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研 究

変形性膝関節症(膝OA)は、中⾼年者の移動機能障害をきたすロコモティブシ
ンドローム(ロコモ)の代表的疾患である。緩徐ながらも進⾏性疾患であるため、
進⾏すると外科的治療を要する。本疾患の最⼤の問題点は、早期発⾒と早期治
療ができていないことである。

⽯島旨章准教授、⾦⼦晴⾹講師および寄附講座である運動器・腫瘍性疾患病
態学講座の岡⽥保典客員教授らは、近年世界的に関⼼度の⾼い「早期」膝OAの
病態解明を進めている。今までに、関節軟⾻破壊・再⽣や組織内微⼩環境因⼦
代謝に関する⼀連の研究を通して、膝OA関節軟⾻細胞外マトリックス分解機構
や軟⾻細胞クローニング機構について明らかにしてきた[1][2]。早期膝OA病態
においては⾻棘の重要性を指摘している。膝OAの⾻棘形成は早期より⽣じてお
り、⾻棘が膝OA発症や進展に関わる可能性を⽰した点で注⽬されている。しか
し、早期膝OAに関する研究は極めて少なく、その発症・進展に関わる研究は皆
無に近い。

現在、膝OA関節⾻軟⾻棘に焦点を当て、⾻軟⾻棘形成に参画する細胞成分や
組織内微⼩環境因⼦探索、⾻軟⾻棘細胞の増殖・分化能、⾻軟⾻棘細胞の細胞
外マトリックス分解系と合成系発現機構を詳細に研究し、⾻軟⾻棘の研究を格
段に進展させることで、膝OA の病態に則した治療の実現を⽬指している。

⾻転移をはじめとするがん患者の運動器障害によって移動能⼒が低下した状
態をがんロコモという。疾患や病態が多様であり、ほとんどエビデンスがない
分野で、現時点ではまだ未解決の問題が多い。髙⽊先任准教授と窪⽥⼤介助教
らは、多施設共同研究によってがんロコモの実態を調査し、⾻転移患者のレジ
ストリーとがんロコモ対策のエビデンス構築を試みている。

主な研究テーマ

主な研究内容スタッフ

1. 変形性膝関節症の病態に則した治療の実現
2. がんロコモ:⾻転移とがん患者のロコモ対策
3. 外傷性肩関節脱⾅の危険因⼦解明と予防法確⽴
4. 末梢神経および腱の加齢の影響についての解析
5. ⾻軟部腫瘍におけるプレシジョンメディシンの確⽴教授
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➯早期膝OAの骨棘は内側半月板逸脱を誘導し関節
軟骨破壊を促進する仮説を立て解析を進めている
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Research

Knee osteoarthritis (OA) is one of the representative diseases of locomotive 
syndrome that causes mobility dysfunction in elderly people. As knee OA is a 
slowly but progressive disease, surgical treatment should be necessary when it 
progresses. The most critical concern of this disease is lack of early diagnosis 
and treatment. Drs. Ishijima, Okada, and Kaneko and their colleagues are 
trying to elucidate the pathophysiology of "early stage of knee OA”, which has 
been in great interest worldwide in recent years. Through a series of studies 
on articular cartilage destruction/regeneration and metabolism of intra-tissue 
microenvironmental factor, we have previously clarified the mechanism of 
knee OA by elucidating the articular cartilage extracellular matrix degradation 
and chondrocyte cloning mechanism[1][2]. We have also reported the 
importance of osteophytes in the pathology of early stage of knee OA. As the 
osteophyte has occurred from an early stage in knee OA, it has been 
speculated that osteophytes may be involved in the onset and progression of 
knee OA. However, few studies those examining the role of osteophyte in the 
onset and progression of knee OA have reported. The aim of our study is to 
develop new treatment of knee OA according to its pathophysiology by 
focusing on regulation of osteophyte development in knee OA.
Cancer locomotive syndrome is a condition in which the mobility is impaired 
due to cancer including bone metastases. Due to the variety of diseases and 
pathological conditions of cancer, there are still many unsolved problems in 
this field. Drs. Takagi and Kubota are examining the current situation and 
trying to build evidence of cancer locomotive syndrome by conducting the 
ongoing multicenter joint research project. 

Main Research Subjects

Research HighlightsStaff

 1. Realization of treatment according to the pathophysiology of knee 
osteoarthritis 

 2. Locomotive syndrome in cancer patients: Prevention of disability due to 
bone metastasis

 3. Elucidation of risk factors and establishment of preventive methods for 
traumatic shoulder dislocation 

 4. Analysis of influence of aging for the peripheral nerves and tendons
 5. Establishment of precision medicine in bone and soft tissue tumors

Chief 
Professor ISHIJIMA Muneaki
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Hypothesis:Whether osteophyte induces medial 
meniscal extrusion and accelerates articular cartilage 
destruction in early stage of knee OA
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国内学会発表 266 ⼭⽥ 睦雄, ⾼澤 祐治, 佐藤 晴彦, 外⼭ 幸正, 東原 潤⼀郎, 守屋 拓朗, ⽥島 卓也, 中村 明彦, ラグビーワールドカップ2019のマッチデイメディカルのレビュー, 第12回⽇本関節鏡・膝・スポーツ
整形外科学会 / 第46回⽇本整形外科 スポーツ医学会学術集会, 神⼾(ハイブリッド開催）, 2020年12⽉17⽇〜2021年1⽉18⽇

