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20 井口 傑、宇佐見則夫、星野 達 ：足根洞症候群．Ｍonthly Ｂook Orthopaedics，８（７） ：３７－
４２，１９９５
21 井口 傑 ：外反母趾の病態と治療・内的要因（解剖的）．関節外科，１４ ：１０７９－１０８５，１９９
22 井口 傑 ：足の疼痛性疾患．東京都医師会雑誌，４７ ：１０１９－１０２５，１９９５
23 井口 傑、宇佐見則夫 ：陳旧性足関節靭帯損傷．Ｍonthly Ｂook Orthopaedics，９（１０） ：１５３
－１６０，１９９６
24 井口 傑、小川清久、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：距骨骨折の分類－頸部骨
折と体部骨折の区別－．日本足の外科学会雑誌，１７ ：１９９－２０３，１９９６
25 井口 傑 ：特集：糖尿病と運動器 糖尿病足．Diabetes Frontier，８ ：６９２－６９６，１９９７
26 井口 傑 ：ここまできた低侵襲治療－整形外科領域・非観血治療と最小侵襲手術．ＯＰＥ
nursing，１２ ：１１８８－１１９２，１９９７
27 井口 傑、橋本健史 ：外反母趾．外科治療，７６ ：１０３－１０４，１９９７
28 井口 傑 ：ＲＡ足の変形に対する装具療法．ＲＡ&セラピー，４ ４：４－８，１９９８
29 井口 傑 ：糖尿病足の整形外科的治療．診療と新薬，３５ １０：１００９，１９９８
30 井口 傑 ：リウマチ―最新治療のポイントと留意点（７） 足部関節罹患への対応．臨床整形外
科，３３ ：６４９－６５４，１９９８
31 井口 傑 ：足部足関節の痛み．骨と関節，１２ ２：１１－１３，１９９９
32 井口 傑、小川清久、宇佐見則夫 ：距骨骨折治療の最新知見-距骨骨折の分類．整形・災害外
科，４３ ６：６８３－６９３，２０００
33 井口 傑 ：足部・足関節の外傷-距骨骨折-．東海整形外科外傷研究会誌，１３ ：７－１１，２００
34 井口 傑 ：患者用パンフレットによる糖尿病足予防の試み．診療と新薬，３７ １０：１０９９，２００
35 井口 傑 ：重度外反母趾の手術治療 保存療法の進め方とその限界．リウマチ科，２４ ６：４９９
－５０６，２０００
36 井口 傑 ：距骨骨折後の変形と骨壊死-特集成人の後足部変形と障害．Ｍonthly Ｂook
Orthopaedics，13（13） 13：２１－３１，２０００
37 井口 傑 ：Mann法-特集外反母趾診療マニュアル．Ｍonthly Ｂook Orthopaedics，14（６） ６：５０
－５５，２００１
38 井口 傑 ：変形した糖尿病足のケア（靴で起こる障害、靴で治る傷害）．看護技術，47（６） ：４４
－５４，２００１
39 井口 傑 ：外反母趾の治療 ．日本醫亊新報，4023 ：９５－９７，２００１
40 井口 傑 ：足根骨骨折（踵骨を除く）-．Ｍonthly Ｂook Orthopaedics，14（9） ９：２１８－２２６，２
41 井口 傑、宇佐見則夫、橋本健史 ：陳旧性足関節外側靱帯損傷-Chrisman-Snook法と人工靱帯
-．関節外科，20 11：40-45，2001
42 井口 傑 ：糖尿病足の診断・治療と管理．慶應義塾大学医学部卒後研修セミナー委員会，東京
：１５－１９，２００２
43 井口 傑 ：足底腱膜炎の治療．日本醫亊新報，4099 ：９４－９５，２００２
44 井口 傑 ：特集 糖尿病と足－糖尿病足にみられる骨、関節病変．Complication－糖尿病と血
管，８ １：４２－４６，２００３
45 井口 傑（訳） ：糖尿病患者の足部潰瘍再発に対する治療靴の効果 無作為化対照試験．ＪＡＭ
Ａ≪日本語版≫，６ ２４：５２－６２，２００３
46 井口 傑 ：扁平足をどう診るか？．日本醫亊新報，4153 ：３３－３６，２００３
47 井口 傑 ：距骨骨折の診断と治療．関節外科，２３ ９：６２－６９，２００４
48 井口 傑 ：糖尿病をめぐる最近の諸問題 患肢切断とリハビリテーション．血管外科，２３ １：３６
－４０，２００５
49 井口 傑 ：正しい靴の選び方．靴の医学，18 2：118-121，2005
50 井口 傑 ：整形外科領域における足の痛みの鑑別と治療．痛みと臨床，５ ４：２－１０，２００５
51 井口 傑、須田 康文、黒谷 保彦 ：各個人の足底形状に自ら適合していく中底（オートフィット・
インソール）の開発．靴の医学，１９ ２：６６－６８，２００６
52 井口 傑 ：日本靴医学会の歩みと今後の課題．靴の医学，２０ ２：１－５，２００７
53 井口 傑 ：外反母趾に対する診断と治療．Ｍonthly Ｂook Orthopaedics，22 5：193-196，2009
54 井口 傑 ：足の診方．腎と透析，68 別冊：37-39，2010
55 井口 傑 ：特集 靴・靴型装具・足装具の処方と注意点--足元からのリハビリテーション 「足と
靴のバイオメカニクス的考察」．Journal of Clinical Rehabilitation，20 12：1102-1108，2011
学会発表(国内）
1 井口 傑 ：先天性総指伸筋腱欠損の治験例． 第３８０回 整形外科集談会東京地方会 １９７
2 井口 傑、藤野正之 ：グラフ理論をもちいた上腕神経叢麻痺部位診断の実験的研究． 第４１７
回 整形外科集談会東京地方会 １９７６(６)
3 井口 傑、小川清久 ：距骨骨折における治療成績の検討． 第２５回 東日本臨床整形外科学
会 １９７６(９)

4 井口 傑 ：非等尺・非等張運動における筋電図による筋力測定． 第６回 日本脳波・筋電図学
会 １９７６(１１)
5 井口 傑、伊藤恵康、内西兼一郎 ：上肢における血管腫について． 第２２回 日本手の外科学
会 １９７９(５)
6 井口 傑、伊藤恵康、内西兼一郎 ：手指外傷の種々相 損傷メカニズムにおけるその特徴． 第２
８回 東日本臨床整形外科学会 １９７９(９)
7 井口 傑、小川清久 ：距骨骨折の臨床像 －７５症例の追跡調査－． 第５５回 日本整形外科
学会総会 １９８２(３)
8 井口 傑、小川清久 ：距骨骨折の形態． 第１０回 日本足の外科研究会 １９８５(７)
9 井口 傑、小川清久 ：距骨骨折の新分類法． 第６０回 日本整形外科学会総会 １９８７(４)
10 井口 傑、小川清久、田辺秀樹 ：小児距骨骨折の特徴－骨折型を中心として－． 第１２回 日
本足の外科研究会 １９８７(７)
11 井口 傑、小川清久 ：腕相撲による上腕骨内上顆骨折． 第３６回 東日本臨床整形外科学会
１９８７(１０)
12 井口 傑、小川清久、田辺秀樹 ：小児の距骨骨折． 第６１回 日本整形外科学会総会 １９８
13 井口 傑、小川清久 ：距骨頭部骨折の特徴． 第１３回 日本足の外科研究会 １９８８(７)
14 井口 傑、小川清久 ：距骨脱臼骨折と無腐性壞死 シンポジュウム「治療に難渋した足関節周辺
（脛、腓、距骨）骨折例の検討」． 第３６回 日本災害医学会 １９８８(１０)
15 井口 傑、小川清久 ：小児の距骨骨折－無腐性壞死の予後について－． 第６２回 日本整形
外科学会総会 １９８９(４)
16 井口 傑、小川清久、平石英一、宇佐見則夫、星野 達、橋本健史 ：距骨骨折、脱臼骨折の長期
予後． 第６３回 日本整形外科学会総会 １９９０(４)
17 井口 傑、橋本健史、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、山崎信寿、六馬信之 ：レザー変位計に
よる足部変形の記録－外反母趾を中心として－． 第４回 日本靴医学研究会 １９９０(９)
18 井口 傑、小川清久、橋本健史、宇佐見則夫、星野 達、平石英一 ：距骨骨折・脱臼骨折と無腐
性壞死． 第１８回 日本リウマチ・関節外科学会 １９９０(１０)
19 井口 傑、小川清久、橋本健史、宇佐見則夫、星野 達、平石英一 ：距骨骨折・脱臼骨折の形態
学的分類． 第６４回 日本整形外科学会学術集会 １９９１(４)
20 井口 傑、宮永將毅、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史 ：外反母趾手術のＭａｎｎ法
の一変法． 第６５回 日本整形外科学会学術集会 １９９２(４)
21 井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史 ：ＲＡ患者における外反母趾の病態と治
療 パネル「外反母趾」． 第６６回 日本整形外科学会学術集会 １９９３(４)
22 井口 傑、宇佐見則夫、星野 達 ：小型Ｔ型プレートを用いた引き寄せ締結法による足関節固定
シンポジウム「足関節固定」． 第１８回 日本足の外科学会 １９９３(６)
23 井口 傑、宇佐見 則夫、星野 達、平石 英一、橋本 健史、宮永 將毅、片岡 公一 ：外反母
趾を中心とした前足部リウマチ複合病変に対する手術療法． 第１９回 日本足の外科学会 １
24 井口 傑、豊田 敬、斉藤聖二 ：足・足関節の運動療法 シンポジウム「脊椎、関節疾患の運動療
法」． 第１９回 運動療法研究会 １９９４(９)
25 井口 傑、小川清久、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡
公一、冨上雅好 ：距骨骨折の長期成績の検討． 第６８回 日本整形外科学会学術集会 １９
26 井口 傑、小川清久、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：距骨骨折の分類－頸部骨
折と体部骨折の区別－． 第２０回 日本足の外科学会 １９９５(６)
27 井口 傑 ：教育研修講演３「距骨骨折の診断と治療」． 第８６回 中部日本整形外科災害外科
学会 １９９６(５)
28 井口 傑 ：小児の下腿骨骨折． 第３回 日本小児整形外科学会教育研修会 １９９６(７)
29 井口 傑 ：招待講演「下腿骨骨折－成長傷害について」． 第７回 日本小児整形外科学会 １９
９６(１１)
30 井口 傑 ：足部足関節の有痛性疾患． 栃木整形外科医会 １９９６(１２)
31 井口 傑 ：足および足関節部の痛み・スポーツ障害． いわき市医師会スポーツ医学研究会 １
９９７(５)
32 井口 傑、宇佐見則夫、橋本健史、宮永將毅、若松次郎、早稲田明生、金治有彦 ：距骨骨折と
無腐性壊死． 第２２回 日本足の外科学会 １９９７(６)
33 井口 傑 ：特別講演「糖尿病足の整形外科的治療」． 第６回 糖尿病足病変研究会 １９９７(１
34 井口 傑 ：足部疼痛性疾患の診断と治療． 東京都城北整形外科医会 １９９８(２)
35 井口 傑 ：成人の足部変形と傷害シンポジウム「後脛骨筋腱機能不全による扁平足傷害」． 第
７１回 日本整形外科学会学術集会 １９９８(４)
36 井口 傑 ：足関節外側靭帯損傷の再建術． 第１３回 東京整形外科手術フォーラム １９９９(３)
37 井口 傑 ：足の疼痛性疾患について． 日本臨床整形外科医会関東ブロック研修会 １９９９(３)
38 井口 傑 ：特別講演「足部･足関節の外傷（スポーツ障害を含む）」． 第２６回 宮城足部疾患検
討会 １９９９(９)

