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6月21日（木） ハンズオン会場［大阪国際交流センター2F「会議室A・B・C」］

12：30〜15：30� �ハンズオンセミナー
進行：江尻　貞一（朝日大学歯学部　口腔構造機能発育学講座　口腔解剖学分野） 

関　あずさ（ハムリー株式会社　国際事業部）　　　　　　　　　　　　　 
大和　英之（東海大学医学部　腎内分泌代謝内科）　　　　　　　　　　　

※事前申込者限定

6月21日（木） 第2会場［大阪国際交流センター2F「小ホール」］

15：30〜16：30� �公開座学
座長：髙橋　榮明（新潟リハビリテーション病院・新潟骨の科学研究所）

「骨形態計測で観る骨粗鬆症治療薬の薬理作用と臨床への応用」
田中　伸哉
埼玉医科大学　整形外科

「マウスを用いた骨形態計測法の留意点」
青木　和広
東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　口腔基礎工学分野

6月21日（木） イブニングセミナー会場［大阪マリオット都ホテル20F「茜」］

17：00〜18：00� イブニングセミナー1
座長：萩野　　浩（鳥取大学医学部　保健学科）

共催：小野薬品工業株式会社/アステラス製薬株式会社

「大動物の組織および臨床データから見えてきた各種骨吸収抑制剤の作用」
真柴　賛
香川大学医学部　整形外科
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6月22日（金） 第1会場［大阪国際交流センター2F「さくら西」］

8：50〜9：00� �開会式

9：00〜10：00� �シンポジウム1『生体骨イメージング技術と計測解析の最前線』
座長：飯村　忠浩（愛媛大学　プロテオサイエンスセンター）　　　

菊田　順一（大阪大学大学院医学系研究科　免疫細胞生物学）

生体骨イメージングで見る破骨細胞・骨芽細胞間の４D相互作用
古家　雅之1 )、菊田　順一2 )、瀬尾　茂人3 )、前田　拓樹4 )、吉川　秀樹5 )、石井　優2 )

1 )独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター　整形外科、
2 )大阪大学大学院医学系研究科　免疫細胞生物学、
3 )大阪大学大学院情報科学研究科　バイオ情報工学専攻　ゲノム情報工学講座、
4 )大阪大学大学院工学研究科　生命先端工学専攻　物質生命工学コース　菊地研究室、
5 )大阪大学大学院医学系研究科　器官制御外科学（整形外科学）

イメージングと形態計測でわかる骨細胞性骨溶解
○石原　嘉人1 )、上岡　寛2 )、Mary Bouxsein3 )、Roland Baron4 )

1 )岡山大学病院　矯正歯科、2 )岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　歯科矯正学分野、
3 )Center for Advanced Orthopedic Studies，Beth Israel Deaconess Medical Center、
4 )Department of Medicine，Harvard Medical School and Division of Bone and Mineral Research，Harvard School of 
Dental Medicine

10：00〜12：00� �シンポジウム2『  骨折防止のためのトータルケア 
−サルコペニア・フレイルの観点から−』

座長：稲葉　雅章（大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学）
杉本　利嗣（島根大学医学部　内科学講座内科学第一）　　　　　　　　　　　　　　　

サルコペニア・フレイルのオーバービュー
石井　好二郎
同志社大学スポーツ健康科学部　

糖尿病の皮質骨骨粗鬆症に対する筋力と肥満の関連
○ 元山　宏華1 , 2 )、絵本　正憲2 )、中村　美之2 )、丸尾　沙織2 )、山田　真介2 )、尾﨑　悦子3 )、 

奥野　仙二4 )、今西　康雄2 )、栗山　長門3 )、渡邊　能行3 )、稲葉　雅章2 )

1 )大阪市立総合医療センター　糖尿病内科、2 )大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学、
3 )京都府立医科大学大学院医学研究科　地域保健医療疫学、4 )仁真会　白鷺病院　腎臓内科

エネルギー・たんぱく質摂取量とサルコペニア
菅野　義彦
東京医科大学腎臓内科学分野

−S22−



サルコペニアと生命予後
○奥野　仙二1 )、稲葉　雅章2 )

1 )仁真会白鷺病院　内科、2 )大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学

サルコペニアと転倒に対する運動療法
○宮腰　尚久1 )、本郷　道生1 )、粕川　雄司1 )、畠山　雄二2 )、島田　洋一1 )

1 )秋田大学大学院整形外科学、2 )秋田赤十字病院整形外科

12：10〜13：10� �ランチョンセミナー1
座長：杉本　利嗣（島根大学医学部　内科学講座内科学第一）

共催：旭化成ファーマ株式会社

「テリパラチドの骨形成作用における細胞組織学的検索」
○網塚　憲生1 )、長谷川　智香1 )、山本　知真也2 )、本郷　裕美1 )

1 )北海道大学歯学研究院硬組織発生生物学教室、2 )自衛隊阪神病院　歯科

「骨の基礎研究から実臨床へ。骨粗鬆症治療における休薬は？」
沖本　信和
沖本クリニック

13：20〜13：50� �会長講演
座長：西澤　良記（特定医療法人蒼龍会　井上病院　名誉院長）

骨生検所見にもとづいた腎性骨症の治療戦略
稲葉　雅章
大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学

13：50〜14：20� �特別講演
座長：稲葉　雅章（大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学）

臨床研究の質を高める統計学のチェックポイント
新谷　歩
大阪市立大学大学院　医学研究科　医療統計学講座

14：20〜14：50� �基調講演
座長：遠藤　直人（新潟大学大学院医歯学総合研究科　整形外科学分野）

骨形態計測学の歴史、骨リモデリングとモデリング、将来展望
髙橋　榮明
新潟リハビリテーション病院・新潟骨の科学研究所
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14：50〜16：50� �スポンサーセミナー1『  骨形成の重要性』
座長：飯村　忠浩（愛媛大学プロテオサイエンスセンター）　　　　　　　

