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折偽関節に対する手術療法－平成における当科の治療法の変遷－. 第116回東北整形災害外科学会; 20190621-22; 
盛岡. 
 
二階堂琢也, 矢吹省司, 渡邉和之, 加藤欽志, 小林 洋, 半田隼一, 大谷晃司, 紺野愼一. 頸椎疾患に対する

脊椎内視鏡とO-armナビゲーション併用手術の有用性. 第68回東日本整形災害外科学会; 20190905; 東京. 東日

本整形災害外科学会雑誌. 31(3):241. 
 
加藤欽志, 大歳憲一, 矢吹省司, 大谷晃司, 二階堂琢也, 渡邉和之, 小林 洋, 半田隼一, 紺野愼一. 野球

選手における腰痛の診断と治療. 第27回日本腰痛学会; 20190913-14; 神戸. 
 
加藤欽志, 矢吹省司, 大谷晃司, 二階堂琢也, 渡邉和之, 小林 洋, 半田隼一, 紺野愼一. 椎間関節性腰痛の

診断と治療. 第27回日本腰痛学会; 20190913-14; 神戸. 
 
二階堂琢也, 矢吹省司, 大谷晃司, 渡邉和之, 加藤欽志, 小林 洋, 半田隼一, 紺野愼一. 慢性腰痛に対する

リエゾンアプローチ. 第27回日本腰痛学会; 20190913-14; 神戸. 
 
渡邉和之, 大歳憲一, 二階堂琢也, 加藤欽志, 小林 洋, 半田隼一, 大谷晃司, 矢吹省司, 紺野愼一. 学童

期バスケットボール選手における腰痛調査の結果から. 第27回日本腰痛学会; 20190913-14; 神戸. 
 
二瓶健司, 髙橋直人, 松平 浩, 岩﨑 稔, 春山祐樹, 大内美穂, 遠藤康二郎, 矢吹省司. 慢性腰痛治療に対

する多職種アプローチ 慢性腰痛に対する多職種での集学的治療における運動療法の実際. 第27回日本腰痛学会; 
20190914; 兵庫. 
 
大内一夫, 川原田圭, 紺野愼一. 拘縮のある重度扁平足に対する治療戦略. 第44回日本足の外科学会シンポジウ

ム; 20190926-27; 札幌. 
 
箱﨑道之, 土橋 悠, 山田 仁, 田地野崇宏, 金内洋一, 片平清昭, 今井順一, 渡辺慎哉, 紺野愼一. 希少

がんの研究材料－骨・軟部肉腫細胞株とPDXモデルの樹立－患者由来骨・軟部肉腫マウスモデル（PDXモデル）

の樹立と網羅的遺伝子発現解析を用いた系統維持. 第34回日本整形外科学会基礎学術集会; 20191017-18; 横浜. 
日本整形外科学会雑誌. 93(8):S1820. 
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二階堂琢也, 矢吹省司, 大谷晃司, 増子博文, 矢部博興, 紺野愼一. 疼痛と神経科学 慢性腰痛の診断と治療 

集学的アプローチの現状と課題. 第49回日本臨床神経生理学会学術集会; 20191128; 福島. 臨床神経生理学. 
47(6):349. 
 
加藤欽志, 大歳憲一, 矢吹省司, 大谷晃司, 二階堂琢也, 渡邉和之, 小林 洋, 半田隼一, 紺野愼一. 野球

選手の脊椎障害に対するメディカルサポート. 第138回西日本整形・災害外科学会学術集会; 20191130-1201; 佐
賀. 整形外科と災害外科. 68(2):35. 
 
〔特別講演〕 
 
紺野愼一. 慢性腰痛に対する新しい治療. 第25回高知痛みの研究会セミナー; 20190112; 高知. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛に対する新しい治療. 神経障害性疼痛学術講演会; 20190514; 福山. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛に対する新しい治療. タリージェ発売記念講演会 in Sagamihara; 20190515; 相模原. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛の病態と治療. 会津慢性腰痛セミナー; 20190524; 会津若松. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛に対する新しい治療. 新潟県臨床整形外科医会; 20190613; 新潟. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛に対する新しい治療. 神経障害性疼痛を考える会 in 佐賀; 20190626; 佐賀. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛に対する新しい治療. 第52回昭和に学び平成を語る会; 20190702; 郡山. 
 
