
採択結果／発表詳細

登録番号 演題番号 分野 セッション セッション名 演題名（日本語）

10000 T-41 炎症性疾患・感染 主題 化膿性関節炎 超音波検査が診断に有用であった乳児化膿性手関節炎の1例

10001 O-73 その他 一般演題 その他 頭部外傷例の過去の外傷受診歴に関する調査～児童虐待の再発を防ぐための早期介入の重要性～

10002 O-7 股関節 一般演題 股関節その他 股関節可動域制限はペルテス病を示唆する有用な所見である

10003 O-61 骨系統疾患 一般演題 骨系統疾患 新規ミスセンス変異を有する低ホスファターゼ症と診断された一例

10004 SP1-1 特別企画 ライブ特別企画 成績不良例から学ぶ小児整形外科（症例提示） Salter骨盤骨切り術変法の骨切り部転位例

10006 O-36 麻痺性疾患 一般演題 麻痺性疾患 脳性麻痺児重症度別骨代謝経年変化の検討

10007 O-1 股関節 一般演題 DDH 治療に難渋した発育性股関節形成不全の2症例

10008 EP-1 英文ポスター 軟骨無形成症マウスモデルにおける骨膜剥離による骨伸長効果

10009 O-35 麻痺性疾患 一般演題 麻痺性疾患 尖足に対する手術を行った脳性麻痺患者での内反足の発生率と発生時期

10010 O-29 上肢 一般演題 上肢 境界領域の診療：肘内障

10011 PD2-1 足 ライブパネルディスカッション2 Ponseti法ーこれが大切 Ponseti法による先天性内反足治療を行い長期経過観察しえた症例の単純X線学的検討-10年以上の経過観察例から-

10012 O-51 炎症性疾患・感染 一般演題 炎症性疾患 慢性再発性多発性骨髄炎 (CRMO)7例の治療成績

10013 O-41 スポーツ 一般演題 スポーツ アキレス腱の牽引力により生じたと考えられる小児踵骨骨折の一例

10014 EP-2 英文ポスター 神経性やせ症患者と健常女性の骨微細構造の比較

10015 PD1-1 股関節 ライブパネルディスカッション1 DDH牽引整復法の成績 DDH（完全脱臼）に対する牽引整復後の大腿骨頭側方化と臼蓋被覆の経過について

10016 T-11 股関節 主題 DDH検診 茨城県乳児股関節一次健診、二次健診の現状～全県調査のまとめ～

10017 O-55 炎症性疾患・感染 一般演題 炎症性疾患 デスモイド型線維腫症に対する化学療法の治療経験

10018 O-62 骨系統疾患 一般演題 骨系統疾患 FGFR3シグナル抑制薬meclozineの軟骨無形成症に対する治療法の実用化に向けて

10019 F-1 fellow報告 2019 KPOS-TPOS-JPOA Exchange Fellowship in Taiwan 報告

10020 O-48 外傷 一般演題 外傷 成長ホルモン投与が影響したと思われる両大腿骨遠位、脛骨近位・遠位骨端線開大の1例

10021 O-12 下肢 一般演題 下肢 両側下腿外旋症候群に対し髄内釘を用いて両側同時矯正骨切りを行った1例

10022 O-42 スポーツ 一般演題 スポーツ 成長期野球選手における上腕骨内側上顆障害の経時的変化