上岡　　寛（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　歯科矯正学分野）

共催：帝人ファーマ株式会社

「細胞組織学・微細構造学からみた骨形成」
○ 網塚　憲生1 )、山本　知真也2 )、本郷　裕美1 )、邱　紫璇1 )、長谷川　智香1 )

1 )北海道大学　歯学研究院　硬組織発生生物学教室、2 )自衛隊阪神病院　歯科

「副甲状腺ホルモンによる破骨細胞/骨芽細胞カップリング因子の変化」
○ 永田　友貴、今西　康雄、宮岡　大知、林　礼行、 

都井　律和、山田　真介、絵本　正憲、稲葉　雅章
大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学 

「ビタミンDとサルコペニア予防」
森　克仁
大阪市立大学大学院医学研究科　腎臓病態内科学

「骨形成促進薬」
田中　栄
東京大学医学部整形外科

16：50〜17：50� �シンポジウム3『骨粗鬆症診療と骨形態計測学の接点』
座長：田中　伸哉（埼玉医科大学　整形外科）　　　　　　　

山本　智章（新潟リハビリテーション病院　整形外科）

骨粗鬆症診療における骨形態計測パラメータの理解
田中　伸哉
埼玉医科大学　整形外科

骨形態計測で骨粗鬆症の治療failureの原因をさぐる
辻　王成
朝日野総合病院　整形外科

慢性腎臓病（CKD）の骨病変からみた骨粗鬆症治療
今西　康雄
大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学
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6月22日（金） 第2会場［大阪国際交流センター2F「小ホール」］

9：00〜10：00� 一般演題Ⅰ『歯科口腔領域』
座長：青木　和広（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　口腔基礎工学分野）

江尻　貞一（朝日大学歯学部口腔解剖学）　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ−1	 抗癌剤の濃度依存性に増大するビスフォスフォネート製剤関連顎骨壊死の有病率
 ○黒嶋　伸一郎1 , 2 )、佐々木　宗輝1 )、早野　博紀3 )、玉城　沙貴3 )、澤瀬　隆1 )

  1 )長崎大学生命医科学域（歯学系）　口腔インプラント学分野、 
2 )長崎大学病院口腔・顎・顔面インプラントセンター、 
3 )長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔インプラント学分野

Ⅰ−2	 BP製剤と抗RANKL抗体製剤がマウス抜歯窩治癒に与える影響
 ○早野　博紀1 )、黒嶋　伸一郎2 , 3 )、玉城　沙貴1 )、澤瀬　隆2 )

  1 )長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　口腔インプラント学分野、 
2 )長崎大学生命医科学域（歯学系）口腔インプラント学分野、 
3 )長崎大学病院口腔・顎・顔面インプラントセンター

Ⅰ−3	 PTH間歇投与による下顎新生骨の骨質変化	〜ラマン分光法を用いた骨質解析〜				
 ○ 吉岡　洋祐1 )、山近　英樹2 )、中西　真3 )、二宮　禎4 )、明石　翔1 )、松原　正和1 )、 

森谷　徳文1 )、小林　泰浩5 )、藤井　達生3 )、飯田　征二1 , 2 )

  1 )岡山大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再建外科学、2 )岡山大学口腔外科（再建系）、 
3 )岡山大学大学院自然科学研究科無機材料化学講座、4 )日本大学解剖学第一講座、 
5 )松本歯科大学総合歯科医学研究所硬組織機能解析学

Ⅰ−4	 ラット歯槽骨再生遺伝子治療モデルにおける骨形態計測評価の試み
 ○河井　まりこ、大浦　清
 大阪歯科大学

Ⅰ−5	 歯根膜圧迫負荷によるSclerostin産生と歯槽骨骨細胞への影響
 ○小田垣　直弥1 )、石原　嘉人1 )、王　紫儀2 )、イスライン　イ2 )、上岡　寛2 )

 1 )岡山大学病院　矯正歯科、2 )岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　歯科矯正学分野

Ⅰ−6	 過剰咬合モデルマウスにおけるRANKL結合ペプチドを使用した歯槽骨造成の評価
 ○ 新井　祐貴1 )、青木　和広2 )、田村　幸彦3 )、長弘　茂樹4 )、大河原　久実1 )、 

上原　智己4 )、宮新　美智世4 )、若林　則幸1 )

  1 )東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　部分床義歯補綴学分野、 
2 )東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　口腔基礎工学分野、 
3 )東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　硬組織薬理学分野、 
4 )東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　小児歯科学分野
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10：00〜11：00� 一般演題Ⅱ『バイオメカニクス』
座長：安達　泰治（京都大学ウイルス・再生医科学研究所）　　　　　　　

上岡　　寛（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　歯科矯正学分野）

Ⅱ−1	 週1回テリパラチド投与によるコラーゲン線維配向性向上と骨強度増加の関係
  ○ 木村−須田　廣美1 , 2 )、伊藤　哲平2 )、高倉　綾3 )、 

高尾　亮子3 )、兼平　裕也2 )、磯谷　幸宏4 )　
  1 )千歳科学技術大学　応用化学生物学科、2 )千歳科学技術大学大学院　光科学研究科、 

3 )旭化成ファーマ株式会社　医薬研究センター、4 )旭化成ファーマ株式会社　医薬営業企画部

Ⅱ−2	 抗RANKLモノクローナル抗体が椎弓根スクリューの固定制性に及ぼす影響	
	 −CT有限要素法による前向き研究−
  ○ 谷　聡二1 )、石川　紘司1 , 2 )、工藤　理史1 )、松岡　彰1 )、丸山　博史1 )、 