39 井口 傑 ：特別講演「足部・足関節の外傷-距骨骨折-」． 第２８回 東海整形外科外傷研究会
１９９９(１０)
40 井口 傑 ：教育研修講演８「外反母趾－診断と治療-」． 第７３回 日本整形外科学会学術集会
２０００(４)
41 井口 傑 ：重度外反母趾の治療． 第７３回 日本整形外科学会学術集会 ２０００(４)
42 井口 傑 ：患者用パンフレットによる糖尿病予防の試み． 第１１回 糖尿病足病変研究会 ２００
43 井口 傑 ：足の疼痛疾患． 玉川医師会 ２０００(７)
44 井口 傑 ：距骨周囲の関節固定術． 第１６回 東京整形外科手術フォーラム ２０００(１０)
45 井口 傑 ：整形外科における足部有痛性疾患（スポーツ障害を含む）． 第２４回 整形外科UP
DATE ２０００(１１)
46 井口 傑 ：足部・足関節における有痛性疾患． 第３回 DSISオーソティックス学会 ２００１(２)
47 井口 傑 ：健康セミナー「外反母趾と靴」． 中央社会保険健康センター ２００１(４)
48 井口 傑 ：片側症例に基づく外反母趾発生原因の検討． 第７４回 日本整形外科学会学術集
会 ２００１(４)
49 井口 傑 ：足関節及びその周辺疾患の診断と治療． 第３回 城東整形外科医会 ２００１(７)
50 井口 傑 ：足関節外側靱帯損傷の再建術． 第８回 中越整形外科手術手技講演会 ２００１(１
51 井口 傑 ：糖尿病足の診断と治療． 第６回 糖尿病の漢方治療研究会 ２００２(１)
52 井口 傑、小川清久、水谷憲生 ：関節内骨折の長期予後ワークショップ「距骨骨折の長期予
後」． 第７５回 日本整形外科学会学術集会 ２００２(５)
53 井口 傑 ：糖尿病足の診断・治療と管理． 第６７回 慶應義塾大学医学部卒後臨床研修セミ
ナー ２００２(７)
54 井口 傑 ：足の有痛性疾患． 第３６７回 小田原医師会学術講演会 ２００２(１１)
55 井口 傑 ：外反母趾に対する直線状遠位中足骨骨切り術． 第７６回 日本整形外科学会学術
集会 ２００３(５)
56 井口 傑、宇佐見則夫 ：外反母趾手術の問題点と工夫． 第７６回 日本整形外科学会学術集
会 ２００３(５)
57 井口 傑、芦田利男、池澤裕子、須田康文、宇佐見則夫、彦坂一雄 ：外反母趾に対する新しい
中足骨末梢部直線状骨切り術の試み． 第２８回 日本足の外科学会学術集会 ２００３(６)
58 井口 傑 ：足部、足関節の有痛性疾患－スポーツ障害を含む－． 平塚市医師会整形外科部会
２００３(９)
59 井口 傑 ：パネルディスカッション「足関節外側靱帯新鮮損傷の治療」． 第５２回 東日本整形
災害外科学会 ２００３(９)
60 井口 傑 ：教育研修講演９「足と靴－靴でなる病気、靴で治る病気－」． 第１０２回 中部日本整
形外科災害外科学会学術集会 ２００４(３)
61 井口 傑 ：糖尿病足の整形外科治療． 第７回 糖尿病と末梢循環障害研究会 ２００４(４)
62 井口 傑 ：足の疼痛性疾患（スポーツ障害を含む）． 第２回 骨と痛みの研究会 ２００４(４)
63 井口 傑 ：外反母趾に対する中足骨末梢部直線状骨切り術（ＤＬＭＯ）． 第７７回 日本整形外
科学会学術集会 ２００４(５)
64 井口 傑、畔柳裕二、須田康文、宇佐見則夫、彦坂一雄 ：外反母趾に対する中足骨末梢部直線
状骨切り術（ＤＬＭＯ）の短期成績． 第２９回 日本足の外科学会学術集会 ２００４(６)
65 井口 傑 ：市民公開講座「正しい靴の選び方」． 第１８回 日本靴医学会学術集会 ２００４(９)
66 井口 傑 ：基調講演「靴と医学」． 第１回 日本整形靴技術協会(IVOJapan)学術大会 ２００４(１
67 井口 傑 ：足の疼痛疾患－スポーツ傷害を含む－． 第１５回 城東墨田整形外科医会教育研
修会 ２００４(１１)
68 井口 傑 ：教育研修講演「糖尿病足の靴型装具． 第２０回 日本義肢装具学会学術大会 ２００
４(１１)
69 井口 傑 ：女性に多い足と靴のトラブル． 第１５６回 保健同人事業団「心と体の健康教室」 ２
００５(３)
70 井口 傑 ：外反母趾と足部変形． 第回 ３０回記念足の外科教育研修会 ２００５(６)
71 井口 傑 ：若年性外反母趾に対するDLMO（中足骨末梢線状骨切り術）． 第３０回 日本足の外
科学会学術集会 ２００５(６)
72 井口 傑 ：外来での足の外科． 第１３３回 広島県臨床整形外科医会 ２００５(８)
73 井口 傑、黒谷保彦、須田康文 ：各個人の足底形状に自ら適合していく中底の開発． 第１９回
日本靴医学会学術集会 ２００５(１０)
74 井口 傑 ：足医学と整形靴． 第２回 日本整形靴技術協会(IVOJapan)学術大会 ２００５(１０)
75 井口 傑 ：教育研修講演「直立２足歩行と足の障害」． 第４３回 秋田県整形外科医会 ２００６
76 井口 傑 ：足部足関節の疼痛性疾患（スポーツ障害を含む）」． 大阪市立大学整形外科開業医
会 ２００６(６)
77 井口 傑 ：子供の足・育む靴． 日本教育シューズ協議会創立３０周年記念特別講演会 ２００６

78 井口 傑 ：足の障害について～スポーツ障害を含む～． 栃木県臨床整形外科医会学術集会
２００６(９)
79 井口 傑 ：日本靴医学会の歩みと今後の課題． 第２０回 日本靴医学会学術集会 ２００６(９)
80 井口 傑 ：有痛性足部疾患ー診療のコツー． 東京都鍼灸師会学術研修会 ２００７(２)
81 井口 傑 ：小児の足の痛み スポーツ障害・靴の選び方を含めて． 柏市民健康講座 ２００７(５)
82 井口 傑 ：大人の足の痛み スポーツ障害・肥満障害・正しい靴の選び方(外反母趾、スポーツ
シューズ）を含めて． 柏市民健康講座 ２００７(５)
83 井口 傑 ：足部・足関節の低侵襲手術シンポジウム「外反母趾外来手術としてのDLMO法の実
際」． 第１３回 日本最小侵襲整形外科学会 ２００７(１２)
84 井口 傑 ：外来手術可能な最小侵襲外反母趾手術としてのDLMO． 第８１回 日本整形外科学
会学術集会 ２００８(５)
85 井口 傑 ：足の疼痛性疾患とスポーツ傷害． 北足立郡市整形外科医会（平成20年度春期学術
講演会） ２００８(６)
86 井口 傑 ：子供の足・育む靴． 日本教育シューズ協議会第32回通常総会講演会 ２００８(７)
87 井口 傑 ：足と靴のクリニック 歩き過ぎから関節リウマチまで． 第７回 中信整形外科医会学
術講演会 ２００８(７)
88 井口 傑 ：スポーツによる足の障害． 第回 山梨県整形外科医会 ２００８(９)
89 井口 傑 ：外反母趾の治療の実際． 第１２回 東海足と靴の研究会 ２００８(１０)
90 井口 傑 ：足のクリニック～問診、視診、触診の方法とよくある障害、病気の特徴の見分け方ほ
か． シューフィッターの現場対応力強化のための指導者養成研修会 ２００８(１０)
91 井口 傑 ：足のクリニック 靴と足底板． 第１７３回 長崎臨床整形外科医会 ２００８(１１)
92 井口 傑 ：足の疼痛性疾患とスポーツ傷害． 第２７回 柏市整形外科医会 ２００８(１１)
93 井口 傑 ：糖尿病足保存療法の限界． 第８回 糖尿病の足病変を考える会 ２００９(１)
94 井口 傑 ：わかりやすい足のクリニック、わかりやすい靴の選び方． 第１８回 日本腎不全外科
研究会市民公開講座 ２００９(７)
95 井口 傑 ：足の装具と靴． 第８回 足部疾患・外傷セミナー ２００９(７)
96 井口 傑 ：見えてきた子どもの足の実態． 足元からの健康教育”足育”研修会 ２００９(７)
97 井口 傑 ：ユートピア、スェーデンで学んだもの． サイエンスセミナー 日瑞基金 ２０１０(１)
98 井口 傑 ：整形靴技術のガイドライン作りに挑戦． 第６回 日本整形靴技術協会学術大会 ２０
99 井口 傑 ：今、足と靴が物語る子どもたちの体力と運動能力．子どもたちの靴と足の健康教育シ
ンポジウム ２０１０(７)
100 井口 傑 ：子どもの足のトラブル 原因と予防． 第２回 足元からの健康教育”足育”研修会 ２
０１０(７)
101 井口 傑 ：特別講演「靴医学会の歩みと展望」． 第２４回 日本靴医学会学術集会 ２０１０(９)
102 井口 傑 ：足の外科の診断と治療-特に外反母趾について．石川県整形外科医会 ２０１０(１０)
103 井口 傑 ：子どもの足のトラブル 原因と予防．名古屋市学校保健研究会研修会 ２０１１(５)
104 井口 傑 ：女性に多い足のトラブル予防講座． 板橋区女性健康支援センター ２０１１(７)
105 井口 傑 ：子どもの足のトラブル ～その原因と予防～． 第３回 足元からの健康教育”足育”
研修会 ２０１１(８)
106 井口 傑 ：特別講演「若い医師への教育に欠かせない国内および国際学会での発表ならびに討
論のコツについて」． 第３６回 日本足の外科学会学術集会 ２０１１(９)
学会発表(英文）
1 Inokuchi S.,Ogawa K.：Fractures and fracture-dislocations of the talus. 第１６回 SICOT,
London, U.K., 1984(10)
2 Inokuchi S.：Haemangioma of the upper extremity. 第２回 Keio Balgrist joint meeting in Zurich,
Zurich, Switzerland,1987(8)
3 Inokuchi S.：The new classification of talus fractures based on 137 cases. 第１７回 SICOT,
Munich, Germany,1987(8)
4 Inokuchi S.,Ogawa K.：Classification of talus fractures. 第６回 Annual Shogunn Society
Symposium, Tokyo, Japan, 1988(5)
5 Inokuchi S.,Ogawa K.：Fracture of the talus; long-term evaluation of thirty-eight cases. 第１８回
SICOT, Montreal, Canada, 1990(9)
6 Inokuchi S.：Diagnosis and treatment for fracture of the talus. 第１回 Asia symposium on foot
surgery, Nara, Japan,1993(6)
7 Inokuchi S.,Ogawa K.：Twenty seven cases of talar fractures in children under ten years old. 第
１８回 College international de medicine et chirurgie du pied(CIP), Mallorca, Spain, 1993(6)
8 Inokuchi S.,Ogawa K., Usami N.：Twenty nine cases of talar fractures in children under the age of
ten. 第１８回 British orthopaedic foot surgery, Bristol, U.K., 1993(11)

