
学会発表 / 講演 

 

１. 田中 真砂史、伊藤 宣、武富 雅則、松本 泰一、安東 慶治、中村 孝

志 

RA手に対する両側Sauve-Kapandji手術に用いたポリ-L-乳酸スクリューに

より生じた無腐性腫瘤の１例 

第 403 回整形外科集談会京阪神地方会  

2005 年 1 月 大阪市 

  

２. 田中 真砂史、伊藤 宣、武富 雅則、松本 泰一、安東 慶治、中村 孝

志 

RA手に対する両側Sauve-Kapandji手術に用いたポリ-L-乳酸スクリューに

より生じた無腐性腫瘤の１例 

第８回 Gold Conference 

2005 年 2 月 京都市 

 

３. 田中 真砂史、中川 泰彰、鈴木 隆、小林 雅彦、中村 孝志 

内側半月板断裂に対し再縫合術を施行した症例の検討 

第 15 回関西臨床スポーツ医・科学研究会 

2005 年 6 月 大阪市 

 

４. 田中 真砂史、杉本 正幸、太田 壮一、森 大祐、板倉 慎、琴浦 良彦 

胸鎖関節後方脱臼による気道狭窄の治療経験 

第 108 回中部日本整形外科災害外科学会学術集会 

2007 年 4 月 広島市 

 

５. 田中 真砂史、中川 泰彰、小林 雅彦、岡本 幸大、西谷 江平、中村 孝

志 

人工膝関節ポリエチレンインサートの内側部磨耗により生じた疼痛を再置

換によって改善できた一症例 

第 32 回日本膝関節学会学術集会 

2007 年 6 月 札幌市 

 



 

６. 田中 真砂史、岡本 剛 

両肩関節窩骨折の術後に上腕骨骨幹部骨折をきたした一症例 

第 111 回中部日本整形外科災害外科学会学術集会 

2008 年 10 月 金沢市 

 

７. 田中 真砂史、田中 千晶、河井 利之、池永 稔、鹿江 寛、永原 亮一 

   感染 THA に対する Impaction Bone Grafting 法の経験 

第 112 回中部日本整形外科災害外科学会学術集会 

2009 年 4 月 京都市 

 

８. 田中 真砂史、池永 稔、永原 亮一、鹿江 寛、田中 千晶、向田 征司 

  S4 Spondylolisthesis Reduction Instrument (SRI) を使用した腰椎分離す  

  べり症に対する矯正術の短期成績 

第 114 回中部日本整形外科災害外科学会学術集会 

2010 年 4 月 名古屋市 

 

９. 田中 真砂史、鹿江 寛、田中 千晶、中所 英樹、小松 弥郷、浦田 洋

二 

大腿骨頭に発症した FGF23 産生腫瘍による腫瘍性骨軟化症の一例 

第 40 回日本人工関節学会学術集会 

2010 年 2 月 宜野湾市 

 

１０. 田中 真砂史、田中 千晶、河井 利之、北折 俊之、小林 与人、

鹿江 寛、永原 亮一 

   感染 THA に対する Impaction Bone Grafting 法の経験 

第 40 回日本人工関節学会学術集会 

2010 年 2 月 宜野湾市 

 

１１. 田中 真砂史、田中 千晶、河井 利之、浦田 洋二 

人工膝関節置換術術後に生じた遅発性関節内血腫の一例 

第 40 回日本人工関節学会学術集会 



2010 年 2 月 宜野湾市 

 

１２. 田中 千晶、鹿江 寛、永原 亮一、北折 俊之、田中 真砂史、小林 

与人 

股臼再建十字プレートによる再建---骨補填方法による成績の相違 

第 40 回日本人工関節学会学術集会 

2010 年 2 月 宜野湾市 

 

１３. 北折 俊之、田中 千晶、鹿江 寛、永原 亮一、田中 真砂史、小林 

与人、谷掛 雅人、早川 克己 

人工股関節再置換術における術中大量出血のリスク回避：術前血管内処置を

施行した２例 

  第 40 回日本人工関節学会学術集会 

2010 年 2 月 宜野湾市 

 

１４. 北折 俊之、田中 千晶、河井 利之、田中 真砂史、鹿江 寛、永原 亮   

   一、小林 与人 

   当院における Impaction Bone Grafting 法による大腿骨側再置換の短期  

   成績 

   第 40 回日本人工関節学会学術集会 

  2010 年 2 月 宜野湾市 

 

 

１５. 田中 真砂史、竹本 充、藤林 俊介、根尾 昌志、山口 誠二、木村 貴  

   司、松下 富春、小久保 正、中村 孝志 

   低弾性型チタン合金「ゴムメタル」の骨結合能評価 

   第 31 回整形外科バイオマテリアル研究会 

   2011 年 12 月 東京都 

 

１６. 田中 真砂史、竹本 充、藤林 俊介、根尾 昌志、松田 秀一 

   新規開発したリン酸カルシウムナトリウム骨ペーストの骨伝導能 

   第 27 回日本整形外科学会基礎学術集会 



   2012 年 10 月 名古屋市 

 

１７. 田中 真砂史、竹本 充、藤林 俊介、根尾 昌志、山口 誠二、木村 貴  

   司、松下 富春、小久保 正、松田 秀一 

   低弾性型チタン合金「ゴムメタル」の骨結合能評価 

   第 27 回日本整形外科学会基礎学術集会 

   2012 年 10 月 名古屋市 

 

１８. Tanaka M, Takemoto M, Fujibayash S, Matsuda S.  

    Osteoconductivity of New Sodium Calcium Phosphate Pastes.  