江守　永1 )、山村　亮1 )、永井　隆士1 )、稲垣　克記1 )、豊根　知明1 )　
 1 )昭和大学医学部　整形外科学講座、2 )三楽病院脊椎脊髄センター

Ⅱ−3	 CT-FEMによる椎体強度評価と骨粗鬆症診断への応用
  ○ 東藤　貢1 )、梅林　大督2 )、原　政人3 )　
  1 )九州大学応用力学研究所　自然エネルギー統合利用センター、 

2 )京都府立大学大学院医学研究科　脳神経機能再生外科学、3 )稲沢市民病院　脳神経外科

Ⅱ−4	 	Expression	change	of	circadian	clock	genes	in	murine	osteocytes	by	
mechanical	stimuli:	implications	for	spatial	distribution	of	sclerostin

  ○ 王　紫儀1 )、石原　嘉人2 )、小田垣　直弥2 )、イスライン　イ1 )、上岡　寛1 )　
 1 )岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　歯科矯正学分野、2 )岡山大学病院　矯正歯科

Ⅱ−5	 	経皮的椎体形成術（Balloon	Kyphoplasty,	BKP）後の隣接椎体骨折発生機序	
−骨振動による動的解析−

  ○ 町田　正文1 )、南郷　脩史2 )、久保田　省吾2 )、野村　和隆2 )、堀口　悠介2 )　
 1 )横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　脊椎・脊髄外科、2 )ラトックシステムエンジニアリング株式会社

Ⅱ−6	 細胞周囲マトリックスを介した骨細胞への流れ刺激の数理解析
  ○ 亀尾　佳貴1 , 2 )、小笹　正裕2 )、武石　直樹3 )、安達　泰治1 , 2 )

  1 )京都大学　ウイルス・再生医科学研究所、2 )京都大学　大学院工学研究科、
 3 )大阪大学　大学院基礎工学研究科

−S26−



11：00〜12：00� �シンポジウム4『  医歯薬工連携による医療デバイスの研究開発と
骨形態計測』

座長：安達　泰治（京都大学ウイルス・再生医科学研究所）　　　　　　
中野　貴由（大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻）

骨配向を目指したデンタルインプラントの研究開発
○澤瀬　隆1 )、黒嶋　伸一郎1 )、中野　貴由2 )

1 )長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔インプラント学分野、
2 )大阪大学大学院工学研究院　マテリアル生産科学専攻 生体材料学領域　

三次元積層造形法を用いたカスタムメイド人工股関節の開発	
Development	of	custom-made	hip	implants	using	additive	manufacturing
坂井　孝司
大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学

骨配向特性を考慮した新しい脊椎椎間ケージの開発
伊東　学
国立病院機構北海道医療センター

CT-FEMを用いた骨とインプラントの力学的相互作用の理解と臨床応用
東藤　貢
九州大学　応用力学研究所　自然エネルギー統合利用センター

12：10〜13：10� �ランチョンセミナー2
座長：遠藤　直人（新潟大学大学院医歯学総合研究科　整形外科学分野）

共催：第一三共株式会社

「あらためて考える骨粗鬆症の評価」
馬渡　太郎
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　整形外科
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15：00〜16：00� 一般演題Ⅲ『画像診断』
座長：池田　　聡（健愛記念病院　整形外科）

萩野　　浩（鳥取大学医学部保健学科）

Ⅲ−1	 男性における骨微細構造および骨代謝マーカーの加齢変化：HR-pQCTによる解析
  ○ 千葉　恒、岡崎　成弘、土居　満、横田　和明、尾崎　誠
 長崎大学　医歯薬学総合研究科　整形外科

Ⅲ−2	 QCTから求めた大腿骨頚部の骨強度指標	−DXAとの比較−
  ○ 大成　和寛1 )、曽根　照喜2 )、田中　健祐1 )、赤木　和美4 )、朱　容仁5 )、 

難波　良文3 )、三谷　茂3 )、長谷川　徹1 )、福永　仁夫6 )　
  1 )川崎医科大学　脊椎・災害整形外科学、2 )川崎医科大学　放射線医学（核医学）、 

3 )川崎医科大学　骨・関節整形外科学、4 )川崎医科大学　中央研究センター、 
5 )川崎医療福祉大学　健康体育学科、6 )川崎医科大学

Ⅲ−3	 著明な圧壊を示す2週前に単純レントゲンで椎体高の低下を認めた症例	
	 −VDI,SDI法に準じた計測法の検討−
  ○ 杉本　太1 )、阪本　桂造2 )、手島　泰明3 )、川前　恵一1 )、富田　祥輝1 )、 

池田　史仁4 )、桑名　尚子5 )、関根　紘樹6 )、伊藤　明子7 )　
  1 )池田記念病院　整形外科、2 )西蒲田整形外科、3 )池田記念病院内科、4 )池田記念病院外科、 

5 )池田記念病院薬剤部、6 )池田記念病院放射線課、7 )池田記念病院栄養課

Ⅲ−4	 デノスマブ投与1年後の腰椎骨密度および	
	 Trabecular	bone	score	（TBS）の増加に影響する因子の検討
  ○ 宮岡　大知、今西　康雄、林　礼行、小原　正也、 

永田　友貴、山田　真介、絵本　正憲、稲葉　雅章　
 大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学

Ⅲ−5	 イバンドロネート静注製剤による2年間の治療効果	
	 −BMDとTBSの検討−
  ○ 藤井　裕士、池田　聡、栗之丸　直朗、田中　秀敏　
 健愛記念病院　整形外科

Ⅲ−6	 Hip	Structure	Analysisを用いた	
	 イバンドロネート静注剤とエルデカルシトール併用療法の評価
  ○ 高田　潤一1 , 2 )、和田　博司3 )、射場　浩介2 )、道家　孝幸2 )、 

