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学会発表（1965 年~2017 年） 

題名 著者・演者 発表雑誌･学会 

棘突起間関節形成の１例 山田英世 第３回北信越外科整形外科学会 

1965 

胸椎棘突起転移癌の１例 山田英世 中部日本整形外科学会 1965.10.8 

乳児筋性斜頚における胸鎖乳突筋の

Manuelle Tenotomie について 

山田英世 中 部 日 本 整 形 外 科 学 会 

1967.10.28 

Lumbar Spinal Stenosis の治療経験 山田英世 中部日本整形外科学会 1972.11.25 

リーメンビューゲル整復不能例 中村敬而 第 32 回信州整形外科懇談会 

1973.9.1 

新生児股関節検診の経験 猪田邦雄 第 32 回信州整形外科懇談会 

1973.9.1 

新生児股関節検診の経験 猪田邦雄 第 76回整形外科集談会東海地方会 

1974.6.30 

腰部脊柱管狭窄症の経験と考察 山田英世 第 34 回信州整形外科懇談会 

1974.8.10 

スキーによる下腿骨折の保存的治療の経

験 

杉浦 昌 第 34 回信州整形外科懇談会 

1974.8.10 

Iliac Hematoma の２例 大石幸由 第 90回整形外科集談会東海地方会 

1977.12.10 

乳児筋性斜頚の徒手筋切り術について 篠田達郎 第 41回整形外科集談会東海地方会 

小児上腕骨顆上骨折の治療経験－新しい

整復法と経皮ピンニング 

鈴木正孝 第 42 回信州整形外科懇談会 

1978.7.21 

腰部脊柱管狭窄症手術側の予後について 山田英世 第 42 回信州整形外科懇談会 

1978.7.21 

化膿性脊椎炎の４例 朝井哲二 第 46 回信州整形外科懇談会 

1980.8.2 

特発性大腿骨頭壊死に対する杉岡式前方

回転骨切り術の経験 

山田英世 第 53 回信州整形外科懇談会 

1980.8.4 

最近２年間のエンダー釘の治療成績につ

いて 

加藤文彦 第 54 回信州整形外科懇談会 

1984.8.25 



大腿骨頭すべり症の３例 石黒直樹 第 54 回信州整形外科懇談会 

1984.8.25 

金療法無効の判断と D-ペニシラミンの使

用経験について 

金物壽久 第 29 回 日 本 リ ウ マ チ 学 会 

1985.5.10 

膝関節鏡視下半月板部分切除後の経験 山田英世 第 56 回信州整形外科懇談会 

1985.8.24 

術後５年以上経過した大腿骨頭置換術の

成績について 

小早川雅洋 第 13回日本リウマチ関節外科学会 

1985.11.11 

ペルテス病骨切り術症例の予後の検討 石黒直樹 第 65回中部日本整形外科災害外科

学会 1985.11.15 

腰背部に生じた広範囲の壊死性筋膜炎の

１例 

今枝敏彦 第 123 回整形外科集談会東海地方

会 1986.3.8 

骨盤骨折の治療経験 元田英一 第 66回中部日本整形外科災害外科

学会 1986.5.23 

Rheumatoid Nodulosis 多発性皮下結節

を主訴とした１例 

金物壽久 第 30 回日本リウマチ学会総会 

1986.5.29 

小児上腕骨顆上骨折の治療－徒手整復法

と経皮ピンニング(続報）－ 

今枝敏彦 第 59 回信州整形外科懇談会 

1987.2.28 

当科における脛骨高位骨切り術 金物壽久 第 60 回信州整形外科懇談会 

1987.8.29 

脛骨顆部骨折の治療経験 今枝敏彦 第 15回日本リウマチ関節外科学会 

1987.11.5 

当科における RA 男性例の検討 金物壽久 第 7 回信 州 リウ マチ 懇 談会 

1987.11.28 

当院における外傷性膝関節血腫の検討 高橋成夫 第 61 回信州整形外科懇談会 

1988.2.20 

選択的神経根ブロックによる根性坐骨神

経痛の治療 

元田英一 第 131 回整形外科集談会東海地方

会 1988.3.19 

骨盤疲労骨折の自験例 三浦恭志 第 131 回整形外科集談会東海地方

会 1988.3.19 

10 年以上経過した半月板切除術の検討 高橋成夫 第 70回中部日本整形外科災害外科

学会 1988.5.16 

腰椎椎間板ヘルニア術後 10年以上経過例

の検討 

元田英一 第 70回中部日本整形外科災害外科

学会 1988.5.16 

パソコンによる入院患者データ管理の経

験 

元田英一 第 132 回整形外科集談会東海地方

会 1988.6.25 



肘関節部粉砕骨折の治療経験 金物壽久 第 62 回信州整形外科懇談会 

1988.8.20 

当院における上腕骨頚部骨折・骨幹部骨折

に対するカラー＆カフ法の使用経験 

佐々木康夫 第 133 回整形外科集談会東海地方

会 1988.9.17 

関節鏡を施行したスポーツ外傷の検討 高橋成夫 第 133 回整形外科集談会東海地方

会 1988.9.17 

脛骨高位骨切り術の経過不良例の検討 金物壽久 第 16 回日本リウマチ・関節外科学

会 1988.10.28 

リウマチフェローシップ報告 金物壽久 第 8 回信 州 リウ マチ 懇 談会 

1988.11.26 

変形性膝関節症に対する旭川医大式膝装

具の短期成績 

高橋成夫 第 135 回整形外科集談会東海地方

会 1989.3.18 

ブシラミンの副作用と低用量使用につい

て 

金物壽久 第 33 回日本リウマチ学会総会 

1989.5.25 

A study of muscle strength after 

arthroscopic meniscectomy 

高橋成夫 Knee & Orthop. Sports Medicine 

Section of W.P.O.A. 1st Int. Cong. 

1989.7.4 

骨・軟部腫瘍における腫瘍特異抗原の検討 深谷直樹 第 21 回日本結合組織学会総会 

1989.7.10 

骨肉腫の糖脂質分析 （腫瘍特異抗原とし

ての GM2 ガングリオシド） 

深谷直樹 第 22 回日本整形外科学会総会 

1989.7.21 

寛骨臼回転骨切り術の経験 山田英世 第 64 回信州整形外科懇談会 

1989.8.19 

幼少時外傷後の外反膝により習慣性膝蓋

骨脱臼を起こした例 

安間英毅 第 64 回信州整形外科懇談会 

1989.8.19 

ブシラミンの使用経験 金物壽久 第 1 回 中 部 リ ウ マ チ 学 会 

1989.11.4 

外来診療における関節液検査の有用性 金物壽久 第 17 回日本リウマチ・関節外科学

会  1989.11.10 

経過中に高熱を発したＲＡの２例 金物壽久 第 9 回信 州 リウ マチ 懇 談会 

1989.11.25 

右上腕骨骨腫瘍の１例 深谷直樹 第 6 回東海骨軟部腫瘍研究会 

1989.12.2 

骨粗鬆症の臨床上の２．３の問題について 山田英世 第 65 回信州整形外科懇談会 

1990.2.10 



反復性膝蓋骨脱臼に対し，大腿骨顆上部内

反骨切り術を施行した１例 

安間英毅 第 135 回整形外科集談会東海地方

会 1990.3.17 

DMARDs 変更のタイミングとその効果

について 

金物壽久 第 34 回 日 本 リ ウ マ チ 学 会 

1990.5.29 

ブシラミンの使用経験 金物壽久 第 2 回中部リウマチ学会 1990.9.1 

Kashin-Beck 病と思われる 4 例 佐々木康夫 第 2 回中部リウマチ学会 1990.9.1 

大腿骨転子下骨折の治療成績 安間英毅 第 141 回整形外科集談会東海地方

会 1990.9.25 

肩関節後方脱臼骨折の２例 伊藤 靖 第 21 回東海関節外科研究会 

1990.11.10 

Bucillamine treatment for the patients 

with rheumatoid arthritis 

T. Kanamono APLAR '90 The 1st Symposium. 

Seoul 1990.11.15 

大腿骨頚部外側骨折治癒後，急速破壊型股

関節症となった RA 患者の１例 

安間英毅 第 67 回信州整形外科懇談会 

1991.3.2 

両側同時に発生した脛骨疲労骨折の２例 伊藤 靖 第 13 回東海スポーツ障害研究会 

1991.3.2 

当院における化膿性脊椎炎 17 例の検討 青木正幸 第 143 回整形外科集談会東海地方

会 1991.3.16 

上腕骨骨幹部骨折治療法の検討 青木正幸 第 11 回東海整形外科外傷研究会 

1991.3.30 

人工靭帯による前十字靭帯再建術後，感染

を生じ再手術した１例 

伊藤 靖 第 22 回東海関節外科研究会 

1991.4.13 

妊娠出産のＲＡの経過に対する影響につ

いて 

金物壽久 第 35 回リウマチ学会 1991.4.25 

RA に対するブシラミン有効例と非有効

例の比較検討 

金物壽久 第 35 回リウマチ学会 1991.4.25 

脳卒中後遺症の片麻痺に対する上田法治

療 

高橋ひとみ，清水文彦，

宮入一幸，山田英世 

第 26 回理学療法学会 1991.5.23 

当院における大腿骨転子下骨折の治療成

績 

安間英毅 第 76回中部日本整形外科災害外科

学会 1991.5.25 

大腿骨頭骨折の治療経験 伊藤 靖 第 17 回日本骨折研究会 1991.7.12 

小侵襲で手術を行った大腿骨頭腫瘍の２

例 

金物壽久 第 68 回信州整形外科懇談会 

1991.8.24 



鎖骨骨肉腫の１例 青木正幸 第 68 回信州整形外科懇談会 

1991.8.24 

RA に対するパルチミン酸デキサメサゾ

ンの効果，持続期間の調査 －face scale

を用いて－ 

安間英毅 第 3 回中部リウマチ学会 1991.9.7 

RA に対する人工膝関節置換術（京セラ 

KOM）の術後成績 

金物壽久 第 3 回中部リウマチ学会 1991.9.7 

Membranous lipodystrophy (Nasu)病と

思われる１例 

佐々木康夫 第 145 回整形外科集談会東海地方

会 1991.9.21 

I.C.R.C. ペシャワール病院での活動報告 佐々木康夫 第 27 回日本赤十字社医学総会 

1991.10.3 

化膿性脊椎炎の 21 例の検討 青木正幸 第 77回中部日本整形外科災害外科

学会 1991.10.4 

関節拘縮に対する関節鏡視下授動術の経

験 

伊藤 靖 第 19 回日本リウマチ・関節外科学

会 1991.10.19 

肘関節周辺粉砕骨折治療法の検討 青木正幸 第 12 回東海整形外科外傷研究会 

1991.11.2 

RA に対する MTX の使用経験 金物壽久 第 11 回信州リウマチ懇談会 

1991.11.9 

肩関節に発生した滑膜軟骨腫症の４例 伊藤 靖 第 18 回 日 本 肩 関 節 学 会 

1991.11.16 

Bucillamine treatment for the patients 

with rheumatoid arthritis 

Toshihisa Kanamono, 

Yasuo Sasaki, Osamu 

Itoh, Hideki Anma, 

Eisei Yamada 

7th APLAR Congress of 

Rheumatology Bali (Indonesia) 

