
外膿瘍の一例

ポスター 旭川医科大学 神保静夫 旭川医科大学

小林徹也
青野貴吉
妹尾一誠
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2008 9 57 東日本整形災害外科学会
新規発生腰椎変性辷り症のX線学的
検討

口演 旭川医科大学 青野貴吉 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
神保静夫
松野丈夫
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股関節 2008 9 57 東日本整形災害外科学会
Ollierの外側皮切を用いた寛骨臼回転
骨切り術

主題 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

松野丈夫
谷野弘昌
山中康裕
佐藤達也

上肢 2008 9 57 東日本整形災害外科学会
鎖骨骨折後に鎖骨下動脈の血行障害
を生じた1例

口演
北見赤十字病院整形外
科

森末昌諭 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

中川宏士

緩和 2008 10 4
がん患者大集会北海道ブ
ロックプレイベント

考えよう、北海道のがん治療・がん対
策（シンポジスト）

口演 旭川医科大学 阿部泰之

股関節 2008 10 35 日本股関節学会
造影ＣＴによる股関節疾患術後のＤＶ
Ｔ発生頻度の検討

口演 旭川医科大学 山中康裕 旭川医科大学

佐藤達也
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

岩見沢北翔会病
院

平山光久

下肢 2008 10 22
日本整形外科学会基礎学
術集会

ヒアルロン酸ナトリウムの活性化リン
パ球増殖抑制能についての検討‐第
二報‐

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

基礎 2008 10 23
日本整形外科学会基礎学
術集会

神経性間欠性跛行の発現機序に関す
る基礎的研究
‐馬尾賦活が異所性発火と後根神経
節酸素濃度に及ぼす影響‐

口演 旭川医科大学 恒川博巳 旭川医科大学 熱田裕司

骨粗鬆症 2008 10 10 日本骨粗鬆症学会
大腿骨強度解析ツールを用いたリセド
ロネート投与4ヶ月の大腿骨強度に与
える影響

口演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

骨粗鬆症 2008 10 10 日本骨粗鬆症学会
日本人男女におけるＨｉｐ　Ａｘｉｓ　Ｌｅｎ
ｇｔｈ（ＨＡＬ）の検討

口演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

股関節 2008 10 22
日本整形外科学会基礎学
術集会

JNK阻害剤による人工関節骨融解の
抑制

ポスター 旭川医科大学 山中康裕 旭川医科大学

平山光久
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

Department of
Orthopaedics,
Washington
University School
of Medicine

Clohisy  J C
Abu-Amer Y

骨粗鬆症 2008 10
富良野骨粗鬆症市民フォー
ラム

聞いて得する骨粗鬆症講座 講演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

脊椎 2008 11 43 脊髄障害医学会
頚髄症急性増悪の危険因子、治療上
注意点についての検討

口演 総合せき損センター 妹尾一誠 総合せき損センター
弓削至
芝啓一郎
植田尊善

肩関節 2008 11 35 日本肩関節学会
関節リウマチにおける肩甲骨関節窩
変形のX線学的分類

ポスター 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹 北海道大学 大泉尚美
琉球大学
旭川医科大学

山口浩
松野丈夫

肩関節 2008 11 35 日本肩関節学会
直視下腱板修復術術後のクライオセ
ラピーの効果

口演 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹 北海道大学 大泉尚美
琉球大学
旭川医科大学

山口浩
松野丈夫

リウマチ 2008 11 18
日本リウマチ学会北海道・
東北支部学術集会

トシリズマブが有効であった治療抵抗
性RAの一例

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

スポーツ 2008 11 30
臨床歩行分析研究会定例
会

臨床における歩行分析の実践につい
て　スポーツ医学の動作解析の実践と
課題

口演 旭川医科大学 小原和宏 旭川医科大学 松野丈夫

骨粗鬆症 2008 11 10 日本骨粗鬆症学会
骨粗鬆症患者の急性腰背痛に対する
リセドロネートとカルシトニンの併用療
法

口演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

股関節 2008 12 35 日本股関節学会 大腿骨頭軟骨下脆弱性骨折の2例 口演 豊岡中央病院 辻　宗啓 豊岡中央病院
後藤英司
寺西正

緩和 2008 12 山梨県緩和ケア研修会 呼吸困難 口演 旭川医科大学 阿部泰之

股関節 2008 12 35 日本股関節学会  ラージソケットを用いた臼蓋再置換術
シンポジウ
ム

旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学
谷野弘昌
山中康裕
松野丈夫

リウマチ 2008 12 35 日本股関節学会
関節リウマチ疾患活動性と手指の関
節破壊の検討

口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター 村澤章
新潟リウマチセン
ター

中園清
新潟リウマチセン
ター

石川肇

股関節 2008 12 35 日本股関節学会 後方侵入法によるMIS-THAの検討 口演 旭川医科大学 谷野弘昌 旭川医科大学

伊藤　浩
山中康裕
佐藤達也
平山光久
松野丈夫

リウマチ 2008 15
15th meeting of the
European Rheumatoid
Arthritis Surgical Society.

Disease activity and pattern of joint
deterioration over 10 years

口演 Niigata Rheumatic Center Abe Asami Niigata Rheumatic Center Isikawa Hajime
Niigata Rheumatic
Center

Murasawa Akira

緩和 2009 1
緩和ケアの基本教育に関す
る指導者研修会

疼痛事例検討 口演 旭川医科大学 阿部泰之
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緩和 2009 1
北海道緩和ケア研修会in札
幌

コミュニケーション 口演 旭川医科大学 阿部泰之 市立札幌病院 上村恵一

上肢 2009 1 116 北海道整形災害外科学会
Osteochondral flapが整復障害因子と
なったHume骨折の１例

口演 進藤病院 板谷純幸 進藤病院
平山隆三
進藤正明
小沢一広

上肢 2009 1 116 北海道整形災害外科学会
POWER TRACK2 MMTコマンダーを用
いた肘関節正常筋力の検討

口演
開西病院　リハビリテー
ション科

山際淑恵 旭川医科大学　整形外科 三好直樹
北新病院　人工関
節・内視鏡セン
ター

末永直樹

リウマチ 2009 1 116 北海道整形災害外科学会
肩の痛みで受診したリウマチ性多発
筋痛症の２例

口演 小林病院　整形外科 松尾卓見 小林病院　整形外科
川村澄人
佐々木祐介

上肢 2009 1 116 北海道整形災害外科学会
関節リウマチにおける肩甲骨関節窩
変形のＸ線学的分類と術後成績

口演 旭川医科大学　整形外科 三好直樹 旭川医科大学　整形外科 松野丈夫
北新病院　人工関
節・内視鏡セン
ター

末永直樹
北海道大学　整形
外科
琉球大学整形外科

大泉尚美
山口浩

脊椎 2009 1 116 北海道整形災害外科学会 健常人における椎体楔状角の検討 口演 士別市立病院 西岡　健吾 士別市立病院
大坪　誠
浜田　修

股関節 2009 1 116 北海道整形災害外科学会
人工股関節手術後、短期間で骨溶解
が進行した２例

口演 豊岡中央病院　整形外科 寺西　正 豊岡中央病院　整形外科
辻　宗啓
後藤英司

上肢 2009 1 116 北海道整形災害外科学会
当科における軸後性多合趾症の手術
例の検討

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学
研谷　智
三好直樹
松野丈夫

外傷 2009 1 116 北海道整形災害外科学会
橈骨遠位端骨折に対するvolar
approach単独によるdouble platingの
小経験

口演 刀圭会協立病院 津村　敬 刀圭会協立病院
伊林　克也
佐藤　幸宏
長谷川　敏

リウマチ 2009 1 116 北海道整形災害外科学会 ミルク抗体の関節リウマチ治療効果 口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 Chondrex Inc 寺戸国昭
アサマ化成株式
会社

塩野谷博

リウマチ 2009 1 116 北海道整形災害外科学会
メソトレキサート効果不十分例に対す
るブシラミン追加療法について

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学　整形外科
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

上肢 2009 1 116 北海道整形災害外科学会
離断性骨軟骨炎外側型に対する膝自
家骨軟骨移植術の治療成績

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学
研谷　智
三好直樹
松野丈夫

愛育病院 後山恒範

脊椎 2009 1 116 北海道整形災害外科学会
脊髄症を発症した下位胸椎の骨軟骨
腫の一例

口演 旭川医科大学 神保静夫 旭川医科大学

小林徹也
青野貴吉
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2009 1 116 北海道整形災害外科学会
脊髄症を来した特発性肥厚性脊髄硬
膜炎の1例

口演 旭川医科大学 神保静夫 旭川医科大学

小林徹也
青野貴吉
熱田裕司
松野丈夫

股関節 2009 1 116 北海道整形災害外科学会 Elite plus THAの中期成績 口演 北海道大学　整形外科 中野宏昭 北海道大学　整形外科
高橋大介
井上正弘
三浪明男

北海道大学　人工
関節・再生医学

眞島任史

函館中央病院

旭川医科大学　整
形外科

大浦久典

伊藤　浩
松野丈夫

上肢 2009 1 116 北海道整形災害外科学会
POWER TRACK2 MMTコマンダーを用
いた肘関節筋力測定方法の開発～簡
便で信頼性が高い測定方法の検討～

口演 開西病院 高嶋美衣
北新病院　人工関節・内視
鏡センター

末永直樹
旭川医科大学　整
形外科

三好直樹

股関節 2009 1 116 北海道整形災害外科学会
臼蓋ソケット固定におけるセメント圧の
実験的検討

口演 豊岡中央病院　整形外科 辻　宗啓 豊岡中央病院　整形外科
後藤英司
寺西　正

上肢 2009 1 116 北海道整形災害外科学会
健常成人における肘関節筋力の性
別・年代別傾向

口演 開西病院 山際淑恵
北新病院　人工関節・内視
鏡センター

末永直樹
旭川医科大学　整
形外科

三好直樹

骨粗鬆症 2009 1 21 北海道骨粗鬆症研究会 骨盤脆弱性骨折の臨床像について 口演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

下肢 2009 1 116 北海道整形災害外科学会
ポイントクラスター法三次元動作解析
を用いたＣＲ型ＴＫＡ後の歩行解析ー
膝屈曲角度と並進運動の検討ー

口演
函館整形外科クリニック
整形外科

前田龍智
函館整形外科クリニック整
形外科

大越康充
函館整形外科クリ
ニックリハビリテー
ション部

吉田俊教
井野拓実
三好　徹

股関節 2009 2 76
American Academy of
Orthopaedic Surgeons

In Vivo Femoral Head Damage and its
Effect on Polyethylene Wear

ポスター
Asahikawa Medical
University

Ito H Maloney CM
Rush Medical
College

Crowninshield
RD

Washington
University

Stanford University

Clohisy JC
McDonald DJ

Maloney WJ

股関節 2009 2 55
Orthopaedic Research
Society

Articular cartilage friction increases in
hip joints after partial and total
removal of the acetabular labrum

ポスター Stanford University Song Y
Asahikawa Medical
University

Ito H
Stanford
University

Safran MR,
Carter DR
Giori NJ

股関節 2009 2 55
Orthopaedic Research
Society

Goal of bony resection in femoro-
acetabular impingement: a 3d ct
anatomic study

ポスター Stanford University Song Y
Asahikawa Medical
University

Ito H
Stanford
University

Safran MR,
Giori NJ
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下肢 2009 2 55
Orthopaedic Research
Society

Human Articular Chondrocytes Induce
IL-2 Responsivelessness to
Lymphocytes in Allogeneic Response.