10023 T-12 股関節 主題 DDH検診 乳児股関節2次検診症例の初診時所見とその後

10024 O-65 コメディカル 一般演題 コメディカル エイトプレート挿入術を受ける患児へのクリニカルパス作成～早期離床・早期退院を目指して～

10025 O-46 外傷 一般演題 外傷 滑り台で受傷した小児外傷性股関節脱臼・亜脱臼の2例

10026 T-33 麻痺性疾患 主題 麻痺性股関節脱臼 脳性麻痺患者の脱臼性股関節症に対し人工股関節全置換術を行った1例

10027 T-30 上肢 主題 上肢延長 Chondrodiatasisによる手指延長

10028 O-31 上肢 一般演題 上肢 母指形成不全 Blauth IIIBに対する足趾骨移植術による母指再建手術後の保護者アンケート調査

10029 T-25 脊椎 主題 環軸椎回旋位固定、斜頸 陳旧性環軸椎回旋位固定に対してHalo-vestを用いた整復固定を施行した2例

10030 T-38 麻痺性疾患 主題 ITB療法 バクロフェン髄注療法におけるカテーテル先端の成長に伴う降下

10031 O-43 スポーツ 一般演題 スポーツ 外来新患統計からみた小児のスポーツ傷害患者の検討

10032 O-74 その他 一般演題 その他 学校運動器検診調査票に対する親と医師の回答の一致性

10033 O-24 脊椎 一般演題 脊椎 AIS手術におけるナビゲーションシステムの位置づけ

10034 T-5 股関節 主題 臼蓋形成不全症 片側性DDHの健側に臼蓋形成不全を認めた症例の長期経過について

10035 O-58 腫瘍 一般演題 腫瘍 神経芽腫細胞腫と化膿性股関節炎の鑑別

10037 O-8 股関節 一般演題 股関節その他 汎下垂体機能低下症に併発した大腿骨頭すべり症pre-slipの1例

10038 PD3-3 麻痺性疾患 ライブパネルディスカッション3 様々な疾患の股関節脱臼の治療 二分脊椎の股関節脱臼、亜脱臼に対する腸腰筋前外側移行術及び大腿骨減捻内反骨切り術の治療成績

10039 O-2 股関節 一般演題 DDH ダウン症候群の習慣性股関節脱臼に対し手術治療をおこなった1例

10040 F-2 fellow報告 2019年Iwamoto-Fujii Ambassador報告

10041 O-37 麻痺性疾患 一般演題 麻痺性疾患 重症心身障害児に生じた大腿骨骨膜下血腫の1例

10042 EP-3 英文ポスター 学童期新鮮腰椎分離症の特徴

10043 T-14 股関節 主題 ペルテス病の治療　手術vs保存 当科での大腿骨内反回転骨切り術症例を振り返って

10044 PD3-2 麻痺性疾患 ライブパネルディスカッション3 様々な疾患の股関節脱臼の治療 痙直型脳性麻痺児における股関節脱臼・亜脱臼‐大腿骨減捻内反骨切り術と軟部組織解離術の併用手術の長期成績‐

10045 SY2-3 スポーツ オンデマンドシンポジウム2 学童期のオーバーユースによるスポーツ障害 水泳競技の特性とジュニアスイマーの育成
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10046 O-3 股関節 一般演題 DDH DDH治療後の腸腰筋断面積の検討