1992.9.13-9.18 

上腕骨骨幹部骨折治療法の検討 青木正幸 , 金物寿久 , 

伊藤靖, 佐々木康夫，安

間英毅 

第７８回 中部日本整形外科災害

外科学会 四日市 1992.5.21-5.22 

下腿開放骨折の初期治療 安間英毅，金物壽久，

山田義典，青木正幸，

加藤武史，杉浦博基 

第 28回 日本赤十字社医学会 大津 

1992.10.1-10.2 

ＲＡに対するＤ－ペニシラミンの低用量

使用経験 

金物壽久，安間英毅，

加藤武史 

第 36 回 日本リウマチ学会 千葉 

1992.5.26-5.28 

下肢長管骨骨幹部骨折に合併した膝靭帯

損傷の検討 

伊藤 靖，杉浦博基，加

藤武史，安間英毅，青

木正幸，金物壽久 

第 20 回 日本リウマチ関節外科学

会 横浜 1992.9.26-9.27 



RA に対する MTX の有用性について 金物壽久，安間英毅，

加藤武史，青木正幸，

杉浦博基，山田義典 

第 4 回 中部リウマチ学会 名古屋 

1992.9.5 

DMARDs 再投与の効果について 安間英毅  ,金物寿久 , 

加藤武史 

第 4 回 中部リウマチ学会 名古屋 

1992.9.5 

巨大な馬尾神経腫瘍の１例 安間英毅 , 伊藤 靖，青

木正幸, 加藤武史，杉浦

博基，金物寿久，加藤

武史 

第148回 整形外科集談会東海地方

会 名古屋 1992.6.20 

6 歳幼児の脊髄損傷の１例 加藤武史，金物寿久，

山田義典，青木正幸，

安間英毅 

第149回 整形外科集談会東海地方

会 名古屋 1992.9.19 

進行性骨化性筋炎に半月板骨化を生じた

１例 

杉浦博基，金物壽久，

山田義典，青木正幸，

安間英毅，加藤武史，

伊藤 靖 

第150回 整形外科集談会東海地方

会 名古屋 1992.12.19 

化膿性膝関節炎に対する鏡視下治療法の

小経験 

伊藤 靖，青木正幸，安

間英毅，加藤武史，金

物壽久，高橋成夫 

第 24回 東海関節外科研究会 名古

屋 1992.4.4 

サッカープレー中に股関節脱臼骨折を生

じた１例 

安間英毅，伊藤 靖，青

木正幸，金物壽久 

第 14 回 東海スポーツ傷害研究会 

名古屋 1992.2.29 

大腿骨頚部外側骨折に対する手術法の検

討 

青木正幸，金物壽久，

伊藤 靖，安間英毅，加

藤武史 

第 13 回 東海整形外科外傷研究会 

名古屋 1992.3.28 

掌蹠膿疱症に伴う脊椎炎の１例 安間英毅，金物壽久，

伊藤靖，青木正幸，加

藤武史 

第 69回 信州整形外科懇談会 松本 

1992.2.22 

巨 大 な  intra-extraforaminal lumbar 

disc herniation の１例 

青木正幸，金物壽久，

山田義典，安間英毅，

加藤武史，杉浦博基 

第 70回 信州整形外科懇談会 松本 

1992.8.29 

大腿骨頚部外側骨折に対する手術法の検

討：Ender 法と Compression hip screw

法の比較 

青木正幸，金物壽久，

伊藤 靖，安間英毅，加

藤武史 

東海整形外科外傷外科研究会誌 

6：80～82 1993 

慢性関節ﾘｳﾏﾁ患者の骨量変化に影響を与

える因子の検討 

加藤武史 , 金物寿久 , 

山田義典, 加藤光郎，杉

浦博基 

第 81 回 中部日本整形外科災害外

科学会 松山 1993.10.21-10.22 

85 歳以上の大腿骨頚部外側骨折の治療経

験 

加藤 斉，金物壽久，山

田義典，加藤光郎 

第 81 回 中部日本整形外科災害外

科学会 松山 1993.10.21-10.22 



DMARDs 再投与例の有効性の検討 金物壽久，安間英毅，

加藤武史，加藤 斉 

第 37回 日本リウマチ学会 名古屋 

1993.5.22-5.24 

当院における慢性関節ﾘｳﾏﾁ寛解例の検討 加藤武史，金物壽久，

加藤 斉 

第 5 回 中部リウマチ学会 富山 

1993.9.11 

Parvovirus B 19 に よ る reactive 

arthritis の１例 

加藤 斉，金物壽久，加

藤武史 

第 5 回 中部リウマチ学会 富山 

1993.9.11 

股関節骨軟骨腫症の１例 加藤武史，金物壽久，

山田義典，加藤光郎，

杉浦博基，加藤 斉 

第152回 整形外科集談会東海地方

会 名古屋 1993.6.19 

当科リウマチ外科における透析患者の現

状について 

加藤 斉，金物壽久 第 16回 信州リウマチ懇談会 長野 

1994.5.7 

上腕骨骨幹部骨折に対する手術法の検討 杉浦博基，金物壽久，

山田義典，加藤光郎，

加藤武史 

第 82 回 中部日本整形外科災害外

科学会 和歌山 1994.3.31-4.1 

RA における IgG-RF の臨床的検討 加藤 斉，金物壽久 第 6 回中部リウマチ学会  福井 

1994.8.27 

当院における慢性関節リウマチ患者併用

薬（他科投与）の検討 

大島祐之，金物壽久 第 6 回中部リウマチ学会  福井 

1994.8.27 

RA の経過中の妊娠出産について 金物壽久，加藤武史，

加藤 斉 

第 38 回日本リウマチ学会総会 東

京 1994.4.27-4.29 

小児大腿骨頚部骨折の１例 加藤 斉，金物壽久，山

田義典，加藤光郎，杉

浦博基，大島祐之 

第 75 回信州整形外科懇談会 松本 

1995.2.4 

RA に対するサラゾピリン投与症例の検

討 

金物壽久 第 18 回信州リウマチ懇談会 長野 

1995.4.22 

リウマチ患者に合併した天疱瘡について 斎木 実，金物壽久 第 19 回信州リウマチ懇談会 

1995.11.25 

DEXA 法による RA 患者骨量の経年変化 金物壽久，加藤 斉，山

内健一，小松真理子 

第 7 回中部リウマチ学会総会 名古

屋 1995.9.2 

DMARDs 併用療法に対する疑問 金物壽久 第 7 回中部リウマチ学会総会 名古

屋 1995.9.2 

来院早期に診断のつかなかった慢性関節

リウマチ患者の検討 

小松真理子，金物壽久，

加藤 斉，山内健一 

第 7 回中部リウマチ学会総会 名古

屋 1995.9.2 

Concomitant Use of Autologous Blood 

Transfusion and Hypotensive 

Anesthesia in Rotational Acetabular 

Osteotomy 

Koichiro Yoshida 16th HKOA Annual Congress 香

港 1996.11.14 - 11.15 



寛骨臼回転骨切り術における，自己血輸血

と低血圧麻酔の併用 

吉田光一郎，金物壽久 第 18回信州プロスタグランジン研

究会 松本 1996.8.3 

透析をうけているリウマチ患者の現状 金物壽久，山内健一，

小松真理子 

第 20 回信州リウマチ懇談会 長野 

1996.4.6 

腰痛を主訴として多発性圧迫骨折像を認

め入院検査した１例について（PAO の１

例） 

金物壽久 第 21 回信州リウマチ懇談会 長野 

1996.11.16 

変形性膝関節症に対する高位脛骨骨切り

術の長期成績 

加藤光郎，金物壽久，

吉田光一郎，青木隆明，

山内健一 

第 87回中部日本整形外科災害外科

学 会 学 術 集 会  岡 山 

1996.10.3-10.4 

DMARDs 相 互 間 の responder, 

non-responder に関する調査 

金物壽久，山内健一，

小松真理子 

第 8 回中部リウマチ学会  浜松 

1996.9.7 

RA 患者におけるステロイド関注療法に

ついて 

金物壽久，山内健一 第 40 回日本リウマチ学会 福島 

1996.5.23-5.25 

腰椎分離部に対する直接修復法の生体力

学的比較 

出口正男，他 第 4 回脊椎・脊髄神経手術手技研

究会 東京 1997.9.12-9.13 

Biomechanical Comparison of 

Spondylolysis Fixation Techniques 

Masao Deguchi 12th Annual Meeting North 

American Spine Society 

 

New York  1997.10.22-10.25 

Lordotic Cervical Porous Tantalum 

Interbody Fusion Cages in a Goat 

Model 

Don K Moore, Masao 

Deguchi 

25th Cervical Spine Research 

Society  Rancho Mirage (USA) 

1997.12.4-12.6 

P15: An Osteoinductive Protein to 

Enhance the Healing of Interbody 

Cages 

Don K Moore, Masao 

Deguchi 

25th Cervical Spine Research 

Society  Rancho Mirage (USA) 

1997.12.4-12.6 

Effect of Fusion on Adjacent Disc 

Annulus Load Relaxation and Strength 

Andrew J Rapoff, 

Masao Deguchi 

12th Annual Meeting North 

American Spine Society  New 

York 1997.10.22-10.25 

Posterolateral Fusion for Isthmic 

Spondylolisthesis in Adults: Analysis of 

Fusion Rate and Clinical Outcomes 

Masao Deguchi 12th Annual Meeting North 

American Spine Society  New 

York 1997.10.22-10.25 

Biomechanical Evaluation of 

Translaminar Facet Joint Fixation: A 

Comparative Study of Poly-L-Lactide 

Pins, Screws, and Pedicle Fixation 

Masao Deguchi, Koji 

Sato, Yukihiro 

Matsuyama 

12th Annual Meeting North 

American Spine Society  New 

York 1997.10.22-10.25 



Lordotic Cervical Porous Tantalum 

Interbody Fusion Cages in a Goat 

Model 

Don K Moore, Masao 

Deguchi 

12th Annual Meeting North 

American Spine Society  New 

York 1997.10.22-10.25 

Effect of fusion on adjacent disc annulus 

tensile load relaxation and strength 

Rapoff AJ, Deguchi M ASME/AIChE/ASCE Summer 

Bioengineering Conference 

 

Sunriver (USA) 1997.6.11-6.15 

牽引、固定を行なわずに経過観察した分娩

時大腿骨骨間部骨折の２例（続報） 

加藤光朗、金物壽久、

出口正男、吉田光一郎、

青木隆明、小松真理子、

吉原永武 

弟８０回信州整形外科懇談会 小

諸市 1997.8.23 

当院における寛骨臼回転骨切り術の検討 吉田光一郎、金物壽久、

加藤光朗、出口正男、

青木隆明、小松真理子、

吉原永武 

第 33 回日本赤十字社医学会総会 

名古屋  1997.11.27 - 11.28 

術後七年以上経過した寛骨臼回転骨切り

術の成績 

吉田光一郎、金物壽久、

加藤光朗、青木隆明、

小松真理子 

第８９回中部日本整形災害外科学

会 神戸 1997.10.9 - 10.10 

慢性関節リウマチにおいて寝たきりにな

った例とならなかった例の比較検討 

金物壽久，加藤光郎，

出口正男，吉田光一郎，

青木隆明，小松真理子，

吉原 永武 

第 12 回日本臨床リウマチ学会 福

岡 1997．12．4-12．5 

両股両膝に人工関節手術を行ない，他関節

症状のない関節炎の一例 

金物壽久，山内健一，

小松真理子，佐々木康

夫 

第 41 回日本リウマチ学会 名古屋 

1997．5．8-5．10 

リウマチ薬物療法：金療法 金物壽久 第９回中部リウマチ学会 名古屋 

1997．8．30 

RA の疾患活動性と血液データの解析：

5000 個のデータ解析より 

金物壽久，出口正男 第 23 回信州リウマチ懇談会 松本 

1997.11.22 

頚髄症を起こした RA 症例の検討 金物壽久 第 22 回信州リウマチ懇談会 松本 

1997.3.29 

Chronic disorder in snowboarders Yusuke Mori, Tsuneo 

Yamagishi 

12th International Symposium 

on Ski Trauma & Skiing Safety 

Whistler(Canada) 1997.5.4-5.10 

薬物中毒に伴う臀部コンパートメント症

候群の１例 

青木隆明，金物壽久，

加藤光郎，出口正男，

吉田光一郎，小松真理

子，吉原永武 

第 169 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋 1997.9.20 



軟骨無形成症の腰部脊柱管狭窄症の１例 小松真理子，金物壽久，

出口正男，吉田光一郎，

見松健太郎 

第 169 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋 1997.9.20 

背痛を主訴とした掌蹠膿疱症性骨関節炎

の 1 例 

小松真理子，金物壽久，

山内健一 

第９回中部リウマチ学会 名古屋 

1997.8.30 

当院で経験した osteoid osteoma の８例 小松真理子，金物壽久，

加藤光郎，吉田光一郎，

山内健一 

第 88回中部日本整形外科災害外科

学術集会 名古屋 1997.4.10-4.11 

変形性股関節症 吉田光一郎 第？回長野赤十字病院臨床カンフ

ァレンス 長野市 １９９７ 

Lordotic cervical porous tantalum 

interbody fusion cages in a goat model 

Don K Moore, Masao 

Deguchi 

65th Annual Meeting of the 

American Academy of 

Orthopaedic Surgeons New 

Orleans (USA) 1998.3.19-3.23 

経椎弓椎間関節固定法の生体力学的評価 

－PLLA ピン・皮質骨螺子とペディクルス

クリュー法の比較－ 

出口正男，佐藤公治，

松山幸弘 

第 27回 日本脊椎外科学会 札幌市 

1998.6.18-6.19 

膝窩動脈損傷を看過した下腿骨近位骨折

の１例 

吉原永武、出口正男、

加藤光郎、吉田光一郎、

小松真理子、金物壽久 

第２５回東海整形外科外傷研究会 

名古屋市 1998.4.4 

骨盤の Insufficiency fracture の２例 佐久間陸友  、出口正

男、金物壽久 

第８２回信州整形外科懇談会 諏

訪市 1998.8.22 

Peptides as fusion assist coatings for 

intervertebral cages 

Boyle C. Cheng, 

Masao Deguchi 

13th Annual Meeting of North 

American Spine Society San 

Francisco 1998.10.28 - 10.31 

Coralline hydroxyapatite in anterior 

cervical discectomy and fusion: 