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

股関節 2009 2 55
Orthopaedic Research
Society

In Vivo Femoral Head Damage and its
Effect on Polyethylene Wear

ポスター
Asahikawa Medical
University

Ito H Maloney CM
Rush Medical
College

Crowninshield
RD

Washington
University

Stanford University

Clohisy JC
McDonald DJ

Maloney WJ

股関節 2009 2 55
Orthopaedic Research
Society

Intraoperative soft-tissue tension
measurements during total hip
arthroplasty

ポスター University of Hyogo Higa M
Asahikawa Medical
University

Tanino H
Ito H
Matsuno T
Sato T

Florida University Banks SA

股関節 2009 2 55
Orthopaedic Research
Society

Sensor-Instrumented Modular Head
for Measuring Soft-Tissue Tension
During Total Hip Arthroplasty

poster
Asahikawa Medical
College

Tanino H Hyogo Univ
Higa M
Kakunai S

Asahikawa
Medical College

Ito H
Matsuno T

University of
Florida

Banks SA

股関節 2009 2 55
Orthopaedic Research
Society

The proximal hip joint capsule and the
zona orbicularis contribute to hip joint
stability in distraction

ポスター
Asahikawa Medical
University

Ito H Stanford University

Song Y
Lindsey DP
Safran MR
Giori NJ

股関節 2009 2 55
Orthopaedic Research
Society

JNK inhibitor, SP600125 blocks
PMMA Particle-Induced Osteolysis in
Human osteoclast precursor cells and
Mice Calvaria Model

ポスター
Department of
Orthopedics, Asahikawa
Medical College

Yamanaka Y
Department of Orthopedics,
Asahikawa Medical College

Ito H
Matsuno T

Department of
Orthopaedics,
Washington
University School
of Medicine

Clohisy  J C
Abu-Amer Y

基礎 2009 2 55
Orthopaedic Research
Society　（Las Vegas）

Comparison of the Immune Tolerance
Between Human Articular
Chondrocytes and Mesenchymal Stem
Cells Derived From Various Origins

ポスター
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College
Hitoshi Nochi
Takeo Matsuno

肩関節 2009 2 39 日本人工関節学会 リウマチ肩のX線学的分類と術後成績 口演 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹
大泉尚美

片山整形外科リウ
マチ科クリニック

片山耕
琉球大学
旭川医科大学

山口浩
松野丈夫

肘関節 2009 2 21 日本肘関節学会
POWER TRACK II MMTコマンダーを
用いた肘関節正常筋力の検討

口演 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹 旭川医科大学 松野丈夫

外傷 2009 2 119
北海道整形外科外傷研究
会

大腿骨転子下骨折に対する観血的整
復を併用したＡＦＮ法の治療成績

口演 遠軽厚生病院 田中雅仁 遠軽厚生病院 三宅康晴

外傷 2009 2 119
北海道整形外科外傷研究
会

転位型大腿骨頚部骨折に対する骨接
合術後に対照的な経過をたどった２例
ー骨癒合に関する予後についての考
察ー

口演 刀圭会協立病院 津村　敬 刀圭会協立病院
伊林　克也
佐藤　幸宏
長谷川　敏

下肢 2009 2 39 日本人工関節学会 ＣＲ型ＴＫＡ後の歩行解析 口演
函館整形外科クリニック
整形外科

前田龍智
函館整形外科クリニック整
形外科

大越康充
函館整形外科クリ
ニックリハビリテー
ション部

吉田俊教
井野拓実
三好　徹

股関節 2009 2 39 日本人工関節学会
全身性エリテマトーデス(SLE)に対する
人工骨頭および人工股関節置換術

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

松野丈夫
谷野弘昌
山中康裕
佐藤達也

上肢 2009 3 21 日本肘関節学会
肘関節痛と皮疹で発症し限局性強皮
症と診断された関節リウマチの１例

ポスター 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学
研谷　智
三好直樹
松野丈夫

上肢 2009 3 21 日本肘関節学会 離断性骨軟骨炎　外側型症例の検討 口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学
研谷　智
三好直樹
松野丈夫

愛育病院 後山恒範

緩和 2009 3
北海道緩和ケア研修会in富
良野

Opening Remarks/緩和ケア概論 口演 旭川医科大学 阿部泰之 筑波大学大学院 木澤義之

緩和 2009 3
北海道緩和ケア研修会in富
良野

地域連携と治療・療養の場の選択 口演 旭川医科大学 阿部泰之

脊椎 2009 3
平成20年度京都大学総合
技術研究会

脊髄機能総合監視自動アラームシス
テムにおける統合データベースの構築

ポスター 旭川医科大学 今井　充 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫

股関節 2009 3 34 北海道リウマチ研究会
全身性エリテマトーデス(SLE)に対する
人工骨頭および人工股関節置換術

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

松野丈夫
谷野弘昌
山中康裕
佐藤達也

上肢 2009 3 15 北海道肩研究会
肩鎖関節脱臼に対するHenry変法の
治療経験

口演 函館協会病院 多田　博
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基礎 2009 4 8

International Society of
Arthroscopy, Knee Surgery
and Orthopaedic Sports
Medicine (ISAKOS）

Cultured Human　Articular
Chondrocytes, Meniscal Chondrocytes
and Synovial Fibroblast Cells
Resemble       Mesenchymal Stem
Cells in Immunological Characteristics

ポスター（E-
poster）

Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College
Hitoshi Nochi
Takeo Matsuno

下肢 2009 4 8

International Society of
Arthroscopy, Knee Surgery
and Orthopaedic Sports
Medicine (ISAKOS）

Three-dimensional Analysis of PCL
Deficient Knee During Level Walk

ポスター
Hakodate Orthopedic
Clinic

Tatsunori Maeda
Dept of Orthop Surg,
Hakodate Orthopdedics
Clinic

Yasumitsu Ohkoshi
Toshinori Yoshida
Takumi Ino

Dept. of
Mechanical Eng.,
Hakodate National
College of
Technology

Kensaku
Kawakami

緩和 2009 4
緩和ケアの基本教育に関す
る指導者研修会

がん性疼痛の評価と治療 口演 旭川医科大学 阿部泰之

基礎 2009 4 38 脊椎脊髄病学会

神経性間欠性跛行の発現機序に関す
る基礎的研究
‐馬尾賦活が異所性発火と後根神経
節酸素濃度に及ぼす影響‐

口演 歓生会豊岡中央病院 恒川博巳 旭川医科大学
熱田裕司
小林徹也
青野貴吉

歓生会豊岡中央
病院

猪川輪哉

脊椎 2009 4 38 日本脊椎脊髄病学会
体幹ギプスの脊椎固定性に関するＸ
線学的検討

口演 士別市立病院 濱田　修

脊椎 2009 4 38 日本脊椎脊髄病学会
腰椎変性側弯の縦断的検討-成人女
性における12年のコホート研究より-

口演 旭川医科大学 神保静夫 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
青野貴吉
妹尾一誠

リウマチ 2009 4 53 日本リウマチ学会総会 RAにおけるレフルノミドの5年成績 口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科
阿部里見
小林徹也
松野丈夫

リウマチ 2009 4 53 日本リウマチ学会総会
RAの骨粗鬆症におけるFRAX有用性
の検討

ポスター
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科
阿部里見
小林徹也
松野丈夫

リウマチ 2009 4 53 日本リウマチ学会総会 寛解後生物学的製剤を中止しえた1例 ポスター
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科
阿部里見
小林徹也
松野丈夫

リウマチ 2009 4 53 日本リウマチ学会総会
トシリズマブが有効であった治療抵抗
性RAの一例

ポスター
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科
阿部里見
小林徹也
松野丈夫

リウマチ 2009 4 53
日本リウマチ学会総会・学
術集会

関節リウマチ疾患活動性と手指の関
節破壊の検討

口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター 村澤章
新潟リウマチセン
ター

中園清
新潟リウマチセン
ター

石川肇

基礎 2009 5
International Cartilage
Repair Society

Comparison of the Immune Tolerance
Between Human Articular
Chondrocytes and Other
Mesenchymal-lineage Cells Derived
From Various Origins

ポスター
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College
Hitoshi Nochi
Takeo Matsuno

脊椎 2009 5 36

THE INTERNATIONAL
SOCIETY FOR THE
STUDY OF THE LUMBAR
SPINE (ISSLS)

Radiographic analysis of
newly-developed
degenerative
spondylolisthesis (DS) in a mean 12-
year prospective study

口演
Asahikawa Medical
College

Kiyoshi Aono Asahikawa Medical College
Tetsuya Kobayashi
Shizuo Jimbo
Yuji Atsuta

緩和 2009 5 5
日本ホスピス緩和ケア協会
北海道支部年次大会

Palliative Care/End-of-life Care　旭
川の現状と課題

口演 旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2009 5
北海道緩和ケア研修会in旭
川厚生病院

がん性疼痛事例検討 口演 旭川医科大学 阿部泰之

脊椎 2009 5 41 北海道脊椎疾患研究会 脊椎専門外来の実施とその成果 口演 士別市立病院 濱田　修

下肢 2009 5 82
日本整形外科学会学術総
会

Radiographic outcomes after dome-
type high tibial osteotomy

口演
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College
Shunji Shimazaki
Hitoshi Nochi
Takeo Matsuno

股関節 2009 5 82
日本整形外科学会学術総
会

ラージソケットを用いた臼蓋再建術
シンポジウ
ム

旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

谷野弘昌
山中康裕
佐藤達也
中村聡喜
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

脊椎 2009 5 82
日本整形外科学会学術総
会

腰椎変性すべり症の発生と進行に関
与する因子についての検討

口演 旭川医科大学 青野貴吉 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
神保静夫
松野丈夫

87



脊椎 2009 5 82
日本整形外科学会学術総
会

中高齢女性検診者における立位脊柱
姿勢と臨床項目との関係

ポスター 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

熱田裕司
青野貴吉
神保静夫
松野丈夫

緩和 2009 6 14
日本緩和医療学会学術大
会

緩和ケア教育の地域ネットワーク
HOPEFL～北海道での取り組み～（シ
ンポジスト）

口演 旭川医科大学 阿部泰之

股関節 2009 6 41 北海道股関節研究会
大腿骨頸部内側骨折に対する
Perfusion MRIカラーマッピングの有用
性について

口演 豊岡中央病院 辻　宗啓 豊岡中央病院
後藤英司
寺西正

股関節 2009 6 117 北海道整形災害外科学会 Dall, Hardingeアプローチ脱臼率 口演 豊岡中央病院　整形外科 寺西　正 豊岡中央病院　整形外科
辻　宗啓
後藤英司

脊椎 2009 6 117 北海道整形災害外科学会
Short body cast による骨粗鬆症性椎
体骨折治療の試み

口演 士別市立病院 大坪　誠 士別市立病院
浜田　修
西岡健吾

股関節 2009 6 117 北海道整形災害外科学会
アルミナ骨頭の破損によりメタローシ
スを起こした人工骨頭置換術症例の
報

口演 豊岡中央病院 辻　宗啓 豊岡中央病院
後藤英司
寺西正

上肢 2009 6 117 北海道整形災害外科学会
環指末節骨に発症したperiosteal
chondromaの一例

口演 進藤病院 板谷純幸 進藤病院

平山隆三
進藤正明
小沢一広
川村孝志

股関節 2009 6 117 北海道整形災害外科学会
臼蓋形成不全の成人男性に生じた股
関節反復性脱臼の１例

口演
旭川医科大学　人工関節
講座

山中康裕 旭川医科大学　整形外科

佐藤達也
中村聡喜
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

市立札幌病院　整
形外科

平山光久

下肢 2009 6 117 北海道整形災害外科学会
人工膝関節置換術におけるフォンダ
パルヌクスとエノキサパリン投与の比
較検討

口演 豊岡中央病院　整形外科 近藤啓介 豊岡中央病院　整形外科
浜口英寿
後藤英司

その他 2009 6 117 北海道整形災害外科学会
仙骨部褥創に対する皮弁形成術の治
療経験

口演 森山病院 仲　俊之 森山病院
岡本　巡
有山弘之

股関節 2009 6 117 北海道整形災害外科学会
全身性エリテマトーデス(SLE)に対する
人工骨頭および人工股関節置換術

口演 旭川医科大学　整形外科 伊藤　浩 旭川医科大学　整形外科
佐藤達也
中村聡喜
松野丈夫

旭川医科大学　人
工関節講座

谷野弘昌
山中康裕

下肢 2009 6 117 北海道整形災害外科学会
変形性膝関節症におけるステロイド関
注の影響

口演 小野沢整形外科 小野沢敏弘

股関節 2009 6 117 北海道整形災害外科学会
モジュラー型人工股関節における問題
点

口演
旭川医科大学　人工関節
講座

谷野弘昌 旭川医科大学　整形外科
佐藤達也
中村聡喜
松野丈夫

旭川医科大学　人
工関節講座

山中康裕

脊椎 2009 6 117 北海道整形災害外科学会
腰椎変性側弯の新規発生・進行・改善
に関与する因子の検討

口演 旭川医科大学 神保静夫 旭川医科大学

小林徹也
青野貴吉
熱田裕司
松野丈夫

下肢 2009 6 2
日本関節鏡・膝・スポーツ整
形外科学会(JOSKAS)