国内学会発表 267 ⼭⼝寛⼈, 野尻英俊, 早坂　豪, ⼩⿅寧之, 室⾕錬太郎, 河野　裕, 佐久間吉雄, ⽞　奉学, 側⽅進⼊椎体間固定術において、ケージ進⼊側が椎体間変形矯正効果に及ぼす影響, 第6回⽇
本脊椎前⽅側⽅進⼊⼿術学会, 東京, 2020年1⽉25⽇

国内学会発表 268 ⼭⼝寛⼈, 野尻英俊, 早坂　豪, ⼩⿅寧之, 室⾕錬太郎, 河野　裕, 佐久間吉雄, ⽞　奉学, 側⽅進⼊椎体間固定術において、ケージ進⼊側が椎体間変形矯正効果に及ぼす影響, 第10回
最⼩侵襲脊椎治療学会, 神⼾, 2020年2⽉14⽇

国内学会発表 269 ⼭⼝寛⼈, 野尻英俊, 早坂　豪, ⼩⿅寧之, 室⾕錬太郎, 河野　裕, 佐久間吉雄, ⽞　奉学, 側⽅進⼊椎体間固定術において、ケージ進⼊側が椎体間変形矯正効果に及ぼす影響, 第10回
⽇本成⼈脊柱変形学会,  Web開催, 2020年8⽉15⽇

国内学会発表 270 ⼭⼝寛⼈, 野尻英俊, 早坂　豪, ⼩⿅寧之, 室⾕錬太郎, 河野　裕, 佐久間吉雄, ⽞　奉学, 側⽅進⼊椎体間固定術において、ケージ進⼊側が椎体間変形矯正効果に及ぼす影響, 第29回
⽇本脊椎インストゥルメンテーション学会, Web開催, 2020年10⽉24⽇

国内学会発表 271 ⼭⼝寛⼈, 野尻英俊, 早坂　豪, 室⾕錬太郎, 河野　裕, 佐久間吉雄, ⽞　奉学, 中下位腰椎における椎間楔状回旋変形は椎間板狭⼩化と椎間関節変性の⾮対称的共存により⽣じる, 第
49回⽇本脊椎脊髄病学会, Web開催, 2020年9⽉7⽇

国内学会発表 272 ⼭⼝寛⼈, 野尻英俊, 早坂　豪, 室⾕錬太郎, 河野　裕, 佐久間吉雄, ⽞　奉学, 中下位腰椎における椎間楔状回旋変形は椎間板狭⼩化と椎間関節変性の⾮対称的共存により⽣じる, 第
93回⽇本整形外科学会学術総会, Web開催, 2020年6⽉11⽇〜8⽉31⽇

国内学会発表 273 湯浅崇仁, 五味基央, 志村有永, ⾦⼦和夫. 初期⼈⼯股関節全置換術における予防的抗菌薬投与効果の検討, 第50回⽇本⼈⼯関節学会, 福岡, 2020年2⽉21⽇22⽇

国内学会発表 274 湯浅崇仁, 佐藤博信, 五味基央. 前⽅アプローチと後⽅アプローチによる⼈⼯股関節全置換術の臨床成績 ５年以上の経過観察, 第47回⽇本股関節学会, Web開催, 2020年10⽉23⽇-
24⽇

国内学会発表 275 吉村祐輔, ⽯島旨章, ⾦⼦晴⾹, ⻑尾雅史, ⽯橋雅義, 平澤恵理, 町⽥修⼀, 内藤久⼠, ⾦⼦和夫, ⽊南英紀, ⻘壮年のロコモと活動性の関連　Research kitアプリ「ロコモニタープラス」を⽤
いた全国規模調査, 第93回⽇本整形外科学会学術総会, Web開催, 2020年6⽉11⽇〜8⽉31⽇

国内学会発表 276 劉⽴⾜, ⽯島旨章, ⾦⼦晴⾹, ⻘⽊孝⼦, 根岸義⽂, 百枝雅裕, アルパティ アディリ, 東村潤, 若菜傑, 染⾕由希, ⽥村好史, 綿⽥裕孝, 河盛隆造, ⾦⼦和夫, 変形性膝関節症における⾻棘
と⾻密度との関連-⽂京ヘルススタディー-, 第48回⽇本関節病学会, Web開催, 2020年10⽉30⽇〜10⽉31⽇

国内学会発表 277 若⼭貴則, 齋⽥良知, ⼩林洋平, ⻄尾啓史, ⽻⽥晋之介, 内野⼩百合, 福⾥晋, 桃井康雅, 池⽥浩, ⾦⼦和夫, 変形性膝関節症患者に対する多⾎⼩板⾎漿(PRP)療法の治療前後のMRI
による半定量的関節軟⾻スコアによる評価と治療効果の検討, 第93回⽇本整形外科学術総会, Web開催,　2020年6⽉11⽇〜8⽉31⽇



国内学会発表 278 若⼭貴則, 齋⽥良知, ⼩林洋平, ⻄尾啓史, 内野⼩百合, 福⾥晋, 桃井康雅, 池⽥浩, ⾦⼦和夫, 変形性膝関節症に対するLP-PRP関節内投与の治療効果別⾎清バイオマーカーの⽐較検
討, 第35回⽇本整形外科基礎学術集会, Web開催, 2020年10⽉15⽇〜11⽉16⽇

