
85

長崎大学医学部業績集　2．研究業績

整形外科学

1.

2.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Matsumoto M, Abe K, Baba H, Kinoshita N, Yamaguchi T, Shiraishi M, Osaki M, Hayashi T: Paraganglioma of the cauda
equina : a report of two cases with unusual histopathological features. Clin Neuropathol 31:39-43,2012 (IF:1.043) ＊
Miyaji T, Gamada K, Kidera K, Ikuta F, Yoneta K, Shindo H, Osaki M, Yonekura A: IN VIVO KINEMATICS OF THE
ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT DEFICIENT KNEE DURING WIDE-BASED SQUAT USING A 2D/3D
REGISTRATION TECHNIQUE. Journal of Sports Science and Medicine 11(4):695-702, 2012 (IF:0.754) ＊〇

Tomita M, Miyata N, Nozaki Y, Kumagai K, Hayashi T, Abe K, Kinoshita N, Osaki M: Accuracy of Cytological
Diagnosis of Bone and soft Tissue Tumor. The 22nd Japanese-Korean Combined Orthopaedic Symposium Program and
Abstract, 109, 2012

富田雅人, 宮田倫明, 野崎義宏, 熊谷謙治, 林　徳眞吉, 安倍邦子, 木下直江, 進藤裕幸：骨軟部腫瘍に於ける
細胞診と組織診の一致率の検討.　整形外科と災害外科. 　61(2):173-175, 2012
富田雅人, 宮田倫明, 野崎義宏, 尾　　誠：人工材料でアキレス腱再建を行った軟部腫瘍の 1 例.　整形外科と
災害外科　61(4):605-607, 2012
古川敬三, 梶山史郎, 　村俊之：肩甲下筋腱修復が必要であった肩腱板断裂手術の臨床経過.　肩関節(0910-
4461)　36(2): 681-683, 2012
　村俊之, 古川敬三, 梶山史郎：有痛性麻痺性肩関節亜脱臼に対し鏡視下安定化手術を行った 1 例.　肩関節
(0910-4461)　36(3) : 1071-1074, 2012
　村俊之, 梶山史郎, 安達信二, 玉井　崇, 日浦　健, 弦本敏行, 進藤裕幸：金属表面における表皮ブドウ球菌の
バイオフィルム発育に対するバンコマイシンの影響について.　日本骨・関節感染症学会誌　25 : 82-85, 2012
梶山史郎, 　村俊之, 安達信二：メチシリン耐性ブドウ球菌（MRSA）化膿性肩関節炎の治療.　日本骨・関節
感染症学会雑誌　25 : 47-51, 2012
梶山史郎, 宮本俊之, 浅原智彦, 　村俊之, 進藤裕幸：多部位の損傷を伴う橈骨遠位端骨折に対する二期的内
固定.　骨折　34(3) : 494, 2012
田上敦士, 馬場秀夫, 安達信二, 日浦　健, 依田　周, 尾　　誠, 上園春仁, 末廣昌嗣, 金丸由美子：馬尾症状を
呈する腰椎黄色靭帯骨化症に対する内視鏡下椎弓切除術の経験.　Journal of Spine Research　3(8):1174-1177,
2012
野崎義宏, 富田雅人, 宮田倫明, 熊谷謙治, 上戸康平, 木下直江, 進藤裕幸：再発・転移を繰り返した悪性グ
ロームス腫瘍の１例.　整形外科と災害外科　61(2):192-196, 2012
後藤久貴, 尾　　誠, 穂積　晃, 福島達也, 千葉　恒, 進藤裕幸：Charnley 式人工股関節置換術の 25 年成績
‐ステム側の検討‐.　日本人工関節学会誌　41 : 192-193, 2011
後藤久貴, 穂積　晃, 福島達也, 千葉　恒, 志田崇之, 西野雄一郎, 尾　　誠：臼蓋壁欠損を伴う感染性人工
関節に対し、アンカースクリューを併用した骨セメントにより臼蓋壁再建を行った人工股関節再設置術の１例.
日本人工関節学会誌　42 : 569-570 , 2012
日浦　健, 馬場秀夫, 田上敦士, 安達信二, 依田　周：当院における高齢者頸髄症の治療成績.　Journal of
Spine Research 3(5):769-773, 2012
依田　周, 馬場秀夫, 田上敦士, 安達信二, 日浦　健, 尾　　誠：当院におけるダンベル腫瘍の治療成績. 整
形外科と災害外科　61(3)：473-477, 2012
上戸康平, 富田雅人, 野崎義宏, 熊谷謙治, 宮田倫明, 林　徳眞吉, 進藤裕幸：放射線照射が除痛に著効した
高齢者仙骨骨肉腫の一例.　整形外科と災害外科　61(2):176-178, 2012
野口智恵子, 米倉暁彦, 宮本　力, 木寺健一, 上戸康平, 進藤裕幸：関節リウマチ患者人工膝関節置換術にお
ける周術期の生物学的製剤の影響.　整形外科と災害外科.　61(2):201-203, 2012
佐田　潔, 古川敬三, 梶山史郎, 　村俊之, 進藤裕幸：亜急性期に手術を行った遠位上腕二頭筋腱皮下断裂の
1 例.　整形外科と災害外科　61(1) : 55-58,2 012
森　圭介, 馬場秀夫, 田上敦士, 安達信二, 日浦　健, 依田　周, 尾　　誠：高度な脊柱変形を伴う先天性後
側彎症に対し矯正固定術を行った2 例.　整形外科と災害外科　61(3)：527-530, 2012