先天性膝蓋骨脱臼の治療報告 ポスター 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
島崎俊司
能地仁
松野丈夫

脊椎 2009 6 32 日本骨・関節感染症学会
脊椎カリエスにおける椎体周囲膿瘍と
肺の癒着に関する検討

口演 村山医療センター 竹光正和 村山医療センター

金子慎二郎
塩田匡宣
飯塚慎吾
加藤裕幸
池上健
宝亀登
福田健太郎
町田正文
山岸正明

下肢 2009 6 1
北海道骨折手術手技研究
会

下腿近位部骨折 口演
北見赤十字病院整形外
科

森末昌諭 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

中川宏士

脊椎 2009 7 Spine Across the Sea

Development of Degenerative Lumbar
Spondylolisthesis in a Mean 12-year
Prospective Study of 142 Female
Volunteers without Baseline Deformity

口演 旭川医科大学 青野貴吉 旭川医科大学

小林徹也
神保静夫
妹尾一誠
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2009 7
SPINE ACROSS THE SEA
 2009

Radiographic analysis of
newly-developed
degenerative
spondylolisthesis (DS) in a mean 12-
year prospective study

口演
Asahikawa Medical
College

Kiyoshi Aono Asahikawa Medical College
Tetsuya Kobayashi
Shizuo Jimbo
Yuji Atsuta
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緩和 2009 7
緩和ケアの基本教育に関す
る指導者研修会

緩和ケア研修会の開催にあたって
緩和ケア概論

口演 旭川医科大学 阿部泰之

外傷 2009 7 3 ななかまど
スノーボードで受傷した胸鎖関節後方
脱臼の１例

口演 遠軽厚生病院 田中雅仁 遠軽厚生病院
三宅康晴
林真

外傷 2009 7 35 日本骨折治療学会
大腿骨転子下骨折に対する観血的整
復を併用したＡＦＮ法の治療成績

口演 遠軽厚生病院 田中雅仁 遠軽厚生病院
三宅康晴

外傷 2009 7 35 日本骨折治療学会
粉砕橈骨遠位端骨折に対する掌側ア
プローチからのdouble plating

ポスター 刀圭会協立病院 津村　敬 刀圭会協立病院 佐藤　幸宏

緩和 2009 8
北海道緩和ケア研修会in旭
川医科大学病院

緩和ケア概論 口演 旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2009 8
北海道緩和ケア研修会in旭
川医科大学病院

包括的アセスメント 口演 旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2009 8
北海道緩和ケア研修会in帯
広厚生病院

コミュニケーション 口演 旭川医科大学 阿部泰之

外傷 2009 8 3
北海道整形外科外傷研究
会教育研修セミナー

小児下腿骨折の治療 口演 旭川赤十字病院 小野沢　司

外傷 2009 8 3
北海道整形外科外傷研究
会教育研修セミナー

小児大腿骨骨折に治療(case
presentation)

口演 刀圭会協立病院 津村　敬 刀圭会協立病院
伊林　克也
佐藤　幸宏
長谷川　敏

骨粗鬆症 2009 9 31
American Society for Bone
and Mineral Research

Effect of 4-,8-,and 12-month
risedronate therapy on femoral
strength bone density and bone
metabolism markers using tools for
analysis of femoral strength

口演
ＴＡＫＡＫＵＷＡ　ＯＲＴＨＯ
ＰＥＤＩＣＳ ＮＡＧＡＹＡＭＡ
ＣＬＩＮＩＣ

Ｍａｓａｙｕｋｉ　Ｔａｋａｋ
ｕｗａ

肩関節 2009 9 22
SECEC(ヨーロッパ肩肘学
会）

Classification of rheumatoid shoulder
on X-ray based on the glenoid
deformity and the position of humeral
head

ポスター 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹 北海道大学 大泉尚美
琉球大学
旭川医科大学

山口浩
松野丈夫

肘関節 2009 9 22
SECEC（ヨーロッパ肩肘学
会）

Examination of elbow mustle strength
with Power Track II MMT Commander

ポスター 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹 北海道大学 大泉尚美
琉球大学
旭川医科大学

山口浩
松野丈夫

緩和 2009 9
緩和ケアの基本教育に関す
る指導者研修会

がん性疼痛事例検討 口演 旭川医科大学 阿部泰之

脊椎 2009 9 40 札幌外傷カンファランス 第5腰椎破裂骨折の1例 口演 旭川赤十字病院 小野沢　司 旭川赤十字病院
加茂裕樹
高橋滋
森井北斗

肩関節 2009 9 58 東日本整形災害外科学会
関節リウマチ肩の単純X線正面像は
術後成績を示唆するか？

口演 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹
大泉尚美

旭川医科大学 松野丈夫

上肢 2009 9 58 東日本整形災害外科学会
高齢者の肩関節変形に対するCTA型
人工骨頭の治療成績

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学
研谷　智
三好直樹
松野丈夫

スポーツ 2009 9 58 東日本整形災害外科学会
部活動のバレーボール選手における
疲労骨折の治療経験

ポスター 旭川医科大学 小原和宏 旭川医科大学 松野丈夫

脊椎 2009 9 58 東日本整形災害外科学会
腰椎変性側弯の発生機序に関する考
察

口演 旭川医科大学 神保静夫 旭川医科大学

小林徹也
青野貴吉
熱田裕司
松野丈夫

下肢 2009 9 58 東日本整形災害外科学会
人工股関節置換術後下肢アライメント
変化の検討

ポスター 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
島崎俊司
能地仁
松野丈夫

下肢 2009 9 58 東日本整形災害外科学会
人工膝関節置換術用に提供されてい
る各種テンサーにおける負荷トルクと
ギャップ間張力の差異（

口演 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学

島崎俊司
前田龍智
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

下肢 2009 9 46 北海道膝関節研究会
ＴＫＡの伸展ギャップと軟部組織張力
の術中評価

口演 豊岡中央病院 浜口英寿 豊岡中央病院 近藤啓介

脊椎 2009 9 58 東日本整形災害外科学会
長期間の介達牽引により改善
が得られた陳旧性環軸椎回旋
位固定の1例

口演 旭川医科大学 青野貴吉 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
神保静夫
松野丈夫
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股関節 2009 9 58 東日本整形災害外科学会 人工股関節モジュラー部品の問題点 口演 旭川医科大学 谷野弘昌 旭川医科大学

伊藤　浩
山中康裕
佐藤達也
中村聡喜
松野丈夫

股関節 2009 9 58 東日本整形災害外科学会
当院における人工関節置換術・人工
骨頭挿入術後感染例の検討

口演 旭川医科大学 佐藤達也 旭川医科大学

山中康裕
中村聡喜
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

股関節 2009 9 58 東日本整形災害外科学会
術後抗凝固剤非使用での当科股関節
疾患のＤＶＴ発生頻度の検討

口演 旭川医科大学 山中康裕 旭川医科大学

佐藤達也
中村聡喜
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

市立札幌病院 平山光久

上肢 2009 9 36 日本肩関節学会
肩鎖関節脱臼に対するHenry変法の
治療経験

口演 函館協会病院 多田　博

股関節 2009 10 22
 International Society of
Technology in Arthroplasty

Asymmetric bony geometry at the
antero-lateral and postero-lateral
femoral head-neck junctions

ポスター Stanford University Song Y
Asahikawa Medical
University

Ito H
Stanford
University

Safran MR,
Giori NJ

股関節 2009 10 22
 International Society of
Technology in Arthroplasty

In Vivo Femoral Head Damage and its
Effect on Polyethylene Wear

ポスター
Asahikawa Medical
University

Ito H Maloney CM
Rush Medical
College

Crowninshield
RD

Washington
University

Stanford University

Clohisy JC
McDonald DJ

Maloney WJ

股関節 2009 10 22
International Society of
Technology in Arthroplasty

Incidence of deep venous thrombosis
after pelvic osteotomy

ポスター
Asahikawa Medical
University

Yamanaka Y
Asahikawa Medical
University

H. Ito
H. Tanino
T. Sato
T. Matsuno

股関節 2009 10 22
International Society of
Technology in Arthroplasty

Intraoperative soft-tissue tension
measurements of total hip
arthroplasty

ポスター
Asahikawa Medical
University

Tanino H
Asahikawa Medical
University

Ito H
Sato T
Matsuno T

University of
Hyogo

Higa M Florida University Banks SA

肩関節 2009 10 36 日本肩関節学会
関節リウマチ肩の単純X線正面像は
術後成績を示唆するか？

ポスター 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹
大泉尚美

琉球大学 山口浩 旭川医科大学 松野丈夫

肩関節 2009 10 36 日本肩関節学会
腱板断裂に合併した上腕二頭筋長頭
腱障害ー固定か切離か？‐

ポスター 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹
大泉尚美

旭川医科大学 松野丈夫

外傷 2009 10 37 日本救急医学会学術集会
当院における不安定型骨盤骨折症例
の予後因子に関する検討

口演
横浜市立大学附属市民
総合医療センター・高度
救命救急センター

柏崎裕一
横浜市立大学附属市民総
合医療センター・高度救命
救急センター

横尾直樹
馬場紀行
門脇絢弘
鈴木範行

脊椎 2009 10 63 国立病院総合医学会
パーキンソン病およびパーキンソン症
候群の腰曲がりに対する腹直筋への
リドカイン注入療法

ポスター 村山医療センター 竹光正和 国立精神・神経センター 久野貞子 村山医療センター
町田正文
山岸正明

股関節 2009 10 36 日本股関節学会 セメントレスS-ROM THAの中期成績 口演 北海道大学 高橋大介 北海道大学
眞島任史
井上正弘
大浦久典

旭川医科大学
伊藤　浩
松野丈夫

股関節 2009 10 36 日本股関節学会 モジュラー型人工股関節の問題点 口演 旭川医科大学 谷野弘昌 旭川医科大学

伊藤　浩
山中康裕
佐藤達也
中村聡喜
松野丈夫

股関節 2009 10 36 日本股関節学会
全身性エリテマトーデス(SLE)に対する
人工骨頭および人工股関節置換術

主題 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

谷野弘昌
山中康裕
佐藤達也
中村聡喜
松野丈夫

股関節 2009 10 36 日本股関節学会
他施設前向き疫学調査による、本邦
の変形性股関節症における臼蓋形成
不全の頻度と程度

口演
日整会臼蓋形成不全プロ
ジェクト研究チーム

神宮司誠也
日整会臼蓋形成不全プロ
ジェクト研究チーム

山田治基
安永裕司
伊藤　浩
森　諭史
大湾一郎
藤井玄二
大橋弘嗣

股関節 2009 10 36 日本股関節学会
当院における人工関節置換術・人工
骨頭挿入術後感染例の検討

口演 旭川医科大学 佐藤達也 旭川医科大学

山中康裕
中村聡喜
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫
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股関節 2009 10 36 日本股関節学会
当科骨盤骨切り術におけるＤＶＴの発
生頻度

口演 旭川医科大学 山中康裕 旭川医科大学

佐藤達也
中村聡喜
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

骨粗鬆症 2009 10 11 日本骨粗鬆症学会
大腿骨強度解析ツールを用いたリセド
ロネート＋ＶｔＫ2併用療法の大腿骨強
度に与える影響

口演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

骨粗鬆症 2009 10 11 日本骨粗鬆症学会
大腿骨強度解析ツールを用いたリセド
ロネート投与12ヶ月の大腿骨強度に
与える影響

口演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

脊椎 2009 11 24
North American Spine
Society

An Epidemiological Study of Pre-
existing and De Novo Lumbar
Scoliosis in an Adult Female Cohort

口演
Asahikawa Medical
College

Shizuo Jimbo Asahikawa Medical College
Tetsuya Kobayashi
Kiyoshi Aono
Yuji Atsuta

緩和 2009 11
緩和ケアの基本教育に関す
る指導者研修会

教育技法 口演 旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2009 11 33 死の臨床研究会年次大会
PCTはどこまでアドバンスケアプランニ
ングに関われるか‐急速なギアチェン
ジが必要だった事例からの考察‐