花香　恵2 )、吉崎　隆1 )、山下　敏彦2 )　
 1 )北郷整形外科、2 )札幌医科大学整形外科、3 )和田産婦人科

−S28−



16：00〜17：00� 一般演題Ⅳ『骨密度測定DXA・超音波』
座長：岸本　英彰（医療法人十字会　野島病院　整形外科）

野中　希一（東洋メディック株式会社　営業２部）　

Ⅳ−1	 ロボットリハを実施したDuchenne型筋ジストロフィー患者の	
	 骨密度と軟部組織組成の経時変化
  ○ 高田　信二郎1 )、宮崎　達志2 )　
  1 )独立行政法人国立病院機構徳島病院　整形外科・リハビリテーション科・ロボットリハセンター、 

2 )独立行政法人国立病院機構徳島病院小児科

Ⅳ−2	 2型糖尿病における橈骨の皮質骨厚および海綿骨骨密度に対する握力の関連
  ○ 中村　美之1 )、元山　宏華1 )、丸尾　沙織1 )、山田　真介1 )、奥野　仙二3 )、 

今西　康雄1 )、栗山　長門2 )、渡邊　能行2 )、絵本　正憲1 )、稲葉　雅章1 )　
  1 )大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学、 

2 )京都府立医科大学大学院医学研究科　地域保健医療疫学、3 )白鷺病院　腎臓内科

Ⅳ−3	 超音波を用いた皮質骨骨質評価に関する大規模コホート研究：第1報
  ○ 辻　翔太郎1 )、楊　鴻生2 )、末利　良一3 )、岡山　明洙5 )、吉矢　晋一1 )、新村　健4 )　
  1 )兵庫医科大学　医学部　整形外科、2 )藍野大学　医療保健学部、3 )古野電気株式会社、 

4 )兵庫医科大学　医学部　内科学総合診療科、5 )兵庫医科大学　ささやま医療センター　整形外科

Ⅳ−4	 レーザ超音波法を用いたウシ半月板中の縦波音速評価
  ○ 福永　拓未1 )、坂田　祥崇1 )、松川　真美2 )　
 1 )同志社大学大学院　理工学研究科、2 )同志社大学　理工学部電気工学科

Ⅳ−5	 顕微Brillouin散乱法を用いた糖尿病ラット骨梁中の縦波音速評価
  ○ 安井　寛和1 )、川瀬　麻実2 )、葛原　由貴2 )、池川　雅哉3 )、松川　真美4 )　
  1 )同志社大学大学院　理工学研究科、2 )同志社大学大学院　生命医科学研究科、 

3 )同志社大学　生命医科学部、4 )同志社大学　理工学部電気工学科

Ⅳ−6	 ブタ頭蓋骨を透過した縦波超音波の音速評価
  ○ 澤田　紘一1 )、中西　翔子2 )、村島　和2 )、牧野　大輝2 )、松川　真美1 )　
 1 )同志社大学　理工学部、2 )同志社大学大学院　生命医科学研究科
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17：00〜18：00� 一般演題Ⅴ『骨代謝臨床』
座長：奥野　仙二（仁真会　白鷺病院　内科）　　　　　　　　

佐藤　宗彦（蒼龍会　井上病院　整形外科・リウマチ科）

Ⅴ−1	 中学・高校生の骨形成とカルシウム自己チェック評価について
  ○ 尾﨑　悦子、松井　大輔、小山　晃英、渡邉　功、 

武下　和久子、栗山　長門、渡邊　能行
 京都府立医科大学　地域保健医療疫学

Ⅴ−2	 骨吸収抑制剤が腎機能に与える影響
  ○ 永井　隆士1 )、石川　紘司1 )、黒田　拓馬1 , 2 )、 

大下　優介2 , 3 )、阪本　桂造1 )、稲垣　克記1 )　
 1 )昭和大学医学部整形外科学講座、2 )昭和大学横浜市北部病院、3 )昭和大学藤が丘病院

Ⅴ−3	 高齢2型糖尿病椎体骨折者では、椎体微細構の劣化が存在する
  ○ 山本　昌弘、清原　信昭、杉本　利嗣　
 島根大学医学部　内科学講座内科学第一

Ⅴ−4	 筋強直性ジストロフィー患者における骨代謝の特徴
  高田　信二郎　
 独立行政法人国立病院機構徳島病院　整形外科・リハビリテーション科・ロボットリハセンター

Ⅴ−5	 腫瘍性骨軟化症における原因腫瘍摘出前後の骨生検像の変化について
  ○ 林　礼行1 )、今西　康雄1 )、小林　郁江2 )、小原　正也3 )、宮岡　大知1 )、 

永田　友貴1 )、藏城　雅文1 )、山田　真介1 )、絵本　正憲1 )、稲葉　雅章1 )　
  1 )大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学、 

2 )大阪市立大学大学院医学研究科　診断病理・病理病態学、3 )大阪市立総合医療センター　糖尿病内科

Ⅴ−6	 特発性大腿骨頭壊死症における大腿骨頭のマイクロダメージの蓄積
  ○ 嶌村　将志1 )、岩田　憲1 )、真柴　賛1 )、吉武　新悟1 )、山本　哲司1 )、三木　崇範2 )　
 1 )香川大学医学部付属病院　整形外科、2 )香川大学　神経機能形態学
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6月22日（金） イブニングセミナー会場［ホテルモントレ グラスミア大阪21F「ブルーベル」］

19：00〜20：00� �イブニングセミナー2
座長：中野　貴由（大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻）