A　欧　　文

　A-a

B　邦　　文

　B-a

　A-c

作字しています



86

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

松下和彦, 阿部哲士, 石井朝夫, 梶山史郎, 小谷明弘, 斉藤正克, 正岡利紀, 勝呂　徹：整形外科の領域の
周術期感染予防. 　日本化学療法学会雑誌　60(3), 319-326, 2012
馬場秀夫, 田上敦士, 安達信二, 日浦　健, 依田　周：上位頸椎病変は回旋により高頻度に椎骨動脈狭窄を発
生する.　Journal of Spine Research　3(3)：278, 2012
馬場秀夫, 田上敦士, 安達信二, 日浦　健, 依田　周, 尾　　誠：上位頚椎病変による椎骨動脈狭窄発生頻
度の検討. 　日本整形外科学会雑誌　86(3)：S602, 2012
熊谷謙治, 富田雅人, 内田　雄, 今村　剛, 松尾　武, 河野昌文：筋肉内神経鞘腫の 3 例.　日本整形外科学
会雑誌　86(6): S902, 2012
富田雅人, 宮田倫明, 野崎義宏, 尾　　誠：KLSシステム再置換例の予後不良因子の検討.　整形外科と災害外
科　61(Suppl.1):116, 2012
富田雅人, 宮田倫明, 熊谷謙治, 平野　徹, 尾　　誠. 当科におけるRotationplasty 術の治療成績. 　整形外科
と災害外科　61(Suppl.2) : 139, 2012
富田雅人, 宮田倫明, 野崎義宏, 尾　　誠：腫瘍用人工関節KLSシステムの再置換例の検討. 　日本整形外科
学会雑誌　86(6) : S867, 2012
米倉暁彦, 岡崎成弘, 志田崇之, 宮本俊之, 尾　　誠：Tensioning boots を用いて初期張力を負荷した膝前十
字靭帯再建術の成績.　整形外科と災害外科　61(4) : 859, 2012
宮路剛史, 蒲田和秀, 木寺健一, 米倉暁彦, 米田　圭, 生田　太, 進藤裕幸, 尾　　誠：前十字靭帯不全膝
のスクワット動作における生体内関節動態解析　受傷後期間による関節動態の比較.　日本整形外科学会雑誌
(0021-5325)　86(8) : S1171, 2012
宮田倫明, 富田雅人, 野崎義宏, 依田　周, 田浦智之, 西野雄一郎, 尾　　誠：大腿骨遠位部骨肉腫に対し
大腿骨顆部置換術を行い長期間経過観察し得た 1 例.　整形外科と災害外科　61(Suppl.1):116, 2012
宮田倫明, 富田雅人, 松尾洋昭, 高橋良輔, 田浦智之, 尾　　誠：腫瘍用人工関節再置換術後に深部感染を
生じた 1 例.　整形外科と災害外科　61(Suppl.2) : 222, 2012
安達信二, 馬場秀夫, 田上敦士, 日浦　健, 依田　周, 尾　　誠：長期透析によるアミロイド沈着は軸椎歯
突起偽腫瘍と関連する.　日本整形外科学会雑誌　86(3)：S517, 2012
日浦　健, 馬場秀夫, 田上敦士, 安達信二, 依田　周, 尾　　誠：長期透析と環軸椎骨嚢腫、頸椎破壊性脊
椎症の発生頻度の関連.　日本整形外科学会雑誌.　86(3)：S517, 2012
田口憲士, 宮本俊之, 浅原智彦, 福島達也, 岡崎成弘, 進藤裕幸：当院における下肢外傷に対するstaged