口演 旭川医科大学 阿部泰之

リウマチ 2009 11 24 日本臨床リウマチ学会
レフルノミド5年投与継続ＲＡ症例にお
ける有用性の検討

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕

股関節 2009 11 37 日本関節病学会 後方進入法によるMIS-THAの検討
パネルディ
スカッション

旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

谷野弘昌
山中康裕
中村聡喜
松野丈夫

股関節 2009 11 37 日本関節病学会
大径セメントレスソケットを用いる臼蓋
再建術

パネルディ
スカッション

旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

谷野弘昌
山中康裕
中村聡喜
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

基礎 2009 11 24
日本整形外科学会基礎学
術集会

In Vitroにおけるヒト培養関節軟骨細
胞とその他ヒト培養間葉系細胞の免
疫学的特性の比較

口演 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
能地仁
松野丈夫

下肢 2009 11 24
日本整形外科学会基礎学
術集会

ヒト培養軟骨細胞はin vitroにおいてリ
ンパ球のIL-2反応性を低下させ細胞
増殖を抑制する

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
類家拓也
松野丈夫

股関節 2009 11 24
日本整形外科学会基礎学
術集会

生体内における金属骨頭表面粗さの
悪化とそのポリエチレン摩耗に及ぼす
影響

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

谷野弘昌
山中康裕
佐藤達也
中村聡喜
松野丈夫

Rush Medical
College

Maloney CM
Crowninshield
RD

Washington
University

Stanford University

Clohisy JC
McDonald DJ

Maloney WJ

股関節 2009 11 24
日本整形外科学会基礎学
術集会

輪帯(zona orbicularis)の股関節
distraction forceに対する安定性への
貢献度

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

谷野弘昌
山中康裕
佐藤達也
中村聡喜
松野丈夫

Stanford
University

Song Y
Lindsey DP
Safran MR
Giori NJ

リウマチ 2009 10
10th, the joint meeting of
ARO and German society
for rheumatology

Disease activity and pattern of joint
deterioration over 10 years

口演 Niigata Rheumatic Center Abe Asami Niigata Rheumatic Center Isikawa Hajime
Niigata Rheumatic
Center

Murasawa Akira

リウマチ 2009 52 日本手の外科学会
関節リウマチ疾患活動性と手指の関
節破壊の検討

口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター 村澤章
新潟リウマチセン
ター

中園清
新潟リウマチセン
ター

石川肇

リウマチ 2009 20 荘内、瀬波リウマチ懇話会
関節リウマチ疾患活動性と手指の関
節破壊の検討

口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター 村澤章
新潟リウマチセン
ター

中園清
新潟リウマチセン
ター

石川肇

骨粗鬆症 2009 9
北海道整形外科オステオポ
ローシスセミナー

整形外科骨粗鬆症診療におけるピット
ホール

口演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

緩和 2010 1
指導者研修会および緩和ケ
ア研修会改善のためのワー
クショップ

今後のことを話し合う 口演 旭川医科大学 阿部泰之

下肢 2010 1 118 北海道整形災害外科学会 BCG脛骨骨髄炎の一例 口演 旭川医科大学　整形外科 柴田宏明 旭川医科大学　整形外科

阿部里見
佐々木祐介
能地　仁
松野丈夫

高桑整形外科永
山クリニック

高桑昌幸

下肢 2010 1 118 北海道整形災害外科学会
木の棘より骨を貫通損傷した母趾の
一例

口演
斗南病院　スポーツ医療
センター　整形外科

大灘嘉浩
斗南病院　スポーツ医療セ
ンター　整形外科

松本大
福田公孝

脊椎 2010 1 118 北海道整形災害外科学会 急性頚髄硬膜外血腫の一例 口演 森山病院 仲　俊之 森山病院
岡本　巡
有山弘之

脊椎 2010 1 118 北海道整形災害外科学会 頸椎椎間孔部除圧術の小経験 口演 豊岡中央病院　整形外科 猪川輪哉 豊岡中央病院　整形外科 恒川博巳
手稲前田整形外
科

小原由史
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上肢 2010 1 118 北海道整形災害外科学会
腱板断裂に合併した上腕二頭筋長頭
腱障害‐固定か切離か？‐

口演 旭川医科大学　整形外科 三好直樹 旭川医科大学　整形外科 松野丈夫
北新病院　上肢人
工関節・内視鏡セ
ンター

末永直樹
大泉尚美

下肢 2010 1 118 北海道整形災害外科学会
人工膝関節全置換術後の内外反動揺
性の１年後の変化

口演 豊岡中央病院 浜口英寿 留萌記念病院 近藤啓介

上肢 2010 1 118 北海道整形災害外科学会
内反上腕骨を伴う変形性肩関節症に
対し人工肩関節置換術を施行した１例

口演 旭川医科大学　整形外科 三好直樹
北新病院　上肢人工関節・
内視鏡センター

末永直樹

腫瘍 2010 1 118 北海道整形災害外科学会
肺癌骨転移に対するゾレドロン酸によ
る骨有害事象の抑制効果

口演 旭川医科大学整形外科 丹代　晋 旭川医科大学整形外科 松野丈夫

上肢 2010 1 118 北海道整形災害外科学会
保存的に治癒が得られた陳旧性月状
骨骨折の１例

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学
研谷　智
三好直樹
松野丈夫

外傷 2010 1 118 北海道整形災害外科学会
当院における上腕骨近位端骨折に対
するMIPOの治療成績

口演 刀圭会協立病院 津村　敬 刀圭会協立病院
伊林　克也
佐藤　幸宏
長谷川　敏

股関節 2010 1 1

厚生労働科学研究費補助
金（医薬品・医療機器レギュ
ラトリーサイエンス総合研究
事業）医療機器市販後安全
情報の医療機関等への情
報伝達手段等に関する研究
平成21年度班会議

骨接合材料・人工股関節不具合情報
の収集および解析

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

骨粗鬆症 2010 1 22 北海道骨粗鬆症研究会
抜歯によるビスフォスフォネート休薬
中に発生した第４腰椎脆弱性骨折の1
例

口演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

股関節 2010 1 118 北海道整形災害外科学会 Elite plus THAの中期成績 口演 北海道大学 中野宏明 北海道大学

眞島任史
高橋大介
井上正弘
三浪明男
大浦久典

旭川医科大学
伊藤　浩
松野丈夫

下肢 2010 1 118 北海道整形災害外科学会
MIS-TKAにおいて大腿骨骨切りを正
確に行うための工夫

口演
函館整形外科クリニック
整形外科

前田龍智
函館整形外科クリニック整
形外科

鈴木　航
大越康充

函館整形外科クリ
ニックリハビリテー
ション部

吉田俊教
井野拓実

股関節 2010 1 118 北海道整形災害外科学会
NFAT阻害による人工関節周囲骨融
解、破骨細胞分化抑制

口演 旭川医科大学 山中康裕 旭川医科大学

伊藤　浩
谷野弘昌
中村聡喜
松野丈夫

股関節 2010 1 118 北海道整形災害外科学会 セメントレスS-ROM THAの中期成績 口演 北海道大学 高橋大介 北海道大学

三浪明男
眞島任史
井上正弘
大浦久典

旭川医科大学
伊藤　浩
松野丈夫

股関節 2010 1 118 北海道整形災害外科学会
輪帯(zona orbicularis)の股関節
distraction forceに対する安定性への
貢献度

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫
Stanford
University

Song Y
Lindsey DP
Safran MR
Giori NJ

リウマチ 2010 2 1 道北臨床研究会
トシリズマブが有効であった治療抵抗
性RAの一例

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕

下肢 2010 2 40 日本人工関節学会

Modified Gap techniqueにおける伸展
バランスの変化-大腿骨後顆骨切り前
の伸展バランスは大腿骨トライアル装
着後に維持されているのか-

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学

阿部里見
類家拓也
佐々木祐介
松野丈夫

肩関節 2010 2 40 日本人工関節学会
広範囲腱板断裂修復後に再断裂し
Cuff tear arthropathyと肩峰骨折をき
たした1例

口演 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹
大泉尚美

旭川医科大学 松野丈夫

下肢 2010 2 40 日本人工関節学会
術後金属アレルギーが判明した人工
膝関節置換術（TKA)の2症例

ポスター 旭川医科大学 松倉　圭佑 旭川医科大学

能地　仁
佐々木　祐介
阿部　里見
松野　丈夫

下肢 2010 2 40 日本人工関節学会
人工股関節置換（THA）術後、対側下
肢アライメント変化の検討

ポスター 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
島崎俊司
能地仁
松野丈夫

下肢 2010 2 40 日本人工関節学会
変形性膝関節症に対するPS型人工膝
関節置換術における軟部組織剛性に
ついての検討

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学

阿部里見
類家拓也
佐々木祐介
松野丈夫
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外傷 2010 2 121
北海道整形外科外傷研究
会

当院における踵骨関節内骨折に対す
るプレート固定術の治療成績

口演 刀圭会協立病院 津村　敬 刀圭会協立病院
伊林　克也
佐藤　幸宏
長谷川　敏

股関節 2010 2 40 日本人工関節学会 Elite plus THAの中期成績 口演 北海道大学 中野宏明 北海道大学

眞島任史
高橋大介
井上正弘
三浪明男
大浦久典

旭川医科大学
伊藤　浩
松野丈夫

股関節 2010 2 40 日本人工関節学会
Large Socketによる再置換術後の適
応ポイント

パネルディ
スカッション

旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

谷野弘昌
山中康裕
中村聡喜
松野丈夫

下肢 2010 2 40 日本人工関節学会
MIS-TKAにおいて大腿骨骨切りを正
確に行うためのMeasured resection手
技（パネルディスカッション）

口演
函館整形外科クリニック
整形外科

前田龍智
函館整形外科クリニック整
形外科

鈴木　航
大越康充

函館整形外科クリ
ニックリハビリテー
ション部

井野拓実

下肢 2010 2 121
北海道整形外科外傷研究
会

当院で踵骨骨折に対し施行したプレー
トでの観血的骨接合術術後の合併症

口演
北見赤十字病院整形外
科

中川宏士 北見赤十字病院整形外科 菅原　修
北見赤十字病院
整形外科

森末昌論

股関節 2010 3 77
American Academy of
Orthopaedic Surgeons

Cemented Calcar Replacement
Femoral Component in Revision
Hybrid Total Hip Arthroplasty

ポスター
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T
Tanino H
Yamanaka Y
Nakamura T
Sato T

Hokkaido
University

Minami A

緩和 2010 3
KKR札幌医療センター緩和
ケア研修会

コミュニケーション 口演 旭川医科大学 阿部泰之

股関節 2010 3 56
Orthopaedic Research
Society

A prospective multi-institutional study
about the etiology of hip osteoarthritis
in Japan -The involvement of
acetabular dysplasia

ポスター Kyusyu Universuty Jingushi S Niigata Tyujo Hospital Sofue M

Osaka City
University

Kitasato
University

Kanazawa Medical
University

Yamanashi
University

Nagasaki
University

Tokyo University

Hirota Y

 Itoman M

Matsumoto T

Hamada Y

Shindo H

Takatori Y

Fujita Health
University

Hiroshima
University

Asahikawa Medical
University

Kagawa University

Yamada H

Yasunaga Y

Ito H

Mori S

下肢 2010 3 56
Orthopaedic Research
Society

An in vivo biomechanical analysis of
soft-tissue stiffness in osteoarthritis
patients undergoing posterior-
stabilized total knee arthroplasty

ポスター 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学

阿部里見
類家拓也
佐々木祐介
松野丈夫

股関節 2010 3 56
Orthopaedic Research
Society

Intraoperative Soft-Tissue Tension
Measurements During Total Hip
Arthroplasty

ポスター
Asahikawa Medical
College

Tanino H Hyogo Univ Higa M
Asahikawa
Medical College

Ito H
Sato T
Matsuno T

University of
Florida

Banks SA

股関節 2010 3 56
Orthopaedic Research
Society

Three-dimensional computed
tomography analysis of non-
osteoarthritic adult acetabular
dysplasia