Pore-size effect 

Boyle C. Cheng, 

Masao Deguchi 

13th Annual Meeting of North 

American Spine Society San 

Francisco 1998.10.28 - 10.31 

上腕骨骨幹部骨折に対する髄内釘の経験 吉田光一郎、金物壽久、

青木隆明、小松真理子 

第９０回中部日本整形災害外科学

会 大阪 1998.5.21 - 5.22 

Enhanced healing of interbody cages by 

a synthetic 15-residue peptide 

Cheng BC, Deguchi M Third Combined Meeting of the 

Orthopaedic Research Societies 

of the U.S.A., Canada, Europe 

and Japan  Hamamatsu 

1998.9.28-9.30 

加速度応答による対積雪面頭部衝撃の評

価 

森裕祐，小野古志郎（日

本自動車研究所），小林

肇（東大工学部），長谷

第 9 回日本臨床スポーツ医学会，

札幌 1998.10.31-11.1 



川健二（福井大工学部） 

骨移植術を併用したセメントレス人工股

関節置換術の検討 

吉田光一郎、金物壽久、

加藤光朗、出口正男，

森 裕祐，吉原 永武，

佐久間陸友 

第３４回日本赤十字社医学会総会 

松山 １９９８．１１．１２－１１．

１３ 

脊椎固定方法の包括的生体力学的評価 出口正男，Cheng BC 第 25回日本臨床ﾊﾞｲｵﾒｶﾆｸｽ学会 宮

崎 1998.11.19 - 11.20 

RA 患者におけるステロイド治療と骨密

度 

吉原 永武，小松 真理

子，出口正男 ，金物壽

久 

第 90回中部整形外科災害外科学会 

大阪 1998．5.21-5.22 

慢性関節リウマチの疾患活動性と頚椎病

変の自然経過 

出口正男，金物壽久 第 13 回 日本臨床リウマチ学会総

会 名古屋 1998.12.10 - 12.11 

RF 値が著明に高値を示すが炎症反応の

低い RA 患者の検討 

吉原 永武，金物壽久 第 13回日本臨床リウマチ学会総会 

名古屋 1998.12.10-12.11 

Arthrodesis from Synergistic 

Combinations of Bone Substitutes and 

Interbody Fusion Cages 

Boyle C Cheng, Masao 

Deguchi 

26th Annual Meeting of Cervical 

Spine Research Society Atlanta 

(USA) 1998.12.3-12.6 

外傷後脊髄空洞症の 2 例 出口正男，吉田光一郎，

吉原 永武，金物壽久 

第８２回信州整形外科懇談会 諏

訪市 1998.8.22 

ばち状指を合併したＲＡの４例 金物壽久 第 24 回信州リウマチ懇談会 長野 

1998.4.4 

掌蹠膿疱症と RA の合併を疑う２例 金物壽久 第 25 回信州リウマチ懇談会 長野 

1998.12.5 

ＲＡの疾患活動性と骨密度測定 小松真理子，吉原永武，

金物壽久 

第 42 回日本リウマチ学会総会 東

京 1998.5.7-5.9 

当院での脊椎外科の 1 年 出口正男 第？回長野赤十字病院臨床カンフ

ァレンス 長野市 1998.5.21 

整形外科手術における抗生物質の予防的

投与期間 －前向き無作為調査からの検討

－ 

出口正男，小松真理子，

青木隆明，加藤光郎，

吉原永武，吉田光一郎，

森 裕祐，金物壽久 

第 72 回 日本整形外科学会学術集

会 横浜市 1999.4.8-4.11 

脊椎手術における抗生物質の予防的投与

期間 －前向き無作為調査からの検討－ 

出口正男，吉原 永武，

加藤光郎，森 裕祐，金

物壽久 

第 28 回日本脊椎外科学会 東京 

1999.6.4-6.5 

Contributions of a peptide coating to 

spinal fusion 

Boyle Cheng, Masao 

Deguchi, Don K 

1999 Annual Meeting American 

Academy of Orthopaedic 



Moore, Carol Swain, 

Hisanori Mihara, 

Thomas A Zdeblick 

Surgeons  Anaheim, California 

1999.2.4-2.8 

Effect of spinal instrumentation on 

fatigue of juxtafused discs 

AJ Rapoff, M Deguchi, 

DM Heisey, TA 

Zdeblick, R Vanderby 

1999 SUMMER 

BIOENGINEERING 

CONFERENCE BIG SKY, 

MONTANA 1999.6.16-6.20 

高齢者における大腿骨顆上骨折の検討 佐久間陸友，日比敦夫，

加藤光朗，吉田光一郎 

第２５回日本骨折治療学会  長野 

1999.7.9-7.10 

脛骨顆部骨折の手術治療成績 加藤光朗   日比敦夫  

佐久間陸友 

第２５回日本骨折治療学会  長野 

1999.7.9-7.10 

ＲＡのステロイド関節内注入療法 （効果

と限界） 

金物壽久 第 11 回中部リウマチ学会総会 名

古屋 1999.9.4 

経椎弓椎間関節螺子固定法による腰椎後

側方固定術 

出口正男，森 裕祐，加

藤光郎，金物壽久 

第 84 回信州整形外科懇談会 長野 

1999.8.21 

外傷後腰臀部に巨大血腫を形成した神経

線維腫の 1 例 

佐久間陸友，出口正男，

森 裕祐，加藤光朗，金

物壽久 

第 84 回信州整形外科懇談会 長野

市 1999.8.21 

再発性多発性軟骨炎と考えられる１例 佐久間陸友，金物壽久 第 11 回中部リウマチ学会総会 名

古屋市 1999.9.4 

脊椎破裂骨折に対し後方２椎間，前方１椎

間固定をした２症例 

伊藤圭吾，出口正男，

加藤光朗，日比敦夫，

森 裕祐，佐久間陸友，

金物壽久 

第８４回信州整形外科懇談会 長

野市 1999.8.21 

RA に対する MTX の使用経験 金物壽久 信州リウマチ懇談会特別講演会 

長野市 1999.10.30 

インストゥルメンテーションを行なった

腰椎の骨密度測定 

出口正男，金物壽久，

神谷直紀，大塚 薫，渋

沢靖幸 

第 93回中部日本整形外科災害外科

学会 金沢市 1999.10.27-10.28 

臼蓋回転骨切り術前後の歩行時下肢モー

メントの変化 

加藤光朗，山崎 豊，半

田秀一，半田貴子，早

間雄貴 

第 35 回日本赤十字社医学会総会 

京都市 1999.11.11-11.12 

当院の小児リハビリテーション外来終了

児の予後調査 

青木美和，西澤公美，

朝日佳織，加藤光朗 

第 35 回日本赤十字社医学会総会 

京都市 1999.11.11-11.12 

歩行速度の違いにおける下肢関節モーメ

ントの貢献度について 

半田秀一，山崎豊，半

田貴子，早間雄貴，加

藤光朗 

第 35 回日本赤十字社医学会総会 

京都市 1999.11.11-11.12 



ＲＡに対するＭＴＸの副作用 佐久間陸友，金物壽久 第 27 回信州リウマチ懇談会 松本

市 1999.11.20 

牽引固定を行なわずに経過観察した分娩

時大腿骨骨折の予後 

加藤光朗 第 10回日本小児整形外科学術集会 

1999.11.25-11.26 

経皮的髄内固定法による手指骨骨折の治

療経験 

日比敦夫，佐久間睦友，

申 正樹，伊藤圭吾，出

口正男，加藤光朗，金

物壽久 

第１７８回整形外科集談会東海地

方会 名古屋 1999.12.18 

慢性関節リウマチの疾患活動性と上位頚

椎病変の自然経過 

出口正男，金物壽久 第 73 回 日本整形外科学会学術集

会 神戸市 2000.4.6-4.9 

D-ペニシラミンによる高 CPK 血症 佐久間陸友，金物壽久 第 28回信州リウマチ懇談会 長野

市 2000.4.15 

RA における疾患活動性と血液生化学 金物壽久，佐久間陸友 第４４回日本リウマチ学会総会 

横浜 2000.5.13-5.15 

慢性関節リウマチにおける低用量メトト

レキサート療法の経験 

佐久間陸友、金物壽久 第９４回中部日本整形外科災害外

科学会 名古屋 2000.6.2-6.3 

インストゥルメンテーションを行なった

腰椎の骨密度変化 

出口正男、金物壽久，

神谷直紀、大塚 薫、

渋沢靖幸 

第９４回中部日本整形外科災害外

科学会 名古屋 2000.6.2-6.3 

臼蓋回転骨切り術前後の股関節外転モー

メントの変化 

加藤光郎、金物壽久、

吉田光一郎 

第９４回中部日本整形外科災害外

科学会 名古屋 2000.6.2-6.3 

Escape phenomenon in DMARD 

therapy 

Toshihisa Kanamono, 

Mititomo Sakuma, 

Masao Deguchi 

9th APLAR Congress of 

Rheumatology Beijing 

2000.5.21-5.26 

脳性麻痺者のアキレス腱延長術前後の歩

行時下肢関節モーメントの変化 

加藤光朗､日比敦夫､伊

藤圭吾 

第 37回日本リハビリテーション医

学 会 学 術 集 会  東 京 

2000.6.22-6.24 

Knife Light による手根管開放術 申 正樹，佐久間陸友、

伊藤圭吾、日比敦夫、

出口正男、加藤光朗、

金物壽久 

第 86回信州整形外科懇談会 長野 

2000.8.19 

大腿骨髄内釘彎曲破損の１例 伊藤圭吾、佐久間陸友、

加藤光朗、出口正男、

日比敦夫、申 正樹、

金物壽久 

第 86回信州整形外科懇談会 長野 

2000.8.19 

胸椎肥厚性脊髄硬膜炎の１例 出口正男、伊藤圭吾、

金物壽久 

第 86回信州整形外科懇談会 長野

市 2000.8.19 



DMARDｓ併用療法の是非：整形外科の立

場から 

金物壽久 第 12回中部リウマチ学会総会 岐

阜 2000.9.2 

RA における MTX 療法の副作用 佐久間陸友､金物壽久 第 12回中部リウマチ学会総会 岐

阜 2000.9.2 

D-ペニシラミンの有用性の再評価 -副作

用調査から- 

金物壽久 第 15回日本臨床リウマチ学会総会 

大分 2000.12.8 

痙直型両麻痺児における補高靴の効果の

検討 

加藤光朗 第 22回臨床歩行分析研究会定例会 

越谷 2000.11.19 

両側THAを施行したアミロイド沈着を伴

う脂肪腫症の一例 

佐久間陸友，金物壽久 第 29回信州リウマチ懇談会 松本 

2000.11.18 

D-ペニシラミンの有用性の再評価 -副作

用調査から- 

金物壽久、佐久間陸友 第 15回日本臨床リウマチ学会総会 

別府市 2000.12.8-12.9 

リウマチと薬 金物壽久 北信州リウマチ友の会 第 25 回医

療講演 長野市 2001.4.22 

大腿骨頚部骨折に対するクリニカルパス

の効果 -入院日数の短縮を目指して- 

伊藤圭吾 院内クリニカルパス発表会 長野

赤十字病院 2001.2.21 

局所麻酔による新鮮例アキレス腱断裂手

術 

佐久間陸友、申 正樹、

伊藤圭吾、出口正男、

加藤光朗、金物壽久 

第 87回信州整形外科懇談会 松本 

2001.2.17 

腰部脊柱管狭窄症に対する術後 PGE1 投

与の効果 

伊藤圭吾、出口正男、

加藤光朗、申 正樹、

佐久間陸友、金物壽久 

第 87回信州整形外科懇談会 松本 

2001.2.17 

非定型抗酸菌感染症を合併した皮膚筋炎

の１例 

金物壽久，佐久間陸友，

出口正男，伊藤圭吾 

第 30回 信州リウマチ懇談会プロ

グラム 松本 2001.3.17 

低出力超音波による骨折治療の経験 佐久間陸友 金物壽久 

申  正樹  伊藤圭吾 

出口正男 加藤光朗   

第２回信州超音波骨折治療フォー

ラム 長野市 2000.3.24 

重度上位頚椎病変を伴う慢性関節リウマ

チ患者の自然経過 

伊藤圭吾，出口正男，

金物壽久 

第 74回日本整形外科学会学術集会 

千葉 2001.4.19-4.22 

腰部脊柱管狭窄症に対する術後 PGE1 の

効果 

伊藤圭吾，出口正男，

金物壽久 

第 12回東北信プロスタグランジン

懇話会 松代 2001.5.25 

指伸筋腱橈尺側脱臼例の治療経験 金子真理子、出口正男、

鈴木正孝、金物壽久 

第 184 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋 2001.6.16 

高齢者の大腿骨頚部骨折に対するクリニ

カルパスの効果 

伊藤圭吾，加藤光朗，

出口正男，申 正樹，佐

久間陸友，塩浦朋根，

金物壽久、中村恵子 

第 37 回日本赤十字社医学会総会 

旭川 2001.9.13-9.14 



腰椎固定術に対するクリニカルパス導入

の効果について 

塩浦朋根，出口正男，

中村恵子，伊藤圭吾，

申 正樹，林 真利、金

物壽久 

第 37 回日本赤十字社医学会総会 

旭川 2001.9.13-9.14 

頚椎手術後に巨舌を呈し気管切開を要し

た一例 

塩浦朋根、出口正男，

伊藤圭吾，金物壽久 

第 88 回信州整形外科懇談会 上田

市 2001.8.18 

腹臥位頚椎手術の体位取りにおけるヘッ

ドフレームの工夫 

出口正男 第 88 回信州整形外科懇談会 上田

市 2001.8.18 

無菌手術における予防的抗菌薬投与は手

術当日のみでよい 

出口正男，伊藤圭吾，

申 正樹，金物壽久 

第 88 回信州整形外科懇談会 上田

市 2001.8.18 

猫咬創後に骨髄炎をきたした２例 伊藤圭吾，金物壽久，

申 正樹 

第 88 回信州整形外科懇談会 上田

市 2001.8.18 

外側アプローチによる踵骨骨折の治療経

験 

中根 健，伊藤圭吾，佐

久間陸友，加藤光朗 

第 88 回信州整形外科懇談会 上田

市 2001.8.18 

RA ステロイド療法の徹底討論： 関節リ

ウマチ（RA)に対するステロイド療法の消

極派の立場から 

金物壽久 第 13 回中部リウマチ学会 名古屋 

2001.9.8 

皮膚筋炎に合併した非定型抗酸菌脊椎炎

の１例 

伊藤圭吾、出口正男、

金物壽久 

第 97回中部日本整形外科災害外科

学会 岐阜 2001.10.11-10.12 

内腸骨動脈瘤破裂により下肢痛をきたし

た死亡症例 

林 真利、金物壽久、加

藤光朗、佐久間陸友 

第 97回中部日本整形外科災害外科

学会 岐阜 2001.10.11-10.12 

Toxic shock syndrome をきたした下肢開

放骨折の１例 

申 正樹、金物壽久、伊

藤圭吾、加藤光朗、日

比敦夫 

第 97回中部日本整形外科災害外科

学会 岐阜 2001.10.11-10.12 

「腰椎 Magerl 法」を用いた腰椎後側方固

定手術 

出口正男、伊藤圭吾 第 8 回日本脊椎・脊髄神経手術手

技学会 京都 2001.9.14-9.15 

脊椎インストゥルメンテーションによる

椎骨の骨粗鬆化 

出口正男、伊藤圭吾 第 10回日本脊椎インストゥルメン

テ ー シ ョ ン 学 会  東 京 

2001.10.26-10.27 

AMK（デピュー）人工膝関節 HDP 破損

の 2 例 

塩浦朋根、金物壽久 第 31 回信州リウマチ懇談会 長野

市 2001.11.17 

慢性関節リウマチに対するステロイド使

用の実態 －10 年間の経過観察例につい

て－ 

金物壽久、佐久間陸友 第 16回日本臨床リウマチ学会総会 

名古屋 2001.11.26-11.27 

術後早期 PGE1 投与を行なった腰部脊柱

管狭窄症の中期成績 

伊藤圭吾、出口正男、

金物壽久 

第 23回信州プロスタグランディン

研究会 松本市 2001.11.17 



ポリ-L-乳酸（PLLA）における遅発性無

腐性腫瘤の 2 例 

林  真利､出口正男､申 

正樹，金物壽久 

第 186 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋 2001.12.15 

MTXの再投与例に対する有効性について 金物壽久，塩浦朋根，

佐久間陸友 

第 46 回日本リウマチ学会総会・学

術集会 神戸 2002.4.22-4.24 

クリティカルパスの導入 [脊椎手術患者

に対するクリティカルパスの効果」 

出口正男 第 1 回医療マネジメント学会長野

地方会 上田市 2002.12.14 

AIDS 患者に対する両側人工骨頭挿入術

の１例 

山田由起子，中根 健，

金物壽久 

第 190 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋 2002.12.14 

Ten years follow up study of 

glucocorticoid therapy for the patients 

with rheumatoid arthiritis 

Kanamono Toshihisa, 

Shioura Tomone 

APLAR Congress of 

Rheumatology 2002 Bangkok 

2002.12.1-12.6 

両側アキレス腱断裂を呈した 症例の治療

経験 

関本麻里，出口正男，

山田由起子 

第 29回日本赤十字リハビリテーシ

ョン学会 2002.10 松江市 

後方転位した小児軸椎歯突起骨折 林 真利，出口正男 第 58 回東海脊椎外科研究会 名古

屋 2002.11.30 

RAに対するアザルフィジンENの使用経

験 

塩浦朋根，金物壽久 第 33回信州リウマチ膠原病懇談会 

長野 2002.11.23 

脊椎手術における予防的抗菌薬投与期間 

-前向き無作為調査からの検討- 

出口正男，塩浦朋根，

金物壽久 

第 53 回長野県医学会  長野市 

2002.11.17 

円筒状骨切り法による足関節固定術の経

験 

塩浦朋根，金物壽久、

出口正男、林 真利 

第 99回中部日本整形外科災害外科

学会 倉敷市 2002.10.31-11.1 

手の指節骨に発生した骨巨細胞腫の一例 林 真利，山田順亮，金

物壽久 

第 99回中部日本整形外科災害外科

学会 倉敷市 2002.10.31-11.1 

Device Related Osteoporosis 出口正男、塩浦朋根、

金物壽久 

第 17回日本整形外科学会基礎学術

集会 青森 2002.10.11-10.12 

水平牽引後早期に RB を装着し整復を得

た先天性股関節脱臼の４例 

林 真利，山田順亮，金

物壽久 

整形外科集談会東海地方会 名古

屋 2002.9.14 

NNC rod による PLIF 隣接椎間制動術の

早期問題点 

出口正男，塩浦朋根，

山田由起子 

第 11回日本脊椎インストゥルメン

テ ー シ ョ ン 学 会  岐 阜 

2002.10.18-10.19 

時間．空間的多発性を呈した非定型抗酸菌

性骨関節炎の１例 

中根 健、出口正男、塩

浦朋根、金物壽久 

第 14 回中部リウマチ学会 山梨県

北巨摩郡 2002.9.7 

NNC rod による PLIF 隣接椎間制動術 

-preliminary report- 

出口正男、塩浦朋根、

中根 健，加藤大三、山

田由起子、金物壽久 

第 90 回信州整形外科懇談会 長野

県東筑摩郡 2002.8.24 

整形外科病棟の細菌環境調査  ～MRSA

を中心に～ 

加藤大三，金物壽久，

出口正男，塩浦朋根、

第 90 回信州整形外科懇談会 長野

県東筑摩郡 2002.8.24 



中根 健、山田由起子、

中村恵子 

小児軸椎歯突起骨折の１例 林 真利，出口正男、金

物壽久 

第 90 回信州整形外科懇談会 長野

県東筑摩郡 2002.8.24 

円筒状骨切り法による足関節固定術の経

験 

塩浦朋根、金物壽久，

出口正男 

第 90 回信州整形外科懇談会 長野

県東筑摩郡 2002.8.24 

整形外科からみた骨粗鬆症 金物壽久 第 12回オホーツク骨粗鬆症研究会 

北見市 2002.6.28 

両手指屈曲拘縮を特徴とする RA 男性の

２例 

塩浦朋根、金物壽久 第 32回信州リウマチ膠原病懇談会 

松本市 2002.5.11 

折損した Luque rod が直腸へ穿破した１

例 

伊藤圭吾、出口正男 第 31 回日本脊椎脊髄病学会 宮崎

市 2002.6.6-6.7 

腰椎 Magerl 法を併用した腰椎後側方固

定手術 -腰椎最少インストゥルメンテー

ション- 

出口正男、伊藤圭吾 第 31 回日本脊椎脊髄病学会 宮崎

市 2002.6.6-6.7 

脊椎手術における抗生物質の予防的投与

期間 －前向き無作為調査からの検討－ 

出口正男、伊藤圭吾、

佐久間陸友、申 正樹、

加藤光朗、金物壽久 

第 75回日本整形外科学会学術集会 

岡山 2002.5.16-5.19 

高齢者の大腿骨頚部外側骨折に対するク

リニカルパス（早期荷重について） 

伊藤圭吾，加藤光朗 第 39回日本リハビリテーション医

学会学術集会 東京 2002.5.9-5.11 

整形外科と骨粗鬆症 金物壽久 平成 14年長野県病院薬剤師会北信

支部総会 長野市 2000.3.16 

脊椎･脊髄損傷の診断と治療 出口正男 第 10回北信脳疾患カンファレンス 

長野市 2002.2.21 

シンポジウム「柔道整復師のアスレチック

トレーナーに求めるもの」 1.スポーツド

クターの立場から  

金物壽久 ジャパン・アスレチック・トレー

ナーズ協会認定更新講習会 長野

市 2002.1.20 

当院における股関節筋解離術の７例 青木 厚，林 真利，山

田順亮 

第 194 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋 2003.12.20 

間欠跛行客観的評価の試み 林 真利，出口正男 第 194 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋 2003.12.20 

