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NO 登録番号 氏名 所属機関 演題名 英語演題名

1 47-S6-2 高田 裕平 稲城市立病院　整形外科 腱板断裂後の筋内脂肪浸潤には加齢と時間経過が必要である
The effect of aging and elapse time on muscle fatty Infiltration after rotator cuff tear in a mouse

model

2 47-O2-3 井手尾 勝政
熊本大学大学院生命科学研究部

整形外科学分野
腱板付着部線維軟骨の成熟過程におけるScx/Sox9共陽性細胞の局在

Spatiotemporal localization of Scx<SUP>+</SUP>/Sox9<SUP>+</SUP> progenitors during

postnatal maturation of the fibrocartilaginous enthesis of the supraspinatus tendon in mice

3 47-EO8-1 山裏 耕平 神戸大学大学院　整形外科 ラット腱板修復モデルにおけるうろこコラーゲンの有効性の検討
Efficacy of the Therapy of Augmentations using Tilapia Scale-derived Type I Collagen Scaffolds

for Rotator Cuff Healing in Rat Models

4 47-O2-1 宗重 響子 北里大学医学部整形外科学 反復性肩関脱臼の関節内では軽度の炎症が持続している
Mild inflammation persists in the glenohumeral joint of patients with recurrent shoulder

dislocation.

5 47-S6-6 門間 太輔 北海道大学病院　スポーツ医学診療センター 4次元CTを用いた肩甲上腕関節接触面の解析 Four-Dimensional Computed Tomography Evaluation of Shoulder Joint in Baseball Players

5 47-O14-2 倉田 慎平 奈良県立医科大学　整形外科 Cross-body adduction viewと肩鎖靭帯，烏口鎖骨靭帯の関連性
Correlation between cross-body adduction view and acromioclavicular and coracoclavicular

ligaments

7 47-S6-1 吉田 勇樹 慶應義塾大学　整形外科 立位四次元CTを用いた翼状肩甲の三次元動態解析
Three-dimensional analysis of the winged scapula using four-dimensional upright computed

tomography

8 47-O4-2 杉 憲 釧路赤十字病院　整形外科 上肢挙上動作時に肩鎖関節と烏口鎖骨間で生じる三次元動態の較差
Dynamic In Vivo Relationship between Acromioclavicular Joint and Coracoclavicular Space during

Humeral Elevation

8 47-EO4-2 新井 隆三 京都大学　整形外科 超音波顕微鏡を用いたコンマサイン構成線維の弾性評価
A study of elasticity evaluation of the fiber bundle forming Comma sign with ultrasound

microscopy
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NO 登録番号 氏名 所属機関 演題名 英語演題名

1 47-S4-1 山本 宣幸 東北大学　整形外科 症候性腱板断裂の断裂拡大―72肩の平均57ヶ月の前向き研究―
Assessment of the Tear progression of Symptomatic Rotator Cuff Tear: A Prospective Study with

a Mean 57-Month Follow-up

2 47-O8-6 廣瀬 毅人 大阪大学大学院医学系研究科　整形外科 アンカー挿入位置がBankart修復術後関節窩前縁変化に与える影響 Effect of different anchoring positions on glenoid rim erosion after arthroscopic Bankart repair

2 47-S3-5 小林 尚史 KKR北陸病院　整形外科 人工肩関節全置換術の合併症ーanatomical vs RSA, 多施設研究ー
Multicenter study of intraoperative and postoperative complications for anatomical total shoulder

arthroplasties and reverse shoulder arthroplasties

3 47-S1-5 安里 英樹 首里千樹の杜クリニック 腱板広範囲断裂に対する棘下筋回転移行術の長期成績
Outcomes after rotational infraspinatus muscle transfer for irreparable massive rotator cuff tears

and long-term follow-up

4 47-S5-4 橋口 宏 米倉脊椎・関節病院 偽性麻痺肩に対する保存的治療の成績に影響を及ぼす因子の検討 Factors affecting outcomes of conservative management for pseudoparalysis of the shoulder

4 47-O12-6 川真田 純 社会医療法人博愛会開西病院　整形外科 肩関節手術後のCRPS様症状の発症とその時期は術式で異なる Incidence and onset time of CRPS-like symptom after shoulder surgery

4 47-O18-2 竹島 稔 石鎚会 田辺中央病院　整形外科 高齢者の上腕二頭筋腱長頭病変の疫学と関連因子についての検討 Prevalence and related factors of a lesion of the long head of biceps tendon in the elderly

4 47-S2-1 吉岡 千佳
整形外科北新病院

上肢人工関節・内視鏡センター
70歳以上のCTAに対する小径人工骨頭置換術の10年以上成績

Ten years outcome of hemiarthroplasty and rotator cuff reconstruction in patients aged seventy

or older with cuff tear arthropathy
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