国内学会発表 279 若⼭貴則, 齋⽥良知, ⼩林洋平, ⻄尾啓史, 内野⼩百合, 福⾥晋, 桃井康雅, 池⽥浩, ⾦⼦和夫, 変形性膝関節症(膝OA)に対するPRP療法治療効果別の⾎清バイオマーカーの⽐較検討
第19回⽇本再⽣医療学会総会, Web開催, 2020年8⽉27⽇〜2020年9⽉10⽇

国内学会発表 280 若⼭貴則, 齋⽥良知, ⼩林洋平, ⻄尾啓史, 内野⼩百合, 福⾥晋, 桃井康雅, 池⽥浩, ⾦⼦和夫, 外傷後変形性膝関節症に対する多⾎⼩板⾎漿療法の検討, 第12回⽇本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会 / 第46回⽇本整形外科 スポーツ医学会学術集会, 神⼾(ハイブリッド開催）, 2020年12⽉17⽇〜2021年1⽉18⽇

国内学会発表 281 分島智⼦, 神⽥章男, 諸橋達, 最上敦彦, ⼤林治, ⼆村謙太郎, 上⽥芳彦, 当院で初期治療を⾏ったのち転院搬送を要した下腿開放⾻折の治療経験,第46回⽇本⾻折治療学会学術集会,
WEB開催, 2020年9⽉19⽇〜9⽉21⽇

国内学会発表 282 和⽥知樹, ⽷⿂川善昭, 森川⼤智, 古賀有希久, 丸⼭祐⼀郎, ⾦⼦和夫, 超⾳波剪断波エラストグラフィを⽤いた凍結肩早期の画像診断,　第93回 ⽇本整形外科学会, web開催,　2020年
6⽉11⽇-8⽉31⽇

国内学会発表 283 和⽥知樹, ⽷⿂川善昭, 森川⼤智, 古賀有希久, 上原弘久, ラット腱板断裂モデルにおける酸化ストレスの関与, 第47回⽇本肩関節学会, 札幌, 2020年10⽉9⽇

国内学会発表 284 和⽥知樹, ⽷⿂川善昭, 森川⼤智, 古賀有希久, 上原弘久, 凍結肩早期における超⾳波剪断波エラストグラフィを⽤いた画像診断, 第47回⽇本肩関節学会,札幌,2020年10⽉10⽇

国内学会発表 285 和⽥知樹, ⽷⿂川善昭, 森川⼤智, 古賀有希久, 丸⼭祐⼀郎, 超⾳波剪断波エラストグラフィを⽤いた凍結肩早期の弾性率変化, 第12回⽇本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
（JOSKAS）,神⼾,2020年12⽉17⽇

区分 番号 講演者名, 講演タイトル, 学会名, 場所, 発表年⽉⽇等 国際共同

特別講演・
招待講演 1 池⽥浩, FIFAワールドカップ・ロシア⼤会における疼痛治療戦略第33回奈良県スポーツ医・科学研究会, 奈良, 2020年2⽉11⽇

特別講演・
招待講演 2 池⽥浩, サッカー⽇本代表チームにおけるメディカルマネージメント北信越サッカー医学セミナー, 新潟, 2020年2⽉15⽇

特別講演・
招待講演 3 Takazawa Yuji, The 2021 Tokyo Olympic Games and 2022 Beijing Olympic Games Amid Covid-19〜Covid-19 and Roles of Sport〜, International Forum of

Sport Universities and Institutions on Roles of Sport amid the Covid-19 Pandemic, Tokyo (Web), 17Jun, 2020

特別講演・
招待講演 4 髙澤祐治, ラグビーワールドカップ 2019 を振り返り〜スポーツ現場における外傷・障害へのマネジメント〜, 松⼾市医師会学術講演会・松⼾市整形外科医会教育研修講演会, 千葉, 2020年1⽉

15⽇

特別講演・
招待講演 5 髙澤祐治, スポーツ現場におけるプレホスピタルケア, 富⼭県健康づくり財団・富⼭県医師会健康スポーツ医研修会, 富⼭, 2020年2⽉1⽇

特別講演・
招待講演 6 髙澤祐治, 国際メガスポーツイベントにおける医療体制,第8回花輪フォーラム, 千葉, 2020年2⽉19⽇



特別講演・
招待講演 7 髙澤祐治, メガスポーツイベントにおける医療⽀援の実際〜ラグビーワールドカップ2019 から東京 2020 へ〜, 令和2年度第11 回整形外科堺⾼泉会学術講演会, ⼤阪（Web開催), 2020年6

⽉27⽇

特別講演・
招待講演 8 髙澤祐治, スポーツ現場における医療~レガシーと未来~, 第63回宮崎県スポーツ学会, 宮崎, 2020年11⽉7⽇

特別講演・
招待講演 9 齋⽥良知, スポーツ外傷・障害の予防X再⽣医療, 第31回⽇本臨床スポーツ医学会ランチョンセミナー, Web開催, 2020年11⽉28⽇

特別講演・
招待講演 10 齋⽥良知, 欧州サッカードクター留学の経験, 蔵王整形外科スポーツセミナー, ⼭形, 2020年2⽉14⽇

特別講演・
招待講演 11 齋⽥良知, ハムストリング⾁離れの予防戦略, 第2回Easytech Seminar, Web開催, 2020年7⽉19⽇

特別講演・
招待講演 12 齋⽥良知, スポーツ外傷・障害へのバイオセラピー, 第16回Weekly Trainer's Community, Web開催, 2020年10⽉26⽇