10047 T-39 麻痺性疾患 主題 ITB療法 重度脳性麻痺児に対するITB療法の効果

10048 T-26 脊椎 主題 環軸椎回旋位固定、斜頸 環軸椎回旋位固定に対する牽引治療が1ヶ月以上となる危険因子の検討

10049 O-38 麻痺性疾患 一般演題 麻痺性疾患 脳性麻痺による高度内反尖足変形に対するショパール関節固定術の検討

10050 O-19 足 一般演題 足 Humpback appearanceを伴う距踵骨癒合症に対し鏡視下癒合部切除術を施行した1例

10052 T-17 股関節 主題 ペルテス病の治療　手術vs保存 ペルテス病の保存治療成績

10053 T-20 下肢 主題 下肢アライメント 生理的O脚の改善に対するビタミンDサプリメントの効果

10054 T-1 股関節 主題 DDH超音波診断 乳児期に超音波像と単純X線像の所見が異なるDDH(非脱臼）の短期自然経過

10055 O-66 コメディカル 一般演題 コメディカル 先天性股関節脱臼の開排位持続牽引（ＦＡＣＴ）における医療機器圧迫損傷の実態調査

10056 O-32 上肢 一般演題 上肢 Apert症候群の母指橈屈変形に対する治療成績 -人工骨を用いた楔開き矯正骨切り術-

10057 O-9 股関節 一般演題 股関節その他 大腿骨頭に生じた片肢性骨端異形成症の一例

10058 T-6 股関節 主題 臼蓋形成不全症 脱臼を伴わない臼蓋形成不全に対するソルター骨盤骨切り術

10059 O-67 コメディカル 一般演題 コメディカル 創外固定器ピン感染予防に有効な洗浄方法の検討

10060 T-44 炎症性疾患・感染 主題 化膿性関節炎 最近の当科における化膿性関節炎の検討

10061 PD1-2 股関節 ライブパネルディスカッション1 DDH牽引整復法の成績 当院における乳児股関節脱臼に対するOHT(Overhead traction法)の短期成績

10062 O-25 脊椎 一般演題 脊椎 心臓手術が側弯症の胸椎カーブに与える影響

10063 PD1-3 股関節 ライブパネルディスカッション1 DDH牽引整復法の成績 歩行開始後DDHに対するoverhead traction法を用いたgradual reductionおよび補正手術の過去30年間の治療成績

10064 T-15 股関節 主題 ペルテス病の治療　手術vs保存 ペルテス病におけるソルター骨盤骨切り術の寛骨臼形態に対する効果

10065 T-16 股関節 主題 ペルテス病の治療　手術vs保存 ペルテス病に対する大腿骨内反骨切り術後の頚体角の変化

10066 T-42 炎症性疾患・感染 主題 化膿性関節炎 当院における化膿性股関節炎の治療の遷延

10067 T-31 上肢 主題 上肢延長 尺骨仮骨延長術後に生じた偽関節に対して偽関節部粉砕と内固定で骨癒合が得られた2例

10068 O-60 腫瘍 一般演題 腫瘍 多発性軟骨性外骨腫症の外反膝に対してスクリューを用いた経皮的骨端線部分閉鎖術を行った5例

10069 O-63 骨系統疾患 一般演題 骨系統疾患 Ellis-Van Creveld syndromeの外反膝変形の再燃に対する治療経過

10070 T-40 麻痺性疾患 主題 ITB療法 ITB療法中の側弯の進行とカテーテル先の高さの変化

10071 O-50 外傷 一般演題 外傷 小児橈骨遠位骨幹・骨幹端移行部骨折に対するプレート固定が成長に伴う骨形態変化に与える影響

10072 T-34 麻痺性疾患 主題 麻痺性股関節脱臼 麻痺性股関節脱臼に対する筋解離術併用大腿骨内反減捻骨切り術の治療成績とその限界

10073 O-57 腫瘍 一般演題 腫瘍 大腿骨近位部単発性骨嚢腫に対するハイドロキシアパタイト製中空ピンを用いた減圧術の治療成績

10074 T-35 麻痺性疾患 主題 麻痺性股関節脱臼 当院における脳性麻痺児の股関節亜脱臼発生状況

10075 PD2-2 足 ライブパネルディスカッション2 Ponseti法ーこれが大切 Ponseti法の中期成績

10076 O-49 外傷 一般演題 外傷 Dynamic Baby Yogaによる乳児四肢骨折の1例

10077 T-2 股関節 主題 DDH超音波診断 乳児股関節脱臼の早期スクリーニングとしてのFA法（深澤法）の小経験

10078 O-20 足 一般演題 足 小児外反母趾の進行に対する扁平足の影響

10079 T-22 下肢 主題 下肢アライメント 脛骨近位骨端線部分閉鎖による反張膝変形に対して、脛骨結節部骨性架橋切除次いで変形矯正を行った1例

10080 PD1-4 股関節 ライブパネルディスカッション1 DDH牽引整復法の成績 当施設におけるDDH（脱臼）に対する開排位持続牽引法での治療成績

10081 O-59 腫瘍 一般演題 腫瘍 小児の手指変形を生じた外骨腫の治療戦略

10082 O-45 スポーツ 一般演題 スポーツ 上肢先天異常疾患を有する患者のスポーツ活動状況

10083 O-13 下肢 一般演題 下肢 病態把握にエコー画像が有用であった膝蓋下脂肪体ヘルニアの2例

10084 T-3 股関節 主題 DDH超音波診断 小児科健診での乳児股関節検診推奨項目の導入

10085 O-30 上肢 一般演題 上肢 幼児期の手指屈筋腱断裂術後の再断裂予防のための一工夫

10086 T-7 股関節 主題 臼蓋形成不全症 DDH治療歴は思春期・学童期の股関節手術成績に影響を与えるか

10087 O-26 脊椎 一般演題 脊椎 アトピー性皮膚炎が原因と考えられた小児脊椎感染症の2例

10088 O-39 麻痺性疾患 一般演題 麻痺性疾患 痙性麻痺手に対する上肢筋解離術は有用か？

10090 O-71 その他 一般演題 その他 小児運動器疾患指導管理料の当科における算定状況
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10091 O-69 COVID-19関連 一般演題 COVID-19関連 COVID-19自粛期間後の小児大腿骨遠位ストレス骨折の4例

