
日付 タイトル 発表者

抄読会 Magnetic Resonance Imaging in Follow-up Assessment of Sciatica 徳本　寛人

progress 変形性足関節症における有限要素解析の応用 中村　俊介

抄読会 Ipmact of Multifidus Muscle Swelling on C5 Palsy After Cervical Laminoplasty 俵積田　裕紀

progress
思春期特発性側弯症における術後Distal adding-onの因子の検討
成人脊柱変形における腰椎変性と骨盤形態の検討
石灰沈着成疾患とヒスタミンの関連

河村　一郎

抄読会 Acceptable errors with evaluation of 577 cervical pedicle screw placements 八尋　雄平

progress 当科における転移性骨腫瘍の対応と検討項目 篠原　直弘

抄読会 Risk of hand osteoarthritis in new users of hormone replacement therapy: A nested case-control analysis 佐々木　裕美

progress
T-scaleを3次元的に測定・評価する方法の検討
CTA患者の挙上可能群と挙上不可能群・ARCR前と後・肩甲下筋断裂有無のそれぞれ比較、動作解析についての検
討

海江田　英泰

抄読会 Hip or spine surgery first? 藤元　祐介

progress
エコーによる半月板逸脱の評価
スポーツ傷害予防への今後の取り組み

廣津　匡隆

抄読会
Denosumab Prevents Early Periprosthetic Bone Loss After Uncemented Total Hip Arthroplasty: Results from a
Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial

中島　隆之

progress fenestrated screwの胸腰椎への使用の可否の検討 藤善　大成

抄読会
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction in High School and College-Aged Athletes
Does Autograft Choice Influence Anterior Cruciate Ligament Revision Rates?

中條　正英

progress
西日本整災口演の概要
骨腫瘍に関する勉強内容

町田　透

抄読会 Outcomes of Revision Anterior Cruciate Ligament Surgery in Adolescents 廣津　匡隆

progress ベネット骨折と軟骨下脆弱性骨折に伴う急速破壊型肩関節症について 山田　佳奈

抄読会
Osteochondral Autologous Transplantation Versus Dorsal Closing Wedge Metatarsal Osteotomy for the Treatment
of Freiberg Infraction in Athletes

中村　俊介

progress 骨粗鬆症患者治療の費用対効果と臨床での注意点について 上園　忍

抄読会
Can posterior implant removal prevent device-related vertebral osteopenia after posterior fusion in adolescent
idiopathic scoliosis?
A mean 29-year follow-up study

河村　一郎

progress
TKAの術中の関節の回転と関節の隙間を計測
THAの3Dモデルを作成しCup周囲、Stem周囲の骨密度測定

中島　隆之

抄読会 Surgery for femoral metastases: results of procedure allocation according to patient-prognosis 篠原　直弘

progress 高位脛骨骨切り術に対する至適荷重軸の検討 中條　正英

抄読会
Complications and implant survivorship followinig primary reverse total shoulder arthroplasty in patients younger
than 65 years: a systematic review

海江田　英泰

progress
野球肘・肘関節離断性骨軟骨炎について
病態や治療について

前迫　真吾

抄読会 Screw Fixation Versus Hemiarthroplastyfor Nondisplaced Femoral Neck Fracturesin Elderly Patients 町田　透

progress CM関節症に対する関節形成術の術式の変遷 三重　岳

抄読会 Outcome of Bankart repair in contact versus non-contact athletes 藤善　大成

progress
髄膜腫術後10年以上の成績
2013年以降の胸椎OPLL術後の成績と合併症の割合
他科との共同研究、他施設共同研究に関して

冨永　博之

抄読会 Association Between Vertebral Fracture and Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperosteoshis 上園　忍

progress 腰部脊柱管狭窄症と正常圧水頭症の合併例の検討 徳本　寛人

抄読会 Incidence,risk factors,and fracture healing of atypical femoral fractures: a multicenter case-control study 山田　佳奈

progress
感染性脊椎炎に対するCTガイド下生検の有用性について
当院における筋温存型選択的椎弓形成術の短期成績

俵積田　裕紀
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