特別講演・
招待講演 13 齋⽥良知, 競技⼒向上のためにできること, Camfire Sessions vol,4, Web開催, 2020年8⽉16⽇

特別講演・
招待講演 14 ⽯島旨章, ⾼齢者のロコモと変形性膝関節症, 第14回膝OAと運動・装具療法セミナー, 東京, 2020年1⽉17⽇

特別講演・
招待講演 15 ⽯島旨章, 変形性膝関節症の病態と疼痛治療のアップデート, 第50回⽇本⼈⼯関節学会ランチョンセミナー, 福岡, 2020年2⽉22⽇

特別講演・
招待講演 16 ⽯島旨章, 変形性膝関節症の病態に則した治療 -健康寿命延伸の実現に向けて今できること-, 第93回⽇本整形外科学会学術総会ランチョンセミナー,Web開催, 2020年8⽉18⽇

特別講演・
招待講演 17 ⽯島旨章, ⽣涯にわたる⾻粗鬆症の治療の実際, 第69回東⽇本整形災害外科学会イブニングセミナー, Web開催, 2020年9⽉26⽇

特別講演・
招待講演 18 ⽯島旨章, ロコモ原因疾患としての⾻粗鬆症と変形性膝関節症 -共通点と相違点から原因と治療を考える-,  東京bay整形外科フォーラム, 浦安, 2020年10⽉2⽇

特別講演・
招待講演 19 ⽯島旨章, ロコモ原因疾患としての⾻粗鬆症と変形性膝関節症 -共通点と相違点から原因と治療を考える-, 岩⼿整形災害外科懇談会, 盛岡, 2020年10⽉3⽇

特別講演・
招待講演 20 ⽯島旨章, ロコモ原因疾患としての⾻粗鬆症と変形性膝関節症 -その接点と相違点から原因と治療を考える-, 第31回東京都整形外科勤務医会研修講演会, 東京, 2020年10⽉13⽇

特別講演・
招待講演 21 ⽯島旨章, 変形性膝関節症の疼痛の病態と治療のアップデート, 第47回⽇本股関節学会ランチョンセミナー, Web開催, 2020年10⽉24⽇

特別講演・
招待講演 22 ⽯島旨章, 早期変形性膝関節症︓その病態と治療の展望, 岡⼭運動器疾患研究会, Web開催, 2020年10⽉28⽇

特別講演・
招待講演 23 ⽯島旨章, 早期変形性膝関節症とbone marrow lesion, 第48回⽇本関節病学会（教育研修講演）, Web講演, 2020年10⽉30⽇

特別講演・
招待講演 24 ⽯島旨章, ロコモ原因疾患としての⾻粗鬆症と変形性膝関節症 -共通点と相違点から病態 と治療を考える-, 第140回⻄⽇本整形・災害外科学会（アフタヌーンセミナー）, ⼤分, 2020年11⽉

14⽇



特別講演・
招待講演 25 川崎隆之. アスリートの肩関節脱⾅ 臨床と最近の知⾒, 葛飾区整形外科医会, 東京, 2020年7⽉14⽇

特別講演・
招待講演 26 野尻英俊, 脊椎の退⾏性変化から考える⾻粗鬆症治療. FRT Web Conference, 神奈川, 2020年1⽉23⽇

特別講演・
招待講演 27 野尻英俊, 脊椎診療における薬物治療の変遷. 慢性腰痛治療へのアプローチ, 甲府, 2020年2⽉5⽇

特別講演・
招待講演 28 野尻英俊, Coplanar法を⽤いた脊柱側弯矯正の実際. 第54回⽇本側弯症学会, ランチョンセミナー, Live-web, 2020年11⽉6⽇

特別講演・
招待講演 29 野尻英俊, 脊椎の退⾏性変化から考える⾻粗鬆症治療. Lilly Osteoporosis Web Seminar, 東京, 千葉, 2020年8⽉27⽇

特別講演・
招待講演 30 野尻英俊, 脊椎の退⾏性変化から考える⾻粗鬆症治療. ⾻粗鬆症 Web Conference, 静岡, 神奈川, 2020年8⽉31⽇

特別講演・
招待講演 31 野尻英俊, 脊椎の退⾏性変化から考える⾻粗鬆症治療. 第３回運動器の健康を考える会, 佐賀, ⻑崎, 福岡, 2020年9⽉10⽇

特別講演・
招待講演 32 野尻英俊, 脊椎診療における薬物治療の変遷, 第5回 Wangan Orthopedic Forum. 浦安, 2020年9⽉11⽇

特別講演・
招待講演 33 野尻英俊, ファイバースコープを⽤いた新しい腰部脊柱管狭窄症⼿術の開発, 第1回 ISCTオンライン研究会, Live-web, 2020年9⽉17⽇

特別講演・
招待講演 34 野尻英俊, 脊椎の退⾏性変化から考える⾻粗鬆症治療. Osteoporosis Seminar, 京都, 2020年9⽉30⽇

特別講演・
招待講演 35 野尻英俊, 脊椎の退⾏性変化から考える⾻粗鬆症治療. Shizuoka Osteoporosis Web Seminar, 静岡, 2020年10⽉7⽇