ポスター
Asahikawa Medical
University

Ito H
Asahikawa Medical
University

Matsuno T
Tanino H
Yamanaka Y
Sato T

Hokkaido
University

Minami A

基礎 2010 3 56
Orthopaedic Research
Society

Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) -
antagonist inhibits Matrix
Mettalloproteinase-3 (MMP-3)
production in Human Articular
Chodrocytes in Vitro

ポスター
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College
Hitoshi Nochi
Takuya Ruike
Takeo Matsuno

外傷 2010 3 26 旭川救急搬送研究会 骨盤骨折と尿道損傷 口演 旭川赤十字病院 小野沢　司

脊椎 2010 3
平成21年度機器・分析技術
研究会、実験実習技術研究
会 in 琉球

脊髄機能総合監視自動アラームシス
テムにおけるビデオ機器の遠隔操作
(VISCA)

ポスター 旭川医科大学 今井　充 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2010 4 43 脊椎疾患研究会
診断に難渋した転移性脊髄腫瘍の1
例

口演 旭川医科大学 妹尾一誠 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
青野貴吉
松野丈夫

脊椎 2010 4 39 日本脊椎脊髄病学会
骨粗鬆症性椎体骨折に対する short
body cast による保存療法

口演 士別市立病院 濱田　修
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脊椎 2010 4 39 日本脊椎脊髄病学会
神経性間欠跛行を再現するfictive実
験モデル

シンポジウ
ム

旭川医科大学 熱田裕司 旭川医科大学
小林徹也
青野貴吉
神保静夫

豊岡中央病院
猪川輪哉
恒川博巳

脊椎 2010 4 39 日本脊椎脊髄病学会
棘突起縦割法椎弓形成術後合併症の
検討

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学
青野貴吉
神保静夫
熱田裕司

リウマチ 2010 4 54 日本リウマチ学会学術集会
生物学的療法中の関節リウマチ患者
の上肢手術

口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター 村澤章
新潟リウマチセン
ター

中園清
新潟リウマチセン
ター

石川肇

その他 2010 4 54 日本リウマチ学会総会
骨パジェット病合併関節リウマチの一
例

口演
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科 松野丈夫
市立旭川病院整
形外科

京極　　元

リウマチ 2010 4 54 日本リウマチ学会総会
レフルノミドの進行性リウマチ股関節
病変に対する有用性の検討

ポスター
片山整形外科リウマチ科
クリニック

片山　耕 旭川医科大学整形外科
阿部里見
松野丈夫

上肢 2010 4 53 日本手外科学会学術集会
特発性手根管症候群に対する手根管
開放術における自覚症状の意義

ポスター 大西病院 中村　智 函館協会病院 多田　博

緩和 2010 5
追加モジュール検討のため
のワークショップ

今後のことを話し合う 口演 旭川医科大学 阿部泰之

脊椎 2010 5 43 北海道脊椎疾患研究会
腰部脊柱管狭窄症の再手術後に馬尾
ヘルニアを生じた１例

口演 士別市立病院 濱田　修

脊椎 2010 5 43 北海道脊椎疾患研究会
診断に難渋した転移性脊髄腫瘍の1
例

口演 旭川医科大学 妹尾一誠 旭川医科大学

小林徹也
青野貴吉
神保静夫
丹代　晋
熱田裕司
松野丈夫
中島香織

股関節 2010 5 83
日本整形外科学会学術総
会

Chiari骨盤骨切り術
シンポジウ
ム

旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

谷野弘昌
山中康裕
中村聡喜
松野丈夫

北海道大学 三浪明男

基礎 2010 6 Hyaluronan2010
Sodium hyaluronate inhibits
chemically-induced joint paint in rats.

口演 旭川医科大学 熱田裕司 山下整形外科クリニック 山下　泉 森山病院 岡本　巡

下肢 2010 6 20
Japanese-Korean
Combinaed Orthopaedic
Symposium

Epiphyseal Osteomyelitis Caused by
Bacilli Calmette-Guèrin (BCG)
Vaccination: A Case Report

ポスター
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College
Hitoshi Nochi
Takeo Matsuno

脊椎 2010 6 20
Japanese-Korean Combined
Orthopaedic Symposium

Vertebral fracture and its impact on
gross sagittal spinal alignment

口演 旭川医科大学 妹尾一誠 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
青野貴吉
松野丈夫

股関節 2010 6 20
Japanese-Korean Combined
Orthopaedic Symposium

INCIDENCE OF DEEP VENOUS
THROMBOSIS AFTER PELVIC
OSTEOTOMY.

ポスター
Department of
Orthopedics, Asahikawa
Medical University

Yamanaka Y
Department of Orthopedics,
Asahikawa Medical
University

H. Ito
H. Tanino
T. Sato
T. Matsuno

緩和 2010 6 15
日本緩和医療学会学術大
会

コミュニケーション障害をもつ患者の
疼痛評価 ～統合失調症陽性・陰性評
価尺度（PANSS）による評価の検討～

口演 旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2010 6
北海道緩和ケア研修会in北
見赤十字病院

緩和ケア概論 口演 旭川医科大学 阿部泰之

緩和 2010 6
北海道緩和ケア研修会in北
見赤十字病院

コミュニケーション 口演 旭川医科大学 阿部泰之

外傷 2010 6 2
北海道骨折手術手技研究
会

上腕骨近位部骨折(case presentation) 口演 刀圭会協立病院 津村　敬 刀圭会協立病院
伊林　克也
佐藤　幸宏
長谷川　敏

下肢 2010 6 119 北海道整形災害外科学会
金属アレルギーを有する症例に対す
る人工膝関節形成術の経験

口演 山の手通八木病院 大水信幸 山の手通八木病院

小野寺純
上田大輔
山脇慎也
八木知徳

下肢 2010 6 119 北海道整形災害外科学会
クラッシックバレエにより発症した弾発
母趾の１例

口演 旭川医科大学　整形外科 佐藤剛 旭川医科大学　整形外科

阿部里見
能地　仁
佐々木祐介
松野丈夫

下肢 2010 6 119 北海道整形災害外科学会
人工膝関節置換術後に膝窩動脈閉塞
症をきたした一例

口演 旭川医科大学　整形外科 佐々木祐介 旭川医科大学　整形外科

能地　仁
阿部里見
佐藤剛
松野丈夫
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脊椎 2010 6 119 北海道整形災害外科学会
診断に難渋した転移性脊髄腫瘍の一
例

口演 旭川医科大学　整形外科 妹尾一誠 旭川医科大学

小林徹也
青野貴吉
神保静夫
丹代　晋
熱田裕司
松野丈夫

旭川医科大学　放
射線医学講座

中島香織

下肢 2010 6 119 北海道整形災害外科学会
成人まで経過観察を終了した軟骨異
形成症に対する脚延長術の検討

口演 旭川医科大学　整形外科 阿部里見 旭川医科大学　整形外科

能地　仁
佐々木祐介
佐藤剛
松野丈夫

股関節 2010 6 119 北海道整形災害外科学会 ビデオ演題　キアリ骨盤骨切り術 口演 旭川医科大学　整形外科 伊藤　浩 旭川医科大学　整形外科

谷野弘昌
山中康裕
中村聡喜
松野丈夫

脊椎 2010 6 119 北海道整形災害外科学会
ビデオ演題　脊椎後方内視鏡手術の
コツと問題点

口演 豊岡中央病院　整形外科 猪川輪哉 豊岡中央病院　整形外科

恒川博巳
寺西　正
浜口英寿
辻　宗啓
後藤英司

下肢 2010 6 119 北海道整形災害外科学会
ビデオ演題　当院の最小侵襲手術（Ｍ
ＩＳ）ＴＫＡの術式

口演 函館整形外科クリニック 大越康充 函館整形外科クリニック
前田龍智
鈴木航

股関節 2010 6 119 北海道整形災害外科学会
輪帯(zona orbicularis)の股関節
distraction forceに対する安定性への
貢献度

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫
Stanford
University

Song Y
Lindsey DP
Safran MR
Giori NJ

基礎 2010 7 16
Asia Pacific League of
Associations for
Rheumatology (APLAR)

Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) -
antagonist inhibits Matrix
Mettalloproteinase-3 (MMP-3)
production in Human Articular
Chondrocytes in Vitro

ポスター
Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College
Hitoshi Nochi
Takuya Ruike
Takeo Matsuno

肩関節 2010 7 2 JOSKAS
腱板断裂に合併した上腕二頭筋長頭
腱障害ー固定か切離か？‐（鏡視下）

口演 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹
大泉尚美

帯広開西病院 井上和也 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2010 7 4
ななかまど整形外科医療連
携カンファレンス

当院でのTHEアプローチ~Dall変法の
ご紹介~

口演 豊岡中央病院 辻　宗啓 豊岡中央病院
後藤英司
寺西正

腫瘍 2010 7 43
日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

類骨骨腫の臨床診断までの問題点 口演 旭川医科大学整形外科 丹代　晋 旭川医科大学整形外科 松野丈夫

緩和 2010 7
北海道緩和ケア研修会in市
立旭川病院

精神症状 口演 旭川医科大学 阿部泰之

下肢 2010 7 2
日本関節鏡・膝・スポーツ整
形外科学会学術集会
（JOSKAS）

The Short Term Outcomes of
Triathlon Knee System using MIS
technique

ポスター
Dept of Orthop Surg,
Hakodate Orthopdedics
Clinic

Tatsunori Maeda
Dept of Orthop Surg,
Hakodate Orthopdedics
Clinic

Ko Suzuki
Yasumitsu Ohkoshi

Dept of
Rehabilitation,
Hakodate
Orthopdedics
Clinic

Satoshi Kotake
Takumi Ino

脊椎 2010 8 7

INTERNATIOMAL SOCIETY
OF ORTHOPAEDIC
SURGERY AND
TRAUMATOLOGY (SICOT)

Radiographic predictors of
degenerative spondylolisthesis in a
mean 12-year prospective study

ポスター
Asahikawa Medical
University

Kiyoshi Aono
Asahikawa Medical
University

Tetsuya Kobayashi
Yuji Atsuta
Takeo Matsuno

緩和 2010 8
PEACEフォローアップ指導
者研修会

治療ケアのゴールを話し合う・アドバン
スケアプランニング

口演 旭川医科大学 阿部泰之

脊椎 2010 8 7 SICOT/SIROT国際会議
PELVIC INCIDENCE AS A UNIQUE
PREDICTOR OF SPINAL
DEGENERATIVE DEFORMITY

ポスター 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

青野貴吉
妹尾一誠
熱田裕司
松野丈夫

緩和 2010 8
北海道緩和ケア研修会in旭
川医科大学病院

がんと心の医療・治療・ケアのゴール
を話し合う

口演 旭川医科大学 阿部泰之

外傷 2010 8 122
北海道整形外科外傷研究
会

AO分類type C足関節果部骨折の受
傷機転とX線所見に関する考察

口演 刀圭会協立病院 津村　敬 刀圭会協立病院
伊林　克也
佐藤　幸宏
長谷川　敏

上肢 2010 8 122
北海道整形外科外傷研究
会

橈骨遠位端骨折に対する modified
condylar stabilizing法

口演 士別市立病院 大坪　誠

肩関節 2010 9 11 ICSES（世界肩学会）
The correlation between a novel
classification and outcomes after
surgery of Rheumatoid Shoulder

ポスター 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹
大泉尚美

旭川医科大学 松野丈夫
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基礎 2010 9
International Cartilage
Repair Society

Tumor necrosis factor -α (TNF-α)
antagonist inhibits matrix
mettalloproteinase-3 (MMP-3)
secretion induced by TNF-α in
human articular chondrocytes in vitro

ポスター（E-
poster）

Asahikawa Medical
College

Satomi Abe Asahikawa Medical College
Hitoshi Nochi
Takuya Ruike
Takeo Matsuno

脊椎 2010 9 45 Scoliosis Research Society
A Prospective Study of Degenerative
Lumbar Scoliosis among Community-
based Female Volunteers