    24th Symposium and Annual Meeting of international Society for    

    Ceramics in Medicine 

    Fukuoka, Japan, Oct 2012. 

 

１９. Tanaka M, Takemoto M, Fujibayash S, Nakamura T, Matsuda S.   

     Osteoconductivity and absorptivity of new calcium phosphate cement  

     made of calcium sodium phosphate.  

     25th Symposium and Annual Meeting of international Society for   

     Ceramics in Medicine 

     Bucharest, Romania, November 2013. 

 

２０. Tanaka M, Takemoto M, Fujibayash S, Yamaguchi S, Kizuki T,   



     Matsushita T, Kokubo T, Nakamura T, Matsuda S.  

     Bone-bonding ability of a chemically and thermally treated low   

     modulus Ti alloy: Gum metal.  

     25th Symposium and Annual Meeting of international Society for  

     Ceramics in Medicine 

     Bucharest, Romania, November 2013. 

 

２１. 田中 真砂史、青木 弥寿弘、濱本 洋輔、植木 真梨子、田縁 千景      

   Frankel 分類C以上の麻痺が生じた症例に対し、椎弓根スクリューを従来   

   法と経皮的挿入法によって後方固定を行った手術成績及び術後成績の比  

   較 

   第35回 滋賀県整形外科医会 2015年 大津市 

 

２２. 植木 真梨子、田中 真砂史、田縁 千景、濱本 洋輔、青木 弥寿弘      

   肘関節脱臼の治療経験 

   第35回 滋賀県整形外科医会 2015年 大津市 

 

 

 



２３. Benjamin Roye, Anas Minkara, Hiroko Matsumoto, Nicole Bainton,    

     Masashi Tanaka, Fay Callejo, Justin Kung, Christopher DeAllie,  

     David P. Roye, Eduardo Beauchamp, Michael G Vitale MD.  

     High Rate of Mismatch between Sanders and Risser Staging in   

     Adolescent Idiopathic Scoliosis: Are Some Guiding Treatment With the  

     Wrong Classification?  

     American Academy of Pediatrics National Conference & Exhibition,  

     Chicago, IL, USA, September 2017. 

 

２４. 田中 真砂史、増田 尚也、石部 達也、高橋 忍、安岡 公美子、 

   早藤 昌樹、今宿 康彦、北川 裕利      

   Forestier病（強直性脊椎骨増殖症）により術後嚥下障害の増悪をきたし  

   た症例の治療経験 

   第38回 滋賀県整形外科医会 2018年11月 大津市 

 

２５. 増田 尚也、石部 達也、田中 真砂史、高橋 忍 

   脊椎脊髄手術における術中持続筋電図モニタリング導入後の初期評価 

   第38回 滋賀県整形外科医会 2018年11月 大津市 

 



 

２６. 田中 真砂史、高橋 忍、増田 尚也、石部 達也 

脊椎センター開設後７年間に生じた術中硬膜損傷に関する前向き合併症調査 

第48回 日本脊椎脊髄病学会学術集会 2019年4月 横浜市 

 

２７. 田中 真砂史、石部 達也、増田 尚也、高橋 忍 

診断に苦慮した頚椎病変の一例  

第17回 びわこ脊椎セミナー 2019年7月 草津市 

 

２８. 石部 達也、田中 真砂史、増田 尚也、神庭 悠介、千葉 副司、 

  高橋 忍 

  Time-SLIP MRIによる脊髄嚢腫性疾患の髄液動態把握と治療方針決定にお   

  ける有用性  

  第26回 日本脊椎脊髄神経手術手技学会学術集会 2019年9月 大阪市 

２９. 石部 達也、増田 尚也、田中 真砂史、高橋 忍 

  神経症状を伴うL3椎体骨折 

  第24回 関西MISt研究会 2019年10月 大阪市 

３０. 田中 真砂史、石部 達也、増田 尚也、高橋 忍 

     腰椎分離症に対する修復術８例の治療成績 



  第39回 滋賀県整形外科医会 2019年11月 草津市 

３１. 増田 尚也、石部 達也、田中 真砂史、高橋 忍 

    前後法により摘出を行なった腰仙椎砂時計腫の４例 

 第39回 滋賀県整形外科医会 2019年11月 草津市 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