9 Inokuchi S. ,Ogawa K., Usami N., Hoshino T., Hiraishi E.：The classification of the fracture of the
talus. 第２回 Combined meeting British orthopaedic foot surgery society and Japanese society
for surgery of the foot, Kokura, Japan, 1995(6)
10 Inokuchi S. ,Ogawa K., Usami N.：The classification of the fracture of the talus. 第１１回 Annual
Summer meeting of the American Orthopaedic Foot and Ankle Society(AOFAS), Vail, U.S.A.,
11 Inokuchi S. ,Ogawa K., Usami N.：Long term follow-up study over ten years of the fracture of the
talus. 第１回 Combined Meeting of the American, British and European foot and ankle surgeons
(CoMFAS), Dublin, Ireland, 1995(8)
12 Inokuchi S.,Ogawa K.., Usami N.：Classification of fractures of the talus. 第１回 Asian C.I.P.,
Kaohsiung, Taiwan, 1996(3)
13 Inokuchi S.,Usami N., Hiraishi E., Hashimoto T., Miyanaga M.：Long term results of fracture of the
talus. 第１９回 College international de medicine et chirurgie du pied(CIP), Buenos Aires,
Argentina, 1996(8)
14 Inokuchi S.,Ogawa K., Hashimoto T., Usami N.：Classification of fractures of the talus. 第２０回
SICOT, Amsterdam, The Netherland, 1996(8)
15 Inokuchi S.,Usami N., Hiraishi E., Hashimoto T.：Features of talar neck fractures in childhood. 第
３回 Combined meeting British orthopaedic foot surgery society and Japanese society for
surgery of the foot, Glasgow, U.K., 1997(7)
16 Inokuchi S.,Usami N., Hashimoto T. ：Fractures of the talus in children. 第１回 Combined
meeting of the American orthopaedic foot and ankle society and the Japanese society for
surgery of the foot, Waikoloa Hawaii, 1997(11)
17 Inokuchi S.：Diabetic foot in Japan. 第２回 Combined Meeting of the American, British and
European foot and ankle surgeons (CoMFAS), Venice Italy,1998(9)
18 Inokuchi S.,Usami N., Hashimoto T., Ogawa K.：Idiopathic Avascular Necrosis of the tallus. 第２１
回 SICOT, Sydney, Australia, 1999(4)
19 Inokuchi S,Ogawa：symposium: Fracture of the Talus. 第２０回 College international de
medicineet chirurgie du pied(CIP), Kyoto,Japan, 1999(10)
20 Inokuchi S,Usami N, Ogawa K：Idiopathic Avascular Necrosis of the talus. 第６７回 The
Specialty Day meeting of the American Orthopaedic Foot and Ankle Society /American
Academy of Orthopaedic Surgeons, Orlando, U.S.A., 2000(3)
21 Inokuchi S：Japanese Guest Lecture "Complications of the fracture of the talus". 第１回
Reunion Hispano-Japonesa, Salamanca, Spain,2000(6)
22 Inokuchi S,Ogawa K.., Usami N., Shimamura C.：Idiopathic Aseptic Necrosis of The Talus. 第３回
The European Foot and Ankle Society, Stockholm, Sweden, 2000(6)
23 Inokuchi S：Fractures of the talus. 第１回 BOA/JOA combined congress, London, U.K.,2000(10)
24 Inokuchi S,Ogawa K., Shimamura C., Waseda A., Usami N. ：The feature of the talus fracture in
childhood. 第１回 BOA/JOA combined congress, London, U.K., 2000(10)
25 Inokuchi S,Usami N, Hiraishi E, Waseda A, Mizutani N, Kokubo T：Long Follow-up of Fracture of
the Talus. 第１回 International Federation of Foot and Ankle societies Triennial scientific
Meeting, San Francisco, USA, 2002(9)
26 Inokuchi S,Usami N, Hiraishi E, Waseda A, Yoshino T, Shimamura C：Long follow-up more than
ten years of talus fracture. 第６回 Congress of European Federation of National Associations
of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki, Finland, 2003(6)
27 Inokuchi S,Waseda A, Hashimoto T, Hiraishi E, Usami N：Pathogenesis of Unilateral Hallux Valgus.
第５回 The European Foot and Ankle Society, Montpellier, France, 2004(4)
28 Inokuchi S：Non Invasuve Technique for Hallux Valgus. 第５回 The European Foot and Ankle
Society, Montpellier, France,2004(4)
29 Inokuchi S,Waseda A, Hiraishi E, Usami N：Is It Necessary To Release Sesamoid From Adductor
Hallux?. 第２０回 Annual Summer meeting of the American Orthopaedic Foot and Ankle
Society(AOFAS), Seattle,USA, 2004(7)
30 Inokuchi S,Usami N：Indication and Limit of Distal Linear Metatarsal Osteotomy(DLMO) for Hallux
Valgus of Outpatients. 第７８回 Annual Meeting of the Japanese Orthopaedic Association,
Yokohama, Japan, 2005(5)
31 Inokuchi S：Talar fracture. 第２回 International Federation of Foot and Ankle societies Triennial
scientific Meeting, Naples, Italy,2005(9)
32 Inokuchi S：Result of distal lineal metatarsal osteotomy for hallux valgus. 第２回 International
Federation of Foot and Ankle societies Triennial scientific Meeting, Naples, Italy,2005(9)
33 Inokuchi S：Hallux Valgus Surgery For Outpatients - DLMO - Distal Lineal Metatarsal
Osteotomy. 第３回 International Federation of Foot and Ankle societies Triennial scientific
Meeting, Sauipe Bahia Brazil,2008(9)