10092 T-43 炎症性疾患・感染 主題 化膿性関節炎 化膿性股関節炎後遺残変形に対し大腿骨内反屈曲骨切り術とSalter骨盤骨切り術を併用した1例

10093 O-4 股関節 一般演題 DDH 化学療法後に尿路結石を併発した両側乳児股関節脱臼の1例

10094 O-14 下肢 一般演題 下肢 先天性脛骨列欠損症（Jones分類1型）の両側例に対し再建手術を行った1例

10096 PD3-4 麻痺性疾患 ライブパネルディスカッション3 様々な疾患の股関節脱臼の治療 先天性無痛無汗症に伴う股関節脱臼の病態と治療

10098 T-8 股関節 主題 臼蓋形成不全症 学童期・思春期の変形性股関節症の手術経験

10099 PD3-1 麻痺性疾患 ライブパネルディスカッション3 様々な疾患の股関節脱臼の治療 当院における発育性股関節形成不全（完全脱臼）の治療体系

10100 O-34 上肢 一般演題 上肢 掌側重複異常を伴う示指多指症の1例

10101 O-64 骨系統疾患 一般演題 骨系統疾患 両骨盤前方骨切り術により加療した総排泄腔外反症の 1 例

10102 O-21 足 一般演題 足 先天性腓骨列欠損および脛骨列欠損に伴う舟底足様変形に対する治療　－創外固定器を用いた踵骨延長について－

10103 O-68 コメディカル 一般演題 コメディカル 成人期軟骨無形成症患者が在宅生活内で困っていることと工夫していること

10104 O-40 麻痺性疾患 一般演題 麻痺性疾患 脳性麻痺児の下腿内捻変形に対して単支柱型創外固定器を用いて矯正骨切り術を施行した一例

10105 T-27 脊椎 主題 環軸椎回旋位固定、斜頸 頚胸椎装具で外科的治療を回避しえた難治性環軸関節回旋位固定の３例

10106 T-32 上肢 主題 上肢延長 Apert症候群における母指列の仮骨延長

10107 T-36 麻痺性疾患 主題 麻痺性股関節脱臼 脳性麻痺に合併した麻痺性股関節脱臼に対する観血的整復術および大腿骨減捻内反骨切り術の治療成績

10108 T-23 下肢 主題 下肢アライメント 小児整形外科におけるhip-to-calcaneal radiographの有用性

10109 T-21 下肢 主題 下肢アライメント 小児O脚の初診時単純X線で有効な計測値はあるのか

10110 T-18 股関節 主題 ペルテス病の治療　手術vs保存 ペルテス病に対する装具療法の治療成績

10111 SP1-2 特別企画 ライブ特別企画 成績不良例から学ぶ小児整形外科（症例提示） 25歳でTHAに至った発育性股関節脱臼の1症例

10112 O-15 下肢 一般演題 下肢 臨床上脛骨顆間隆起骨折と鑑別を要した膝蓋骨骨軟骨骨折の一例

10113 O-16 下肢 一般演題 下肢 先天性膝蓋骨脱臼に対するStanisavljevic法及びRoux Goldthwait法を併用した手術成績

10114 T-28 脊椎 主題 環軸椎回旋位固定、斜頸 斜頸の原因が脳腫瘍だった2症例

10115 O-10 股関節 一般演題 股関節その他 ペルテス病後の臼蓋のリモデリング

10116 SP1-3 特別企画 ライブ特別企画 成績不良例から学ぶ小児整形外科（症例提示） 大転子高位に対するスクリューを用いた大転子成長抑制術

10117 O-22 足 一般演題 足 麻痺性内反足に対するEvans手術の効果

10118 T-24 下肢 主題 下肢アライメント 下肢アライメント異常、歩容異常の患者におけるビタミンD充足度の検討

10119 EP-4 英文ポスター 筋性斜頸に対する胸鎖乳突筋下端切腱術に運動器超音波を用いた一例

10120 O-11 股関節 一般演題 股関節その他 安定型大腿骨頭すべり症に対するin situ pinningの治療成績　α角の推移に関して