共催：ファイザー株式会社

「骨粗鬆症の病態の理解に基づく治療法の選択」
宮本　健史
慶應義塾大学医学部整形外科学

6月22日（金） イブニングセミナー会場［ホテルモントレ グラスミア大阪23F「アマリー」］

19：00〜20：00� �イブニングセミナー3
座長：稲葉　雅章（大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学）

共催：協和発酵キリン株式会社

「低リン血症性くる病・骨軟化症	−その過去・現在・未来−」
今西　康雄
大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学
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6月23日（土） 第1会場［大阪国際交流センター2F「さくら西」］

8：30〜9：20� 一般演題Ⅵ『サルコぺニア』
座長：岡野　　徹（山陰労災病院　整形外科）　　　　　　　

元山　宏華（大阪市立総合医療センター　糖尿病内科）

Ⅵ−1	 透析患者の骨密度と血管石灰化、サルコペニアの関連および予後への影響
  ○ 辻本　吉広1 )、森田　けやき1 )、土蔵　尚子1 )、下村　菜生子1 )、木津　あかね1 )、 

岸本　博至1 )、田畑　勉1 )、西澤　良記1 )、稲葉　雅章2 )

 1 )蒼龍会井上病院　内科、2 )大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学

Ⅵ−2	 透析患者におけるサルコペニア、筋肉量および筋力と骨密度の関係
  ○ 奥野　仙二1 )、岡﨑　久宜1 )、宮脇　仁朗1 )、乗峯　京子1 )、 

庄司　繁市1 )、山川　智之1 )、石村　栄治2 )、稲葉　雅章2 )

  1 )仁真会白鷺病院　内科、2 )大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学

Ⅵ−3	 eGFRcreに比しeGFRcysは、閉経後骨粗鬆症患者において、	
	 骨粗鬆症骨折既往を予測する
  ○ 藏城　雅文、永田　友貴、山田　真介、今西　康雄、絵本　正憲、稲葉　雅章
  大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学

Ⅵ−4	 橈骨遠位端骨折患者における骨粗鬆症とサルコペニアの関連性の検討
  ○ 黒田　拓馬1 )、永井　隆士2 )、川崎　恵吉2 )、石川　紘司2 )、稲垣　克記2 )

  1 )昭和大学横浜市北部病院　整形外科、2 )昭和大学医学部整形外科学講座

Ⅵ−5	 IGF-1とサルコペニアの関係
  ○ 岡村　博輝、永井　隆士、阪本　桂造、石川　紘司、黒田　拓馬、稲垣　克記
  1 )昭和大学　医学部　整形外科学講座、2 )西蒲田整形外科
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9：30〜10：30� �シンポジウム5『骨代謝回転過剰抑制による弊害とその予防』
座長：網塚　憲生（北海道大学歯学研究院硬組織発生生物学教室）

真柴　　賛（香川大学医学部整形外科）　　　　　　　　　

骨代謝回転過剰抑制によって生じる骨材質の変化
 ○ 真柴　賛、岩田　憲、山本　哲司
 香川大学医学部整形外科

非定型大腿骨骨折の関連因子と治療
 ○ 多田　昌弘、松浦　正典、日高　典昭
 大阪市立総合医療センター整形外科

骨吸収抑制薬による顎骨壊死への対策
 中原　寛和
 大阪市立大学大学院医学研究科歯科口腔外科

無形成骨による有害事象
 風間　順一郎
福島県立医科大学　腎臓高血圧内科学

10：30〜12：20� �スポンサーセミナー2『睡眠障害と骨代謝、転倒骨折』
座長：伊東　昌子（長崎大学ダイバーシティ推進センター）

曽根　照喜（川崎医科大学放射線医学（核医学診療））

共催：MSD株式会社

「眠れない患者に対応する	〜睡眠障害オーバービュー〜」
塩見　利明
愛知医科大学大学院医学研究科　睡眠医学

「眠剤と骨折リスク」
田宮　寛之
東京大学医学部附属病院　老年病科

「睡眠障害と転倒リスク」
○ 山田　真介、林　礼行、宮岡　大知、都井　律和、 

永田　友貴、藏城　雅文、今西　康雄、稲葉　雅章
大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学

「不眠と骨代謝	〜新たなメカニズム・背景を探る〜」
○栗山　長門1 )、尾﨑　悦子1 )、山田　真介2 )、稲葉　雅章2 )、松井　大輔1 )、渡邊　能行1 )

1 )京都府立医科大学大学院医学研究科　地域保健医療疫学、
2 )大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学
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12：30〜13：30� �ランチョンセミナー3
座長：曽根　照喜（川崎医科大学放射線医学（核医学））

共催：中外製薬株式会社／大正富山医薬品株式会社

「骨粗鬆症治療における活性型ビタミンD製剤の生理作用と薬理作用」
竹内　靖博
虎の門病院　内分泌センター

13：40〜14：10� �総会・学術奨励賞表彰式

14：10〜15：10� �シンポジウム6『  新しい画像検査の有用性と課題』
座長：伊東　昌子（長崎大学ダイバーシティ推進センター）

酒井　昭典（産業医科大学　整形外科学）　　　　　

超音波による骨のイメージング
 ○ 松川　真美1 )、眞野　功1 , 2 )

 1 )同志社大学、2 )応用電機株式会社

HR-pQCTの有用性と課題
 ○ 千葉　恒1 )、岡崎　成弘1 )、尾崎　誠1 )、伊東　昌子2 )

 1 )長崎大学　医歯薬学総合研究科　整形外科、2 )長崎大学　ダイバーシティ推進センター

新しい画像検査の有用性と課題	−HSA	（hip	structural	analysis）−
 ○ 高田　潤一1 )、射場　浩介2 )、吉崎　隆1 )、山下　敏彦2 )