34 Inokuchi S：Hallux Valgus Surgery For Outpatients. 第７回 The European Foot and Ankle
Society, Vilamoura Portugal,2008(10)
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新聞掲載記事
整形外科医からみた「足・歩行・靴」, shoes post, 2005/6/25
機能に注目子ども靴選び, 東京新聞, 2006/2/27
ゆがみ防ぐ靴選び, 日本経済新聞, 2006/4/2
子どもの足・育む靴, 教育医事新聞, 2006/7/25
「児童生徒の足」実態調査へ, 教育医事新聞, 2006/12/25
ウオーキング靴選びが大切, 読売新聞, 2007/2/18
足の親指が小指側に曲がる, 釧路新聞, 2007/3/26
足の親指が小指側に曲がる, 陸奥新報, 2007/4/5
ウオーキングの勧めー靴の選び方, 日本農業新聞, 2007/4/12
足の親指が小指側に曲がる, 八重山毎日新聞, 2007/4/23
足の親指が小指側に曲がる, 岩手日日, 2007/4/23
足の親指が小指側に曲がる, 十勝毎日新聞, 2007/4/23
足をみて健康状態を知る, 日本経済新聞, 2007/11/25
踵骨棘なら自然治癒待つ, 読売新聞, 2008/5/25
健康プラス靴い選び① ハイヒールで外反母趾, 読売新聞, 2009/10/27
人生デザイン 「現役」続行術４ 下着・靴選び, 朝日新聞 朝刊, 2010/1/30
足の不調、靴の中敷きで解消, 日本経済新聞 NIKKEIプラス１, 2010/7/24
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雑誌掲載記事
今年のシューズの目的別選び方, ウオーキング, ５月号, 2005
プチ病気クリニック「外反母趾」, STORY, ５月号, 2005
外反母趾, 毎日が発見, ７月号, 2005
足は心身の健康のカギをにぎっている, 暮らしと健康, ３月号, 2005
足にいいウオーキングシューズ, 暮らしと健康, １１月号, 2005
起床時に襲われる踵の痛み, 日経ビジネス, ２月２１日号, 2005
失敗しない靴選び, 日経ビジネス, 39794, 2005
オート・フィット・インソール, かわとはきもの, No.１３８, 2006
自分でできる「足の裏」健康法, NHK生活ほっとモーニング, ７・８月号, 2006
外反母趾進行を防ぐ, NHKきょうの健康, ３月号, 2006
名医の最新治療「外反母趾」, 週刊朝日増刊号, １０月, 2006
Dr.レポート・カラダ研究室「考える足」, ザ・ネイバー, １２月号, 2006
正しく選ぶための基礎知識－歩き易さを極めた「靴」選び, サライ, 6月１日号, 2006
大人の女性のためのハイヒール, 日経ヘルスプルミエール, 121号, 2007
よい靴選びは健康の要, 毎日らいふ, 10月号, 2007
足と靴「ストップ・ザ・外反母趾, AERA, ３月26日号, 2007
ヘルシートーク「足のトラブルと上手に付き合う」, 暮らしと健康, 12月号, 2007
足底筋膜炎, IPPO, vol.6, 2007
足の発育を考えた０歳からの靴選び, AERA with BABY, vol2, 2007
ウオーキングシューズの選び方, NHK生活ほっとモーニング, １１・１２, 2007
Dr.レポート・カラダ研究室「足の外科」, ザ・ネイバー, １月号, 2007
Dr.レポート・カラダ研究室「靴医学」, ザ・ネイバー, ２月号, 2007
足のむくみに表れるあなたの健康状態, くらしとからだ, No.55, 2008
自分でできる「足の裏」健康法, これで解消からだのトラブル, , 2008
外反母趾にご用心！, 婦人公論, ５／７号, 2008
内反小趾, 日経WOMAN, 6月号, 2008
外反母趾, 日経INTERESSE, 6月号, 2008
「外反母趾」に悩まされています, NHKきょうの健康, 7月号, 2008
外反母趾, ベーグル, 8月号, 2008
正しい靴選びで足のトラブルを予防しよう！, Healthy Talk, 3月号, 2010
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テレビ出演
2000/7/13, 健康ほっとライン「外反母趾の治療」, NHK
2002/6/22, サタデー健康ホットライン「足の健康と靴選び」①, NHKBS2
2002/6/29, サタデー健康ホットライン「足の健康と靴選び」②, NHKBS2
2002/7/8, きょうの健康「あなたの足健康ですか？」足先の痛み・外反母趾, NHK教育
2002/7/9, きょうの健康「あなたの足健康ですか？」足裏の痛み・足底腱膜炎, NHK教育
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2002/7/10, きょうの健康「あなたの足健康ですか？」靴の正しい選び方～成人の場合, NHK教育
2002/7/11, きょうの健康「あなたの足健康ですか？」靴の正しい選び方～お年寄りの場合, NHK
2003/6/16, きょうの健康「必ず見つかるあなたのピッタリ靴」お年寄り転ばないために, NHK教育
2003/6/17, きょうの健康「必ず見つかるあなたのピッタリ靴」女性の悩み・外反母趾, NHK教育
2003/6/18, きょうの健康「必ず見つかるあなたのピッタリ靴」子ども・サイズを替える目安は？,
NHK教育
2003/6/20, きょうの健康Q&A, NHK教育
2003/11/5, ためしてガッテン「真犯人は足裏だった！」, NHK教育
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有用性について． 第１７回 日本関節鏡学会 １９９１(１２)
15 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：距骨離断性骨軟骨炎の発
生機序と治療． 第６５回 日本整形外科学会学術集会 １９９２(４)
16 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：新鮮足関節外側靭帯損傷
後のスポーツ復帰． 第１８回 日本整形外科スポーツ医学会 １９９２(５)
17 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：新鮮足関節外側靭帯損傷
における一次修復の適応限界． 第１７回 日本足の外科学会 １９９２(７)
18 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、冨上雅好 ：足趾ＭＴＰ関節
周辺の外傷と障害． 第２０回 日本リウマチ・関節外科学会 １９９２(９)
19 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：足根洞症候群における距
骨下関節鏡視と手術法． 第７９回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９２(１０)
20 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：陳旧性足関節外側靭帯損
傷に対する手術後のスポーツ復帰について． 第３回 日本臨床スポーツ医学会 １９９２(１０)
21 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：足関節外側靭帯損傷例に
おける距骨下関節症病変． 第１８回 日本関節鏡学会 １９９２(１２)
22 宇佐見則夫、井口 傑 星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：距骨不安定症の検討． 第
２６回 関東整形災害外科学会 １９９３(５)
23 宇佐見則夫、井口 傑 星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：新鮮足関節外側靭帯損傷
の治療成績－保存的、手術的の適応と限界－． 第１８回 日本足の外科学会 １９９３(６)
24 宇佐見則夫、井口 傑 星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：前足部におけるスポーツ障
害． 第１９回 日本整形外科スポーツ医学会 １９９３(７)
25 宇佐見則夫、井口 傑 ：骨治癒過程における骨塩の変動． 第８１回 中部日本整形外科災害
外科学会 １９９３(１０)
26 宇佐見則夫、井口 傑 星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：外傷性変形性足関節症の
病態と手術法の検討． 第２１回 日本リウマチ・関節外科学会 １９９３(１０)
27 宇佐見則夫、井口 傑 ：発育期における足関節外側靭帯再建術の成績． 第４回 日本小児整
形外科学会 １９９３(１１)
28 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：スポーツにおける足舟状骨
障害の検討． 第４回 日本臨床スポーツ医学会 １９９３(１１)
29 宇佐見則夫、井口 傑 ：距骨骨軟骨障害に対する鏡視下ドリリングの成績． 第１９回 日本関
節鏡学会 １９９３(１２)
30 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：小児足関節脱臼及び重度
脱臼骨折の長期成績． 第８３回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９４(５)
31 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一、冨上
雅好、若松次郎 ：Leeds-Keio人工靱帯による足関節外側靱帯再建術－長期経過例－． 第６７
回 日本整形外科学会学術集会 １９９４(５)
32 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：陳旧性足関節外側靱帯損
傷における足関節・距骨下関節の軟骨及び骨・軟骨損傷． 第２０回 日本整形外科スポーツ医
学会 １９９４(６)
33 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：新鮮アキレス腱断裂に対す
る手術成績． 第１９回 日本足の外科学会 １９９４(６)
34 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一 ：舟状骨単独骨折
の分類と治療法． 第１９回 日本足の外科学会 １９９４(６)

35 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一、冨上
雅好、若松次郎 ：外傷性変形性足関節症の成因． 第２２回 日本リウマチ・関節外科学会 １
36 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一 ：足関
節捻挫後に疼痛が遺残した例の距骨下関節鏡所見． 第２０回 日本関節鏡学会 １９９４(１１)
37 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一 ：サッ
カー選手に生じた距骨内果面の骨・軟骨障害． 第５回 日本臨床スポーツ医学会 １９９４(１１)
38 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一 ：関節
鏡視下での距踵骨間靭帯再建術について． 第６８回 日本整形外科学会学術集会 １９９５(４)
39 宇佐見則夫、井口 傑、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一、早稲田明生 ：足底線維腫症の６例．
第２０回 日本足の外科学会 １９９５(６)
40 宇佐見則夫、井口 傑、桜田卓也、片岡公一、若松次郎、早稲田明生 ：化膿性細菌による足部
感染症の治療． 第２０回 日本足の外科学会 １９９５(６)
41 宇佐見則夫、竹田 毅、増本 項、井口 傑、平石英一、若松次郎、早稲田明生 ：スポーツ選手
における足関節内障害に対する治療． 第２１回 日本整形外科スポーツ医学会 １９９５(７)
42 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、宮永將毅、早稲田明生 ：陳旧性足関節外側靭帯損傷にたい
する人工靭帯による治療成績－中・長期経過例から－． 第８５回 中部日本整形外科災害外科
学会 １９９５(１０)
43 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一、若松次郎、早稲
田明生 ：距骨骨軟骨障害に対する治療 Open vs Arthroscope． 第２３回 日本リウマチ・関節
外科学会 １９９５(１０)
44 宇佐見則夫、竹田 毅、増本 項、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：鏡視下手術の現
状－足部・足関節－． 第６回 日本臨床スポーツ医学会 １９９５(１０)
45 宇佐見則夫、竹田 毅、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅、桜田卓也 ：リスフラン靭帯損
傷の診断と治療． 第１回 スポーツ傷害フォーラム １９９６(３)
46 宇佐見則夫、井口 傑、桜田卓也、片岡公一、宮崎 祐 ：足部のスポーツ外傷－中足部・後足部
の外傷・障害－． 第８６回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９６(５)
47 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、片岡公一、若松次郎、宮崎 祐 ：鏡視下距腫骨間
靱帯再建術の成績． 第２１回 日本足の外科学会 １９９６(６)
48 宇佐見則夫、竹田 毅、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅、片岡公一、早稲田明生 ：
Jones 骨折の治療－遷延治癒・偽関節例－． 第７回 日本臨床スポーツ医学会学術集会 １９９
49 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一、宮崎 祐 ：母趾
ＭＴＰ関節鏡の試み． 第２２回 日本関節鏡学会 １９９６(１２)
50 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、片岡公一、若松次郎 ：距骨
下関節鏡所見による距踵骨間靭帯損傷の分類． 第７０回 日本整形外科学会学術集会 １９９
51 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、若松次郎、吉野 匠、宮崎 祐 ：中足部脱臼骨折
成績不良例の検討． 第２２回 日本足の外科学会 １９９７(６)
52 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、片岡公一、早稲田明生、矢島 浩 ：成人における
扁平足障害の要因． 第２２回 日本足の外科学会 １９９７(６)
53 宇佐見則夫、竹田 毅、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅、島村知里 ：母趾種子骨障害
の治療． 第８回 日本臨床スポーツ医学会 １９９７(１１)
54 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、片岡公一、早稲田明生、宮崎 祐 ：距骨下関節不
安定性における距骨下関節の軟骨損傷． 第２３回 日本関節鏡学会 １９９７(１２)
55 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、片岡公一、早稲田明生、吉
野 匠、宮崎 祐 ：陳旧性踵骨骨折に対する関節面温存手術の成績． 第７１回 日本整形外科
学会学術集会 １９９８(４)
56 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅、早稲田明生、吉野 匠、矢島 浩 ：小児
に対する足関節外側靱帯再建術の中・長期成績． 第２３回 日本足の外科学会 １９９８(６)
57 宇佐見則夫、竹田 毅、井口 傑、星野 達、片岡公一、若松次郎 ：スポーツ選手に対する足関
節内骨棘切除の短・中期成績． 第２４回 日本整形外科スポーツ医学会 １９９８(９)
58 宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永将毅、片岡公一、吉野 匠 ：変形
性足関節症に対する手術法－関節固定術か温存手術か－． 第７２回 日本整形外科学会学術
集会 １９９９(４)
59 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、早稲田明生、水谷憲生、宮崎 祐 ：後脛骨筋腱障害に対す
るTendoscopyの応用． 第７２回 日本整形外科学会学術集会 １９９９(４)
60 宇佐見則夫、竹田 毅、井口 傑、星野 達、平石英一 ：スポーツ選手における足関節内関節症
変化の分類と治療． 第９回 日本臨床スポーツ医学会 １９９９(１１)
61 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、早稲田明生、水谷憲生、吉野 匠 ：足関節捻挫後
の後脛骨筋腱損傷に対するＴｅｎｄｏｓｃｏｐｅ所見と治療． 第７３回 日本整形外科学会学術集会
62 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、吉野 匠、谷島 浩 ：足関節捻挫後の距骨下関節
障害． 第２６回 日本整形外科スポーツ医学会 ２０００(５)