口演
Asahikawa Medical
College

Shizuo Jimbo Asahikawa Medical College

Tetsuya Kobayashi
Kiyoshi Aono
Yuji Atsuta
Takeo Matsuno

緩和 2010 9
沖縄県緩和ケア研修会in豊
見城中央病院

治療・ケアのゴールを話し合う・アドバ
ンスケアプランニング

口演 旭川医科大学 阿部泰之

上肢 2010 9 36
日本整形外科スポーツ医学
会

肘離断性骨軟骨炎　外側型症例の検
討

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学
研谷　智
三好直樹
松野丈夫

上肢 2010 9 59 東日本整形災害外科学会
Dexmedetomidineを用いた覚醒下麻酔
による外傷後指拘縮の治療経験

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学
研谷　智
三好直樹
松野丈夫

緩和 2010 9 59 東日本整形災害外科学会
慢性腰下肢痛患者に対するリン酸コ
デインの使用経験

口演 旭川医科大学 阿部泰之

骨粗鬆症 2010 10 32
American Society for Bone
and Mineral Research

Risedronate improves proximal femur
bone density and geometry in patients
with osteoporosis or osteopenia and
clinical risk factors of fractures: A
practice-based observational study

口演
ＴＡＫＡＫＵＷＡ　ＯＲＴＨＯ
ＰＥＤＩＣＳ ＮＡＧＡＹＡＭＡ
ＣＬＩＮＩＣ

Ｍａｓａｙｕｋｉ　Ｔａｋａｋ
ｕｗａ

Institute for Integrated
Sports Medicine, Keio
University School of
Medicine, Tokyo, Japan

ＪＵＮ　ＩＷＡＭＯＴＯ

脊椎 2010 10 25
NORTH AMERICAN
SPINE SOCIETY (NASS)

Degenerative spondylolisthesis score
(DS score) as a significant predictor
of the development of DS in female
cohort

口演
Asahikawa Medical
University

Kiyoshi Aono
Asahikawa Medical
University

Tetsuya Kobayashi
Yuji Atsuta
Takeo Matsuno

基礎 2010 10 旭川レミケード研究会

In Vitroにおいてヒト間葉系細胞は同
種免疫反応を起こさないがMatrix
Metalloproteinase-3（MMP-3）の産生
は亢進する

口演 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
能地仁
松野丈夫

緩和 2010 10
死の臨床研究会北海道支
部秋の研究会

シンポジウム看取りの地域連携 口演 旭川医科大学 阿部泰之

外傷 2010 10 10
日本医療マネージメント学会
北海道支部学術集会

旭川大腿骨近位部骨折地域連携パス 口演 旭川赤十字病院 小野沢　司

肩関節 2010 10 37 日本肩関節学会
腱板断裂に合併した上腕二頭筋障
害ー腱固定法の検討ー

ポスター 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹
大泉尚美

帯広開西病院 井上和也 旭川医科大学 松野丈夫

上肢 2010 10 37 日本肩関節学会
高齢者におけるCTA型人工骨頭の治
療成績

口演 旭川医科大学 入江　徹 旭川医科大学
研谷　智
三好直樹
松野丈夫

脊椎 2010 10 44 日本側弯症学会
脊柱側弯症検診における側弯検診精
度の検討

口演 旭川医科大学 妹尾一誠 旭川医科大学
小林徹也
青野貴吉
熱田裕司

脊椎 2010 10 25 北米脊椎外科学会
Importance of sagittal spinal alignment
for the prevention of vertebral
fracture cascade

E-poster 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

妹尾一誠
青野貴吉
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2010 10 25 北米脊椎外科学会
Spinal posture and its relationship
with the incidence of fractures in a
community-based cohort

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学
妹尾一誠
青野貴吉
熱田裕司

外傷 2010 10 北海道骨折治療セミナー 整復手技と外科的固定性の概念 口演 刀圭会協立病院 津村　敬 刀圭会協立病院
伊林　克也
佐藤　幸宏
長谷川　敏

脊椎 2010 10
国立病院機構　平成22年度
骨・運動器疾患研修会

リウマチ性脊椎炎に対する手術療法 口演 村山医療センター 竹光正和

股関節 2010 10 37 日本股関節学会
S-ROM THAにおけるライナーの中期
成績

口演 北海道大学 田辺明彦 北海道大学

眞島任史
高橋大介
井上正弘
大浦久典

旭川医科大学
伊藤　浩
松野丈夫

股関節 2010 10 37 日本股関節学会
スキーインストラクターに生じた股関節
後方反復性脱臼の１例

ポスター 旭川医科大学 山中康裕 旭川医科大学

伊藤　浩
谷野弘昌
中村聡喜
松野丈夫
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股関節 2010 10 37 日本股関節学会 ラージソケットによる臼蓋再建術
シンポジウ
ム

旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学

谷野弘昌
山中康裕
中村聡喜
松野丈夫

股関節 2010 10 37 日本股関節学会
特発性大腿骨頭壊死症に対する大腿
骨内反骨切り術の治療成績と適応

口演 北海道大学 高橋大介 北海道大学
眞島任史
井上正弘
大浦久典

旭川医科大学
伊藤　浩
松野丈夫

股関節 2010 10 37 日本股関節学会
反復性脱臼に対するカスタムメードポ
リエチレンライナーを用いた人工股関
節再置換術

口演 旭川医科大学 谷野弘昌 旭川医科大学

伊藤　浩
山中康裕
中村聡喜
松野丈夫

骨粗鬆症 2010 10 12 日本骨粗鬆症学会

リセドロネートは骨粗鬆症、骨量減少
症患者の大腿骨骨密度および骨強度
を改善するー投与20ヶ月までの解析
結果―

口演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸
慶応大学医学部スポーツ医
学総合センター

岩本潤

骨粗鬆症 2010 10 12 日本骨粗鬆症学会
骨粗鬆症患者の急性腰背痛に対する
リセドロネートとカルシトニンの併用療
法の検討

口演
高桑整形外科永山クリ
ニック

高桑昌幸

脊椎 2010 10 25
日本整形外科学会基礎学
術集会

Fictive神経性間欠跛行モデルにおけ
るIimaprost alfadexの効果

口演 旭川医科大学 熱田裕司 旭川医科大学
小林徹也
青野貴吉

豊岡中央病院
猪川輪哉
恒川博巳

基礎 2010 10 25
日本整形外科学会基礎学
術集会

In Vitroにおいてヒト間葉系細胞は同
種免疫反応を起こさないがMatrix
Metalloproteinase-3（MMP-3）の産生
は亢進する

ポスター 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
能地仁
松野丈夫

股関節 2010 10 25
日本整形外科学会基礎学
術集会

NFAT阻害による人工関節周囲骨融
解の抑制

ポスター 旭川医科大学 山中康裕 旭川医科大学

伊藤　浩
谷野弘昌
中村聡喜
松野丈夫

基礎 2010 10 25
日本整形外科学会基礎学
術集会

Tumor necrosis factor α (TNF-α)-
antagonist　（Infliximab：Remicade®）
は、ヒト培養関節軟骨の Matrix
mettalloproteinase-3 (MMP-3)の産生
をIn Vitroにて抑制する

口演 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
能地仁
松野丈夫

脊椎 2010 10 27
日本脳性麻痺の外科研究
会

環軸関節の滑膜嚢腫により頚髄障害
を呈したアテトーゼ型脳性麻痺の1例

口演 村山医療センター 竹光正和 村山医療センター

五十嵐一峰
名越慈人
飯塚慎吾
加藤裕幸
池上健
金子慎二郎
福田健太郎
塩田匡宣
町田正文
臼井　宏

外傷 2010 11 42
札幌整形外科外傷カンファ
レンス

術後化膿性膝関節炎を併発した脛骨
高原骨折の１症例

口演 遠軽厚生病院 田中雅仁 遠軽厚生病院
三宅康晴
林真

下肢 2010 11 63 道南医学会
MIS-TKAにおいて大腿骨骨切りを正
確に行うためのMeasured resection手
技と早期の術後成績

口演
函館整形外科クリニック
整形外科

前田龍智
函館整形外科クリニック整
形外科

鈴木　航
大越康充

函館整形外科クリ
ニック　麻酔科

会澤　英男

下肢 2010 11 21 日本小児整形外科学会

B型インフルエンザウイルス感染後に
横紋筋融解症から両下肢コンパートン
メント症候群をきたし筋膜切開術を施
行した一例

ポスター 旭川医科大学 松倉　圭佑 旭川医科大学

阿部　里見
佐々木　祐介
能地　仁
松野　丈夫

下肢 2010 11 21 日本小児整形外科学会
成人まで経過観察を終了した軟骨異
形成症に対する脚延長術の検討

ポスター 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
能地仁
佐々木祐介
松野丈夫

脊椎 2010 11 44 日本側弯症学会
脊柱側弯症検診における側弯検出精
度の検討

口演 旭川医科大学 妹尾一誠 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
青野貴吉

脊椎 2010 11 44 北海道脊椎疾患研究会
なかなか診断がつかなかった化膿性
脊椎炎の４例

口演 士別市立病院 濱田　修

脊椎 2010 11 44 北海道脊椎疾患研究会
後縦靱帯骨化症に合併した頸椎伸延
屈曲損傷に対する小工夫

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

青野貴吉
妹尾一誠
熱田裕司
松野丈夫

市立稚内病院
白岩康孝
清水睦也
原由佳

脊椎 2010 11 44 北海道脊椎疾患研究会
腰椎変性疾患スクリーニングとしての
ロコチェックの有用性についての検討

口演 旭川医科大学 青野貴吉 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
妹尾一誠
佐藤剛
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脊椎 2010 12 16

APOA (Asia Pacific
Orthopaedic Association),
Triennial Congress, Taipei,
ROC

Kinematic Evaluation of Adjacent
Segments after Lumbar Instrumented
Surgery-A comparison of rigid fusion
and  dynamic non-fusion stabilization

口演 大分整形外科病院 大田秀樹 大分整形外科病院

木田浩隆
森下雄一郎
松本佳之
竹光　義治

リウマチ 2010 38 日本関節病学会
生物学的製剤使用下の関節リウマチ
患者の上肢手術

口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター 村澤章
新潟リウマチセン
ター

中園清
新潟リウマチセン
ター

石川肇

リウマチ 2010 22
日本リウマチ学会　中部支
部学術集会

RA画像診断の進歩　3D-CTの応用 口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター 村澤章
新潟リウマチセン
ター

中園清
新潟リウマチセン
ター

石川肇

リウマチ 2010 21 荘内、瀬波リウマチ懇話会
生物学的療法中の関節リウマチ患者
の上肢手術

口演 新潟リウマチセンター 阿部麻美 新潟リウマチセンター 村澤章
新潟リウマチセン
ター

中園清
新潟リウマチセン
ター

石川肇

股関節 2011 1 57
Orthopaedic Research
Society

Cyclosporine-A, Calcineurin/NFAT
inhibitor blocks Orthopedic Particle-
Stimulated Osteoclastogenesis
in Human osteoclast precursor cells
from THR patients and Mice Calvaria
Model.