 1 )北郷整形外科、2 )札幌医科大学　整形外科

Trabecular	bone	score（TBS）の有用性と課題
 ○ 宮岡　大知、今西　康雄、林　礼行、小原　正也、 

永田　友貴、山田　真介、絵本　正憲、稲葉　雅章
 大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学

−S34−



15：10〜16：10� �シンポジウム7『  一般臨床医が行う骨量測定』
座長：今西　康雄（大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学）

萩野　　浩（鳥取大学医学部　保健学科）　　　　　　　　　　　　　

一般臨床医が行う骨量測定：腰椎、大腿骨
○楊　鴻生1 )、野垣　幸男2 )

1 )フェニックス加古川記念病院整形外科、2 )フェニックス加古川記念病院放射線科

橈骨DXAのregion	of	interest（ROI）に影響をもたらす原因
漆原　信夫
医療法人財団額田記念会額田記念病院整形外科

一般臨床医が行う骨量測定：MD法（CXD法、DIP法）
中　弘志
大阪市立弘済院附属病院

顎骨骨密度
 ○ 髙石　佳知1 )、三木　隆己2 )、板橋　明3 )、鎌田　愛子4 )、 

池尾　隆4 )、高石　芽求1 )、藤田　拓男5 )

 1 )高石歯科医院、2 )泉大津市立病院、3 )埼玉骨疾患研究センター、 
4 )大阪歯科大学生化学講座、5 )神戸大学名誉教授

16：10〜16：20� 閉会式
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6月23日（土） 第2会場［大阪国際交流センター2F「小ホール」］

8：30〜9：30� 一般演題Ⅶ『骨形態計測組織・薬剤効果』
座長：高田信二郎（独立行政法人国立病院機構徳島病院　整形外科・リハビリテーション科・ロボットリハセンター）

永井　隆士（昭和大学医学部整形外科学講座）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅶ−1	 骨芽細胞増殖はPTH投与による骨同化作用において必須ではない
 ○髙橋　晃、Mulati Mieradili、猪瀬　弘之、大川　淳
  東京医科歯科大学附属病院　整形外科

Ⅶ−2	 テリパラチドは卵巣摘出カニクイザルの腰椎海綿骨において骨微細損傷を減少させる
 ○吉武　新悟1 )、真柴　賛1 )、岩田　憲1 )、山本　哲司1 )、高尾　亮子2 )

 1 )香川大学医学部　整形外科、2 )旭化成ファーマ株式会社

Ⅶ−3	 卵巣摘出マウスにおいて、aldehyde	dehydrogenase	2遺伝子欠損は	
	 PTH投与による骨量増加効果を増強させる
 ○ 小杉　健二、目貫　邦隆、田島　貴文、大隈　佳世子、 

福田　北斗、塚本　学、酒井　昭典
  産業医科大学　整形外科

Ⅶ−4	 成長期小児モデル動物に対するビスフォスフォネート製剤投与の影響	
	 −骨格成長発育障害への影響−
 ○ 佐藤　大1 )、高畑　雅彦1 )、太田　昌博1 )、清水　智弘1 )、福田　千恵2 )、 

岡田　顕子2 )、津田　英資2 )、長谷川　智香3 )、網塚　憲生3 )、岩崎　倫政1 )

 1 )北海道大学大学院医学研究院　専門医学系部門　機能再生医学分野　整形外科学教室、 
 2 )第一三共株式会社　希少疾患・LCMラボラトリー、3 )北海道大学　歯硬組織

Ⅶ−5	 抗RANKLモノクローナル抗体投与後の骨密度予測	
	 −骨代謝マーカーの有用性の検討：多施設共同観察研究−
 ○ 石川　紘司1 , 2 , 3 )、永井　隆士1 )、大下　優介3 , 4 )、黒田　拓馬4 )、谷　聡二1 )、 

宮城　正行5 )、井上　玄5 )、高相　晶士5 )、豊根　知明1 )、稲垣　克記1 )

  1 )昭和大学医学部　整形外科学講座、2 )三楽病院　脊椎脊髄センター、3 )山梨赤十字病院　整形外科、 
4 )昭和大学横浜市北部病院　整形外科、5 )北里大学　整形外科

Ⅶ−6	 新生骨量は骨形成マーカーと弱い相関を示した	
	 −MDCT画像を用いた骨形態計測
 ○ 南郷　脩史1 )、久保田　省吾1 )、野村　和隆1 )、 

堀口　悠介1 )、千葉　恒2 )、町田　正文3 )

  1 )ラトックシステムエンジニアリング株式会社、2 )長崎大学　医歯薬学総合研究科　整形外科、 
3 )横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　脊椎外科
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9：30〜10：30� 一般演題Ⅷ『バイオマテリアル』
座長：中野　貴由（大阪大学大学院　工学研究科生体材料学領域）　　　　　　　　　　　　　　

疋田　温彦（東京大学大学院医学系研究科セル＆ティッシュ・エンジニアリング寄付講座）

Ⅷ−1	 フェムト秒レーザー照射により形成した	
	 三次元微細周期構造チタン表面での間葉系幹細胞の骨分化誘導
 ○ 塙　隆夫1 )、陳　鵬1 )、朝生　敏裕2 )、笹木　隆一郎2 )、 

蘆田　茉希1 )、堤　祐介1 )、土居　壽1 )

  1 )東京医科歯科大学生体材料工学研究所　金属生体材料学分野、2 )アイシン精機株式会社

Ⅷ−2	 骨形成促進と抗菌性とを両立する	
	 金属製インプラントデバイス表面の創成に関する基礎的研究・その2
 ○堤　祐介1 )、島袋　将弥2 )、陳　鵬1 )、蘆田　茉希1 )、土居　壽1 )、塙　隆夫1 )

  1 )東京医科歯科大学　生体材料工学研究所　金属生体材料学分野、 
2 )東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　金属生体材料学分野