小児斜頚位の治療経験 林 真利，出口正男 第 60 回東海脊椎外科研究会 名古

屋 2003.11.29 

当院における乾癬性関節炎の７例 林 真利，金物壽久 第 13 回日本脊椎関節炎（AS）研究

会 名古屋市 2003.11.15 

RA の後足部変形に対する足関節固定術 塩浦朋根，金物壽久 第 18回日本臨床リウマチ学会総会 

札幌市 2003.10.2-10.3 



ハンソンピン手術後にカットアウトを生

じた１例 

林 真利，加藤光朗，申 

正樹，山田順亮，金物

壽久 

第 101 回中部日本整形外科災害外

科学会  浜松市 2003.10.2-10.3 

平山病に対し外科的治療を行った１例 中根 健，出口正男，塩

浦朋根，金物壽久 

第 101 回中部日本整形外科災害外

科学会  浜松市 2003.10.2-10.3 

自然消退した胸腰椎移行部脊椎管内腫瘤

の１例 

林 真利，出口正男 第 92 回信州整形外科懇談会 伊那

市 2003.8.23 

RA に対する Infliximab の１年間投与経

過報告 

山田由起子，金物壽久 第 15 回中部リウマチ学会 長野市 

2003.9.6 

RA の高度後足部変形に対するフィン付

き髄内釘を用いた足関節固定術の経験 

塩浦朋根，金物壽久 第 15 回中部リウマチ学会 長野市 

2003.9.6 

当院における前足部手術の治療経験 中根 健，金物壽久，塩

浦朋根 

第 15 回中部リウマチ学会 長野市 

2003.9.6 

当院における掌蹠膿疱症性骨関節炎

（PAO）およびその周辺疾患 

林 真利，金物壽久，柳

原光圀 

第 15 回中部リウマチ学会 長野市 

2003.9.6 

ステロイド肩関節注射が著効する掌蹠膿

疱症性骨関節炎の１例 

林 真利，金物壽久 第 34回信州リウマチ膠原病懇談会 

松本市 2003.3.29 

大腿骨転子下骨折・骨幹部骨折の４例 中村伸治（整形外科研

修医） 

第４回信州骨折治療フォーラム 

長野市 2003.3.15 

後方転位した小児軸椎歯突起骨折の一例 林 真利，出口正男，山

田順亮 

第 18 回東海小児整形外科懇話会 

名古屋市 2003.2.8 

頭部および胸部の症状を主訴とした頚髄

症の一例 

出口正男，中根 健，金

物壽久 

第 91 回信州整形外科懇談会 松本

市 2003.2.15 

手術時予防的抗菌薬の短期投与 -脊椎イ

ンストゥルメンテーション手術における

実践- 

山田由起子、出口正男、

塩浦朋根、金物壽久 

第 91 回信州整形外科懇談会 松本

市 2003.2.15 

胸椎におけるスゲ笠式椎弓形成術の経験 中根 健、出口正男 第 91 回信州整形外科懇談会 松本

市 2003.2.15 

整形外科病棟における対 MRSA サーベイ

ランス 

加藤大三 第２回東海骨・関節疾患研究会 名

古屋 2003.3.13 

整形外科病棟における対 MRSA サーベイ

ランスの結果報告 

加藤大三 院内感染対策研修会 2003.2.19 

整形外科病棟における対 MRSA サーベイ

ランスの結果報告 

加藤大三、滝沢容子、

中村恵子 

第 18 回日本環境感染学会総会 横

浜 2003.2.14-2.16 

脊椎手術患者に対するクリニカルパスの

効果 ― 入院期間短縮の成果 ― 

出口正男，塩浦朋根，

金物壽久 

第 32 回日本脊椎脊髄病学会 福岡 

2003.4.4-4.6 



脊椎手術におけるクリニカルパスと予防

的抗菌薬投与 

塩浦朋根，出口正男，

金物壽久 

第 76回日本整形外科学会学術集会 

金沢 2003.5.22-5.25 

NNC-rod による PLIF 隣接椎間制動術の

短期成績 

塩浦朋根，出口正男、

金物壽久 

第 100 回中部日本整形外科災害外

科学会  京都 2003.4.11-4.12 

骨粗鬆症治療における超音波測定による

アレンドロネート投与の有用性の評価 

中土幸男 , 立岩裕 , 金

物壽久 , 出口正男 , 熊

木昇二, 土金彰 

日本骨代謝学会学術集会 

下肢創外固定術後に生じた腓骨仮性動脈

瘤の１例 

中根 健，林 真利，金

物壽久 

第 93 回信州整形外科懇談会 松本 

2004.2.14 

新潟県中越地震に対する救援医療活動 下平浩揮，林 真利，出

口正男，金物壽久 

第 198 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋市 2004.12.11 

胸鎖関節後方脱臼の１例 林 真利，出口正男，中

根 健，金物壽久 

第 198 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋市 2004.12.11 

大腿骨頚部内外側合併骨折の 2 例 加藤大三，加藤光朗，

山田順亮 

第 198 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋市 2004.12.11 

多発関節痛で発症した好酸球性筋膜炎の

１例 

加藤大三，金物壽久 第 37回信州リウマチ膠原病懇談会 

長野市 2004.11.20 

精神疾患を有する飛び降り自殺企図患者

の傾向 

林 真利，出口正男，金

物壽久 

第 103 回中部日本整形外科災害外

科学会  神戸市 2004.11.5-11.6 

頚椎脊柱菅拡大術に対するクリニカルパ

ス導入効果の検討 

中根 健，出口正男，金

物壽久 

第 103 回中部日本整形外科災害外

科学会  神戸市 2004.11.5-11.6 

関節リウマチにおける生物学的製剤の使

用経験 

松原浩之，金物壽久 第 103 回中部日本整形外科災害外

科学会  神戸市 2004.11.5-11.6 

棘突起縦割式脊柱菅拡大術における椎弓

スペーサーの使用経験 

中根 健，出口正男，林 

真利，金物壽久 

第 103 回中部日本整形外科災害外

科学会  神戸市 2004.11.5-11.6 

The Range of Motion of Wrist, Elbow 

and Shoulder Joints Inform us About 

the Prognosis of RA 

Toshihisa Kanamono, 

Tomone Shioura 

第 11 回 APLAR 総会・学術集会 韓

国済州島 2004.9.11-9.15 

脊椎手術における術後創部感染予防 －病

棟感染防止規定の作成と実践－ 

出口正男，加藤大三，

中根健，林 真利，金物

壽久 

第 40 回日本赤十字社医学会総会 

長野市 2004.10.21-22 

頚椎脊柱菅拡大術に対するクリニカルパ

ス導入効果の検討 

中根 健，出口正男，金

物壽久 

第 40 回日本赤十字社医学会総会 

長野市 2004.10.21-22 

上腕骨遠位骨端離解の２例 林 真利，出口正男，加

藤大三，中根 健，松原

浩之，金物壽久，堀井

恵美子 

第 40 回日本赤十字社医学会総会 

長野市 2004.10.21-22 



関節リウマチの疾患活動性評価に関する

検討 

加藤大三，金物壽久 第 40 回日本赤十字社医学会総会 

長野市 2004.10.21-22 

乳児・幼児期検診にて見逃された先天性股

関節脱臼の予後 

山田順亮，加藤光朗，

山田由起子，平野健一，

中根 健，林 真利 

第 40 回日本赤十字社医学会総会 

長野市 2004.10.21-22 

治療に難渋している足部舟状骨疲労骨折

の１例 

林 真利，金物壽久，山

田順亮 

第 197 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋市 2004.9.18 

大腿骨頚部内側骨折における早期荷重の

試み 

松原浩之，出口正男，

林 真利，金物壽久 

第 197 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋市 2004.9.18 

手掌紅斑を伴った多発関節痛 林 真利，松原浩之，金

物壽久 

第 16 回中部リウマチ学会 名古屋

市 2004.9.4 

RA に対する MTX 療法 金物壽久 第 16 回中部リウマチ学会 名古屋

市 2004.9.4 

関節リウマチの疾患活動性評価 加藤大三，金物壽久，

林 真利 

第１6 回中部リウマチ学会 名古屋

市 2004.9.4 

Pilon plate の使用経験 林 真利，中根 健，出

口正男，金物壽久 

第 94 回信州整形外科懇談会 長野

市 2004.8.21 

環椎側塊スクリューによる環軸椎固定の

１例 

出口正男，中根 健，山

田由起子 

第 94 回信州整形外科懇談会 長野

市 2004.8.21 

当院整形外科における自殺企図入院患者

の傾向 

林 真利，出口正男，金

物壽久 

第 196 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋 2004.6.19 

関節リウマチにおける生物学的製剤の使

用経験 

松原浩之，金物壽久，

出口正男，中根 健，加

藤大三，林 真利 

第 196 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋 2004.6.19 

大腿骨頚部骨折の診断および治療とクリ

ニカルパス 

金物壽久 第１回長野赤十字病院リハビリテ

ーション医学研究会  長野市 

2004/6/11 

腰部脊柱管狭窄症の診断と治療 出口正男 岡谷市・諏訪市・諏訪郡 三郡市医

師会学術講演会 諏訪市 2004/5/13 

整形外科における術後創傷処置の検討 加藤大三，滝沢容子，

出口正男，金物壽久 

第 3 回医療マネジメント学会長野

地方会 中野市 2004.5.22 

腰部脊柱管狭窄症による間欠的持続勃起

の１例 

天野俊康，出口正男，

重原一慶，小掘善友，

竹前克郎 

第 14 回日本性機能学会中部総会 

京都 2004.7.3 

腰椎 Instrumentation surgery における

術後感染予防 - 予防的抗菌薬投与と術後

創傷処置を中心に - 

出口正男，中根 健，林 

真利 

第 33 回日本脊椎脊髄病学会 東京 

2004.6.9-6.10 



整形外科における術後創処置の検討 加藤大三，中村恵子，

滝沢容子，鷲野恵一 

第 19 回日本環境感染学会総会 横

浜 2004.2.20-2.21 

RA における上肢関節 ROM の評価 塩浦朋根，金物壽久，

山田由起子 

第 48 回日本リウマチ学会総会 岡

山市 2004.4.15-4.17 

当院における乾癬性関節炎７例の検討 林 真利，塩浦朋根，山

田由起子，金物壽久 

第 48 回日本リウマチ学会総会 岡

山市 2004.4.15-4.17 

手掌紅斑を伴った多発関節痛の３例 林 真利，金物壽久 第 36回信州リウマチ膠原病懇談会 

松本市 2004.4.3 

脊椎の外傷 出口正男 第 17回中部ブロック赤十字病院リ

ハビリテーション研究会 長野市 

2004.2.27-2.28 

間欠跛行客観的評価の試み 林 真利，出口正男，金

物壽久，山田順亮 

第 102 回中部日本整形外科災害外

科学会 松山市 2004.3.26-3.27 

原因菌を検出しえなかった壊死性筋膜炎

の死亡例 

中根 健，金物壽久，林 

真利，塩浦朋根 

第 102 回中部日本整形外科災害外

科学会 松山市 2004.3.26-3.27 

術直後より全荷重を許可した大腿骨頚部

内側骨折患者の臨床経過 

山田由起子，出口正男，

林 真利，中根 健，塩

浦朋根，金物壽久 

第 93 回信州整形外科懇談会 松本 

2004.2.14 

膝関節内脂肪腫の 1 例 平野健一，出口正男，

金物壽久 

第 202 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋 2005.12.17 

関節リウマチにおいてインフリキシマブ

を使用した８例 

松原浩之，金物壽久 第 95 回信州整形外科懇談会 松本 

2005.2.19 

分娩後排尿障害で発症した Tetherd cord 

syndrome の 1 例 

林 真利，出口正男 第 64回東海脊椎外科研究会学術集

会 名古屋 2005.12.3 

脊椎インストゥルメンテーション手術後

の体温および血液データの推移 

出口正男，中根 健，平

野健一 

第 14回日本脊椎インストゥルメン

テ ー シ ョ ン 学 会  名 古 屋 

2005.11.25-26 

Hannson Pin 術後に大腿骨転子下骨折を

生じた 2 例 

林 真利，金物壽久 第 105 回中部日本整形外科災害外

科学会  米子市 2005.10.6-7 

関節リウマチにおける生物学的製剤の使

用経験 

松原浩之，金物壽久 第 105 回中部日本整形外科災害外

科学会  米子市 2005.10.6-7 

ケージを用いた PLIF 手術例の椎体間高

変化の検討-両側椎体間ケージ使用例と片

側椎体間ケージ使用例の比較- 

中根 健，出口正男，金

物壽久 

第 105 回中部日本整形外科災害外

科学会  米子市 2005.10.6-7 

骨粗鬆性脊椎偽関節に対する局所麻酔下

経皮経椎弓根的椎体形成術 

平野健一，出口正男，

中根 健 

第 12 回日本脊椎・脊髄神経手術手

技学会 東京 2005.9.16-9.17 



外来におけるステロイド関節内注入療法 松原浩之，金物壽久 第 20回日本臨床リウマチ学会総会 

神戸 2005.11.4-5 

生物学的製剤の導入時期に関する考察 金物壽久，中根 健，加

藤大三，松原浩之 

第 20回日本臨床リウマチ学会総会 

神戸 2005.11.4-5 

肥厚性脊髄硬膜炎の２例 出口正男 第１回信州脊椎脊髄疾患研究会 

松本 2005.7.2 

真菌性脊椎炎の１例 出口正男 第１回信州脊椎脊髄疾患研究会 

松本 2005.7.2 

脊椎外科の最近の進歩 出口正男 第 4 回長野赤十字病院リハビリテ

ーション医学研究会  長野市 

2005.4.15 

頚椎肥厚性脊髄硬膜炎の１例 中根 健，出口正男，金

物壽久 

第 96 回信州整形外科懇談会 駒ヶ

根 2005.8.20 

鎖骨遠位端骨折における Clavicle hook 

plate の小経験 

松原浩之，出口正男，

林 真利，金物壽久 

第 104 回中部日本整形外科災害外

科学会  大阪 2005.4.14-15 

上腕骨遠位骨端離解２例の検討 林 真利，出口正男，金

物壽久，堀井恵美子 

第 104 回中部日本整形外科災害外

科学会  大阪 2005.4.14-15 

最近経験した血清反応陰性脊椎関節症 中根 健，金物壽久 第 38回信州リウマチ膠原病懇談会 

長野市 2005.4.2 

骨粗鬆性脊椎圧迫骨折偽関節に対する

PMMA 骨セメントを用いた局所麻酔下経

皮・経椎弓根的椎体形成術の経験 

平野健一，出口正男 第 199 回整形外科集談会東海地方

会 名古屋 2005.3.12 

整形外科手術における術前消毒について 加藤大三 第 20 回日本環境感染学会総会 神

戸 2005.2.24-26 

An evaluation of anti-TFNα therapy to 

the patients with rheumatoid arthritis 

Toshihisa Kanamono, 

Takeshi Nakane, 

Hiroyuki Matsubara 

12th APLAR Congress Kuala 

Lumpur Malaysia 2006.8.1-5 

一期的に手術を施行した両側大腿骨頚部

内側骨折の 1 例 

林 真利，出口正男，平

野健一，金物壽久 

第106回中部整形災害外科学会 大

阪 2006.4.7-8 

Ｍｕｌｔｉｃｅｎｔｒｉｃ Ｒｅｔｉｃｕ

ｌｏｈｉｓｔｉｏｃｙｔｏｓｉｓの１例 

関一二三，金物壽久 第 21 回日本臨床リウマチ学会 東

京 2006.11.21-22 

骨盤腔へ穿破した Luque Rod の１例 出口正男，平野健一，

中根 健 

第５回信州脊椎脊髄疾患研究会 

松本 2006.11.25 

術後髄液漏出の１合併症 出口正男，平野健一，

中根 健 

第５回信州脊椎脊髄疾患研究会 

松本 2006.11.25 

Etanercept の治療成績 金物壽久 第 4１回信州リウマチ膠原病懇談

会 長野市 2006.11.4 



外来におけるステロイド関節内注入療法 松原浩之，金物壽久 第 18 回中部リウマチ学会 津市 

2006.9.2 

関節リウマチの疾患活動性と上位頚椎病

変の自然経過 

出口正男，金物壽久 第 35 回リウマチの外科研究会 名

古屋市 2006.8.26 

膝関節内脂肪腫の 1 例 平野健一，出口正男，

金物壽久 

第 39 回日本整形外科学会骨・軟部

腫瘍学術集会 札幌 2006.7.6-7 

妊娠 37 週で再発した頚椎硬膜外血腫 岩月克之，出口正男 第４回信州脊椎脊髄疾患研究会 

長野市 2006.7.8 

関節リウマチの機能再建－手術治療 金物壽久 北信リウマチ治療懇話会 長野市 

2006.6.3 