特別講演・
招待講演 36 野尻英俊, XLIFの基礎と実践, Nuvasive Japan, 東京, 2020年10⽉17⽇

特別講演・
招待講演 37 野尻英俊, LIFの導⼊で得られたメリット -XLIFとCrestline-, 第35回⽇本脊髄外科学会, ランチョンセミナー（オンデマンド）, 東京, 2020年11⽉10⽇

特別講演・
招待講演 38 野尻英俊, 脊椎の退⾏性変化から考える⾻粗鬆症治療. Osteoporosis Seminar, 富⼭, 2020年11⽉12⽇

特別講演・
招待講演 39 奥⽥貴俊, 側弯症の治療　検診から⼿術まで. 第390回葛飾区医師会整形外科集談会, 東京, 2020年10⽉13⽇

特別講演・
招待講演 40 ⾺場智規, インプラント周囲⾻折の治療アップデート . 第 93 回⽇本整形外科学会 , web 2020 年 6 ⽉ 11 ⽇から 8 ⽉ 31 ⽇

特別講演・
招待講演 41 ⾺場智規, ⾮定型⼤腿⾻ステム周囲⾻折の全国調査 第 46 回⽇本⾻折治療学会 , web, 2020 年 9 ⽉ 21 ⽇

特別講演・
招待講演 42 ⾺場智規,  不安定型⼤腿⾻転⼦部⾻折に対する⼈⼯股関節（ dual mobility cup / Exeter® ）の可能性 . Great Expectations 2020, 東京 web, 2020 年 9⽉ 13 ⽇ セミナー 講

演



特別講演・
招待講演 43 ⾺場智規, ⼤腿⾻ステム周囲⾻折の治療政略 . 第 46 回⽇本⾻折治療学会 ,web, 2020 年 9 ⽉ 21 ⽇ （講演︔ランチョンセミナー)

特別講演・
招待講演 44 ⾺場智規, ⼤腿⾻近位部⾻折に対する THA －患者満⾜度を向上させるための⼯夫ー 第 46 回⽇本⾻折治療学会 , web, 2020 年 9 ⽉ 20 ⽇ （講演︔ランチョンセミナー）

特別講演・
招待講演 45 ⾺場智規, THA 周囲⾻折 第 78 回 JABO アドバンスコース，⼤阪 2020 年 11⽉ 21 ⽇

特別講演・
招待講演 46 髙⽊⾠哉, がんの運動器診療 -がんロコモとその対策-, がんのリハビリテーション講演会, ⻲⽥総合病院 鴨川, 2020年1⽉31⽇.

特別講演・
招待講演 47 髙⽊⾠哉, がんの運動器診療 -がんロコモと疼痛の鑑別-, 第5回奈良県医師会リハビリ医部会講演会, 奈良, 2020年2⽉1⽇.

特別講演・
招待講演 48 髙⽊⾠哉, がんの運動器診療 -がんロコモとその対策-, がんの理学療法カンファレンス, 東北⽂化学園⼤ 仙台, 2020年2⽉16⽇.

特別講演・
招待講演 49 髙⽊⾠哉, がんの運動器診療 -がんロコモとその対策-, 第323回京都整形外科医会, 京都, 2020年9⽉26⽇.

特別講演・
招待講演 50 髙⽊⾠哉, がん⾻転移の包括的診療, Breast Cancer Clinical Seminor, 東京, 2020年11⽉19⽇.

特別講演・
招待講演 51 髙⽊⾠哉, がん⾻転移の包括的診療, 第42回⽇本疼痛学会, スポンサードセミナー, WEB, 2020年12⽉5⽇.

特別講演・
招待講演 52 髙⽊⾠哉, タペンタドールによるがん性疼痛対策 -⾻転移痛の疼痛コントロール-., Caner Pain Web講演, WEB, 2020年12⽉22⽇.

特別講演・
招待講演 53 内藤聖⼈, 名倉奈々, 杉⼭陽⼀, ⼩畑宏介, 後藤賢司, ⾦⼦彩夏, ⾦⼦和夫, Keynote Lecture: 上肢末梢神経疾患に対するロボット⽀援⼿術, 第14回⽇本コンピューター⽀援整形外科

研究会（CAOS）・第26回⽇本最⼩侵襲整形外科学会（MIOS）合同学会, ⾼知 2020年9⽉21⽇

特別講演・
招待講演 54 本間康弘. Dual Mobility Cup - Old and local becomes New and Grobal. 第47回⽇本股関節学会 ランチョンセミナー, 三重 2020年10⽉23⽇〜10⽉24⽇

特別講演・
招待講演 55 ⽷⿂川善昭, 古賀有希久, 森川⼤智, ⼭崎哲也, 和⽥智樹, 上原弘久. ⼤学野球選⼿における投球時肩痛は棘下筋の硬さが関与する, 主題6︓新しい試み-基礎と臨床-　第47回⽇本肩関

節学会, 札幌, 2020年10⽉9⽇〜10⽇

特別講演・
招待講演 56 鈴⽊雅⽣. 講演:重度四肢外傷Web スターターセミナー2020.2020年8⽉15⽇、16⽇

特別講演・
招待講演 57 鈴⽊雅⽣. 講演:膝関節外科医も納得する脛⾻髄内釘のLateral parapatellar Approach（Smith & Nephew seminor）2020年9⽉13⽇.Webinar

特別講演・
招待講演 58 鈴⽊雅⽣. 重度四肢外傷症例検討会．2020年4⽉12⽇

特別講演・
招待講演 59 市原理司.  ⼥性の⼿外科疾患におけるエクオールの可能性, 第175回浦安市薬剤師会学術研修会（特別講演）, 千葉, 2020年11⽉12⽇