Ⅷ−3	 ラット脛骨に埋植した	
	 ポーラスチタン-ポリグリコール酸-炭酸カルシウム複合体周囲の骨組織
 ○上田　正人1 )、池田　勝彦1 )、関　あずさ2 )

  1 )関西大学　化学生命工学部、2 )ハムリー株式会社

Ⅷ−4	 ナノ周期表面構造による骨芽細胞および骨基質配向化機構
 ○中西　陽平、松垣　あいら、中野　貴由
  大阪大学大学院工学研究科

Ⅷ−5	 Additive	manufacturingによる低ヤング率インプラントの創製と	
	 骨への応力遮蔽抑制効果
 ○ 石本　卓也1 )、川西　洋平2 )、阿部　信吾2 )、坂井　孝司2 )、 

村瀬　剛2 )、吉川　秀樹2 )、中野　貴由1 )

  1 )大阪大学大学院工学研究科　マテリアル生産科学専攻、 
2 )大阪大学大学院医学系研究科　器官制御外科学（整形外科）

Ⅷ−6	 ハイドロキシアパタイト/コラーゲン複合体の骨癒合に対する有用性
 ○ 長幡　樹1 )、宮腰　尚久1 )、粕川　雄司1 )、河野　哲也2 )、鈴木　真純3 )、 

赤川　学1 )、尾野　祐一1 )、湯浅　悠介1 )、佐藤　千晶1 )、島田　洋一1 )

  1 )秋田大学医学部付属病院　整形外科、2 )北秋田市民病院、3 )由利組合総合病院
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10：30〜11：30� 一般演題Ⅸ『骨代謝基礎Ⅰ』
座長：飯村　忠浩（愛媛大学プロテオサイエンスセンター）　　　　　　　　

今西　康雄（大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学）

Ⅸ−1	 低代謝回転を伴う腎不全動物の骨力学特性の特徴とその影響因子
 ○ 岩崎　香子1 )、大和　英之2 )、松垣　あいら3 )、 

中野　貴由3 )、高垣　裕子4 )、深川　雅史2 )

  1 )大分県立看護科学大学　人間科学講座、2 )東海大学　医学部　腎内分泌代謝内科、 
3 )大阪大学　大学院工学研究科、4 )神奈川歯科大学　歯学部

Ⅸ−2	 Fgf23遺伝子欠損マウスの骨基質石灰化異常におけるSIBLING	familyの関与
 ○長谷川　智香1 )、邱　紫璇1 )、山本　知真也2 )、本郷　裕美1 )、松井　功3 )、網塚　憲生1 )

  1 )北海道大学　歯学研究院　硬組織発生生物学教室、2 )自衛隊阪神病院　歯科、 
3 )大阪大学医学研究科　腎臓内科学

Ⅸ−3	 副甲状腺ホルモンによる破骨細胞/骨芽細胞カップリング因子EphrinB2/	
	 EphB4発現の変化とメカニズムの検討
 ○ 永田　友貴、今西　康雄、宮岡　大知、林　礼行、 

都井　律和、山田　真介、絵本　正憲、稲葉　雅章
  大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学

Ⅸ−4	 がん細胞との相互作用による骨芽細胞配列化破綻
 ○松垣　あいら、木村　友美、原田　樹、中野　貴由
  大阪大学大学院工学研究科　マテリアル生産科学専攻

Ⅸ−5	 RANKL結合ペプチドによる骨形成促進メカニズムの検討
 ○ 曽根　絵梨1 )、Khan Masud2 )、能代　大輔3 )、池淵　祐樹4 )、本間　雅4 )、 

田村　幸彦5 )、菅森　泰隆2 )、鈴木　洋史4 )、宇田川　信之6 )、青木　和広2 )

  1 )東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面外科学、 
2 )東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　口腔基礎工学、 
3 )金沢大学　理工研究域　バイオAFM先端研究センター、4 )東京大学医学部附属病院薬剤部、 
5 )東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　硬組織薬理学、 
6 )松本歯科大学大学院　歯学独立研究科　硬組織機能解析学

Ⅸ−6	 ヘリオキサンチン誘導体はNO産生とPDE阻害により破骨細胞分化を抑制する
 ○犬伏　正和1 )、天野　均1 )、大庭　伸介2 )、岩城　太1 )

  1 )大阪歯科大学　薬理学講座、2 )東京大学大学院工学系研究科
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11：30〜12：20� 一般演題Ⅹ『骨代謝基礎Ⅱ』
座長：天野　　均（大阪歯科大学歯学部　薬理学講座）　　　　　

木村−須田　廣美（千歳科学技術大学　応用化学生物学科）

Ⅹ−1	 Apolipoprotein	Eの骨配向性制御機構への関与
 ○小笹　良輔、佐々木　恭平、中野　貴由
  大阪大学　大学院工学研究科　マテリアル生産科学専攻

Ⅹ−2	 ゴマ摂取が卵巣摘出ラットの骨代謝に及ぼす影響	
	 〜骨形態計測学的検討を中心に〜
 ○橘　理香、守田　紀子、清水　沙希、松下　宏、若槻　明彦
  愛知医科大学　産婦人科

Ⅹ−3	 長鎖ノンコーディングRNAによる骨芽細胞分化の調節機構
 ○Mulati Mieradili、高橋　晃、猪瀬　弘之、大川　淳
  東京医科歯科大学　医歯学総合研究科　整形外科学分野

Ⅹ−4	 電子顕微鏡による硬組織・細胞・リン酸カルシウムの親水環境での観察
 ○佐藤　主税1 )、Memtily Nassirhadjy1 )、籏野　悠里3 )、佐藤　真理1 )、坂井　詠子2 )