management.　日本創外固定・骨延長学会雑誌（1342-3495）23 : 205, 2012
田口憲士, 千葉　恒, 岡崎成弘, 米倉暁彦, 宮本俊之, 木寺健一, 尾　　誠, 上谷雅孝：変形性膝関節症
KL 分類grade 0、1 膝におけるMRI 軟骨損傷の解析.　JOSKAS（1884-8842）37(4) : 80, 2012
田口憲士, 宮本俊之, 堀内英彦, 福島達也, 尾　　誠：重症頭部外傷を合併する大腿骨骨幹部骨折の 2 症例.
骨折 34(Suppl):231, 2012
田口憲士, 堀内英彦, 福島達也, 西野雄一郎, 竹内　潤, 宮本俊之, 田崎　修：多発骨折に伴う大腿骨骨幹
部骨折に対する治療.　日本外傷学会雑誌 26(2) : 261, 2012
野崎義宏, 長谷敦子, 宮本俊之, 山下和範, 山野修平, 馬場秀夫, 田崎　修：頚髄損傷患者の気管切開検討.
日本外傷学会雑誌　26(2)：213, 2012
岡崎成弘, 米倉暁彦, 宮本俊之, 浅原智彦, 福島達也, 田口憲士, 進藤裕幸：膝関節後外側支持機構損傷に
対し修復術を施行後、膝関節創外固定器を併用した２症例.　日本創外固定・骨延長学会雑誌(1342-3495) 23 : 221,
2012
岡崎成弘, 米倉暁彦, 古川敬三, 尾　　誠：膝前十字靭帯大腿骨付着部裂離骨折の１例.整形外科と災害外科
61(Suppl.2):104, 2012
岡崎成弘, 米倉暁彦, 古川敬三, 尾　　誠：膝前十字靭帯大腿骨付着部裂離骨折の 1 例.　整形外科と災害外科
61(4) : 858, 2012
岡崎成弘, 千葉　恒, 田口憲士, 南郷脩史, 尾　　誠：骨粗鬆症患者の大腿骨頭におけるmicrofracture の存在
放線光 CT によるmicrocallus の解析.　日本整形外科学会雑誌（0021-5325）86(8)：S1363, 2012
高橋良輔, 宮田倫明, 富田雅人, 西野雄一郎, 尾　　誠：Phalangeal microgeodic syndrome の治療経験.　整形
外科と災害外科　61(Suppl.2) : 215, 2012
前原史朋, 岡崎成弘, 米倉暁彦, 尾　　誠：骨端線閉鎖前の前十字靭帯損傷に対して鏡視下再建術を行った１
例. 整形外科と災害外科　61(Suppl.2)105, 2012
生田　太, 米田　圭, 宮路剛史, 木寺健一, 米倉暁彦, 千葉　恒, 進藤裕幸, 蒲田和秀：一次性内側型変形
性膝関節症におけるスクワット中の異常キネマティクスの進行過程 3D-to-2D Registration 法.　JOSKAS（1884-
8842）37(4) : 113, 2012
立石洋平, 辻野　彰, 田崎　修, 馬場秀夫, 川上　純：新手法・工夫　環軸椎亜脱臼と一時的椎骨動脈閉塞の
関係.　Neurosonology　25：42, 2012
古本朗嗣, 泉田真生, 加藤隼悟, 石藤智子, 伊藤博文, 柿内聡志, 中岡大士, 島崎貴治, 松木　啓, 神白
麻衣子, 石田正之, 土橋佳子, 松田淳一, 柳原克紀, 森本浩之輔, 有吉紅也, 馬場秀夫, 高橋健介, 宮原