青田恵郎. DSA(Direct Superior Approach)によるTHA. DSA Champion Lecture; 20190703; 福島. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛に対する新しい治療. 痛みの治療セミナー in 米子; 20190704; 米子. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛に対する新しい治療. 疼痛治療を考える会; 20190705; いわき. 
 
青田恵郎. 骨付き短外旋筋採取の器具を作りました. 福島股関節研究会; 20190713; 福島. 
 
紺野愼一. 神経障害性疼痛に対する診断の治療とポイント. 第144回盛岡臨床整形外科医会学術講演会; 
20190718; 盛岡. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛に対する新しい治療. 金沢整形外科セミナー; 20190725; 金沢. 
 
青田恵郎. DSA(Direct Superior Approach)におけるレトラクターの掛け方. DSA User's Meeting; 20190823; 大
阪. 
 
青田恵郎. DSA(Direct Superior Approach)の成績. DSA User's Meeting; 20190823; 大阪. 
 
青田恵郎. DSA(Direct Superior Approach)の成績と手技. 北陸整形外科会; 20190823; 福井. 
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紺野愼一. 慢性腰痛に対する新しい治療. 喜多方医師会学術講演会; 20190827; 喜多方. 
 
紺野愼一. 慢性疼痛に対する新しい治療. 米沢市医師会学術講演会; 20190828; 米沢. 
 
紺野愼一. 脊椎疾患の神経障害性疼痛. 久慈医師会薬剤師会学術講演会; 20190829; 久慈. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛に対する新しい治療. 唐津東松浦医師会学術講演会; 20190830; 唐津. 
 
青田恵郎. DSA－手技・ピットホール・術後疼痛－. 第5回北海道若手股関節医を育てる会; 20190921; 札幌. 
 
青田恵郎. 術後、アセトアミノフェンで楽になろう－看護師さんと定時投与の一工夫－. 第34回日本整形外科学

会基礎学術集会; 20191017; 横浜. 
 
菊地臣一. 腰痛の危機－わが国の整形外科は乗り切れるか－. 第34回日本整形外科学会基礎学術集会; 20191017-
18; 横浜. 
 
倉田二郎, 紺野愼一. MRIによる慢性腰痛内メカニズムの解明. 第34回日本整形外科学会基礎学術集会; 
20191017-18; 横浜. 
 
紺野愼一. 基礎と臨床の融合. 第34回日本整形外科学会基礎学術集会; 20191017-18; 横浜. 
 
関口美穂. 脊椎疾患の長引く痛みの病態は？－基礎と臨床研究の融合と倫理面からのエビデンス－. 第34回日本

整形外科学会基礎学術集会; 20191017-18; 横浜. 
 
関口美穂, 紺野愼一. 慢性腰痛に対する脳機能画像. 第34回日本整形外科学会基礎学術集会; 20191017-18; 横
浜. 
 
半場道子. 慢性炎症と整形外科. 第34回日本整形外科学会基礎学術集会; 20191017-18; 横浜. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛に対する新しい治療. 南会津郡医師会講演会; 20191029; 南会津町. 
 
青田恵郎. DSA(Direct Superior Approach)のOverviewと手技. 第16回関節外科懇話会; 20191110; 福井. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛に対する新しい治療. 第8回倉敷腰痛セミナー; 20191121 倉敷. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛に対する新しい治療. かかりつけ医のための痛みの治療 Up To Date; 20191130; 名古屋. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛の病態と治療. リハビリテーション科における疼痛医療研究会 in 和歌山; 20191206; 和歌山. 
 
紺野愼一. 骨折と骨粗鬆症. 第2回横浜運動器未来創生セミナー; 20191207; 横浜. 
 
過年業績 
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Konno S. Lumbar spinal stenosis and locomotive syndrome. Symposium for Experts in Spinal Surgery; 
20180616-17; Jeju, Korea. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛と神経障害性疼痛. リリカエキスパートセミナー; 20180121; 東京. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛の病態. 第5回しらかみ疼痛セミナー; 20180209; 秋田. 
 
紺野愼一. 慢性疼痛のサイエンス～神経障害性疼痛を含む～. 脊椎の痛みを学ぶ会 in SAPPRO 2018; 20180714; 
札幌. 
 
紺野愼一. 腰痛のエビデンス～神経障害性疼痛を含む～. 浜松整形外科セミナー; 20180804; 浜松. 
 
紺野愼一. 慢性腰痛の診断と治療 神経障害性疼痛の関与. 第67回東日本整形災害外科学会; 20180922; 秋田. 
 