63 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、片岡公一、早稲田明生、水谷憲生、谷島 浩 ：足
底筋膜炎に対する鏡視下手術． 第２５回 日本足の外科学会学術集会 ２０００(６)
64 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、片岡公一、早稲田明生、吉野 匠、島村知里 ：鏡
視下骨間距踵靱帯再建術の中･長期成績． 第２５回 日本足の外科学会学術集会 ２０００(６)
65 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永将毅、早稲田明生、水谷憲生、吉野 匠 ：足部・足関節
の鏡視下手術の現況と展望． 第２８回 日本リウマチ・関節外科学会 ２０００(１０)
66 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、早稲田明生、吉野 匠、水谷憲生、島村知里 ：足関節・距骨
下関節の鏡視下手術． 第４９回 東日本整形災害外科学会 ２０００(１２)
67 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永将毅、早稲田明生、水谷憲生、吉野 匠、島村知里 ：足
関節・距骨下関節不安定性に対するShrinkage手術． 第２６回 日本足の外科学会学術集会 ２
68 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永将毅、早稲田明生、水谷憲生、吉野 匠、島村知里 ：
Lesser toeに変形・障害を伴った外反母趾の治療． 第２６回 日本足の外科学会学術集会 ２０
69 宇佐見則夫、竹田毅、井口 傑、早稲田明生、水谷憲生、吉野 匠、島村知里 ：中足部・後足部
におけるスポーツ障害． 第２８回 日本整形外科スポーツ医学会学術集会 ２００２(３)
70 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永将毅、早稲田明生、水谷憲生、吉野 匠、島村知里 ：足
関節外側靱帯損傷陳旧例に対する手術療法高度不安定症例に対して． 第７５回 日本整形外
科学会学術集会 ２００２(５)
71 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永将毅、早稲田明生、水谷憲生、吉野 匠、島村知里 ：
Stage2・3における後脛骨筋腱機能不全症の治療成績． 第７５回 日本整形外科学会学術集会
72 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、早稲田明生、水谷憲生、吉野 匠、島村知里 ：足
関節捻挫後の内側病変． 第２７回 日本足の外科学会学術集会 ２００２(６)
73 宇佐見則夫、井口 傑、平石 英一、宮永將毅、早稲田明生、水谷憲生、吉野 匠、島村知里 ：
Freiberg病の観血的治療例の検討治療成績． 第２７回 日本足の外科学会学術集会 ２００２(６)
74 宇佐見則夫、井口 傑、早稲田明生、水谷憲生、島村知里 ：距骨関節障害に対する同種骨軟骨
移植の適応と限界． 第１００回 中部日本整形外科災害外科学会 ２００３(４)
75 宇佐見則夫、島村知里、井口 傑、平石英一、早稲田明生 ：脛骨天蓋部骨折の整復のポイント
と治療成績Ruedi３型に対して． 第２８回 日本足の外科学会学術集会 ２００３(６)
76 宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、水谷憲生、島村知里 ：Leeds-Keio人工靱帯によ
る再建術の実際とその治療成績． 第２８回 日本足の外科学会学術集会 ２００３(６)
77 宇佐見則夫、竹田 毅、井口 傑、平石英一、宮永將毅、早稲田明生、水谷憲生、島村知里 ：人
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雅好 ：外反母趾変形と中足部の関係（第２報）．日本足の外科学会雑誌，１５ ：２２２－２２５，１
14 星野 達、井口 傑 ：Ｍ１Ｍ２引き寄せ法－外反母趾における治療方針と新しいコンセプト－．関
節外科，１４ 9：１１３７－１１４１，１９９５
15 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫 ：足部のＭＲＩとＣＴ．関節外科，１４ 2：２４１－２４７，１９９５
16 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一 ：母趾種子骨機能
撮影の試み．日本足の外科学会雑誌，１６ ：８９－９１，１９９５
17 星野 達、井口 傑、小川清久、宇佐見則夫、冨上雅好 ：小児の距骨骨折．日本小児整形外科
学会雑誌，５ ：３３２－３３５，１９９６
18 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、冨上雅好、若松次郎 ：外反母趾変形における年
齢差、性差の検討．日本足の外科学会雑誌，１７ ：１０１－１０４，１９９６
19 星野 達、井口 傑 ：若年者外反母趾の特徴．リウマチ科，１７ ：４６９－４７４，１９９７

20 星野 達、井口 傑、平石英一、橋本健史、若松次郎、水谷憲生、宇佐見則夫 ：外反母趾手術に
おけるポイント－再発防止のために－．日本足の外科学会雑誌，１９ ：１３１－１３６，１９９８
21 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史 ：歩行時における足外側縦アーチの計
測．日本足の外科学会雑誌，２２ ２：１３－１６，２００１
学会発表(国内）
1 星野 達、坂巻豊教、井口 傑 ：足底装具を用いた外反母趾の保存療法について． 第１３回
日本足の外科研究会 １９８８(７)
2 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史 ：ＭＲＩを用いた足部疾患の診断 －骨壞
死を中心として－． 第１４回 日本足の外科研究会 １９８９(７)
3 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史 ：足関節に発生したＰＶＳの２例． 第１５
回 日本足の外科研究会 １９９０(６)
4 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史 ：ＭＲＩを用いた距骨無腐性壞死の診断
の可能性（ワークショップ）． 第１８回 日本リウマチ・関節外科学会 １９９０(１０)
5 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、六馬信之 ：歩行時における足部挙動
の計測． 第５回 日本整形外科学会基礎学術集会 １９９０(１０)
6 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、田中 守 ：人工靱帯を用いた外反母趾
手術の試み． 第１６回 日本足の外科学会 １９９１(６)
7 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、六馬信之 ：歩行時における足の横アー
チの計測（第一報）荷重による横アーチの形状変化について． 第１８回 整形外科バイオメカニク
ス学会 １９９１(１０)
8 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：成長期の外反母趾につい
て． 第２４回 関東整形災害外科学会 １９９２(６)
9 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫 ：外反母趾手術における問題点の検討 「外反母趾の手術的治
療の問題点」． 第１７回 日本足の外科学会 １９９２(７)
10 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：外反母趾変形と中足部の
関係について． 第２５回 関東整形災害外科学会 １９９２(１１)
11 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：成長期の外反母趾につい
て（第２報）． 第３回 日本小児整形外科学会 １９９２(１２)
12 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一 ：外反
母趾と中足部の関係（第２報）． 第１８回 日本足の外科学会 １９９３(６)
13 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一 ：成長
期外反母趾の治療． 第７回 日本靴医学会 １９９３(９)
14 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一 ：男性
の外反母趾． 第８１回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９３(１０)
15 星野 達、井口 傑、橋本健史、冨上雅好、若松次郎 ：外反母趾と中足部の関係（第３報）． 第
８２回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９４(３)
16 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一 ：母趾種子骨機能
撮影の試み． 第１９回 日本足の外科学会 １９９４(７)
17 星野 達、宇佐見則夫、井口 傑、橋本健史、桜田卓也、片岡公一 ：距骨骨軟骨障害における
鏡視下ドリリングによる治療成績． 第１９回 日本足の外科学会 １９９４(７)
18 星野 達、井口 傑、小川清久、宇佐見則夫、冨上雅好 ：小児の距骨骨折． 第５回 日本小児
整形外科学会 １９９４(１２)
19 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、冨上雅好、若松次郎 ：外反母趾変形の年齢差、性
差の検討． 第２０回 日本足の外科学会 １９９５(６)
20 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、桜田卓也、若松次郎 ：外反母趾におけるDeformation Indexの
概念． 第８５回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９５(１０)
21 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一 ：歩行時における足の横アーチの計測（第２報）．
第１８回 日本バイオメカニクス学会 １９９５(１０)
22 星野 達、井口 傑 ：シンポジウム 若年者の外反母趾ー病態と治療． 第６９回 日本整形外科
学会学術集会 １９９６(４)
23 星野 達、井口 傑、平石英一、橋本健史、六馬信之、若松次郎 ：歩行時における前足部横アー
チの計測． 第８６回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９６(５)
24 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、片岡公一、若松次郎 ：国際シンポジウ
ム外反母趾の治療成績―外反母趾手術における成績不良例の検討． 第２１回 日本足の外科
学会 １９９６(７)
25 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、六馬信之 ：歩行時における足の横アー
チの計測（第３報）． 第２３回 日本臨床バイオメカニクス学会 １９９６(１１)
26 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、若松次郎、水谷憲生 ：外反母趾手術に
おけるポイント＜再発防止のために＞． 第２２回 日本足の外科学会 １９９７(６)