　B-b

作字しています



87

28.

29.

30.

1.

2.

3.

1.

麗子： 当科がコンサルトを受けた化膿性椎体炎症例の検討.　感染症学雑誌　86：290, 2012
村瀬壮彦, 向野晃弘, 中嶋秀樹, 吉村俊祐, 中田るか, 宮崎禎一郎, 枡田智子, 吉村俊朗, 川上　純, 掛
谷　弘, 馬場秀夫：腰仙部脊椎炎を併発したクリプトコッカス髄膜炎の 1 例. 臨床神経　52(10)：796, 2012
橋本法修, 井手昇太郎, 岩永直樹, 峰松明日香, 平野勝治, 細萱直樹, 森永芳智, 今村圭文, 宮崎泰可,
塚本美鈴, 栗原慎太郎, 泉川公一, 掛屋　弘, 山本善裕, 柳原克紀, 田代隆良, 河野　茂, 玉井慎美, 林
徳眞吉, 富田雅人：Mycobacterium avium による肩滑液包炎の 1 例.　感染症学雑誌　86(1) : 83, 2012
高比良飛鳥, 林　靖之, 山崎拓哉, 江川亜希子, 中村太祐, 安井和明, 坂本一郎, 上谷雅孝, 牧　沙代,
富田雅人, 宮田倫明, 北島道夫：仙骨上部巨細胞腫の放射線治療　長期経過報告と支持療法にも目をむけて.
日本癌治療学会誌　47(3) : 2658, 2012

馬場秀夫, 田上敦士, 津田圭一, 依田　周, 尾　　誠：上位頚椎の進歩.　整形外科と災害外科　61(Suppl.2):79,
2012
桑野洋輔, 馬場秀夫, 田上敦士, 津田圭一, 依田　周, 尾　　誠：環椎に発生した骨軟骨腫の 1 例.　整形外科
と災害外科　61(Suppl. 2)：113, 2012
立石洋平, 辻野　彰, 馬場秀夫, 田崎　修, 川上　純：関節リウマチ関連の頸椎病変と一時的椎骨動脈閉鎖と
の関係.　日本内科学会雑誌　101(Suppl)：259, 2012

後藤久貴：Femoroacetabular impingement (FAI)について.　長崎市医師会報　47(9) : 9-12, 2012

長崎大学医学部業績集　2．研究業績

　B-c

　B-d

論文数一覧

学会発表数一覧

論文総数に係る教員生産係数一覧

Impact factor値一覧

2012

2012

2012

2012

0.056

1.797 0.112 0.899

Impact factor

0.188 0.1250.667

A－a－

A－a－
A－b－

B－a－
B－b－

A－b－

0 0 2 2 2 0 39 41 43

A－c－ A－d－ B－a－ B－b－ B－c－ B－d－合計

シンポジウム

欧文論文総数

論文総数

教員生産係数

（欧文論文）

教員当たり Impact factor 論文当たり Impact factor

SCI 掲載論文数

欧文論文総数

教員生産係数

（SCI 掲載論文）

学会 シンポジウム 学会
合計 合計 総計

合計 総計SCI

2 0 1 0 3 2 17 30 3 1 51 54

作字しています