10121 SP1-4 特別企画 ライブ特別企画 成績不良例から学ぶ小児整形外科（症例提示） 内反足手術後に両踵の壊死を生じたFreeman Sheldon症候群の一例

10122 O-70 Covid-19関連 一般演題 Covid-19関連 COVID-19の流行による長期間の外出自粛後に両側大腿骨顆上部の脆弱性骨折を認めた14歳男児の一例

10123 O-54 炎症性疾患・感染 一般演題 炎症性疾患 股関節炎を契機に診断された強直性脊椎炎の１例

10124 O-72 その他 一般演題 その他 当センターNICUでの整形外科的介入についての検討

10125 T-29 脊椎 主題 環軸椎回旋位固定、斜頸 成人期に手術を行った先天性筋性斜頸症例の経験

10126 O-47 外傷 一般演題 外傷 小児大腿骨頚部骨折の3例

10127 T-10 股関節 主題 臼蓋形成不全症 歩行開始後に診断された発育性寛骨臼形成不全の手術治療において、3Dモデルを用いた術前計画が有用であった一例

10128 O-17 下肢 一般演題 下肢 大腿骨仮骨延長により生じた膝関節高度伸展拘縮に対し，観血的関節授動術を行った１例

10129 O-5 股関節 一般演題 DDH 発育性股関節形成不全に対する広範囲展開法後の立位における評価

10130 O-23 足 一般演題 足 足部に発症したsynovial chondromatosisの1例

10131 T-13 股関節 主題 DDH検診 月齢1～2か月で二次検診を行った乳児股関節の短期経過

10132 O-18 下肢 一般演題 下肢 保存療法で改善傾向がみられた神経線維腫症に合併した先天性下腿彎曲症

10133 O-52 炎症性疾患・感染 一般演題 炎症性疾患 頚部痛が初発症状であったJIAの2例

10134 O-56 炎症性疾患・感染 一般演題 炎症性疾患 若年性特発性関節炎患者における成人移行後の関節および機能障害の調査

10135 T-37 麻痺性疾患 主題 麻痺性股関節脱臼 麻痺性股関節亜脱臼・外反股に対してOSSCSと骨端軟骨成長抑制術による整復・矯正を試みた1例



採択結果／発表詳細

登録番号 演題番号 分野 セッション セッション名 演題名（日本語）

10136 O-33 上肢 一般演題 上肢 橈骨または尺骨の短縮による前腕骨長差と肘関節内外反アライメントの関連

10137 O-53 炎症性疾患・感染 一般演題 炎症性疾患 生物学的製剤投与により改善した若年性特発性関節炎に伴う両膝屈曲拘縮の１例

10138 O-27 脊椎 一般演題 脊椎 学童期以下の腰椎分離症の臨床的特徴

10139 T-4 股関節 主題 DDH超音波診断 全例股関節超音波健診におけるGraf法と寛骨臼形成不全

10140 T-19 股関節 主題 ペルテス病の治療　手術vs保存 当院におけるペルテス病に対する保存療法の治療成績

10141 SY1-2 麻痺性疾患 オンデマンドシンポジウム1 二分脊椎のトータルマネージメント 二分脊椎症の排便管理

10142 O-28 脊椎 一般演題 脊椎 成長期腰椎分離症の片側初期症例のCT矢状断像から解析した治療経過

10143 O-44 スポーツ 一般演題 スポーツ 学童期アスリートの鼠径部周囲痛の検討

10144 PD2-6 足 ライブパネルディスカッション2 Ponseti法ーこれが大切 Ponseti法-ここが大切：千葉県こども病院

10145 T-9 股関節 主題 臼蓋形成不全症 寛骨臼形成不全に対する小児期補正手術後に10歳代で再手術を要した症例の検討

10146 SY2-4 スポーツ オンデマンドシンポジウム2 学童期のオーバーユースによるスポーツ障害 学童期の膝スポーツ障害の診療