紺野愼一. 痛みのメカニズムをいかに見極めるか～脊椎関連神経障害性疼痛スクリーニングの新たな船出～. リリ

カ全国公演; 20181021; 東京. 
 
紺野愼一. 神経障害性疼痛に対する診断と治療のポイント. Chronic Pain Management Seminar; 20181022; 東
京. 
 
〔招待講演〕 
 
二階堂琢也. 脊椎の痛みを考える～Mechanism Based Treatment実践のために～. 第43回青森市脊椎カンファ

ランス; 20190201; 青森. 
 
青田恵郎. 後方アプローチTHAの夜明け. 日本整形外科学会; 20190510; 横浜. 
 
二階堂琢也. 脊椎の痛みを考える～Mechanism Based Treatment実践のために～. 第40回運動器の評価と治療

を考える会; 20190517; 佐賀. 
 
二階堂琢也. 腰椎変性疾患における固定・非固定を再考する～エビデンスに基づいた術式選択のために～. 第6回

青森骨軟骨シンポジウム; 20190608; 青森. 
 
二階堂琢也. 腰痛診療ガイドライン2019から見た腰痛の薬物療法. 第17回整形外科痛みを語る会; 20190720; 山
口. 
 
二階堂琢也. 腰痛の保存療法～腰痛診療ガイドライン2019を解く～. 愛知県整形外科医会教育講演会; 20190907; 
愛知. 
 
二階堂琢也. 産業医として知っておくべき腰痛症の話題～腰痛診療ガイドライン2019からみた最新の治療選択

～. 須賀川産業医学研修会; 20190925; 須賀川. 
 
二階堂琢也. プライマリケア医のための腰痛診療Update 腰痛診療ガイドライン2019に基づく最新の薬物療法. 
第33回日本臨床内科医学会; 20191013; 広島. 日本臨床内科医会会誌. 34(3):s98. 
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〔その他〕 
 
青田恵郎. DSA(Direct Superior Approach) －DSAへの経緯、成績－. 日本整形外科学会; 20190126; 福島. 
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論  文 

〔原 著〕 
 
Ito R, Osawa M, Yamamoto Y, Murao N, Hayashi T, Maeda T, Ishikawa K, Oyama A, Funayama E. Oculo-
Auriculo-Fronto-Nasal Syndrome with Duane Retraction Syndrome and Dysplastic Bony Structure in the 
Midline of Nose. Journal of Craniofacial Surgery. 201909; 30(6):e576-e578. 
 
Ishikawa K, Funayama E, Maeda T, Hayashi T, Murao N, Osawa M, Ito R, Furukawa H, Oyama A, 
Yamamoto Y. Changes in high endothelial venules in lymph nodes after vascularized and nonvascularized 
lymph node transfer in a murine autograft model. Journal of Surgical Oncology. 201905; 119(6):700-707. 
 
Funayama E, Yamamoto Y, Oyama A, Murao N, Hayashi T, Maeda T, Furukawa H, Osawa M. Combination 
laser therapy as a non-surgical method for treating congenital melanocytic nevi from cosmetically sensitive 
locations on the body. Lasers in Medical Science. 201912; 34(9):1925-1928. 
 
Ishikawa K, Maeda T, Funayama E, Hayashi T, Murao N, Osawa M, Furukawa H, Oyama A, Yamamoto Y. 
Feasibility of pedicled vascularized inguinal lymph node transfer in a mouse model: A preliminary study. 
Microsurgery. 201903; 39(3):247-254. 
 
古川杏奈, 堀切 将, 田﨑和洋, 上田和毅, 小山明彦. 追加広範囲切除を施行した low-grade fibromyxoid 
sarcomaの1例. 形成外科. 201902; 62(2):201-207. 
 
藤田宗純, 佐々木了. 【形成外科の治療指針update 2019】皮膚・軟部組織疾患 血管腫・血管奇形 静脈奇形. 
形成外科. 201906; 62(増刊):S82. 
 
小山明彦. 【形成外科の治療指針update 2019】頭頸部疾患 顔面片側萎縮症. 形成外科. 201906; 62(増刊):S98. 
 
小山明彦. 【形成外科の治療指針update 2019】頭頸部疾患 そのほかの耳介先天異常. 形成外科. 201906; 62(増
刊):S111. 
 
〔症例報告〕 
 
北村成紀, 齋藤昌美, 小山明彦. 左第1趾に発生したSuperficial Arcal Fibromyxomaの1例. 日形会誌. 
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