特別講演・
招待講演 60 市原理司.  ⼿外科・マイクロサージャリー分野におけるロボット⽀援下⼿術の現状, 第29回脳神経外科⼿術と機器学会（招待講演）, 神奈川, 2020年9⽉29-30⽇

特別講演・
招待講演 61 坂本優⼦, コツさえあれば診断できる︕外来で出会う⼩児整形外科疾患, 葛飾区医師会, 葛飾, 2020年6⽉9⽇

特別講演・
招待講演 62 野沢雅彦, ⾻⾅回転⾻切り術の適応と治療効果, 第24回順天堂練⾺病診連携運動器フォーラム, 東京, 2020年2⽉19⽇

特別講演・
招待講演 63 岩瀬嘉志, ⼿外科診療についてー⼿指変形性関節症の治療, 江東区薬剤師会学術例会, 東京, 2020年11⽉17⽇

特別講演・
招待講演 64 最上敦彦,開放ﾋﾟﾛﾝ⾻折の治療戦略,第4回湘南の重度四肢外傷,WEB開催,2020年5⽉17⽇

特別講演・
招待講演 65 最上敦彦,髄内釘治療にあける｢学と術と道｣,第93回⽇本整形外科学会学術総会(教育研修講演),WEB開催,2020年6⽉11⽇〜8⽉31⽇

特別講演・
招待講演 66 最上敦彦,最上の髄内釘ｼﾘ-ｽﾞ①⼤腿⾻編,Fractur　Web　Forum,WEB開催,2020年6⽉20⽇

特別講演・
招待講演 67 ⼤林治,⾻粗鬆症治療の最近の診断と治療,三島薬剤師研修会,静岡,2020年8⽉19⽇

特別講演・
招待講演 68 最上敦彦, ZIMMER　BIOMET　Reverse　Shoulder　Arthroplasty　License　Course,WEB開催,2020年7⽉19⽇

特別講演・
招待講演 69 最上敦彦, ZIMMER　BIOMET　Reverse　Shoulder　Arthroplasty　License　Course,WEB開催,2020年11⽉8⽇

特別講演・
招待講演 70 分島智⼦, 重度四肢外傷Webスターターセミナー2020,Web開催, 2020年8⽉15⽇〜8⽉16⽇

特別講演・
招待講演 71 久保⽥光昭, Hybrid CWHTOの適応, 作図, ⼿術のコツとピットフォール, 第6回関東Knee Osteotomy研究会, 東京, 2020年1⽉25⽇

特別講演・
招待講演 72 武藤治, 多くの⾻粗鬆症治療薬の中から何を選べば良いのか︖〜リスクに配慮した薬剤選択のコツ〜, 疼痛治療を考える会, 横浜, 2020年2⽉5⽇

特別講演・
招待講演 73 梶原⼀, 職場におけるロコモティブシンドローム対策, 墨⽥区医師会産業医講習会, 東京, 2020年1⽉26⽇

特別講演・
招待講演 74 ⾼野弘充, 脊椎疾患と⾻粗鬆症治療, 江東区薬剤師会学術例会講演, 東京, 2020年2⽉18⽇

特別講演・
招待講演 75 室⾕錬太郎, 当院における⾻粗鬆症治療・・PTH製剤使⽤の⼯夫・・, 東京ベイ整形外科フォーラム, 浦安, 2020年10⽉2⽇

区分 番号 研究者名, 活動の名称（執筆、出演、受賞等）, 執筆や出演の媒体（賞の主催者等）,年⽉⽇等 国際共同

その他
（広報活動を含む）

1 新井康久, 墨⽥区保健衛⽣協議会委員, 就任



その他
（広報活動を含む）

2 新井康久, 東京都障害者介護給付費等不服審査委員会委員, 就任

その他
（広報活動を含む）

3 新井康久, 東京労働局 地⽅労災医員, 就任

その他
（広報活動を含む）

4 有冨健太郎, 国試114解説書, TECOM, 2020, 18, 108, 350

その他
（広報活動を含む）

5 池⽥浩, Challenge Spirits 〜スポーツの未来を考える〜, BSテレビ東京, 2020年8⽉2⽇

その他
（広報活動を含む）

6 池⽥浩, Member of FIFA Medical Centre of Excellence in Tokyo, 2020年

その他
（広報活動を含む）

7 池⽥浩, 公益財団法⼈⽇本サッカー協会・医学委員⻑　理事サッカー⽇本代表オーストリア遠征帯同, 2020年

その他
（広報活動を含む）

8 池⽥浩, ⾹川真司らが頼りにする⽇本⼈医師, Number web,　2020年2⽉21⽇

その他
（広報活動を含む）

9 池⽥浩, 世界⼀受けたい授業⽇本テレビ,　2020年10⽉24⽇

その他
（広報活動を含む）

10 池⽥浩, 選⼿を⽀えるメディカルスタッフたちJFA TV (YouTube),　2020年11⽉15⽇

その他
（広報活動を含む）

11 池⽥浩, 東⽇本整形災害外科学会　評議員, 2020年

その他
（広報活動を含む）

12 池⽥浩, ⽇本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会　評議員　機能評価委員, 2020年