L4分離すべり症にL3-5 PLIF－Graf手術

を行い，術後五年で L3-4 椎体椎間板圧潰

を生じた 1 例 

出口正男，中根 健 第 3 回信州脊椎脊髄疾患研究会 松

本 2006.3.18 

当科で経験した生物学的製剤使用患者の

感染症 

岩月克之，金物壽久，

中根 健 

第 42回信州リウマチ膠原病懇談会 

松本 2007.4.7 

第５足趾骨原発明細胞肉腫の１例 吉岡 裕，中島浩敦，

浦川 浩，都島幹人 

第 108 回中部日本整形外科災害外

科学会 広島 2007.4.13-14 

PLIF 単独と隣接椎間障害予防のための

Graf 制動術併用との前向き無作為比較 

新城龍一，三浦恭志，

吉原永武 

第 36 回日本脊椎脊髄病学会 金沢 

2007.4.26-27 

Pedicle Screw および椎間 Cage 併用１椎

間 PLIF 術後の体温および血液データの

正常範囲 

出口正男，中根 健，平

野健一 

第 36 回日本脊椎脊髄病学会 金沢 

2007.4.26-27 

高齢者脊椎骨折の診療実態に関する全国

調査 

原田敦，出口正男 第 36 回日本脊椎脊髄病学会 金沢 

2007.4.26-27 

長野県内におけるリウマチ医療の実態調

査 

山崎 秀，金物壽久 第 51 回日本リウマチ学会 横浜 

2007.4.26-29 

リハビリを拒否し著名な関節拘縮をきた

した上腕骨顆部粉砕骨折の 1 例 

関一二三，加藤光朗 第 33 回日本骨折治療学会  東京 

2007.6.29-30 

脊椎硬膜外くも膜嚢胞の１例 新城龍一，出口正男 第 100 回信州整形外科懇談会 松

本 2007.8.18 

頚椎硬膜外血腫の３例 岩月克之，出口正男 第 100 回信州整形外科懇談会 松

本 2007.8.18 

両脛骨対称性Ｂｒｏｄｉｅ膿瘍に対し根

治手術を行った１例 

関一二三，中根 健，

岩月克之，金物壽久 

第 100 回信州整形外科懇談会 松

本 2007.8.18 

長野県内におけるリウマチ医療の実態調

査 

山崎 秀，金物壽久 第 100 回信州整形外科懇談会 松

本 2007.8.18 



生物学的製剤治療普及に向けての他施設

共同成績調査～エタネルセプトの治療成

績 

高橋哲生，金物壽久 第 19 回中部リウマチ学会 富山 

2007.9.8 

生物学的製剤治療普及に向けての他施設

共同成績調査～インフリキシマブの治療

成績 

石井 亘，金物壽久 第 19 回中部リウマチ学会 富山 

2007.9.8 

長野県内のリウマチ医療の実態と生物学

的製剤治療への取り組み 

山崎 秀，金物壽久 第 19 回中部リウマチ学会 富山 

2007.9.8 

Determination of the normal upper 

limit of early-phase enhanced 

inflammatory reaction following spinal 

instrumentation surgery 

Masao Deguchi 22nd Annual Meeting of North 

American Spine Society Austin 

2007.10.23-27 

生物学的製剤使用中に発症した肺障害の

２例 

岩月克之，金物壽久 第 2 回リウマチの肺障害研究会 

松本 2007.10.20 

ＲＡＯ術後遅発性深部感染の１例 関 一二三 第 34回日本股関節学会総会 金沢 

2007.10.11-10.12 

歩隔を変えた時の歩容変化の検討 加藤光朗 第 58 回長野県医学会  上田 

2007.11.18 

人工関節手術における 24時間以内の予防

的抗生剤投与 

吉岡 裕，金物壽久，

出口正男，中根 健，

関 一二三，岩月克之，

新城龍一 

第 58 回長野県医学会  上田 

2007.11.18 

医師夜間当直業務における二交代制の導

入 

出口正男，斎藤隆史，

小林 光 

第 58 回長野県医学会  上田 

2007.11.18 

妊娠 37週で再発し自然消退した頚椎硬膜

外血腫 

岩月克之，出口正男，

金物壽久 

第 109 回中部日本整形外科災害外

科学会  奈良 2007.10.4-5 

高齢者の脊椎骨折に対する保存的治療の

現状について 

倉都滋之，原田敦，出

口正男，末吉泰信 

第 109 回中部日本整形外科災害外

科学会  奈良 2007.10.4-5 

関節リウマチに対する生物学的製剤治療

の多施設共同成績調査 

山崎秀，金物壽久 第 43回信州リウマチ膠原病懇談会 

長野市 2007.11.10 

関節リウマチに対する生物学的製剤の適

応について 

金物壽久 第 43回信州リウマチ膠原病懇談会 

長野市 2007.11.10 

関節リウマチにおける抗核抗体の検討 新城龍一，金物壽久 第 22 回日本臨床リウマチ学会 鹿

児島市 2007.11.30-12.1 

生物学的製剤使用患者の感染症の検討 岩月克之，金物壽久 第 22 回日本臨床リウマチ学会 鹿

児島市 2007.11.30-12.1 



骨粗鬆症に対するアレンドロネートの有

用性の評価 DXA 法および超音波測定法

による 4 年間の経過観察 

中土幸男 (丸の内病院 

整形外科), 立岩裕, 金

物壽久 , 出口正男 , 土

金彰, 熊木昇二 

第 9 回日本骨粗鬆症学会 東京 

2007.11.13-11.16 

生物学的製剤使用中に肺結核を発症，治療

後に生物学的製剤を使用中の一例 

新城龍一，金物壽久 第７回信州膠原病セミナー 長野

市 2008.2.23 

ジュニア期のスポーツ障害と休養 金物壽久 平成 19 年度 県民の健康スポーツ

に関する講演会 長野市 2008.2.23 

脊椎手術における術後炎症性マーカーの

標準値 

出口正男，中根 健，関

一二三，岩月克之，金

物壽久 

第 110 回中部日本整形外科災害外

科学会 大津市 2008.4.11-12 

当院における非転移型大腿骨頚部骨折に

対するハンソンピン術後合併症の検討 

吉岡 裕，出口正男 第 110 回中部日本整形外科災害外

科学会 大津市 2008.4.11-12 

脊椎手術後に上気道閉塞による窒息をき

たした２例 

新城龍一，出口正男 第 110 回中部日本整形外科災害外

科学会 大津市 2008.4.11-12 

高齢者脊椎骨折の鎮痛療法に関する全国

実態調査 ‐厚生労働省長寿医療研究委

託事業から‐ 

出口正男，原田敦，中

野哲雄，倉都滋之，末

吉泰信，町田正文，伊

東学，米澤嘉朗 

第 37回日本脊椎脊髄病学会 東京 

2008.4.24-26 

脊髄腫瘍の疫学 平野健一 , 松山幸弘 , 

酒井義人 , 片山良仁 , 

今釜史郎 , 伊藤全哉 , 

若尾典充 , 佐藤公治 , 

中村博司 , 三浦恭志 , 

吉原永武 , 加藤文彦 , 

湯川泰紹 , 神谷光広 , 

金村徳相, 出口正男 

第 37回日本脊椎脊髄病学会 東京 

2008.4.24-26 

人工関節手術における 24時間以内の予防

的抗菌薬投与 

吉岡 裕，金物壽久，

出口正男，中根 健，関

一二三，岩月克之，新

城龍一 

第 81回日本整形外科学会学術総会 

札幌 2008．5.22-25 

国内における骨粗鬆症性脊椎骨折に対す

る手術治療の現状 －長寿医療研究委託事

業から－ 

伊東学，原田敦，中野

哲雄，倉都滋之，出口

正男，末吉泰信，町田

正文，米澤嘉朗 

第 81回日本整形外科学会学術総会 

札幌 2008．5.22-25 

膝内側半月板後節単独損傷患者の歩行分

析 

加藤光朗，金物壽久，

出口正男，中根 健，関

一二三，岩月克之，新

第 81回日本整形外科学会学術総会 

札幌 2008．5.22-25 



城龍一，吉岡 裕 

治療に難渋している症例 新城龍一 第 9 回信州骨折治療フォーラム 

長野市 2008.3.15 

脊椎手術における術後炎症性マーカーの

標準値 

出口正男 The 8th ATST Meeting 2008 東京 

2008.7.12-13 

膝内側半月板後節単独損傷患者の歩行分

析 

加藤光朗 第 45回日本リハビリテーション医

学会 横浜 2008.6.4-6 

膝内側半月板後節単独損傷の成因の検

討：股関節内旋制限との関連について 

加藤光朗 第 33 回日本膝関節学会  東京 

2008.6.13-14 

保存療法にて軽快した９歳の化膿性脊椎

炎の１例 

両角正義，出口正男 第102回信州整形外科懇談 会佐久

市 2008.8.23 

フォンダパリヌクスのRAO術後出血への

影響 

関一二三，新城龍一，

吉岡裕，小松大悟，両

角正義 

第102回信州整形外科懇談 会佐久

市 2008.8.23 

原因不明の汎血球減少による RA 患者死

亡症例 

石川尚人 第 20 回中部リウマチ学会 浜松市 

2008.9.6 

当院における乾癬性関節炎の治療の現状 石川尚人，金物壽久 第 20 回中部リウマチ学会 浜松市 

2008.9.6 

関節リウマチの生物学的製剤治療におけ

る医療連携上の問題点 

山崎 秀，金物壽久 第 20 回中部リウマチ学会 浜松市 

2008.9.6 

Ｍｕｌｔｉｃｅｎｔｒｉｃ Ｒｅｔｉｃｕ

ｌｏｈｉｓｔｉｏｃｙｔｏｓｉｓの１例 

吉岡 裕，金物壽久 第 111 回中部日本整形外科災害外

科学会  金沢市 2008.10.17-18 

術後炎症性マーカーとしての C 反応性タ

ンパクと血清アミロイド A の比較－脊椎

手術後の調査－ 

出口正男，関一二三，

新城龍一，吉岡裕 

第 17回日本脊椎インストゥルメン

テ ー シ ョ ン 学 会  名 古 屋 

2008.10.2-3 

深部静脈血栓症予防薬のRAO術後出血へ

の影響 

関一二三 第 35 回日本股関節学会学術集会 

大阪 2008.12.5-6 

外傷後変形性股関節症に対しカップ形成

術を施行した 1 例 

関一二三 第 35 回日本股関節学会学術集会 

大阪 2008.12.5-6 

骨粗鬆症性脊椎骨折の治療 骨粗鬆症性脊

椎圧迫骨折に対する外固定治療の現状と

課題 

倉都滋之(国立病院機構

呉医療センター  整形

外科), 原田敦, 中野哲

雄 , 出口正男 , 末吉泰

信, 町田正文, 伊東学 

第 10 回日本骨粗鬆症学会 大阪 

2008.10.31-11.2 

在宅酸素療法を行いながら生物学的製剤

を使用している２症例 

石川尚人，金物壽久，

増渕 雄 

第 8 回信州膠原病セミナー 長野

市 2009.2.21 



生物学的製剤使用中の手術 金物壽久，石川尚人 第 39 回日本人工関節学会 東京 

2009.2.13-14 

当院における先天性股関節亜脱臼の治療

成績 

吉岡裕，山田順亮，加

藤光朗 

第 112 回中部日本整形外科災害外

科学会  京都 2009.4.9-10 

末梢動脈疾患（PAD)を合併した脊椎疾患

患者の術後合併症 

出口正男，新城龍一，

吉岡裕，関一二三，金

物壽久 

第 112 回中部日本整形外科災害外

科学会  京都 2009.4.9-10 

骨髄異形成症候群の経過中に胸椎硬膜外

腫瘍を形成した１例 

新城龍一，出口正男，

両角正義 

第 112 回中部日本整形外科災害外

科学会  京都 2009.4.9-10 

Juvenile Tillaux fracture の 2 例 小松大悟，出口正男 第 112 回中部日本整形外科災害外

科学会  京都 2009.4.9-10 

保存療法にて軽快した９歳の化膿性脊椎

炎の１例 

両角正義，出口正男 第 112 回中部日本整形外科災害外

科学会  京都 2009.4.9-10 

脊椎インストゥルメンテーション手術に

おける術後 C 反応性タンパク上昇の標準

値 

出口正男，新城龍一 第 38回日本脊椎脊髄病学会 神戸 

2009.4.23-25 

腰部脊柱管狭窄症と末梢動脈疾患の合併

率，整形外科外来での有用な検査法につい

ての検討～multicenter study～ 

今釜史郎，松山幸弘，

酒井義人，伊藤全哉，

若尾典充，出口正男 

第 38回日本脊椎脊髄病学会 神戸 

2009.4.23-25 

肺障害を持つ患者に対する生物学的製剤

の使用 

石川尚人，金物壽久，

増渕 雄 

第 46回信州リウマチ膠原病懇談会 

松本市 2009.4.4 

生物学的製剤使用による関節リウマチ患

者における CRP と ESR の相関について 

石川尚人，金物壽久 第 53 回日本リウマチ学会 東京 

2009.4.23-26 

55 歳以上変形性股関節症４症例に対する

寛骨臼回転骨切り術の短期成績 

関一二三，吉岡 裕，

小松大悟，両角正義 

第 104 回信州整形外科懇談会 松

本市 2009.8.22 

呼吸器疾患患者に対する生物学的製剤使

用 

石川尚人，吉岡 裕，

金物壽久 

第 21回中部リウマチ学会 金沢市 

2009.9.5 

Tocilizumab 投与により高 CRP 血症を生

じた関節リウマチ患者の１例 

吉岡 裕，石川尚人，

金物壽久 

第 21回中部リウマチ学会 金沢市 

2009.9.5 

末梢動脈疾患を有する腰部脊柱管狭窄症

患者に潜むリスク 

出口正男 第１回長野整形外科 Meeting 長

野市 2009.8/27 

PAD 合併の有無からみた腰部脊柱管狭窄

症患者のリスク 

出口正男 平成 21 年秋期北信整形外科医会 

長野市 2009.10.13 

生物学的製剤使用関節リウマチ患者の妊

娠使用例について -トシリズマブを使用

中に妊娠した 1 例- 

石川尚人，金物壽久 第 47回信州リウマチ膠原病懇談会 

長野市 2009.10.24 



関節リウマチ治療における病診連携 金物壽久 第 45 回日本赤十字社医学会総会 

前橋市 2009.10.15-16 

当院における乾癬性関節炎の 11 例 小松大悟，石川尚人，

金物壽久 

第 19回日本脊椎関節炎研究会 長

野 2009.9.12 

呼吸器疾患患者に対する生物学的製剤の

使用 

石川尚人，金物壽久 第 24回日本臨床リウマチ学会 岩

手市 2009.11.20-21 

生物学的製剤使用による関節リウマチ患

者における CRP と ESR の相関について 

石川尚人，金物壽久 第 24回日本臨床リウマチ学会 岩

手市 2009.11.20-21 

関節リウマチ患者における骨密度（DXA

法）の推移 

吉岡 裕，金物壽久，

石川尚人 

第 54 回日本リウマチ学会 神戸 

2010.4.22-25 

継続率からみた生物学的製剤治療の現状

－多施設研究グループ1185例からの検討

－ 

小嶋俊久，林真利，石

川尚人，石黒直樹 

第 54 回日本リウマチ学会 神戸 

2010.4.22-25 

若年女性に対する生物学的製剤の使用実

態について 

石川尚人，吉岡 裕，

金物壽久，石黒直樹 

第 54 回日本リウマチ学会 神戸 

2010.4.22-25 

硬膜外ブロック後に生じた脊椎硬膜下血

腫 

両角正義，出口正男 第 13 回信州脊椎脊髄疾患研究会 

松本 2010.3.27 

術後炎症性マーカーとしての血清アミロ

イド A の有用性 －PLIF 術後患者にお

ける検討－ 

出口正男，関一二三，

吉岡裕，小松大悟，両

角正義 

第 114 回中部日本整形外科災害外

科学会 名古屋 2010.4.9-10 

関節リウマチ患者における生物学的製剤

一次無効例の検討 

吉岡 裕，石川尚人，

金物壽久 

第 114 回中部日本整形外科災害外

科学会 名古屋 2010.4.9-10 

術後炎症性マーカーとしての血清アミロ

イド A の有用性 －PLIF 術後患者にお

ける検討－ 

出口正男，関一二三，

吉岡裕，小松大悟，両

角正義 

第 33 回日本骨・関節感染症学会 

東京 2010.6.19 

脊椎手術における術後炎症性マーカーの

基準値の策定 

出口正男，関一二三，

吉岡裕，小松大悟，両

角正義 

第 33 回日本骨・関節感染症学会 

東京 2010.6.19 

INFLUENCE OF BIOLOGIC AGENTS 

AT THE CORRELATION BETWEEN 

C-REACTIVE PROTEIN (CRP) AND 

ERYTHROCYTE SEDIMENTATION 

RATE (ESR) IN PATIENTS WITH 

RHEUMATOID ARTHRITIS 

H Ishikawa, T 

Kanamono 

EULAR 2010 Rome 2010.6.16-19 



TREATMENT OF YOUNG FEMALE 

PATIENTS WITH RHEUMATOID 

ARTHRITIS USING BIOLOGICAL 

AGENTS - RESULTS FROM 6 YEARS 

OF SURVEILLANCE OF CLINICAL 

PRACTICE IN JAPANESE TBC 

REGISTRY FOR THE PATIENTS 

WITH RHEUMATOID ARTHRITIS 

USING BIOLOGICS 

H.Ishikawa, T. 