ポスター
Asahikawa Medical
University

Yamanaka Y
Department of Orthopedics,
Asahikawa Medical
University

Ito H
Matsuno T

Department of
Orthopaedics,
Washington
University School
of Medicine

Clohisy  J C
Abu-Amer Y

基礎 2011 1 57
Orthopaedic Research
Society　（Los Angeles）

Mettalloproteinase-3 (MMP-3)
Secretion Induced by Allogeneic
Peripheral Blood Mononuclear Cells
(PBMC)In　Human Mesenchymal-
lineage Cells in Vitro

ポスター
Asahikawa Medical
University

Satomi Abe
Asahikawa Medical
University

Hitoshi Nochi
Takuya Ruike
Takeo Matsuno

股関節 2011 1

厚生労働科学研究費補助
金難治性疾患克服研究事
業特発性大腿骨頭壊死症
調査研究班平成22年度第２
回班会議

ダブルアングルプレートを用いた大腿
骨内反骨切り術

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫 北海道大学 高橋大介

緩和 2011 1 1
北海道緩和ケア研修会ファ
シリテーターフォローアップ
研修会

成人教育論・双方向性講義のスキル・
グループワークのスキル

口演 旭川医科大学 阿部泰之

下肢 2011 1 120 北海道整形災害外科学会

B型インフルエンザウイルス感染後に
横紋筋融解症から両下肢コンパートメ
ント症候群をきたし筋膜切開術を施行
した一例

口演 旭川医科大学 松倉　圭佑 旭川医科大学

阿部　里見
佐々木　祐介
能地　仁
松野　丈夫

下肢 2011 1 120 北海道整形災害外科学会 PS型TKA後の歩行動作解析 口演 函館整形外科クリニック 前田龍智 函館整形外科クリニック
鈴木航
大越康充

下肢 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
TKA術後における上顆軸撮影でのX線
学的検討

口演 旭川医科大学 佐々木祐介 旭川医科大学
能地仁
阿部里見
松野丈夫

股関節 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
インプラント設置位置と術中可動域の
関係

口演
旭川医科大学　人工関節
講座

谷野弘昌 旭川医科大学

伊藤　浩
西田恭博
山中康裕
中村聡喜
松野丈夫

腫瘍 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
踵骨痛で発症した悪性リンパ腫の一
例

口演 旭川医科大学 松倉　圭佑 旭川医科大学

能地　仁
佐々木　祐介
阿部　里見
丹代　晋
松野　丈夫

下肢 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
下垂足で発症した Churg-Strauss症候
群の１例

口演 士別市立病院 大坪　誠 士別市立病院
宮野憲仁
浜田　修

士別市立病院　内
科

澁川紀代子
森田一豊

股関節 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
臼蓋ソケット固定におけるセメント圧の
実験的検討　第２報

口演 豊岡中央病院　整形外科 辻　宗啓 豊岡中央病院　整形外科
後藤英司
寺西　正

下肢 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
後十字靱帯温存型人工関節のロール
バック量と膝屈曲角度の調査

口演 豊岡中央病院 浜口英寿 豊岡中央病院 辻　宗啓

脊椎 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
三角靱帯損傷がなく後果骨折を伴った
非典型的なMaisonneuve骨折の１例

口演
ＫＫＲ札幌医療センター
整形外科

大灘嘉浩
ＫＫＲ札幌医療センター　整
形外科

渡辺直也
福田公孝

下肢 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
人工膝関節置換術(TKA)における手
術期全身合併症の検討

口演 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学

能地仁
佐々木祐介
倉持宏行
松倉圭佑
佐藤剛
松野丈夫

下肢 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
人工膝関節置換術後陳旧性膝関節脱
臼に対し人工膝関節再置換術を施行
した一例

口演 旭川医科大学 倉持宏行 旭川医科大学

能地仁
阿部里見
佐々木祐介
松野丈夫

脊椎 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
前胸部症状を伴わず発症した掌蹠膿
疱症性脊椎炎の１例

口演
ＫＫＲ札幌医療センター
整形外科

大灘嘉浩
ＫＫＲ札幌医療センター　整
形外科

渡辺直也
福田公孝
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脊椎 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
介達牽引で改善が得られた小児陳旧
性環軸椎回旋位固定の2症例：3D-CT
を用いた新たな評価法

口演 旭川医科大学 青野貴吉 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
妹尾一誠
佐藤剛
松野丈夫

脊椎 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
腰下肢痛の診断に難渋した8例の検
討

口演 旭川医科大学 佐藤剛 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
青野貴吉
妹尾一誠
松野丈夫

脊椎 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
脊柱側弯症検診における側弯検出精
度の検討

口演 旭川医科大学 妹尾一誠 旭川医科大学

小林徹也
青野貴吉
熱田裕司
松野丈夫

脊椎 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
慢性疾患評価を用いた頸椎周術期合
併症の検討

口演 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

青野貴吉
神保静夫
妹尾一誠
熱田裕司
松野丈夫

股関節 2011 1

厚生労働科学研究費補助
金（医薬品・医療機器レギュ
ラトリーサイエンス総合研究
事業）医療機器市販後安全
情報の医療機関等への情
報伝達手段等に関する研究
平成22年度班会議

骨接合材料・人工股関節不具合情報
の収集および解析

口演 旭川医科大学 伊藤　浩 旭川医科大学 松野丈夫

股関節 2011 1 120 北海道整形災害外科学会 S-ROM THA ライナーの中期成績 口演 北海道大学 田辺明彦 北海道大学

眞島任史
高橋大介
井上正弘
大浦久典

旭川医科大学
伊藤　浩
松野丈夫

上肢 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
長期観察しえた第２足趾移植による母
指再建術の１例

口演 進藤病院 平山隆三 進藤病院

進藤正明
小沢一広
板谷純幸
佐藤邦忠
川村孝志

股関節 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
大腿骨近位部骨折術後ＤＶＴ発生頻
度の検討

口演 旭川医科大学 山中康裕 旭川医科大学

伊藤　浩
谷野弘昌
中村聡喜
松野丈夫

上肢 2011 1 120 北海道整形災害外科学会
陳旧性の橈骨手根関節脱臼骨折に対
し橈骨月状骨間固定術を行った1例

口演
北見赤十字病院整形外
科

結城一声 北見赤十字病院整形外科

菅原　修
森末昌諭
中川宏士
柴田宏明

旭川医科大学整
形外科

入江　徹
三好直樹
妹尾一誠
松野丈夫

緩和 2011 2 3 PEACE指導者フォーラム
治療・緩和ケアのゴール・アドバンス・
ケア・プランニング

口演 旭川医科大学 阿部泰之

肩関節 2011 2 41 日本人工関節学会
人工肩関節上腕骨ステム径と上腕骨
髄腔径の検討

ポスター 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹
大泉尚美

帯広開西病院 井上和也 旭川医科大学 松野丈夫

下肢 2011 2 41 日本人工関節学会
人工膝関節置換術後に膝窩動脈閉塞
をきたした一例

ポスター 旭川医科大学 倉持宏行 旭川医科大学

能地仁
阿部里見
佐々木祐介
佐藤剛
松野丈夫

股関節 2011 2 41 日本人工関節学会
セメントレスS-ROM THAの中・長期成
績

口演 北海道大学 高橋大介 北海道大学

眞島任史
田辺明彦
井上正弘
大浦久典
三浪明男

旭川医科大学
伊藤　浩
松野丈夫

肩関節 2011 2 41 日本人工関節学会
陳旧性肩関節外傷に対する人工関
節・人工骨頭置換術症例の検討

口演 旭川医科大学 三好直樹
北新病院上肢人工関節・内
視鏡センター

末永直樹
大泉尚美

帯広開西病院 井上和也 旭川医科大学 松野丈夫

下肢 2011 2 41 日本人工関節学会
人工膝関節置換術における３D映像撮
影の試み

旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
佐々木祐介
松野丈夫

下肢 2011 2 41 日本人工関節学会
軟部組織剛性の違いがGap technique
によるPS型TKAに与える影響

シンポジウ
ム

旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学
阿部里見
佐々木祐介
松野丈夫

下肢 2011 2 41 日本人工関節学会
人工膝関節置換術(TKA)における周
術期全身合併症の検討

口演 旭川医科大学 阿部里見 旭川医科大学
能地仁
佐々木祐介
松野丈夫
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外傷 2011 2 123
北海道整形外科外傷研究
会

当院でのアキレス腱断裂に対する保
存療法の検討

口演 遠軽厚生病院 田中雅仁 遠軽厚生病院
三宅康晴
林真

下肢 2011 2 21 関東小児整形外科研究会
進行性筋ジストロフィーによる尖足に
対してアキレス腱延長術を行った1例

口演 村山医療センター 竹光正和 村山医療センター
飯塚慎吾
白井幹子
臼井　宏

股関節 2011 2 41 日本人工関節学会
JNK・NFAT阻害による人工関節周囲
骨融解の抑制

口演 旭川医科大学 山中康裕 旭川医科大学

伊藤　浩
谷野弘昌
中村聡喜
松野丈夫

股関節 2011 2 41 日本人工関節学会
人工股関節置換術における３Ｄ映像
の有用性

シンポジウ
ム

旭川医科大学 山中康裕 旭川医科大学

伊藤　浩
谷野弘昌
中村聡喜
松野丈夫

股関節 2011 2 41 日本人工関節学会
当科人工股関節置換術後DVT発生頻
度の検討

ポスター 旭川医科大学 山中康裕 旭川医科大学

伊藤　浩
谷野弘昌
中村聡喜
松野丈夫

脊椎 2011 3
平成22年度熊本大学　総合
技術研究会

脊髄機能総合監視自動アラームシス
テムにおける手術野映像の遠隔撮影・
転送

ポスター 旭川医科大学 今井　充 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫
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検索タグ 年 月 学会・会議名称 題名 受賞賞名 筆頭演者　所属施設名 筆頭演者 共同演者　所属施設名 共同演者 共同演者　所属施設名 共同演者

脊椎 2001 6 国際腰椎学会

Radiological Determinants of
Lumbar Alignment in 100 Elderly

Volunteers; Minimal 10-Year
Longitudinal Study

日本支部奨励賞 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

熱田裕司
武田直樹
竹光正和
小野沢司

脊椎 2003 2 米国整形外科学会
Prospective Study of DeNovo

Scoliosis in a Community-based
Cohort

脊椎最優秀ポスター賞 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学

熱田裕司
小野沢司
恒川博巳
丹代　晋
神保静夫
松野丈夫
武田直樹

脊椎 2003 北海道整形災害外科学会
Nitric Oxide Induced Ectopic Firing

in a Lumbar Nerve Root
With Cauda Equina Compression

北海道整形災害外科学術奨励賞
Asahikawa Medical

college
Tsukasa Onozawa

Asahikawa Medical
college

Yuji Atsuta
Masaki Sato

Motoya Ikawa
Hiromi Tsunekawa

Xin Feng

基礎 2006 8
Asia Pacific League of

Associations for
Rheumatology

Alloreactivity of adult human
articular chondrocyte

奨励賞
Asahikawa Medical

College
Satomi Abe

Asahikawa Medical
College

Hitshi Nochi
Takeo Matsuno

脊椎 2007 北海道整形災害外科学会
特発性側弯症における装具装着時

間の研究
学術奨励賞 旭川医科大学 竹光正和

A. I. duPont Childeren
Hospital

Rahman T,
Bowen JR,

Joe J. Glutting,
Claude B Scott

基礎 2009 4

8th　International Society
of Arthroscopy, Knee

Surgery and Orthopaedic
Sports Medicine(ISAKOS)

Cultured Human　Articular
Chondrocytes, Meniscal

Chondrocytes and Synovial
Fibroblast Cells Resemble

Mesenchymal Stem Cells in
Immunological Characteristics

Top 20 Best Poster
Asahikawa Medical

College
Satomi Abe

Asahikawa Medical
College

Hitshi Nochi
Takeo Matsuno

脊椎 2009 5

THE INTERNATIONAL
SOCIETY FOR THE

STUDY OF THE LUMBAR
SPINE (ISSLS)

Radiographic analysis of
newly-developed

degenerative
spondylolisthesis (DS) in a mean

12-year prospective study

国際腰椎学会日本支部奨励賞
Asahikawa Medical

College
Kiyoshi Aono

Asahikawa Medical
College

Tetsuya
Kobayashi

Shizuo Jimbo
Yuji Atsuta

Takeo Matsuno

脊椎 2009 5 国際腰椎学会

Radiographic analysis of newly-
developed degenerative

spondylolisthesis in a mean 12-
year prospective study

日本支部奨励賞 旭川医科大学 青野貴吉 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
神保静夫
妹尾一誠
松野丈夫

脊椎 2009 9
第57回　東日本整形災害

外科学会
新規発生腰椎変性すべり症のX線

学的検討
学術集会奨励賞 旭川医科大学 青野貴吉 旭川医科大学

小林徹也
熱田裕司
神保静夫
松野丈夫

下肢 2009 11 日整会基礎
ヒト培養軟骨細胞はin vitroにおい
てリンパ球のIL-2反応性を低下さ

せ細胞増殖を抑制する
優秀演題 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学

阿部里見
類家拓也
松野丈夫

股関節 2010 9
第58回東日本整形災害

外科学会

術後抗凝固剤非使用での当科股
関節疾患におけるＤＶＴ発生頻度の

検討
学術奨励賞 旭川医科大学 山中康裕 旭川医科大学

佐藤達也
谷野弘昌
伊藤　浩
松野丈夫

市立札幌病院 平山光久

股関節 2010 10
第25回日本整形外科学

会基礎学術集会
NFAT阻害による人工関節周囲骨

融解の抑制
優秀ポスター 旭川医科大学 山中康裕 旭川医科大学

伊藤　浩
谷野弘昌
中村聡喜
松野丈夫
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股関節 道南医学会医学研究
MIS-TKAにおいて大腿骨骨切りを