  1 )国立研究開発法人　産業技術総合研究所　バイオメディカル研究部門、 
2 )長崎大学大学院　医歯薬学、3 )テラベース株式会社

Ⅹ−5	 骨リモデリングとモデリングにおける活性型骨芽細胞と周囲の細胞群の組織学的検索
 ○阿部　未来1 )、長谷川　智香2 )、網塚　憲生2 )

  1 )北海道大学　歯学部、2 )北海道大学大学院歯学研究院　口腔健康科学講座　硬組織発生生物学教室

12：30〜13：30� �ランチョンセミナー4
座長：酒井　昭典（産業医科大学　整形外科学）

共催：日本イーライリリー株式会社

「骨粗鬆症診療への貢献	−テリパラチド連日製剤のもたらしたもの−」
○山本　智章、髙橋　榮明、島倉　剛俊、田邉　春美
新潟リハビリテーション病院　整形外科、新潟骨の科学研究所
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14：10〜15：10� 一般演題Ⅺ『骨粗鬆症・変形性関節症』
座長：後藤　仁志（大阪市立総合医療センター総合診療科）　　　

松𥔎健一郎（医療法人社団　松𥔎整形外科医院　整形外科）

Ⅺ−1	 変形性腰椎症と副甲状腺ホルモンの関係	−透析患者での検討−
 ○ 奥野　仙二1 )、岡﨑　久宜1 )、宮脇　仁朗1 )、山川　健次郎1 )、 

庄司　繁市1 )、山川　智之1 )、石村　栄治2 )、稲葉　雅章2 )

  1 )仁真会白鷺病院　内科、2 )大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学

Ⅺ−2	 HR-pQCTを用いた変形性膝関節症の軟骨下骨微細構造解析：	
	 病期および下肢アライメントとの関係
 ○岡崎　成弘、千葉　恒、横田　和明、白石　和輝、米倉　暁彦、尾崎　誠
  長崎大学病院　整形外科

Ⅺ−3	 特発性膝骨壊死の病変部海綿骨における骨微細損傷の蓄積
 ○吉武　新悟、真柴　賛、森　正樹、石橋　洋一、岩田　憲、山本　哲司
  香川大学医学部　整形外科

Ⅺ−4	 2型糖尿病の橈骨皮質骨骨粗鬆症に対する単球サブセットの関連
 ○ 元山　宏華1 , 2 )、絵本　正憲2 )、中村　美之2 )、 

山田　真介2 )、今西　康雄2 )、稲葉　雅章2 )

  1 )大阪市立総合医療センター　糖尿病内科、 
2 )大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学

Ⅺ−5	 妊娠・産褥期における骨代謝変化について
 ○ 山田　真介1 )、富畑　あゆみ1 )、都井　律和1 )、林　礼行1 )、宮岡　大知1 )、 

永田　友貴1 )、藏城　雅文1 )、今西　康雄1 )、三杦　卓也2 )、稲葉　雅章1 )

  1 )大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学、
 2 )大阪市立大学大学院医学研究科　産科婦人科学

Ⅺ−6	 妊娠後骨粗鬆症をテリパラチドで治療したのち第2子を出産した一例
 ○ 都井　律和、山田　真介、林　礼行、宮岡　大知、 

永田　友貴、藏城　雅文、今西　康雄、稲葉　雅章
  大阪市立大学附属病院　内分泌・骨・リウマチ内科
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15：10〜16：00� 一般演題Ⅻ『メカニカルストレス』
座長：田中　伸哉（埼玉医科大学　整形外科）　　　　　　　

山本　智章（新潟リハビリテーション病院　整形外科）

Ⅻ−1	 卵巣摘出ラットにおける選択的エストロゲン受容体モジュレーターと	
	 低強度有酸素運動の骨と脂肪に対する効果
 ○ 湯浅　悠介、宮腰　尚久、粕川　雄司、長幡　樹、 

赤川　学、尾野　祐一、佐藤　千晶、島田　洋一
  秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座

Ⅻ−2	 紅蔘と運動負荷の併用が成長期ラットの骨微細構造におよぼす影響
 ○朱　容仁1 )、曽根　照喜2 )、大成　和寛3 )、崔　學鎭4 )、福永　仁夫5 )

  1 )川崎医療福祉大学医療技術学部　健康体育学科、2 )川崎医科大学　放射線医学（核医学）、 
3 )川崎医科大学　脊椎・災害整形外科学、4 )慶雲大学校　社会体育学科、5 )川崎医科大学

Ⅻ−3	 インプラントを介した規則的な繰り返し荷重が	
	 骨関連細胞とコラーゲンの配向性に与える影響
 ○ 右藤　友督1 )、黒嶋　伸一郎1 , 2 )、石本　卓也3 )、内田　悠介1 )、 

叶井　里歩1 )、中野　貴由3 )、澤瀬　隆1 )

  1 )長崎大学　生命医科学領域（歯学系）　口腔インプラント学分野、 
2 )長崎大学病院　口腔・顎・顔面インプラントセンター、 
3 )大阪大学大学院　工学研究科　マテリアル生産科学専攻　生体材料学領域

Ⅻ−4	 全身振動刺激は成熟ラット大腿骨の海綿骨を肥厚させる
 ○峯松　亮1 )、西井　康恵1 )、今北　英高1 )、坂田　進2 )

  1 )畿央大学健康科学部、2 )奈良県立医科大学生理学教室

Ⅻ−5	 Aldehyde	dehydrogenase	2遺伝子欠損マウスは	
	 メカニカルストレスの変形性関節症モデルで軟骨変性が進行する
 ○ 岡田　祥明、目貫　邦隆、山中　芳亮、小杉　健二、田島　貴文、 

福田　北斗、大隈　佳世子、高田　真一朗、中村　英一郎、酒井　昭典
  産業医科大学　医学部　整形外科
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