Kanamono, T.Kojima, 

N.Ishiguro 

EULAR 2010 Rome 2010.6.16-19 

DRUG SURVIVAL RATE FOR 

INFLIXIMAB AND ETANERCEPT 

COMBINED WITH LOW DOSE MTX 

IN JAPAN- RESULTS FROM 6 YEARS 

OF SURVEILLANCE OF CLINICAL 

PRACTICE IN JAPANESE TBC 

REGISTRY FOR THE PATIENTS 

WITH RHEUMATOID ARTHRITIS 

USING BIOLOGICS 

T.Kojima, 

Y.Kanayama, 

T.Shioura, 

M.Hayashi, 

K.Funahashi, 

Y.Hirano, T.Oguchi, 

H.Takagi, 

H.Ishikawa, Y.Yabe, 

A.Kaneko, N.Ishiguro 

EULAR 2010 Rome 2010.6.16-19 

関節リウマチのエタネルセプトによる治

療状況-２つの多施設共同研究から- 

小嶋俊久，金山康秀，

林真利，加藤大三，松

原浩之，石川尚人，石

黒直樹 

第 22 回中部リウマチ学会 新潟 

2010.9.4 

信州リウマチネットワークを介した地域

格差の是正への取り組み 

山﨑秀，金物壽久 第 22 回中部リウマチ学会 新潟 

2010.9.4 

関節リウマチ患者へのトシリズマブ無効

症例についての検討 

石川尚人，金物壽久 第 22 回中部リウマチ学会 新潟 

2010.9.4 

Adalimumab 使用 RA 患者脱落症例につ

いての検討 

松崎圭，金物壽久，石

川尚人 

第 22 回中部リウマチ学会 新潟 

2010.9.4 

年長児先天股脱に対する観血的整復術（広

範囲展開法）の治療成績 

加藤光朗，関一二三，

山田順亮 

第 106 回信州整形外科懇談会 岡

谷 2010.8.21 

整形外科医臨床医が CT 画像に求めるも

の 

出口正男 長野県 CT 撮影技術研究会 第９

回 CT セ ミ ナ ー  長 野 市 

2010.8.28 

骨盤変形の著しい二次性股関節症に対し

RAO を施行した１例 

関一二三 第 37 回日本股関節学会 福岡 

2010.10.1-2 

エタネルセプトによる薬剤性肺障害が疑

われた一例 

降旗兼行，増渕 雄，

石川尚人，金物壽久 

第 2 回  Japan Rheumatology 

Conference 東京 2010.11.26 



アクテムラによる感染症の症例 石川尚人，金物壽久 第 2 回  Japan Rheumatology 

Conference 東京 2010.11.26 

関節リウマチ患者に対するアバタセプト

投与症例に対する検討 

石川尚人，金物壽久 第 25回日本臨床リウマチ学会 東

京 2010.11.27-28 

当院における生物学的製剤の選択 石川尚人，金物壽久 北信医学会 長野 2010.12.8 

Adalimumab 使用 RA 患者脱落症例につ

いての検討 

石川尚人，金物壽久 第 48回信州リウマチ膠原病懇談会 

松本 2010.3.20 

２歳時発症し５歳時手術を行なった円板

状半月の１例 

加藤光朗，山田順亮，

関一二三，松崎圭，小

松大悟，両角正義 

第 21 回日本小児整形外科学会 徳

島市 2010.11.26-27 

当科における Overhead traction 法の治

療成績 

加藤光朗，関一二三，

吉岡裕，山田順亮 

第 25 回東海小児整形外科懇話会 

名古屋市 2010.2.13 

年長児先天股脱に対する観血的整復術（広

範囲展開法）の治療成績 

加藤光朗，関一二三，

山田順亮 

第106回信州整形外科懇談会 岡谷

市 2010.8.21 

スポーツ活動で発症した外側半月板前節

単独損傷 

加藤光朗，金物壽久，

出口正男，石川尚人，

関一二三，吉岡裕，小

松大悟，両角正義 

日本関節鏡・膝・スポーツ整形外

科学会（ JOSKAS）  宜野湾市 

2010.7.2-4 

ノルディック競技（クロスカントリー・ジ

ャンプ・コンバインド）のジュニア選手に

対する医科学サポートの実際 

相澤充，加藤光朗，石

黒裕乃，黒岩敏明 

第 21 回日本臨床スポーツ医学会 

つくば市 2010.11.6-7 

頸椎後方手術後の重症合併症 出口正男 第５回 NSG 頸椎セミナー 名古

屋 2011.2.11 

ロコモティブ症候群と腰痛 -整形外科専

門医へ紹介するタイミング- 

出口正男 笛 吹 市 医 師 会 学 術 講 演 会 

2011.7.21 笛吹市 

不安定型骨盤輪骨折に対する  Screw 

Galveston 法による治療経験 

佐藤 馨，出口正男，

関一二三，小早川知範，

小清水宏行 

第108回信州整形外科懇談会 松本 

2011.8.20 

当院におけるアバタセプトの治療成績～

実地診療による短期成績と臨床治験によ

る長期成績～ 

小早川知範，石川尚人，

金物壽久 

第 23 回中部リウマチ学会 長野市 

2011.9.3 

関節リウマチ患者に対するアバタセプト

の半量投与についての検討 

石川尚人，金物壽久，

小早川友範，金子敦史，

小嶋俊久，石黒直樹 

第 23 回中部リウマチ学会 長野市 

2011.9.3 

トシリズマブ投与中に妊娠，出産を２回経

験した１例 

小清水宏行，石川尚人，

小早川知範，金物壽久 

第 23 回中部リウマチ学会 長野市 

2011.9.3 



Tocilizumab 投与による新旧寛解基準の

寛解達成には罹病期間が影響する 

矢部裕一朗，小嶋俊久，

金子敦史，塩浦朋根，

小早川知範，石黒直樹 

第 23 回中部リウマチ学会 長野市 

2011.9.3 

生物学的製剤使用中の有害事象発生の経

年的変化-多施設生物学的製剤治療研究

（TBC）登録症例から- 

小嶋俊久，石川尚人，

林 真利，石黒直樹 

第 23 回中部リウマチ学会 長野市 

2011.9.3 

生物学的製剤使用したリウマチ患者の妊

娠症例について 

石川尚人，金物壽久，

小嶋俊久，金子敦史，

石黒直樹 

第 55 回日本リウマチ学会 神戸 

2011.7.17-20 

抗 TNF 療法中止例に対する second 

biologics の臨床効果について ～TNF 阻

害薬 ｖｓ ＴＣＺ～ 

小早川知範，石川尚人，

金物壽久，石黒直樹 

第 55 回日本リウマチ学会 神戸 

2011.7.17-20 

関節リウマチ患者に対するアバタセプト

投与症例に対する検討 

石川尚人，金物壽久，

小嶋俊久，金子敦史，

石黒直樹 

第 55 回日本リウマチ学会 神戸 

2011.7.17-20 

血液疾患のある関節リウマチ患者への生

物学的製剤の投与 

石川尚人，降旗兼行，

金物壽久 

第 55 回日本リウマチ学会 神戸 

2011.7.17-20 

リウマチ治療におけるDAS28評価の必要

性について 

山崎 秀，金物壽久 第 55 回日本リウマチ学会 神戸 

2011.7.17-20 

RA に対するトシリズマブの年齢による

影響―多施設研究グループ登録症例から

の検討― 

浅井信之，石川尚人，

小早川知範，石黒直樹 

第 55 回日本リウマチ学会 神戸 

2011.7.17-20 

継続率からみた生物学的製剤の治療現状

と予後予測－多施設（TBC)登録 1481 例

より－ 

小嶋俊久，林 真利，

石川尚人，石黒直樹 

第 55 回日本リウマチ学会 神戸 

2011.7.17-20 

インフリキシマブ継続率の予後予測因子

の検討－多施設共同研究グループ（TBC)

より－ 

花林雅裕，林 真利，石

川尚人，石黒直樹 

第 55 回日本リウマチ学会 神戸 

2011.7.17-20 

Infliximab の長期継続例に対する検討－

TBC 登録症例から－ 

舟橋康治，林 真利，

石川尚人，石黒直樹 

第 55 回日本リウマチ学会 神戸 

2011.7.17-20 

エタネルセプトの投与回数による検討－

TBC のデータから－ 

林 真利，石黒直樹，

石川尚人 

第 55 回日本リウマチ学会 神戸 

2011.7.17-20 

名古屋大学整形外科関連施設のエタネル

セプト投与継続率－MTX 併用，非併用の

比較検討 

土屋廣起，林 真利，

吉岡 裕，石黒直樹 

第 55 回日本リウマチ学会 神戸 

2011.7.17-20 

開始時疾患活動性からみたエタネルセプ

トの継続率－多施設研究グループからの

検討－ 

松原浩之，林 真利，

石川尚人，石黒直樹 

第 55 回日本リウマチ学会 神戸 

2011.7.17-20 



エタネルセプト投与例の疾患背景と継続

率の検討 －TBC データから初期と近年

の比較－ 

小口 武，林 真利，

石黒直樹，石川尚人 

第 55 回日本リウマチ学会 神戸 

2011.7.17-20 

多施設共同研究グループにおけるトシリ

ズマブ使用関節リウマチ患者１２３例の

有効性検討 

矢部裕一朗，小早川知

範，石川尚人，石黒直

樹 

第 55 回日本リウマチ学会 神戸 

2011.7.17-20 

脊椎手術後の致死的合併症 松崎 圭，出口正男 第 18 回日本脊椎・脊髄神経手術手

技学会 浦安 2011.9．23-24 

進行期例に施行したRAOの短期成績と術

後被覆の検討 

関一二三 第 38 回日本股関節学会 鹿児島 

2011.10.7-8 

頸椎硬膜外ブロック後に生じた血腫 松崎 圭 第 16 回信州脊椎脊髄疾患研究会 

長野市 2011.10.15 

脊椎インストゥルメンテーション手術

SSI の早期診断 ～血液検査データから

のアプローチ～ 

出口正男 第 16 回信州脊椎脊髄疾患研究会 

長野市 2011.10.15 

不安定型骨盤輪骨折に対する  Screw 

Galveston 法による治療経験 

佐藤 馨，関一二三，

松崎 圭，両角正義，

出口正男 

第 117 回中部日本整形外科災害外

科学会  山口 2011.10.28-29 

関節リウマチ患者に対するアバタセプト

の半量投与についての検討 

石川尚人，林真利，小

早川知範，金物壽久 

第 26回日本臨床リウマチ学会 横

浜 2011.12.3-4 

長野県下２施設による Golimumab 臨床

試験結果 

林真利，小早川知範，

金物壽久，石川尚人 

第 26回日本臨床リウマチ学会 横

浜 2011.12.3-4 

当院における関節リウマチ患者死亡分析 林真利，小早川知範，

金物壽久，関一二三，

松崎圭，佐藤馨，小清

水宏行，出口正男，加

藤光朗 

第 26回日本臨床リウマチ学会 横

浜 2011.12.3-4 

当院における人工肘関節の傾向と中期成

績 － 非 利 き 手 の 疼 痛 改 善 が よ い

Coonrad-Morrey, 利き手の機能改善が良

い Kudo－ 

林 真利，加藤光朗，

出口正男，関一二三，

松崎 圭，小早川知範，

佐藤 馨，小清水宏行，

金物壽久，小嶋俊久，

石黒直樹，堀井恵美子 

第 42 回日本人工関節学会 沖縄 

2012.2.24-25 

末梢動脈疾患を合併した腰部脊柱管狭窄

症の周術期リスク 

出口正男，松崎圭，両

角正義，新城龍一，吉

岡裕，関一二三，石黒

直樹 

第 85回日本整形外科学会学術総会 

京都 2012.5.17-5.20 



当院における関節リウマチ患者死亡例

144 例の分析結果 

林真利，加藤光朗，出

口正男，関一二三，松

崎圭，小早川知範，佐

藤馨，小清水宏行，金

物壽久，石黒直樹 

第 85回日本整形外科学会学術総会 

京都 2012.5.17-5.20 

慢性関節リウマチ患者に対する抗 TNF-

α製剤使用下での人工関節置換術の有効

性 

林真利，加藤光朗，出

口正男，関一二三，松

崎圭，小早川知範，佐

藤馨，小清水宏行，金

物壽久，小嶋俊久，石

黒直樹 

第 85回日本整形外科学会学術総会 

京都 2012.5.17-5.20 

転移性脊椎腫瘍による進行性脊髄麻痺に

対する緊急姑息的手術の治療成績 －5

施設 57 例の多施設研究－ 

松本明之，金村徳相，

佐竹宏太郎，出口正男，

松崎圭，佐藤公治，神

谷光弘，吉永永武，今

釜史郎，伊藤全哉，石

黒直樹 

第 85回日本整形外科学会学術総会 

京都 2012.5.17-5.20 

外側半月板前節損傷に対する鏡視下縫合

術の治療経験 

加藤光朗，金物壽久，

出口正男，林真利，関

一二三 

第 85回日本整形外科学会学術総会 

京都 2012.5.17-5.20 

多施設共同研究で多変量解析より検討，

tocilizumab 投与による新・旧寛解基準の

寛解達成には罹病期間が共通に影響する 

矢部裕一朗，小嶋俊久，

金子敦史，斉藤究，浅

井信之，小早川知範，

石黒直樹 

第 85回日本整形外科学会学術総会 

京都 2012.5.17-5.20 

RA 患者に使用した抗 TNF 療法中止例に

対する second biologics の臨床効果 －

抗 TNF 製剤とトシリズマブの比較 52

週後の経過について－ 

小早川知範，矢部裕一

朗，塩浦朋根，浅井信

之，林真利，金物壽久，

小嶋俊久，石黒直樹 

第 85回日本整形外科学会学術総会 

京都 2012.5.17-5.20 

Abatacept 使用中の関節リウマチ患者に

おける整形外科的手術 －多施設共同研

究（TBC)より－ 

高橋伸典，金子敦史，

来田大平，石川尚人，

佐藤智太郎，小口武，

林真利，平野裕司，吉

岡裕，小嶋俊久，石黒

直樹 

第 85回日本整形外科学会学術総会 

京都 2012.5.17-5.20 

リウマチ患者の妊娠・周産期の治療につい

て－多施設共同研究による生物学的製剤

使用症例について検討－ 

石川尚人，神田裕康，

来田大平，金子敦史，

佐藤智太郎，金物壽久，

坪井声示，平野裕司，

第 85回日本整形外科学会学術総会 

京都 2012.5.17-5.20 



三宅洋之，小嶋俊久，

石黒直樹 

生物学的製剤使用中の関節リウマチ患者

におけるリンパ増殖性疾患 －多施設共

同研究（TBC)より－ 

高橋伸典，小嶋俊久，

小口武，坪井声示，藤

林孝義，林真利，石川

尚人，金子敦史，来田

大平，舟橋康治，石黒

直樹 

第 85回日本整形外科学会学術総会 

京都 2012.5.17-5.20 

大腿骨近位部骨折における骨接合術後の

炎症性マーカーの変化の検討 

松崎圭，出口正男，小

早川知範，佐藤馨，小

清水宏行 

第 118 回中部日本整形外科災害外

科学会  大阪 2012.4.16-4.17 

転移性脊椎腫瘍による進行性脊髄麻痺に

対する緊急姑息的手術の有用性と生命予

後 

松本明之，金村徳相，

佐竹宏太郎，佐藤公治，

今釜史郎，伊藤全哉，

出口正男，松崎圭 

第 41 回日本脊椎脊髄病学会 久留

米 2012.4.19-4.21 

腰椎分離症・分離すべり症の手術症例－成

人例における検討 

平野健一 , 今釜史郎 , 

伊藤全哉 , 佐藤公治 , 

加藤文彦 , 湯川泰紹 , 

金村徳相, 出口正男 

第 41 回日本脊椎脊髄病学会 久留

米 2012.4.19-4.21 

骨粗鬆症と腰痛の病診連携 －診断と治

療－ 

出口正男 第 1 回医青会学術懇話会 長野市 

2012.7.6 

外反骨切り併用 RAO9 例の短期経過 関一二三，松崎 圭，

小早川知範，清水宏行，

斎木 康 

第 110 回信州整形外科懇談会 松

本 2012.8.18 

エタネルセプト使用時に流産し，中止した

後妊娠成立した１例 

小清水宏行，林 真利，

石川尚人，松崎 圭，

小早川知範，金物壽久 

第 24回中部リウマチ学会 名古屋  

2012.8.31-9.1 

RA 患者に対する first bio 使用状況と 52

週時継続率について ～抗 TNF-α阻害

薬と TCZ と ABT との比較～ 

小早川知範，林 真利，

金物壽久，石黒直樹 

第 24回中部リウマチ学会 名古屋  

2012.8.31-9.1 

Adalimumab2 回投与後に発症，軽快後再

発し死亡したレジオネラ肺炎の１例 

林 真利，小早川知範，

金物壽久，曾田有香，

増渕 雄，降旗兼行，

倉石 博，小嶋俊久，

石黒直樹 

第 24回中部リウマチ学会 名古屋  

2012.8.31-9.1 

Salazosulfapyridine に よ る

Stevens-Johnson Syndrome の１例 

松崎 圭，金物壽久，

林 真利，小早川知範，

久保仁美，御子柴育朋 

第 24回中部リウマチ学会 名古屋  

2012.8.31-9.1 



アバタセプトの治療予測因子の検討 ～

RF と MMP-3 について～ 

小早川知範，高橋伸典，

林 真利，金子敦史，

石川尚人，来田大平，

吉岡 裕，金物壽久，

小嶋俊久，石黒直樹 

第 24回中部リウマチ学会 名古屋  

2012.8.31-9.1 

アバタセプトによるインフルエンザワク

チン接種によるインフルエンザ抗体価に

関する検討 

石川尚人，金子敦史，

来田大平，高橋伸典，

林 真利，神田裕康，

佐藤智太郎 

第 24回中部リウマチ学会 名古屋  

2012.8.31-9.1 

当院生物製剤使用リウマチ患者における

昨シーズンのインフルエンザ抗体価 

林 真利，小早川知範，

金物壽久，松崎 圭，

小清水宏行，出口正男 

第 24回中部リウマチ学会 名古屋  

2012.8.31-9.1 

Langerhans cell histiocytosisによって斜

頸位を呈した 2 例 

小清水宏行，林 真利，

加藤光朗，松崎 圭，

小早川知範，出口正男 

中部日本整形外科災害外科学会 

福井市 2012.10.5-6 

Seroresponse Rates After Influenza 

Vaccination in Rheumatoid Arthritis 

Patients Treated with Biological Agents 

During the 2011–2012 Flu Season 

Masatoshi Hayashi, 

Toshihisa Kojim2, 

Naoki Ishiguro, 

Tomonori 

Kobayakawa, 

Toshihisa Kanamono 

American College of 

Rheumatology Annual Meeting 

Washington DC 2012.10.10-14 

Correlation Between Abatacept and 

Rheumatoid Factor – Can Rheumatoid 

Factor Be a Predictive Factor for 

Abatacept? 