10147 SY1-1 麻痺性疾患 オンデマンドシンポジウム1 二分脊椎のトータルマネージメント 脳神経外科からみた二分脊椎症のチーム医療

10148 SY3-2 コメディカル オンデマンドシンポジウム3 多職種で考える整形外科疾患の子どもに寄り添う支援 ペルテス病の保存療法を支える支援

10149 SY2-5 スポーツ オンデマンドシンポジウム2 学童期のオーバーユースによるスポーツ障害 少年野球選手に対する投球数制限

10151 PD2-3 足 ライブパネルディスカッション2 Ponseti法ーこれが大切 Ponseti法後10年の予後

10152 SY1-5 麻痺性疾患 オンデマンドシンポジウム1 二分脊椎のトータルマネージメント 泌尿器科のマネージメント

10153 PD2-4 足 ライブパネルディスカッション2 Ponseti法ーこれが大切 Ponseti法のこれが大切

10155 SY3-4 コメディカル オンデマンドシンポジウム3 多職種で考える整形外科疾患の子どもに寄り添う支援 補装具でつくるこども達の未来

10156 SY1-4 麻痺性疾患 オンデマンドシンポジウム1 二分脊椎のトータルマネージメント 生涯を通じた二分脊椎症児・者へのリハビリテーション治療

10157 SY2-2 スポーツ オンデマンドシンポジウム2 学童期のオーバーユースによるスポーツ障害 学童期の剣道によるスポーツ障害

10158 SY3-3 コメディカル オンデマンドシンポジウム3 多職種で考える整形外科疾患の子どもに寄り添う支援 ここが大変！小児整形外科の理学療法

10159 SY2-1 スポーツ オンデマンドシンポジウム2 学童期のオーバーユースによるスポーツ障害 日本陸連ジュニアアスリート傷害調査からみた陸上競技における学童期スポーツ傷害

10161 SY1-3 麻痺性疾患 オンデマンドシンポジウム1 二分脊椎のトータルマネージメント 二分脊椎患者への看護実践～皮膚・排泄ケア認定看護師の立場から

10163 SY3-5 コメディカル オンデマンドシンポジウム3 多職種で考える整形外科疾患の子どもに寄り添う支援 スポーツを活用した長期療養児の最高のこども時代「青春」を支援する活動と効果

10164 SY3-1 コメディカル オンデマンドシンポジウム3 多職種で考える整形外科疾患の子どもに寄り添う支援 多職種による支援の実際

10165 SP2-4 特別企画 オンデマンド特別企画 今さら聞けない小児整形基本セミナー ここに注意！　見逃されやすい小児骨折

10166 SP2-2 特別企画 オンデマンド特別企画 今さら聞けない小児整形基本セミナー 若手、専門外医師を悩ませるCobb角　～臨床運用の実際～

10168 PD2-5 足 ライブパネルディスカッション2 Ponseti法ーこれが大切 Ponseti法-これが大切-

10169 SP2-3 特別企画 オンデマンド特別企画 今さら聞けない小児整形基本セミナー 小児の下肢アライメント

10172 SP2-7 特別企画 オンデマンド特別企画 今さら聞けない小児整形基本セミナー 学会発表や論文作成に必要な基本的な統計手法と考え方

10174 SP2-5 特別企画 オンデマンド特別企画 今さら聞けない小児整形基本セミナー 小児のX線検査の基本とは

10175 SP2-1 特別企画 オンデマンド特別企画 今さら聞けない小児整形基本セミナー DDHの開排制限とは

10176 O-6 股関節 一般演題 DDH 先天異常を伴う股関節脱臼におけるgradual reduction後のＭＲＩ所見に関する検討

10177 SP2-6 特別企画 オンデマンド特別企画 今さら聞けない小児整形基本セミナー いまさら聞けない小児整形基本レクチャー　小児の歩行異常とは？