27 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、若松次郎、水谷憲生 ：歩行時における
足のアーチの計測． 第２２回 日本足の外科学会 １９９７(６)
28 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、若松次郎、水谷憲生 ：歩行時における
足の縦アーチの計測． 第２４回 日本臨床バイオメカニクス学会 １９９７(１１)
29 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、片岡公一、若松次郎、水谷憲生、吉野 匠、島村知里 ：外反
母趾第１中足骨遠位骨切り術における矯正のもどりについて． 第２３回 日本足の外科学会
30 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史 ：歩行時における足軸アーチの計測．
第２５回 日本臨床バイオメカニクス学会 １９９８(１１)
31 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、橋本健史、宮崎 祐、谷島 浩 ：外反母趾のサルベージ手術
＜その症例とコンセプト＞． 第２４回 日本足の外科学会学術集会 １９９９(６)
32 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史 ：歩行時における足外側縦アーチの計
測． 第２６回 日本臨床バイオメカニクス学会 １９９９(１１)
33 星野 達、井口 傑 ：高度外反母趾に対する第１中足骨近位骨切り術の治療成績． 第７３回
日本整形外科学会学術集会 ２０００(４)
34 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、 若松次郎、島村知里 ：歩行時におけ
る足外側縦アーチの計測． 第２５回 日本足の外科学会学術集会 ２０００(６)
35 星野 達、井口 傑、宮永將毅、片岡公一、早稲田明生、水谷憲生、谷島 浩 ：高度外反母趾に
対する第１中足骨近位骨切り術の治療成績． 第２５回 日本足の外科学会学術集会 ２０００(６)
36 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史 ：歩行時における中足部横アーチの計
測． 第２７回 日本臨床バイオメカニクス学会 ２０００(１１)
37 星野 達、島村知里、井口 傑 ：外反母趾に合併する凸足変形の治療-第２～第４中足骨斜め骨
切り術の併用-． 第２６回 日本足の外科学会学術集会 ２００１(６)
38 星野 達、島村知里、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史 ：歩行時における中足部横
アーチの計測． 第２６回 日本足の外科学会学術集会 ２００１(６)
39 星野 達、井口 傑、橋本健史、片岡公一、若松次郎、島村知里 ：外反母趾に対する第1中足骨
近位骨切り術と軟部組織の処理について． 第２７回 日本足の外科学会学術集会 ２００２(６)
40 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史 ：歩行時における母趾挙動の計測． 第
２７回 日本足の外科学会学術集会 ２００２(６)
41 星野 達、井口 傑、平石英一、橋本健史、早稲田明生、宇佐見則夫、島村知里 ：外反母趾第１
中足骨遠位骨切り術の成績と矯正の’もどり’について． 第２８回 日本足の外科学会学術集会
42 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石 英一、橋本健史 ：歩行時における母趾挙動の計測．
第１７回 日本靴医学会学術集会 ２００３(１０)
43 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石 英一、橋本健史 ：歩行時における足部アーチの計測．
第１７回 日本靴医学会学術集会 ２００３(１０)
44 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石 英一、橋本健史 ：外反母趾における第１中足骨近位骨
切り術の成績と問題点－諸問題への対処法の模索－． 第２９回 日本足の外科学会学術集会
45 星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石 英一、橋本健史、早稲田明生 ：外反母趾第１中足骨遠
位骨切り術の成績と問題点． 第７８回 日本整形外科学会学術集会 ２００５(５)
46 星野 達、井口 傑、平石 英一、橋本健史、須田康文、早稲田明生、島村知里、宇佐見則夫 ：
外反母趾第１中足骨遠位骨切り術後の骨癒合について． 第３０回 日本足の外科学会学術集
47 星野 達、家田友樹、井口 傑、宇佐見則夫、平石 英一、橋本健史 ：足部の体積の計測． 第３
１回 日本足の外科学会学術集会 ２００６(６)
学会発表(英文）
1 Hoshino T.,Inokuchi S.：Adolescent hallux valgus. 第１８回 College international de medicine et
chirurgie du pied(CIP), Mallorca, Spain, 1993(6)
2 Hoshino T.,Inokuchi S.：Adolescent hallux valgus. 第１回 Combined meeting British orthopaedic
foot surgery society and Japanese society for surgery of the foot, Bristol, U.K., 1993(11)
3 Hoshino T,Inokuchi S., Usami N., Hiraishi E., Hashimoto T., Wakamatsu J., Waseda A.：
Measurement of transverse forefoot arch in walking; change in the shape of the transverse arch
by loading. 第１回 Asian C.I.P., Kaohsiung, Taiwan, 1996(3)
4 Hoshino T.,Inokuchi S., Usami N.：Measurement of transverse forefoot arch in walking; . 第１回
Combined meeting of the American orthopaedic foot and ankle society and the Japanese society
for surgery of the foot, Waikoloa Hawaii, 1997(11)
5 Hoshino T,Inokuchi S. Usami N. Hashimoto T. ：The increase of metatarsal primus varus after the
distal metatarsal osteotomy for hallux valgus. 第２０回 College international de medicine et
chirurgie du pied(CIP), Kyoto Japan, 1999(10)
6 Hoshino T.,Inokuchi S., Usami N., Hiraishi E., Hashimoto T.：Measurement of Transverse Midfoot
Arch in Walking. 第１回 International Federation of Foot and Ankle societies Triennial scientific
Meeting, San Francisco, USA, 2002(9)

平石英一業績リスト
和文著書
1 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一、冨上
雅好 ：踵骨関節内骨折の治療 別冊整形外科２５ 「足の外科」．南江堂，東京，２０１－２０４，１９
2 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一、冨上
雅好 ：舟状骨－楔状骨癒合症の病態 別冊整形外科２５ 「足の外科」．南江堂，東京，３３－３
和文論文
1 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、宮永將毅 ：踵骨骨折の治療上の問題
点 －関節内骨折について－．中部日本整形外科災害外科学会雑誌，３５ ：１３４９－１３５０，１９
2 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、冨上雅好 ：高齢
者の踵骨関節内骨折の治療．骨折，１６ ：５２１－５２５，１９９４
3 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、宮永將毅 ：踵骨関節内骨折成績不良例について
－関節固定術に至った症例の検討－．中部日本整形外科災害外科学会雑誌，３７ ：１８７－１８
4 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑 ：踵骨骨折における保存的治療と観血的治療の比較．
Monthly Book Orthopaedics，８（２） ：１２３－１３４，１９９５
5 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、橋本健史、片岡公一、若松次郎 ：足関節骨折の診断上の留
意点について．東日本臨床整形外科学会雑誌，７ ：４８６－４９０，１９９５
6 平石英一、崎原 宏、森 謙一、安井慎一、小川正三、宇佐見則夫、井口 傑 ：小児の踵骨骨
折．永寿総合病院紀要，11 ：58-62，1999
学会発表(国内）
1 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史 ：舟状骨―楔状骨癒合症の６例． 第１
７回 関東整形災害外科学会 １９８８(１１)
2 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史 ：糖尿病患者における画像表示を用い
た足部骨塩測定． 第１４回 日本足の外科研究会 １９８９(７)
3 平石英一、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、橋本健史 ：分裂距骨と考えられる１例． 第１９回
関東整形災害外科学会 １９８９(１１)
4 平石英一、井口 傑、小川清久、、宇佐見則夫、星野 達、橋本健史 ：距骨骨折・脱臼骨折の長
期予後． 第１５回 日本足の外科研究会 １９９０(６)
5 平石英一、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、橋本健史、六馬信之 ：歩行時における足部内側
アーチの挙動－舟状骨を中心に－． 第５回 日本整形外科学会基礎学術集会 １９９０(１０)
6 平石英一、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、橋本健史 ：足部内側縦アーチの挙動． 第２２回
関東整形災害外科学会 １９９１(５)
7 平石英一、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、橋本健史 ：足内側縦アーチの挙動． 第６回 日
本整形外科学会基礎学術集会 １９９１(８)
8 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、宮永將毅 ：踵骨骨折の治療上の問題
点． 第７８回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９２(５)
9 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、宮永將毅 ：舟状骨、楔状骨癒合症の病
態． 第２５回 関東整形災害外科学会 １９９２(１１)
10 平石英一、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、冨上雅好、片岡
公一 ：重度踵骨骨折の検討． 第１８回 日本足の外科学会 １９９３(６)
11 平石英一、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、冨上雅好 ：高年
齢者の踵骨関節内骨折の治療． 第１９回 日本骨折治療学会 １９９３(７)
12 平石英一、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、冨上雅好 ：踵骨
骨折の成績不良例について－関節固定術に至った症例の検討－． 第８１回 中部日本整形外
科災害外科学会 １９９３(１０)
13 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、冨上雅好 ：距骨下関節固定術が日常
生活動作に及ぼす影響． 第１９回 日本足の外科学会 １９９４(７)
14 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、橋本健史、片岡公一、若松次郎 ：足関節脱臼骨折のＸ線診
断上の留意点． 第４３回 東日本臨床整形外科学会 １９９４(９)
15 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、宮永將毅、若松次郎 ：距腿関節・距骨下関節固定術が足関
節の可動域に及ぼす影響について． 第８３回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９４(１０)
16 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、宮永將毅、桜田卓也、早稲田明生 ：小児の踵骨骨折． 第２
０回 日本足の外科学会 １９９５(６)
17 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一、若松次郎、早稲
田明生、宮崎 祐 ：脛骨遠位骨端線損傷の治療． 第６回 日本小児整形外科学会学術集会