Tomonori 

Kobayakawa, 

Masatoshi Hayashi, 

Toshihisa Kanamono, 

Atsushi Kaneko, 

Toshihisa Kojima, 

Naoki Ishiguro 

American College of 

Rheumatology Annual Meeting 

Washington DC 2012.10.10-14 

骨粗鬆症・ロコモティブシンドロームの克

服 ～健康長寿のために～ 

出口正男 第 6 回 NSG 市民公開講座 名古屋 

2013.3.9 

生物学的製剤使用中の関節リウマチにお

ける悪性リンパ腫発生についての検討―

多施設共同研究（TBCR）より― 

高橋伸典，林 真利，

石黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

Golimumab の使用状況と短期成績～

TBCR 登録症例における Adalimubab と

の背景比較～ 

舟橋康治，林 真利，

石黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

関節リウマチ患者に対する，Abatacept

の長期成績－長期間にわたる治療効果増

高橋伸典，林 真利，

石黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 



強傾向を中心として－ 

高疾患活動性の関節リウマチ患者に対す

る Abatacept の治療効果－多施設共同研

究 TBCR より－ 

高橋伸典，林 真利，

石黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

Bio-naïve 症例と Bio-switch 症例におけ

るアバタセプトの治療効果の比較－多施

設共同研究グループ（TBCR）より－ 

花林雅裕，林 真利，石

黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

ゴリムマブ（GLM）の関節リウマチ患者

に対する効果・安全性・継続率について－

TBCR 多施設研究より－ 

石川尚人，林 真利，

石黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

抗 TNF-α療法中止例に対する second 

biologics の継続率に係わる因子について 

小早川知範，林 真利，

金物壽久，小嶋俊久，

石黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

関節リウマチ患者（ RA ）における

Abatacept の有用性－罹病期間に着目し

た他剤との比較－ 

吉岡 裕，林 真利，

石黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

関節リウマチ患者のインフルエンザワク

チン接種による抗体価の検討－アバタセ

プトについての検討－ 

石川尚人，林 真利，

佐藤智太郎 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

関節リウマチにおけるゴリムマブの

50mg/4 週から 100mg/4 週への増量の効

果の検討～多施設登録研究 TBCR より～ 

平野裕司，林 真利，

石黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

エタネルセプトの長期継続性の検討 

TBC のデータから 

松原浩之，林 真利，

石黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

Tocilizumab による関節リウマチ治療に

おける MTX 併用の重要性－Tsurumai 

Biologics Communication Registry 登録

症例による治療予後予測因子の検討－ 

小嶋俊久，林 真利，

石黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

関節リウマチ患者に対する第一生物学的

製剤の使用状況と 52W週時継続率につい

て～抗 TNF-α阻害薬と抗 IL-6 受容体阻

害薬と T 細胞選択的刺激調整剤との比較

～ 

小早川知範，林 真利，

金物壽久，石黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

TBC registry における abatacept 治療効

果に対する MTX 併用の有無別の検討 

寺部健哉，林 真利，

石黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

関節リウマチの TNFα阻害薬による効果

不十分例における Abatacept の治療反応

小嶋俊久，林 真利，

石黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 



性－TBCR 登録例から 

市 販 後 投 与 開 始 24 週 経 過 し た

golimumab の傾向について－50 ㎎投与

群を中心に－ 

林 真利，小早川知範，

金物壽久 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

手術治療を要する関節リウマチ患者に対

するトシリズマブの有用性 

浅井秀司，林 真利，

小早川知範，石黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

関節リウマチにおける golimumab の

naïve と switch 症例に対する有用性の比

較 

竹本東希，林 真利，

平野裕司 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

Infliximab の長期薬剤継続率において，

MTX併用用量の影響を認めなかった －

多施設共同研究データベース TBCR より

－ 

高橋伸典，林 真利，

石黒直樹 

第 57 回日本リウマチ学会 京都 

2013.4.18-20 

S-ROM stem を用いた人工股関節再置換

術 7 例の経験 

関一二三，松崎圭，小

清水宏行，斎木康 

第 112 回信州整形外科懇談会 

2013.8.17 長野市 

人工膝関節周囲骨折に対する当院の治療

方針 

小清水宏行，金物壽久，

加藤光朗，出口正男，

林真利，関一二三，松

崎圭，斎木康 

第 112 回信州整形外科懇談会 

2013.8.17 長野市 

脊柱靭帯骨化を伴った頸椎における外傷

後の咽頭後壁血腫の 1 例 

松崎圭，出口正男，加

藤光朗，林真利，関一

二三，小清水宏行，斎

木康，金物壽久 

第 112 回信州整形外科懇談会 

2013.8.17 長野市 

脊柱靭帯骨化に生じたチャンス骨折の 2

例 

松崎 圭，出口正男，

林 真利，小清水宏行 

第 121 回中部日本整形外科災害外

科学会 2013.10.2-3 名古屋市 

ビスフォスフォネート剤長期内服中に生

じた非定型大腿骨骨折の 2 例 

小清水宏行，林 真利，

加藤光朗，松崎 圭，

出口正男 

第 121 回中部日本整形外科災害外

科学会 2013.10.2-3 名古屋市 

ビスフォスフォネート長期内服中に生じ

た非定型大腿骨骨折の１例 

斎木 康，林 真利，

加藤光朗，出口正男，

関一二三，松崎 圭，

小清水宏行，金物壽久 

第 234 回整形外科集談会東海地方

海 2013.12.21 名古屋市 

観血的治療を要した脛骨遠位骨端線損傷

の２例 

小清水宏行，加藤光朗，

出口正男，林 真利，

関一二三，松崎 圭，

斎木 康，金物壽久 

第 234 回整形外科集談会東海地方

海 2013.12.21 名古屋市 



C5-6 脱臼外傷性ヘルニアに合併した椎骨

動脈閉塞の 1 例 

松﨑圭，出口正男，小

早川知範 

第 123 回中部日本整形外科災害外

科学会  2014.10.3-4 名古屋市 

S-ROM stem を用いた人工股関節再置換

術８例の経験 

関一二三，小清水宏行 第 44 回日本人工関節学会 沖縄 

2014.2.21-22 

後縦靭帯骨化症と黄色靭帯骨化症 最新

手術療法について 

出口正男 平成 26年度長野市難病研修交流会 

2014.10.8 長野市 

頸椎硬膜外血腫の自然消退例と手術例 斎木康，出口正男，松

崎圭，金物壽久 

第 123 回中部日本整形外科災害外

科学会  2014.10.3-4 名古屋市 

骨粗鬆症関連骨折～外科的治療と薬物治

療～ 

出口正男 上水内医師会 第 183 回臨床懇話

会 2014.7.29 長野市 

6 歳男児にみられた膝蓋靱帯骨化の 1 例 加藤 光朗，出口 正男，

林 真利，関 一二三，

松崎 圭，小清水 宏行，

齊木 康，金物 壽久 

日本関節鏡・膝・スポーツ整形外

科学会 2014.7.24-26 広島 

スポーツ障害とリハビリテーション 金物壽久 運 動 器 セ ラ ピ ス ト 研 修 会 

2014.511 長野市 

日常生活動作で生じた橈骨頭単独後方脱

臼の１例 

小清水宏行，松崎圭，

斎木康，出口正男 

第 123 回中部日本整形外科災害外

科学会  2014.10.3-4 名古屋市 

ロコモティブシンドロームと運動療法 出口正男 第 5 回信州運動器診療フォーラム 

2014.11.8 松本 

ロコモティブシンドロームと運動療法 出口正男 運 動 器 セ ラ ピ ス ト 研 修 会 

2014.511 長野市 

In Palindromic Rheumatism, Older Age, 

Shorter Interval Between Attacks and 

Positive Anti-CCP Antibodies May 

Predict Progression to RA 

Masatoshi Hayashi, 

Jackie L. Nam, Laura 

Hunt, Elizabeth 

Hensor, Toshihisa 

Kanamono, Toshihisa 

Kojima, Naoki 

Ishiguro and Paul 

Emery 

American College of 

Rheumatology Annual Meeting 

Boston 2014.11.14-19 

人工膝関節周囲骨折に対して逆行性髄内

釘を用いた治療経験 

小清水宏行，加藤光朗，

出口正男，林真利，関

一二三，松崎圭，斎木

第 44 回日本人工関節学会 沖縄 

2014.2.21-22 



康，金物壽久 

SUMMIT の固定性に関する X 線評価 関一二三，小清水宏行 第 45 回日本人工関節学会 福岡 

2015.2.27-28 

間質性肺炎を契機に MTX からイグラチ

モドに switch し著効した関節リウマチの

一例 

小清水宏行，林真利，

出口正男 

第 124 回中部日本整形外科災害外

科学会  金沢市 2015.4.10-11 

回帰性リウマチの関節リウマチへの移行

予測について 

林 真利，金物壽久，

小嶋俊久，高橋伸典，

舟橋康治，石黒直樹 

第 59 回 日 本 リ ウ マ チ 学 会 

2015.4.23-4.25 

外側半月板縫合術後に腓骨神経損傷を合

併した１例 

加藤光朗，松原浩之 第 7 回日本関節鏡・膝・スポーツ

整 形 外 科 学 会  札 幌 市 

2015.6.18-20 

鎖骨骨幹部骨折に対する髄内釘とプレー

トを用いた治療経験 

小清水宏行，関一二三 第 41回日本骨折治療学会 奈良市 

2015.6.26-27 

関節リウマチの足部障害と ADL 松原浩之，林真利，岸

本賢治 

第 27回中部リウマチ学会 名古屋

市 2015.9.4-5 

トシリズマブ投与中に肝膿瘍を発症した

１例 

岸本賢治，石川尚人，

林真利，松原浩之，金

物壽久 

第 27回中部リウマチ学会 名古屋

市 2015.9.4-5 

多施設共同研究より Tocilizumab47 例の

5 年継続率を MTX の併用有無から検討 

矢部裕一朗，金物壽久，

林真利，松原浩之 

第 27回中部リウマチ学会 名古屋

市 2015.9.4-5 

MTX 増量可能後の First bio の使用状況

と継続率について～Tsurumai Biologic 

Communication Registry からの検討～ 

小早川友範，林真利，

石黒直樹 

第 27回中部リウマチ学会 名古屋

市 2015.9.4-5 

トシリズマブおよびアバタセプト点滴関

節リウマチ患者の皮下注射移行率と満足

度 

林真利，松原浩之，岸

本賢治，金物壽久 

第 27回中部リウマチ学会 名古屋

市 2015.9.4-5 

エタネルセプト週 25㎎投与にて骨びらん

の修復を認めた１例 

松原浩之，林真利，岸

本賢治 

第 27回中部リウマチ学会 名古屋

市 2015.9.4-5 

ゴリムマブ継続はメトトレキサート併用

の有無に依存しない ―TBCR による検

討から― 

林真利，松原浩之，岸

本賢治，金物壽久，石

黒直樹 

第 27回中部リウマチ学会 名古屋

市 2015.9.4-5 



かかりつけ医が診る骨粗鬆症について 出口正男 内 科 と 精 神 科 の 連 携 懇 話 会 

2015.10.28 

Taperloc standard stem と Taperloc 

Micloplasty stem の術後 X 線学的評価 

関一二三 第 42 回日本股関節学会学術集会 

大阪 2015.10.30-31 

Drug Retention Rates of Biologic 

Monotherapies for Patients with 

Rheumatoid Arthritis Receiving TNF 

Inhibiting Fusion Protein Agent and 

Antibody Agent; From Multicenter 

Registry in Japan 

Hiroyuki Matsubara, 

Masatoshi Hayashi, 

Nobunori Takahashi, 

Toshihisa Kojima, 

Koji Funahashi and 

Naoki Ishiguro 

American College of 

Rheumatology Annual Meeting 

SanFrancisco 2015.11.7-10 

Long-Term Retention Rate of First 

Biologics in Patients of Age over 75 

Years with Rheumatoid Arthritis in 

Japanese Clinical Practice: Results 

from the Multicenter Biologic Registry 

Masatoshi Hayashi, 

Toshihisa Kanamono, 

Hiroyuki Matsubara, 

Toshihisa Kojima, 

Koji Funahashi, 

Nobunori Takahashi 

and Naoki Ishiguro 

American College of 

Rheumatology Annual Meeting 

SanFrancisco 2015.11.7-10 

Head-to-Head Comparison of the 

Retention Rate of First Biologics in 

Elderly Patients with Rheumatoid 

Arthritis in Japanese Clinical Practice: 

Results from the Multicenter Biologic 

Registry 

Masatoshi Hayashi, 

Toshihisa Kanamono, 

Hiroyuki Matsubara, 

Toshihisa Kojima, 

Koji Funahashi, 

Nobunori Takahashi 

and Naoki Ishiguro 

American College of 

Rheumatology Annual Meeting 

SanFrancisco 2015.11.7-10 

硬膜外ブロック施行後に硬膜内血腫を生

じた 3 例 

小清水宏行，齊木 康，

岸本 賢治，出口 正男 

第 125 回中部日本整形外科災害外

科学会 2015.10.2-3 名古屋 

外傷後両側人工肘関節全置換術の一例 齊木 康，林 真利，小

清水 宏行，松崎 圭，

松原 浩之，出口 正男 

第 125 回中部日本整形外科災害外

科学会 2015.10.2-3 名古屋 

ABPC/SBT 内服後に発症した 49 歳男性

の急性出血性大腸炎の１例 

田中佑樹，林 真利 第 242 回整形外科集談会東海地方

会 2015.12.12 名古屋 

関節リウマチ患者における足部障害 松原浩之，林 真利 第 40 回 日 本 足 の 外 科 学 会 

2015.10.30 東京 

血液データの基準値策定による術後感染

の早期検知 

出口正男，小清水宏行，

斎木 康，岸本賢治，

第 126 回中部日本整形外科災害外

科学会  2016.4．8-9 浜松 



加藤光朗 

ロコモティブシンドローム－ 最近の知見

と薬物療法－ 

出口正男 小諸北佐久学術講演会 2016.1.28 

労災保険診療 -産業医の対応- 出口正男 平成 27 年度日医認定産業医基礎・

生涯研修会 2016.3.26 長野 

骨粗鬆症性椎体骨折後偽関節に対する手

術療法－多施設研究からみた各術式の問

題点と予後－ 

中島宏彰，今釜史郎，

湯川泰紹，金村徳相，

神谷光広，出口正男，

松山幸弘，石黒直樹，

加藤文彦 

第 45 回日本脊椎脊髄病学会 

2016.4.14-16 千葉市 

ゴリムマブ継続率はメトトレキサート併

用の有無および用量に依存しない－多施

設共同研究による検討から－ 

林 真利，松原浩之，

岸本賢治，金物壽久，

小嶋俊久，高橋伸典，

石黒直樹 

第 60 回 日 本 リ ウ マ チ 学 会 

2016.4.21-23 横浜 

実臨床化における関節リウマチ（RA)に対

する tofacitinib の有用性  Tsurumai 

Biologics Communication Registry plus 

Study (TBCR plus)登録例から 

小嶋俊久，高橋伸典，

舟橋康治，浅井秀司，

竹本東希，渡部達生，

金子敦史，石川尚人，

平野裕司，林真利，小

口武，石黒直樹 

第 60 回 日 本 リ ウ マ チ 学 会 

2016.4.21-23 横浜 

関節リウマチに対するセルトリズマブペ

ゴール治療における早期寛解予測～多施

設生物学的製剤治療研究グループ

TBCR(Tsurumai Biologics 

Communication Registry)～ 

服部陽介、金子敦史、

来田太平、金山康秀、

坪井声示、加藤武史、

伊藤隆安、高木秀希、

平野裕司、渡辺剛、藤

林孝義、林真利、神田

裕康、高橋伸典、小嶋

俊久、石黒直樹 

第 60 回 日 本 リ ウ マ チ 学 会 

2016.4.21-23 横浜 

関節リウマチおよび結合組織疾患におけ

る免疫抑制療法による B 型肝炎ウイルス

既感染患者からの再活性化の頻度と病態 

日本赤十字社 16病院による多施設共同前

向き観察研究第 2 報 

福田亙、羽生忠正、岡

田覚丈、水木伸一、片

山昌紀、林真利、宮田

昌之、半田祐一、小山

芳伸、萩山裕之、有井

薫、北折俊之、漆谷義

徳、山﨑隆仁、池野義

彦、鈴木毅、尾本篤志、

第 60 回 日 本 リ ウ マ チ 学 会 

2016.4.21-23 横浜 



猪熊茂子 

セルトリズマブペゴルの治療成績～

TBCR52 週経過例の検討～ 

金山康秀、金子敦史、

高橋伸典、加藤武史、

平野裕司、服部陽介、

浅井信之、林真利、渡

辺剛、塩浦朋根、藤林

孝義、矢部裕一朗、石

黒直樹、小嶋俊久 

第 60 回 日 本 リ ウ マ チ 学 会 

2016.4.21-23 横浜 

HBs 抗原陽性関節リウマチ患者における

抗 HBV ウイルス薬併用効果に関する前

向き研究ー次年度第二報ー 

有井薫、福田亙、羽生

忠正、岡田覚丈、水木

伸一、片山昌紀、林真

利、宮田昌之、半田祐

一、小山芳伸、萩山裕

之、北折俊之、漆谷義

徳、山﨑隆仁、池野義

彦、鈴木毅、尾本篤志、

猪熊茂子 

第 60 回 日 本 リ ウ マ チ 学 会 

2016.4.21-23 横浜 

MT 使用困難例に対するリウマチ治療の

選択について～TBCR より～ 

小早川知範、小嶋俊久、

金子敦史、矢部裕一朗、

平野裕司、林真利、高

橋伸典、舟橋康治、浅

井秀司、竹本東希、浅

井信之、石黒直樹 

第 60 回 日 本 リ ウ マ チ 学 会 

2016.4.21-23 横浜 

成人発症皮膚筋炎に伴う異所性石灰化症

に対して外科的切除を行った 1 例 

岸本賢治、林真利、松

原浩之、金物壽久 

第 60 回 日 本 リ ウ マ チ 学 会 

2016.4.21-23 横浜 

Knee Align 2 を用いた constitutional 

alignment の再現 

関一二三，小清水宏行，

岸本賢治，斎木 康，出

口正男 

第 89 回日本整形外科学会 2016．

5.12-19 横浜 

予防的抗菌薬短期使用の実践と治療的抗

菌薬開始基準の策定 

出口正男，小清水宏行，

斎木 康，岸本賢治，関

一二三 

第 89 回日本整形外科学会 2016．

5.12-20 横浜 

Drug survival of golimumab with 

rheumatoid arthritis is independent of 

methotrexate and prednisolone 

concomitance: Results from the 

Masatoshi Hayashi, 

Toshihisa Kanamono, 

Hiroyuki Matsubara, 

Kenji Kishimoto, 

第 89 回日本整形外科学会 2016．

5.12-20 横浜 



multicenter biologics registry Toshihisa Kojima, 

Koji Funahashi, 

Nobunori Takahashi, 

Naoki Ishiguro 

ロコモティブシンドロームと運動器不安

定症 

出口正男 平成 28年度運動器リハビリテーシ

ョンセラピスト研修会  2016.5.8 

長野市 

非結核性抗酸菌による脊椎炎を発症した

関節リウマチの１例 

岸本賢治、船村 啓，

林真利、出口正男 

第 28 回 中 部 リ ウ マ チ 学 会 

2016.9.2-3 福井 

MTX 関連肺障害のために Iguratimod

（IGU）にスイッチしたものの，寛解を維

持することができた関節リウマチ（RA)