その他
（広報活動を含む）

13 池⽥浩, ⽇本整形外科スポーツ医学会　代議員　倫理・利益相反委員, 2020年

その他
（広報活動を含む）

14 池⽥浩, ⽇本臨床スポーツ医学会　代議員, 2020年

その他
（広報活動を含む）

15 ⽯島旨章, カラダづくり, ⽇本経済新聞, 2020年8⽉8⽇

その他
（広報活動を含む）

16 ⽯島旨章, 膝の痛み, 読売新聞朝刊 医療ルネサンス, 2020年4⽉1⽇

その他
（広報活動を含む）

17 ⽯島旨章, ⾻粗しょう症における⾎清学的マーカー, ドクターサロン, 2020;64(5):353-357

その他
（広報活動を含む）

18 ⽯島旨章, 早期変形性膝関節症, JOSKAS NEWSレター, 2020; 15: 6-7

その他
（広報活動を含む）

19 市原理司, ⼤学間協定締結︓2017年7⽉-2022年6⽉︓順天堂⼤学医学部とストラスブール⼤学医学部との⼤学間協定を締結 ○



その他
（広報活動を含む）

20 市原理司,  座⻑,「肘部尺⾻神経障害など」（⼀般⼝演12）, 第31回⽇本末梢神経学会学術集会,千葉,Web開催, 2020年9⽉11⽇-10⽉12⽇

その他
（広報活動を含む）

21 市原理司,  ⽇本マイクロサージャリー学会評議員就任, 2020年12⽉〜

その他
（広報活動を含む）

22 市原理司, 2020年度ASSH（⽶国⼿外科学会）International Traveling Fellow受賞ならびに選出

その他
（広報活動を含む）

23 市原理司, ハンズオンセミナー講師,「新しい⼿指⾻折⽤創外固定ICHI-FIXATORシステム」, 第34回東⽇本⼿外科研究会, 東京, 2020年2⽉1⽇

その他
（広報活動を含む）

24 市原理司, ⽇本⼿外科学会代議員（国際委員会委員就任）, 2020年4⽉〜

その他
（広報活動を含む）

25 市原理司,⽇本末梢神経学会評議員就任, 2020年1⽉〜

その他
（広報活動を含む）

26 市原理司. ハンズオンセミナー講師,「⼿外科・頭頸部再建における⼈⼯神経の使⽤について」, 第47回⽇本マイクロサージャリー学会学術集会/ニプ（株）共催, 北九州,  2020年11⽉19⽇

その他
（広報活動を含む）

27 市原理司（研究代表者）, 「⻑い神経⽋損に対するハイブリット型⼈⼯神経を⽤いた⽣体内再⽣治療」2018年-2020年　⽇本学術振興会研究費補助⾦:基盤研究Ｃ　￥4,420,000

その他
（広報活動を含む）

28 市原理司（研究分担者）, 「無細胞化神経へのシュワン細胞付加法としての端側神経縫合の実⽤性」2018年-2020年　⽇本学術振興会科学研究費補助⾦:基盤研究C　￥4,810,000

その他
（広報活動を含む）

29 ⽷⿂川善昭（研究分担者）, 「肩腱板損傷における酸化ストレスの寄与の解明」2018年-2020年　⽇本学術振興会研究費補助⾦:基盤研究Ｃ　￥4,420,000

その他
（広報活動を含む）

30 ⽷⿂川善昭 （研究代表者）, 「損傷や負荷に伴う深部筋腱の粘弾性変化を定量評価可能なMRエラストグラフィの開発」2018年-2020年　⽇本学術振興会研究費補助⾦:基盤研究Ｃ
￥4,160,000

その他
（広報活動を含む）

31 ⽷⿂川善昭　（研究代表者）, 「損傷や負荷に伴う深部筋腱の粘弾性変化を定量評価可能なMRエラストグラフィの開発」2018年-2020年　⽇本学術振興会研究費補助⾦:若⼿研究独⽴基
盤形成⽀援　￥3,000,000

その他
（広報活動を含む）

32 ⽷⿂川善昭, 順天堂⼤学付属浦安病院スポーツ医学センター　センター⻑就任

その他
（広報活動を含む）

33 ⽷⿂川善昭,　令和2年度環境医学研究所プロジェクト研究　「酸化ストレスによる腱板変性と腱板筋の伸張性の変化の、超⾳波剪断波エラストグラフィーおよび MRエラストグラフィーによる定量評
価」　￥400,000

その他
（広報活動を含む）

34 ⽷⿂川善昭,　肩関節鏡コース︓インストラクター, 第12回⽇本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(JOSKAS)セミナー 神⼾, 2020年12⽉19⽇〜20⽇

その他
（広報活動を含む）

35 ⼤野隆⼀, 執筆, 健康365 「腰部脊柱管狭窄症」, 2020;5,38-43

その他
（広報活動を含む）

36 ⼤林　治, 岩瀬秀明, 前⽥浩⾏, ⼩林敦郎, 佐藤太⼀, 災害時被災者のロコモティブシンドロームおよび運動器不安定症患者の運動機能評価, 令和元年度静岡災害医学研究センター紀要,
2020; 47-51

その他
（広報活動を含む）

37 奥⽥貴俊（共同研究者）, 2020年度科学研究費基盤B



その他
（広報活動を含む）

38 奥⽥貴俊（研究代表者）, 2020年度科学研究費基盤C

その他
（広報活動を含む）

39 ⼩畑宏介, 執筆, Information leaf vol.2 「背側転位型橈⾻遠位端⾻折に対する私の治療戦略」, メイラ株式会社 メディカル事業部 営業部 2020年