18 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一 ：足根
骨癒合症の病理組織学的検討． 第６９回 日本整形外科学会学術集会 １９９６(４)
19 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、早稲田 明生 ：舟状骨楔状骨癒合症の病理組織
学的検討． 第８６回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９６(５)
20 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、宮永將毅、桜田卓也、早稲田明生、水谷憲生、高橋惇 ：踵骨
骨折の年代別特徴について． 第２１回 日本足の外科学会 １９９６(７)
21 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、片岡公一、宮崎 祐 ：距骨踵骨癒合症
の癒合範囲について． 第２４回 日本リウマチ・関節外科学会 １９９６(１０)
22 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、片岡公一、早稲田明生、水谷憲生、金治有彦 ：踵骨関節内
骨折の骨折型と治療法の選択について． 第２２回 日本足の外科学会 １９９７(６)
23 平石英一、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、橋本健史 ：距骨踵骨癒合症の分類． 第７１回
日本整形外科学会学術集会 １９９８(４)
24 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、橋本健史、宮永將毅、早稲田明生、宮崎 祐、矢島 浩 ：Ｌｉｓ
ｆｒａｎｃ関節脱臼骨折の治療上の留意点． 第２３回 日本足の外科学会 １９９８(６)
25 平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、早稲田明生 ：不完全型舟状骨楔状骨癒合症の病
理組織所見とＸ線診断の関連について． 第２７回 日本足の外科学会学術集会 ２００２(６)
26 平石英一、宇佐見則夫、早稲田明生、井口 傑、戸山芳昭 ：痛みの解明と制圧 足の痛み 足
根部の疼痛． 第１９回 日本整形外科学会基礎学術集会 ２００４(１０)
学会発表(英文）
1 Hiraishi E.,Inokuchi S.：Cuneo-navicular coalition. 第１８回 College international de medicine et
chirurgie du pied(CIP), Mallorca, Spain, 1993(6)
2 Hiraishi E.,Inokuchi S.：Naviculo-cuneiform coalition. 第１回 Combined meeting British
orthopaedic foot surgery society and Japanese society for surgery of the foot, Bristol, U.K.,
3 Hiraishi E.,Usami N., Inokuchi S., Hoshino T., Miyanaga M.：Naviculo-cuneiform coalition.
Symposium "Update on Flat Foot and Forefoot Deformities", Madrid, Spain, 1995(11)
4 Hiraishi E.,Usami N., Inokuchi S.：Histopathological study of symptomatic naviculo-cuneiform
coalition. 第１２回 Annual meeting of American Orthopaedic Foot and Ankle Society(AOFAS),
Hilton Head, U.S.A., 1996(6)
5 Hiraishi E.,Usami N., Inokuchi S., Miyanaga M.：Naviculo-cuneiform coalition. 第１９回 College
international de medicine et chirurgie du pied(CIP), Buenos Aires, Argentina, 1996(8)
6 Hiraishi E.,Usami N., Inokuchi S., Hashimoto T.：Histopathological study of symptomatic naviculocuneiform coalition. 第７回 SIROT 96 Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands, 1996(8)
7 Hiraishi E.,Inokuchi S., Usami N., Hashimoto T.：Classification of talo-calcaneal coalition. 第３回
Combined meeting British orthopaedic foot surgery society and Japanese society for surgery of
the foot, Glasgow, U.K., 1997(7)
8 Hiraishi E.,Usami N., Inokuchi S,. Hoshino T., Hashimoto T.：The extent of talocalcaneal coalition.
第１回 Combined meeting of the American orthopaedic foot and ankle society and the Japanese
society for surgery of the foot, Waikoloa Hawaii, 1997(11)
9 Hiraishi E,Usami N. Inokuchi S. HoshinoT. Hashimoto T. Miyanaga M.：Assessment of
Talocalcaneal coalition by 3-D CT reconstruction. 第２０回 College international de medicine et
chirurgie du pied(CIP), Kyoto Japan, 1999(10)
10 Hiraishi E,Usami N, Inokuchi S.：Application of endosscopy for foot and ankle. 第１回 Reunion
Hispano-Japonesa, Salamanca, Spain, 2000(6)
11 Hiraishi E.,Usami N., Inokuchi S.：Histopathological study of symptomatic incomplete naviculocuneiform coalition. 第５回 Congress of European Federation of National Associations of
Orthopaedics and Traumatology, Rhodes Greece, 2001(6)

橋本健史業績リスト
英語論文
1 Hashimoto T.,Inokuchi S. :The kinematic study of the ankle joint instability during gait due to the
rupture of lateral ligaments. Foot & Ankle International, 18 :729-734, 1997
和文著書
1 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：距骨下脱臼の１２例 別冊整
形外科２３「外傷性脱臼の治療」．南江堂，東京，１７１－１７７，１９９３
2 橋本健史、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：糖尿病性足部壊疽に対する硬性治療靴
の試み（第２報） 別冊整形外科２５ 「足の外科」．南江堂，東京，３２０－３２３，１９９４
3 橋本健史、井口 傑 ：糖尿病性足部潰瘍に対する硬性治療靴 新ＯＳ ＮＯＷ No.１７ 装具療
法－ﾓﾃﾞﾙと適応のすべて．メディカルビュー社，東京，１４８－１５１，２００３
和文論文
1 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、宮永將毅 ：糖尿病性壊疽に対する硬性治療靴の
試み．靴の医学，６ ：８７－８９，１９９２
2 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅、六馬信之 ：足関節内外側の
靭帯の挙動と皮膚の動きとの関連について．日本足の外科学会雑誌，１３ ：７８－８０，１９９２
3 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：糖尿病性足部潰瘍に対す
る硬性治療靴の試み（第３報）．靴の医学，７ ：３３－３６，１９９３
4 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：小児の踵骨骨折について．
整形外科，４４ ：３７３－３７７，１９９３
5 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、宮永將毅 ：ＰＤＳピンを用いた距骨骨軟骨骨折の３
治験例．日本足の外科学会雑誌，１４ ：１７６－１７９，１９９３
6 橋本健史、井口 傑 ：靴による後足部疾患の診断と治療－ハグランド変形、アキレス腱周囲炎を
中心として－．Monthly Book Orthopaedics，７（１２） ：６１－６７，１９９４
7 橋本健史、田崎憲一、佐藤和毅、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅、桜田
卓也、片岡公一、冨上雅好 ：ＰＤＳピンによる足部骨軟骨骨折の小経験．骨折，１６ ：５１６－５２
8 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一 ：距骨下脱臼の検討．中部日本整形外
科災害外科学会雑誌，３７ ：１３８１－１３８２，１９９４
9 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、六馬信之 ：外側靱帯損傷による歩行時足関節不
安定性．中部日本整形外科災害外科学会雑誌，３７ ：４０５－４０６，１９９４
10 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：足根管症候群に対するＭＲ
Ｉの応用．日本足の外科学会雑誌，１５ ：１７７－１８１，１９９４
11 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：糖尿病性足部潰瘍に対す
る硬性治療靴の試み（第４報）．靴の医学，１０ ：１３４－１３６，１９９６
12 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、水谷憲生 ：糖尿病性足部潰瘍に対す
る硬性治療靴の靴内足部圧の分散効果について．靴の医学，１１ ：４２－４４，１９９７
13 橋本健史、井口 傑 ：足関節関節内骨折の診断と治療．関節外科，１７ １１：１３８５－１３９０，１
14 橋本健史、井口 傑 ：下腿と足のスポーツ障害（２）圧痛点による病態把握．関節外科，１７ ：１
７３－１７７，１９９８
15 橋本健史、井口 傑、吉野 匠 ：糖尿病性足部潰瘍に対する硬性治療靴を用いた治療の長期予
後．靴の医学，１２ ：１０－１２，１９９８
16 橋本健史、井口 傑、星野 達、若松次郎、宮崎 祐、矢島 浩 ：足底圧解析を用いた外反母趾
術前術後の評価．日本足の外科学会雑誌，１９ ：１４－１７，１９９８
17 橋本健史、井口 傑、宮崎 祐 ：糖尿病性足部潰瘍に対する硬性治療靴-短靴型への改良-．靴
の医学，１３ ２：１－３，１９９９
18 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、片岡公一、水谷憲生、吉野 匠、島村知里 ：外反
母趾に対する吸収性裸子を用いた新しい手術法．日本足の外科学会雑誌，２０ ２：７４－７７，１９
19 橋本健史、井口 傑、宮崎 祐、矢島 浩、島村知里 ：陳旧性足関節外側靭帯損傷に対する短
腓骨筋腱を用いた再建術の長期成績．日本足の外科学会雑誌，２１ ２：２７－３０，２０００
20 橋本健史、池澤裕子、星野 達、谷島 浩、小久保哲郎、井口 傑 ：歩行時における靴の機能に
ついての運動学的検討．靴の医学，17 2：９２－９５，２００３
21 橋本健史、池澤裕子、谷島 浩、小久保哲郎、井口 傑 ：歩行時における靴の機能についての
運動学的検討－windlass mechanismに対する効果について－．靴の医学，18 2：７６－８０，２００
22 橋本健史、井口 傑、須田康文、宇佐見則夫、星野 達 ：糖尿病性足部潰瘍に対する硬性治療
靴を用いた治療の検討．靴の医学，19 2：１００－１０２，２００５
23 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、須田康文、小久保哲郎、池澤裕子 ：陳
旧性足関節外側靱帯損傷に対する治療靴の試み．靴の医学，20 2：53-55，2006