正確に行うためのMeasured
resection手技と早期の術後成績

奨励賞（医師部門）
函館整形外科クリニック

整形外科
前田龍智

函館整形外科クリニック整
形外科

鈴木　航
大越康充

函館整形外科クリニック
麻酔科

会澤　英男

股関節 2010 11 北大整形外科同門会

Three-dimensional computed
tomography analysis of non-

osteoarthritic adult acetabular
dysplasia

北大整形外科同門会学術奨励賞
Asahikawa Medical

University
Ito H

Asahikawa Medical
University

Matsuno T
Hirayama T
Tanino H

Yamanaka Y

Hokkaido University Minami A

股関節 2008～
The Journal of
Arthroplasty

Editorial Board Member
Asahikawa Medical

College
Tanino H
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 研究費 
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検索タグ 開始年 終了年 研究費名 題名 所属施設名 筆頭研究者 共同研究者　施設名 共同研究者

基礎 2000 2001
科学研究費補助金　基盤研究

Ｃ

凍結処理した膝蓋腱の機能的
適応による再構築現象の機序
に関する分子生物学的研究

北海道大学　整形外科 遠山晴一 北海道大学　整形外科
安田和則
青木喜満
伊藤　浩

脊柱 2001 2003
文部省科学研究費補助金　基

盤研究C
神経根障害の病態生理学的研

究
旭川医科大学　整形外科 熱田裕司 旭川医科大学　整形外科

その他 2005 2005
科学研究費補助金（奨励研

究）
音声認識機能を備えた自動脊
髄機能モニタリングシステムの

旭川医科大学　整形外科 今井　充 旭川医科大学　整形外科
熱田裕司
松野丈夫

股関節 2005
科学研究費補助金(難治性疾

患克服研究事業)

特発性大腿骨頭壊死症骨頭壊
死症の予防と治療の標準化を

目的とした総合研究
旭川医科大学

松野丈夫(分担
者)

その他 2006 2006
科学研究費補助金（奨励研

究）
マルチモダリティ自動脊髄機能
モニタリングシステムの開発

旭川医科大学　整形外科 今井　充 旭川医科大学　整形外科
熱田裕司
松野丈夫

脊柱 2006 2008
文部科学省科学研究費補助

金　基盤研究C
腰部脊柱管狭窄症の病態と治
療に関する神経機序の解明

旭川医科大学　整形外科 熱田裕司 旭川医科大学　整形外科
小林徹也
研谷　智
能地　仁

その他 2007 2007
科学研究費補助金（奨励研

究）
脊髄機能総合監視自動アラー

ムシステムの開発
旭川医科大学　整形外科 今井　充 旭川医科大学　整形外科

熱田裕司
松野丈夫

股関節 2007 2011
橋渡し研究支援推進プログラ

ム
ゆるむ事のない人工関節開発

へのブルークスルー
旭川医科大学　整形外科 松野丈夫 旭川医科大学　整形外科

伊藤　浩
谷野弘昌

その他 2008
科学研究費補助金(医薬品･
医療器機等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ

総合研究事業)

医療器機市販後安全情報の医
療機関への情報伝達手段等に

関する研究
旭川医科大学

松野丈夫(分担
者)

その他 2008 2008
科学研究費補助金（奨励研

究）

脊髄機能総合監視自動アラー
ムシステムにおける統合データ

ベースの構築
旭川医科大学　整形外科 今井　充 旭川医科大学　整形外科

熱田裕司
松野丈夫

基礎 2008 2008 独創性ある生命科学研究
関節軟骨表層部分損傷に対す
る細胞治療（cell based tissue
engineering）における基礎研究

旭川医科大学　整形外科 阿部里見 旭川医科大学　整形外科 能地仁

股関節 2008
北海道臨床開発機構:ｵｰﾙ北
海道先進医学･医療拠点形成

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ゆるむ事のない人工関節開発
へのブレークスルーの橋渡し

研究
旭川医科大学 松野丈夫 旭川医科大学

伊藤　浩
谷野弘昌

下肢 2008 2008
平成20年度旭川医科大学学
術振興後援資金支援事業

ヒト関節軟骨細胞の特殊な免
疫調節機構に関する研究

－関節軟骨の再生を目指して
－

旭川医科大学　整形外科 類家拓也 旭川医科大学　整形外科

能地　仁
阿部里見
松野丈夫

基礎 2009 2009 独創性ある生命科学研究

関節軟骨表層損傷に対する細
胞治療（Cell based tissue

engineering）における基礎研究
（２）

旭川医科大学　整形外科 阿部里見 旭川医科大学　整形外科 能地仁

基礎 2009 2011
日本股関節研究振興財団研

究助成金

股関節包と股関節唇の関節軟
骨保護機能に関する生体力学

的研究
旭川医科大学　整形外科 伊藤　浩

105



股関節 2009 2010
文科省科学研究費　若手研究

(B)
人工関節周囲骨融解、骨吸収
に関与するＮＦＡＴについての

旭川医科大学　人工関節
講座

山中康裕

基礎 2009 2012
科学研究費補助金　基盤研究

Ｃ

股関節包と股関節唇の関節軟
骨保護機能に関する生体力学

的研究
旭川医科大学　整形外科 伊藤　浩 旭川医科大学　整形外科

松野丈夫
谷野弘昌

股関節 2010 2015
独創性のある生命科学研究

（プロジェクト研究）
ゆるむ事のない人工関節開発

へのブルークスルー
旭川医科大学　整形外科 松野丈夫 旭川医科大学　整形外科

伊藤　浩
谷野弘昌

股関節 2010 2011 日本股関節研究振興財団

早期の骨誘導効果のある新し
い技術の比較；GRAPE

Technologyとアルカリ加熱処理
の骨誘導能の比較

旭川医科大学　整形外科 谷野弘昌

股関節 2007～ 北海道臨床開発機構 治験管理部委員 旭川医科大学 谷野弘昌
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指導者　所属施 指導者 検索タグ 発行年 発行月 題名 雑誌名 巻 号 開始 終了 筆頭著者　所属施設名 筆頭著者 共著者　所属施設名 共著者 共著者　所属施設名 共著者

旭川医科大学 松野丈夫 下肢 2003 4

Modulation of Hepatic
Granulomatous Responses by

Transgene Expression of DAP12 or
TREM-1-Ig Molecules

American Journal of Pathology. 162 4 1191 1201 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学　第二病理

木村　昭二
青木直子
佐藤啓介
片桐　一

旭川医科大学 熱田裕司 脊椎 2003 3
Nitric Oxide Induced Ectopic Firing

in a Lumbar Nerve Root With
Cauda Equina Compression

CLINICAL ORTHOPAEDICS AND
RELATED RESEARCH

408 167 173
Asahikawa Medical

college
Tsukasa
Onozawa

Asahikawa Medical
college

Yuji Atsuta
Masaki Sato

Motoya Ikawa
Hiromi

Tsunekawa

Washington
University

WJ
Maloney

下肢 2004 1

Adenovirus Mediated BMP-13
Gene Transfer Induces

Chondrogenic Differentiation of
Murine Mesenchymal Progenitor

Journal of Bone and Mineral
Research

19 1 111 122 旭川医科大学 能地　仁 旭川医科大学 松野丈夫

旭川医科大学 松野丈夫 脊椎 2004 4
A Longitudinal Study of Congruent

Sagittal Spinal Alignment in an
Adult Cohort

SPINE 29 671 676 旭川医科大学 小林徹也 旭川医科大学
熱田裕司
松野丈夫
武田直樹

北海道大学 吉木敬 リウマチ 2004

Bone marrow cells carrying the
env-pX transgene play a role in the

severity but not prolongation of
arthritis in human T-cell leukaemia

virus type-I transgenic rats: a
possible role of articular tissues

carrying the transgene in the
prolongation of arthritis.

Int J Exp Pathol. 85 4 191 200

Department of
Pathology Hokkaido
University Graduate
School of Medicine

Abe Asami

Department of Pathology
Hokkaido University
Graduate School of

Medicine

Akihiro Isizu

Department of
Pathology Hokkaido
University Graduate
School of Medicine

Yoshiki Takashi

旭川医科大学 松野丈夫 上肢 2004

 Electrophysiological study on
primary afferent properties of a
chronic constriction nerve injury

model in spinal rats

Journal of Orthopaedic Science 9 386 391
Asahikawa medical

college
Satoru

Nakamura
Asahikawa medical

college
Yuji Atsuta

旭川医科大学 松野丈夫 股関節 2006 7

THE MAP KINASE C-JUN N-
TERMINAL KINASE MEDIATES

PMMA-INDUCTION OF
OSTEOCLASTS.

Journal of Orthopaedic Research 24 7 1349 1357

Department of
Orthopaedics,

Washington University
School of Medicine

Yasuhiro
Yamanaka

Department of
Orthopaedics, Washington

University School of
Medicine

Yousef Abu-
Amer

Roberta Faccio
John C Clohisy

北海道大学大学
院医学研究科病
態分子病理

吉木　敬 股関節 2006 6

Enhanced sensitivity to apoptosis
of osteocytes exposed to both

high-dose steroid hormones and
hypoxic stress

pathobiology 73 6 304 309 旭川医科大学大学院 辻　宗啓
北海道大学大学院医学
研究科病態分子病理

池田　仁
石津明洋
宮武由甲子
早瀬広子
吉木　敬

旭川医科大学 松野丈夫 股関節 2006

Three-dimensional computer-aided
design based design sensitivity

analysis and shape optimization of
the stem using adaptive p-method

J Biomechanics 39 10 1948 1953
Asahikawa Medical

College
Tanino H

Asahikawa Medical
College

Ito H
Omizu N

Matsuno T
Hokkaido Univ

Nishimura I
Matsuda K
Mitamura Y
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　　　　　　　　　　　　　　　編集後記 
 
 このたび、永らく発行が滞っておりました教室の業績集をなんとか作成し、同門の皆さ

まのもとへお送りすることができました。最後に業績集が発行された 1999 年度の翌年で
ある 2000年度から 2010年度までの 10年分という膨大な量の業績収集にあたり、お忙し
い業務の中快くご協力いただいた方々に、また限られた時間と労力の中残念ながら業績を

送っていただくことができなかった方々にも、お礼とお詫びを申し上げます。 
 ここまで発行が滞ってしまった原因はひとえに業績集係の怠慢であり、お叱りを受ける

のを承知の上で、思うところを書かせていただきます。このたびの業績収集にあたり、教

室員や関連病院の先生方が知らないところ／思わぬところでご活躍されていることを知り

え、大変新鮮な思いに駆られました。医療界をとりまく環境が厳しさを増してゆく昨今、

大学内で日々診療を供にする教室員同士でさえ、なかなかお互いの考えや活動を共有でき

ないまま業務に追われてしまっている状況です。そんな中、みなさまの活動を（ほんの一

部なのでしょうが）幅広い目で見つめなおすことができたことは、編集委員として光栄に

感じた次第です。同様にみなさまへ今回の業績集をお届けすることが、教室への回顧につ

ながり、これからの活動へ向けてさらに奮起するきっかけとなってもらえればと願ってお

ります。 
今後もこの感動を潰えないように、「2～3年の比較的短い期間毎に」「ウェブやＣＤなど
電子媒体を駆使して迅速に」業績の収集／配布を心がけようかと考えている次第です。 
 またこの場をお借りしまして、松野丈夫教授の退官記念誌についてもご連絡させていた

だきます。平成 24年 3月をもって松野教授が退官され、今回までに収集した業績と 2011
年度分の業績をあわせて、教授在任期分の業績全てを収録した記念誌の発行を計画してお

ります。（10年分の業績を送っていただいた後で恐縮なのですが）後日、2011年度分の業
績収集のお願いをする予定です。もし、今回の業績収集に間に合わなかった先生や、後か

ら新たな業績が見つかった先生がいらっしゃれば、2010年度分までの業績として追加収録
することも可能ですので、ぜひご協力いただきたいと存じます。 
 
平成 24年 6月 

旭川医科大学整形外科 業績集係 入江 徹 
研谷 智 
阿部 里見 
今井 充 
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