その他
（広報活動を含む）

40 ⽷⿂川善昭, ⽇本肩関節学会 代議員　( 国際委員、雑誌肩関節編集委員、定款等運⽤委員就任), 2020年10⽉8⽇〜

その他
（広報活動を含む）

41 ⾦⼦晴⾹, ⽇本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会　評議員, 2020年10⽉〜

その他
（広報活動を含む）

42 ⾦⼦晴⾹, ⽇本臨床スポーツ医学会　代議員, 2020年10⽉〜

その他
（広報活動を含む）

43 ⾦⼦晴⾹, 半⽉板損傷　⼿術が必要?, 朝⽇新聞, 2020年5⽉27⽇

その他
（広報活動を含む）

44 川崎隆之, 渋⾕研太, 古城智也, 最優秀演題賞 ラグビーの映像解析によるタックル調査② 頭頸部外傷リスクの⾼い逆ヘッドタックル頻度の影響因⼦の抽出. 第31回⽇本臨床スポーツ医学会, 宮
崎, 2020年10⽉17⽇〜10⽉18⽇

その他
（広報活動を含む）

45 神⽥章男, 岩瀬秀明, ⼤林治, 諸橋達, 前⽥浩⾏, 武井裕輔, 三井和幸, 災害・救急医療で使⽤可能な画期的な駆⾎装置の開発 -⾄適加圧条件の検討と新しい駆⾎システムの開発,令和
元年度静岡災害医学研究センター紀要, 2020;105-108

その他
（広報活動を含む）

46 ⾦ 勝乾, ⽇本臨床スポーツ医学会　代議員, 2020年10⽉

その他
（広報活動を含む）

47 久保⽥光昭, 代表世話⼈, 第6回関東Knee Osteotomy研究会, 東京, 2020年1⽉25⽇

その他
（広報活動を含む）

48 ⼩松　淳, 令和2年度順天堂⼤学医学部整形外科同⾨会奨励賞, 2020年11⽉21⽇

その他
（広報活動を含む）

49 齋⽥良知, 整形外科診療における注射(注⼊)療法のコツ(増刊号), 企画編集 Monthly Orthopaedics, 2020; 33(10)

その他
（広報活動を含む）

50 坂本優⼦, 美と若さの新常識　カラダのヒミツ BSプレミアム　“質”が盲点︕⾻の新健康術, NHK TV番組, 2020年6⽉25⽇

その他
（広報活動を含む）

51 坂本優⼦, 公益財団法⼈武⽥科学振興財団　医学系研究助成（臨床）幼児ビタミン D ⽋乏に関連する潜在的⽣活因⼦及びビタミン D 遺伝⼦解明と Web 上に展開するビタミン D ⽋乏推
測ツールの開発, 2020年8⽉19⽇

その他
（広報活動を含む）

52 坂本優⼦, ⽇本⾻粗鬆症学会　評議員, 2020年10⽉

その他
（広報活動を含む）

53 坂本優⼦, ⽇本⾻代謝学会　評議員, 2020年10⽉

その他
（広報活動を含む）

54 坂本優⼦, ⽇本臨床スポーツ医学会　学術委員会　健康スポーツ部会　部会員, 2020年7⽉

その他
（広報活動を含む）

55 Scott K, Powers, Edward T, Howley, (⽇本語版監修) 内藤久⼠, 柳⾕登志雄, ⼩林裕幸, 髙澤祐治, パワーズ運動⽣理学 体⼒と競技⼒向上のための理論と応⽤, メディカル・サイエン
ス・インターナショナル, 2020, 1-661



その他
（広報活動を含む）

56 ⾼⽊⾠也, 緩和IVR研究会世話⼈, 2020年4⽉〜

その他
（広報活動を含む）

57 ⾼⽊⾠也, ⾻転移診療ガイドライン第２版作成委員会委員, 2020年11⽉〜

その他
（広報活動を含む）

58 ⾼⽊⾠也, 東京都⼩児診療連携協議会AYA世代がん診療連携部会委員, 2020年10⽉〜

その他
（広報活動を含む）

59 ⾼⽊⾠也, ⽇本⾻転移研究会, 代表世話⼈, 2020年7⽉〜

その他
（広報活動を含む）

60 富⽥善雅, 執筆, 『今⽇のセカンドオピニオン』, 毎⽇新聞, 2020年10⽉21⽇

その他
（広報活動を含む）

61 富⽥善雅, 執筆, 『⾻関節リハビリの頼れる病院 2021』, 医療新聞社　2020年12⽉15⽇発刊

その他
（広報活動を含む）

62 ⽻⽥晋乃介, ラジオ出演, 『教えて先⽣︕関節のお悩み相談』, TBSラジオ, 2020年9⽉29⽇

その他
（広報活動を含む）

63 ⾺場智規, ⼤腿⾻近位部⾻折の治療　－今、何が議論されているのか︖－　企画編集　Monthly Orthopaedics 2020;33(1)

その他
（広報活動を含む）

64 福嶋稔, 健康講話（産業医講話）「健康寿命を延ばすには」, 那須塩原市, 2020年1⽉30⽇

その他
（広報活動を含む）

65 福嶋稔, ⽯川建設㈱社内講演, 産業医健康講話「健康寿命を延ばそう」, 那須塩原市, 2020年2⽉8⽇
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