の一例 

船村 啓，岸本賢治，

林 真利，金物壽久 

第 28 回 中 部 リ ウ マ チ 学 会 

2016.9.2-3 福井 

新しい半拘束型人工肘関節の使用経験 林 真利，船村 啓，

岸本賢治，金物壽久 

第 28 回 中 部 リ ウ マ チ 学 会 

2016.9.2-3 福井 

信州リウマチネットワークでの取り組み

について―10 年間の集大成と次世代への

継承― 

山崎 秀，金物壽久，

浦野房三，鈴木貞博，

林 真利，石井 亘，

下島恭弘，加藤博之 

第 28 回 中 部 リ ウ マ チ 学 会 

2016.9.2-3 福井 

当院 における両 側 DDH に 対する

Overhead traction の治療経験 

岸本賢治，加藤光朗，

山田順亮 

第 127 回中部日本整形外科災害外

科学会 2016.9.30-10.1 松本 

陳旧性 Hume 骨折の治療経験 井戸洋旭，堀井恵美子，

岸本賢治 

第 127 回中部日本整形外科災害外

科学会 2016.9.30-10.1 松本 

新しい半拘束型人工肘関節の使用経験 林真利，船村啓，岸本

賢治，関一二三 

第 47 回 日 本 人 工 関 節 学 会 

2017.2.24-25 宜野湾市 

家族性アミロイドポリニューロパチー症

例に生じた RDC に対して THR を施行し

た１例 

関一二三 第 47 回 日 本 人 工 関 節 学 会 

2017.2.24-25 宜野湾市 

高齢リウマチ患者に投与されたアバタセ

プトの継続率 

林 真利 信州脊椎脊髄・リウマチ疾患研究

会 2017 2017.3.11 長野市 

 

 

掲載論文（1965~2017 年） 

題名 著者・演者 発表雑誌･学会 

胸椎棘突起転移癌の１例 山田英世，坂口毅，篠田

達明，小林竜吉 

中部整災誌 9（1）：253～254 1966 



小児手術におけるペントレン開放点滴法 篠田達明、若山日名夫、

山田英世、坂口毅 

外科 29：745 1967 

棘突起間関節形成の１例 山田英世，坂口毅，篠田

達明，小林竜吉 

整形外科 18（1）：78～80 1967 

乳児筋性斜頚における胸鎖乳突筋の 

manuelle Tenotomie について 

山田英世、篠田達明、若

山日名夫 

中部整災誌 11（１）：201～204 

1968 

両側性筋性斜頚の 5 例 篠田達明、山田英世、若

山日名夫、上田正、稲垣

善幸、霞秀夫 

中部整災誌 11（３）：847～849 

1968 

乳児筋性斜頚放置例の検討 篠田達明、山田英世、稲

垣善幸 

中部整災誌 12（1）：322～335 

1969 

Lumbar spinal stenosis の治療経験 山田英世、中村敬而、猪

田邦雄、松尾泰宏 

中部整災誌 16（1）：180～182 

1973 

Perthes 病に対する大腿骨骨切り術の検

討 

杉浦昌、山田英世、中村

敬而、梶田寿雄 

整形外科 27：1115 1976 

術後５年以上を経過した大腿骨頭置換術

の成績について 

小早川雅洋、金物壽久、

石黒直樹、今枝敏彦、山

田英世 

日本リウマチ・関節外科学会誌 5

（4）：493～499 1986 

ペルテス病骨切り術症例の予後の検討 石黒直樹、金物壽久、小

早川雅洋、今枝敏彦、山

田英世 

中部整災誌  29（2）867～868 

1986 

骨盤骨折の治療成績ー2 年以上経過例を

中心にー 

元田英一、小早川雅洋、

金物壽久、今枝敏彦、山

田英世 

中部整災誌  29： 1867～ 1870 

1986 

骨盤骨折の治療経験 －2 年以上経過例の

中心に－ 

元田英一，小早川雅洋，

金物壽久，今枝敏彦，山

田英世 

中部整災誌 29（5）：1867～1870 

1986 

当院における20年間の大腿骨頸部外側骨

折の統計からー予防を考えるー 

金物壽久、元田英一、高

橋成夫、今枝敏彦、三浦

恭志、山田英世 

臨床整形外科 23：1307～1311 

1988 

当院における外傷性膝関節血腫の検討 高橋成夫、山田英世、金

物壽久、元田英一、佐々

木康夫、三浦恭志 

長野赤十字病院医誌 2：24～27 

1988 

腰椎椎間板ヘルニア10年以上経過例の検

討 

元田英一、山田英世、金

物壽久、高橋成夫、佐々

木康夫、三浦恭志 

中部整災誌 32（2）：721～725 

1989 



10 年以上経過した半月板切除術の検討 高橋成夫、山田英世、金

物壽久、元田英一、佐々

木康夫、三浦恭志 

中部整災誌 32（2）：639～641 

1989 

胸腰椎圧迫骨折の安静治療成績 三浦恭志、山田英世、金

物壽久、高橋成夫、深谷

直樹、佐々木康夫 

中部整災誌  32： 1585～ 1588 

1990 

右上腕骨骨腫瘍の 1 例 深谷直樹、山田英世、金

物壽久、伊藤靖、佐々木

康夫、安間英毅 

東海骨軟部腫瘍 2：72～73 1990 

ブシラミンの使用経験 金物壽久、佐々木康夫、

安間英毅、深谷直樹、山

田英世 

中部リウマチ 21（1）42～44 1990 

DMARDs 変更のﾀｲﾐﾝｸﾞとその結果につ

いて 

金物壽久 ﾘｳﾏﾁ 30（6）：580 1990 

Kashin-Beck 病と思われる 4 例 佐々木康夫、山田英世、

金物壽久、伊藤靖、青木

正幸、安間英毅、岩田久 

整形外科 42：1366～1369 1991 

多発性骨病巣で発症した Ki-1 リンパ腫の

1 例 

深谷直樹、山田英世、金

物壽久、伊藤靖、佐々木

康夫、安間英毅 

東海骨軟部腫瘍 3：24～25 1991 

ブシラミンの使用経験（第 3 報） 金物壽久、佐々木康夫、

安間英毅、伊藤靖、山田

英世 

中部リウマチ 22（2）：148～149 

1991 

大腿骨顆部骨壊死症の MRI 画像 伊藤靖，長谷川幸治，井

戸田仁，清水卓也，猪田

邦雄 

関節外科 10（1）：15～23 1991 

ダクロン人工靭帯を用いた関節鏡視下前

十字靭帯再建術の成績 

 

 －術後２年以上の成績－ 

伊藤靖，猪田邦雄，井戸

田仁，清水卓也，山賀寛 

整・災外 34（3）：393～396 1991 

RA に対するﾌﾞｼﾗﾐﾝ有効例と非有効例の

比較検討 

金物寿久 ﾘｳﾏﾁ 31（6）：843  1991 

妊娠出産の RA の経過に対する影響につ

いて 

金物壽久 ﾘｳﾏﾁ 31（6)：705 1991 

ブシラミンの使用経験（第 2 報） 金物寿久 , 佐々木康夫 , 

安間英毅,外 2 名 

中部ﾘｳﾏﾁ 22(2)：148～149 1991 



人工靭帯による前十字靭帯再建術後,感染

を生じ,再手術した 1 例 

伊藤靖，佐々木康夫，青

木正幸，安間英毅，金物

壽久，山田英世，高橋成

夫 

中部ﾘｳﾏﾁ 22(2)：182 1991 

肩関節後方脱臼骨折の 2 例 伊藤靖，佐々木康夫，安

間英毅，金物壽久，山田

英世，横田慎太郎 

中部ﾘｳﾏﾁ 22（2）：179-180  1991 

大腿骨頸部外側骨折に対する治療法の検

討 

青木正幸, 金物壽久, 伊

藤靖,他 

長野赤十字病院医誌 5：14～17 

1991 

RA に対するﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝの効果持

続期間の調査 face scale を用いて 

安間英毅,金物寿久,伊藤

靖 

中部ﾘｳﾏﾁ 23(1)：64～65 1992 

RA に対する人工膝関節置換術（京ｾﾗ

KOM）の術後成績 

金物寿久，伊藤靖, 佐々

木康夫 

中部ﾘｳﾏﾁ 23(1)：50～51 1992 

人工靭帯による前十字靭帯再建術後,感染

を生じ,再手術した 1 例 

伊藤靖，佐々木康夫，青

木正幸，安間英毅，金物

壽久，山田英世，高橋成

夫 

臨床整形外科 27(2)：187～191 

1992 

上腕骨骨幹部骨折治療法の検討 青木正幸, 金物寿久, 伊

藤靖, 佐々木康夫，安間

英毅 

中部整災誌 35（5）1447～1448 

1992 

肩関節に発生した滑膜軟骨腫症の 4 例 伊藤靖, 佐々木康夫, 安

間英毅,外 3 名 

肩関節 16(1)：5～10 1992 

特発性大腿骨顆部骨壊死に対するＭＲＩ

画像 

伊藤 靖，長谷川幸治，

金物壽久，青木正幸，安

間英毅 

別冊  整形外科  22:178 ～ 182 

1992 

肩関節後方脱臼骨折の２症例 伊藤靖，佐々木康夫，安

間英毅，金物壽久，山田

英世，横田慎太郎 

整形・災害外科  35：183～186 

1992 

大腿骨骨頭骨折の治療経験 伊藤靖，佐々木康夫，青

木正幸，金物壽久，山田

英世，横田慎太郎 

骨折 14：243～246 1992 

上腕骨骨幹部骨折治療法の検討 青木正幸，金物壽久，伊

藤靖，佐々木康夫，安間

英毅，山田英世 

東海整形外科外傷研究会誌 5：52

～55 1992 

肘関節部粉砕骨折の治療経験 青木正幸，金物壽久，伊

藤靖，佐々木康夫，安間

英毅 

東海整形外科外傷研究会誌 5：71

～74 1992 



肩関節に発生した滑膜軟骨腫症の４例 伊藤靖，佐々木康夫，安

間英毅，猪田邦雄，清水

卓也，安藤伸也 

肩関節 16：5～10 1992 

化膿性脊椎炎 21 例の検討 青木正幸，金物壽久，伊

藤靖，佐々木康夫，安間

英毅 

中部整災誌 35（1）：245～246 

1992 

ＲＡに対する人工膝関節置換術（京セラ 

KOM）の術後成績 

金物壽久，伊藤靖，佐々

木康夫，青木正幸，安間

英毅 

中部リウマチ 23：50～51 1992 

アフガン難民戦傷患者の治療経験 佐々木康夫 整形・災害外科 35（10）1350～

1354 1992 

股関節骨軟骨腫症の 1 例 加藤武史(長野赤十字病

院),外 5 名 

中部日本整形外科災害外科学会

雑誌  36 巻  6 号  Page1763  

(1993.11) 

新しい DMARDs 戦略 DMARDs 再投与

例の有効性の検討 

金物壽久 ﾘ ｳ ﾏ ﾁ  33 巻  6 号  Page559  

(1993.12) 

RA に対する MTX の有用性について 金物寿久, 安間英毅, 加

藤武史 

中部ﾘｳﾏﾁ 24（2）：188～189 1993 

DMARDs 再投与の効果について 安間英毅 ,金物寿久, 加

藤武史 

中部ﾘｳﾏﾁ 24（1）：66～67 1993 

化膿性膝関節炎に対する鏡視下治療法の

経験 

伊藤靖, 青木正幸, 安間

英毅, 加藤武史，金物壽

久，高橋成夫 

整形外科 44（1）：67～70 1993 

鎖骨骨折の観血的治療例の検討 伊藤 靖，青木正幸，安

間英毅，加藤武史，金物

壽久 

骨折 15（2）：137～141 1993 

RA の経過中の妊娠出産について 金物壽久 ﾘ ｳ ﾏ ﾁ  34 巻  2 号  Page370  

(1994.4) 

当院における慢性関節ﾘｳﾏﾁ寛解例の検討 加藤武史, 金物寿久, 加

藤斉 

中部ﾘｳﾏﾁ 25（1）：36～37 1994 

上腕骨骨幹部骨折に対する手術法の検討 杉浦博基(長野赤十字病

院),金物寿久,山田義典,

外 2 名 

中部日本整形外科災害外科学会

雑誌 37 巻 6 号 Page1495-1496  

(1994.11) 

Parvovirus B 19 に よ る reactive 

arthritis の 1 例 

加藤斉(長野赤十字病院),

金物寿久,加藤武史,外 1

名 

中部ﾘｳﾏﾁ 25 巻 2 号 Page86-87  

(1994.6) 



慢性関節ﾘｳﾏﾁ患者の骨量変化に影響を与

える因子の検討 

加藤武史, 金物寿久, 山

田義典, 加藤光郎，杉浦

博基 

中部日本整形外科災害外科学会

雑誌  37 巻  1 号  Page123-124  

(1994.1) 

85 歳以上の大腿骨頚部外側骨折の治療経

験 

加藤斉(長野赤十字病院),

金物寿久,山田義典,外 1

名 

中部日本整形外科災害外科学会

雑誌  37 巻  1 号  Page153-154  

(1994.1) 

RA における IgG-RF の臨床的検討 加藤斉，金物壽久 中部ﾘｳﾏﾁ 26 巻 1 号 Page20-21  

(1995.2) 

当院における慢性関節ﾘｳﾏﾁ患者の併用薬

（他科投与）の検討 

大島祐之(長野赤十字病

院),金物寿久,加藤斉 

中部ﾘｳﾏﾁ 26 巻 1 号 Page48-49  

(1995.2) 

小児大腿骨頚部骨折の 1 例 加藤 斉，金物壽久，山

田義典，加藤光郎，杉浦

博基，大島祐之 

信州医学会誌 43（4）：372 1995 

RA における IgG-RF の臨床的検討 加藤 斉，金物壽久，大

島祐之 

中部リウマチ 26：20～21 1995 

小児大腿骨頚部骨折の１例 加藤 斉，金物壽久，山

田義典，加藤光郎，杉浦

博基，大島祐之 

整形外科 47(4):484～485 1996 

Correction of Experimental Scoliosis by 

Rib Resection in the Transverse Plane 

Masao Deguchi, 

Noriaki Kawakami, 

Tokumi Kanemura 

J Spinal Disord  10 (3): 

197-203, 1997 

当院における寛骨臼回転骨切り術の検討 吉田光一郎、金物壽久、

加藤光朗、出口正男、青

木隆明、小松真理子、吉

原永武 

長野赤十字病院医誌 11: 3 ～ 6 

1997 

IgGRF ， IgMRF の responder ，

non-responder との関連について 
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