24 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、須田康文、小久保哲郎、奥村 庄次 ：
高齢者の靴についてのバイオメカニクス的検討．靴の医学，21 2：108-112，2007
25 橋本健史、井口 傑、須田康文、宇佐見則夫、池澤裕子、星野 達、平石英一、小久保哲郎 ：陳
旧性足関節外側靱帯損傷に対する遊離短腓骨筋腱を利用した外側靱帯再建術の検討．日本足
の外科学会雑誌，29 2：80-83，2008
26 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石 英一、須田康文、小久保哲郎 ：足アーチ構
造の機能解明 加齢による変化．靴の医学，22 2：５６－６０，２００８
学会発表(国内）
1 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一 ：小児の腫骨骨折について． 第１７回
関東整形災害外科学会 １９８８(１１)
2 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一 ：距骨下脱臼の９例． 第１４回 日本足
の外科研究会 １９８９(７)
3 橋本健史、水島 斌雄、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石 英一 ：特発性距骨下脱臼の１
例． 第１５回 日本足の外科研究会 １９９０(６)
4 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、六馬信之 ：歩行時における足関節側
副靭帯の挙動に関する研究． 第５回 日本整形外科学会基礎学術集会 １９９０(１０)
5 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一 ：足関節外側靭帯の挙動と皮膚の動き
との関連について． 第１６回 日本足の外科学会 １９９１(６)
6 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一 ：歩行時における足関節部の靭帯の挙
動に関する研究（第２報）． 第６回 日本整形外科学会基礎学術集会 １９９１(８)
7 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：ＰＤＳピンを用いた距骨骨軟
骨骨折の３治験例． 第１７回 日本足の外科学会 １９９２(７)
8 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：糖尿病性壊疽に対する硬
性治療靴の試み． 第６回 日本靴医学会 １９９２(１０)
9 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一 ：足根
管症候群に対するＭＲＩの応用． 第１８回 日本足の外科学会 １９９３(６)
10 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一 ：ＰＤＳ
ピンによる足部骨軟骨骨折治療の小経験． 第１９回 日本骨折治療学会 １９９３(７)
11 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一 ：糖尿
病性足部壊疽に対する硬性治療靴の試み（第３報）． 第７回 日本靴医学会 １９９３(９)
12 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅、桜田卓也、片岡公一 ：外側
靭帯損傷による歩行時足関節不安定性． 第８１回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９３
13 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、 ：距骨下脱臼の検討． 第８２回 中部
日本整形外科災害外科学会 １９９４(３)
14 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一 ：距骨下関節後方脱臼の３例． 第１９
回 日本足の外科学会 １９９４(７)
15 橋本健史、井口 傑、小川清久、宇佐見則夫、平石英一 ：骨成長に対する小児距骨骨折の影
響． 第８６回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９６(５)
16 橋本健史、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、桜田卓也、若松次郎、早稲田明生 ：スポーツ選手
の陳旧性足関節外側靱帯損傷に対する人工靱帯を用いた外側靱帯再建術． 第２１回 日本足
の外科学会 １９９６(７)
17 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野達、平石英一 ：糖尿病性足部潰瘍に対する硬性治療靴
の試み（第４報）． 第１０回 日本靴医学会 １９９６(９)
18 橋本健史、井口 傑、星野 達、桜田卓也、若松次郎 ：有痛性外脛骨の成因－扁平足との関連
－について． 第８７回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９６(１０)
19 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一 ：外反母趾に対するポリ-Ｌ-乳酸生体吸収性螺子
の使用経験． 第１回 骨軟部吸水性インプラント研究会 １９９７(３)
20 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、若松次郎、宮崎 祐、矢島 浩 ：足底圧解析を用い
た外反母趾術前術後の評価． 第２２回 日本足の外科学会 １９９７(６)
21 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、水谷憲生 ：糖尿病性足部潰瘍に対す
る硬性治療靴の靴内足部圧の分散効果について． 第１１回 日本靴医学会 １９９７(９)
22 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一 ：外反母趾手術に対するーＬ－乳酸生体吸収性螺
子使用の問題点． 第２回 骨軟部吸水性インプラント研究会 １９９８(３)
23 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：足関節外足靱帯再建術に
おけるChrisman-Snook変法と人工靱帯を使用した方法との比較検討． 第７１回 日本整形外科
学会学術集会 １９９８(４)
24 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、片岡公一、水谷憲生、吉野 匠、島村知里 ：吸収
性螺子を使用する外反母趾手術のための骨切りの工夫． 第２３回 日本足の外科学会 １９９

25 橋本健史、井口 傑、吉野 匠 ：糖尿病性足部潰瘍に対する硬性治療靴を用いた治療の長期予
後． 第１２回 日本靴医学会 １９９８(９)
26 橋本健史、井口 傑、宮永将毅、宮崎 祐 ：外反母趾手術に使用した生体吸収性螺子の問題
点． 第３回 骨軟部吸水性インプラント研究会 １９９９(３)
27 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、宮永将毅 ：陳旧性足関節外側靱帯損
傷に対するストレスＸ線検査とMRIを用いた靱帯の損傷程度の診断法． 第７２回 日本整形外科
学会学術集会 １９９９(４)
28 橋本健史、井口 傑、宮崎 祐 ：陳旧性足関節外側靱帯損傷に対する短腓骨筋腱を用いた再建
術の長期成績． 第２４回 日本足の外科学会学術集会 １９９９(６)
29 橋本健史、井口 傑、宮崎 祐 ：糖尿病性足部潰瘍に対する硬性治療靴－履きごごちの改良
－． 第１３回 日本靴医学会学術集会 １９９９(６)
30 橋本健史、井口 傑、Ｌｕｎｄｂｅｒｇ Ａ， Ｗｅｓｔｂｌａｄ Ｐ ：歩行時における足関節靱帯付着部間距
離の長さ計測の試み． 第１４回 日本整形外科学会基礎学術集会 １９９９(１０)
31 橋本健史、谷島 浩、島村知里、井口 傑 ：足関節外側靭帯損傷に対する遊離短腓骨筋腱を用
いた再建法の検討． 第７３回 日本整形外科学会学術集会 ２０００(４)
32 橋本健史、星野 達、谷島 浩、小久保哲郎 ：外反母趾に対する吸収性インプラントを用いた手
術法の検討． 第２５回 日本足の外科学会学術集会 ２０００(６)
33 橋本健史、星野 達、谷島 浩、小久保哲郎、井口 傑 ：歩行時の足アーチ構造に対して足底板
があたえる効果の運動力学的検討． 第１４回 日本靴医学会学術集会 ２０００(９)
34 橋本健史、星野 達、谷島 浩、小久保哲郎、井口 傑 ：足関節外側靱帯損傷に対する装具療
法の運動力学的検討． 第１４回 日本靴医学会学術集会 ２０００(９)
35 橋本健史、谷島 浩、小久保哲郎、井口 傑 ：捻挫後遺症としての陳旧性足関節外側靱帯損傷
の検討． 第７４回 日本整形外科学会学術集会 ２００１(４)
36 橋本健史、星野 達、谷島 浩、小久保哲郎、池澤裕子、井口 傑 ：陳旧性足関節外側靱帯損傷
の病態検討． 第２６回 日本足の外科学会学術集会 ２００１(６)
37 橋本健史、星野 達、谷島 浩、小久保哲郎、池澤裕子、井口 傑 ：糖尿病治療靴の検討． 第１
５回 日本靴医学会学術集会 ２００１(９)
38 橋本健史、谷島 浩、小久保哲郎、池澤裕子、井口 傑 ：バイオアクティブペーストを足関節外側
靱帯再建術に際して、再建靱帯と骨との接着部に使用した結果、より早い日常生活への復帰をす
ることができた． 第２７回 日本足の外科学会学術集会 ２００２(６)
39 橋本健史、谷島 浩、小久保哲郎、池澤裕子、井口 傑 ：足関節外側靱帯損傷における男女差
による病態検討． 第７６回 日本整形外科学会学術集会 ２００３(５)
40 橋本健史、池澤裕子、谷島 浩、小久保哲郎、星野 達、井口 傑 ：短腓骨筋腱を用いた足関節
外側靱帯再建術の実際と問題点． 第２８回 日本足の外科学会学術集会 ２００３(６)
41 橋本健史、池澤裕子、星野 達、谷島 浩、小久保哲郎、井口 傑 ：歩行時における靴の機能に
ついての運動学的検討． 第１７回 日本靴医学会学術集会 ２００３(１０)
42 橋本健史、池澤裕子、谷島 浩、小久保哲郎、星野 達、井口 傑 ：足底板がwindlass
mechanismに与える影響についての運動力学的研究． 第２９回 日本足の外科学会学術集会
43 橋本健史、池澤裕子、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達谷島 浩、小久保哲郎、 ：歩行時におけ
る靴の機能についての運動力学的検討－windlass mechanismに対する効果について－． 第１
８回 日本靴医学会学術集会 ２００４(９)
44 橋本健史、谷島 浩、小久保哲郎、池澤裕子、宇佐見則夫、井口 傑 ：外反母趾に対する生体
吸収性螺子を用いた新しい手術法の検討． 第７８回 日本整形外科学会学術集会 ２００５(５)
45 橋本健史、岡田 泰昌、谷島 浩、小久保哲郎、池澤裕子。井口 傑 ：歩行制御神経機構解明の
ためのin vitro下肢標本の開発． 第３０回 日本足の外科学会学術集会 ２００５(６)
46 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石 英一、谷島 浩、小久保哲郎、池澤裕子 ：糖
尿病性足部潰瘍に対する硬性治療靴を用いた治療の検討－中長期の予後について－． 第１９
回 日本靴医学会学術集会 ２００５(１０)
47 橋本健史、須田康文、谷島 浩、小久保哲郎、池澤裕子、星野 達、宇佐見則夫、井口 傑 ：母
趾種子骨障害に対する種子骨全摘出術の検討． 第７９回 日本整形外科学会学術集会 ２００
48 橋本健史、須田康文、小久保哲郎、池澤裕子、宇佐見則夫、星野達、平石英一、井口 傑 ：足関
節外側靭帯損傷に対する治療靴の試み． 第２０回 日本靴医学会学術集会 ２００６(９)
49 橋本健史、須田康文、小久保哲郎、池澤裕子、星野 達、宇佐見則夫、井口 傑 ：三角骨症候群
に対する観血的治療の検討． 第８０回 日本整形外科学会学術集会 ２００７(５)
50 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石 英一、須田康文、小久保哲郎、池澤裕子 ：
陳旧性足関節外側靱帯損傷に対する遊離短腓骨筋腱を利用した外側靱帯再建術の検討． 第３
２回 日本足の外科学会学術集会 ２００７(６)
51 橋本 健史、井口 傑、須田康文、小久保哲郎、宇佐見則夫、星野 達、平石 英一 ：高齢者の
靴についてのバイオメカニクス的検討． 第２１回 日本靴医学会学術集会 ２００７(９)

52 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、須田康文、小久保哲郎 ：有痛性外脛骨
に対する観血的治験の検討． 第３３回 日本足の外科学会学術集会 ２００８(６)
53 橋本健史、井口 傑、須田康文、宇佐見則夫、星野達、平石英一 ：足アーチ構造の機能解明-加
齢による変化-． 第２２回 日本靴医学会 ２００８(１０)
54 橋本健史、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石 英一、須田 康文、池澤 裕子、小久保哲郎
：新鮮足関節捻挫に対する保存的治療と観血的治療の比較検討． 第３４回 日本足の外科学会
学術集会 ２００９(６)
学会発表(英文）
1 Hashimoto T.,Inokuchi S.：Spontaneous subtalar dislocation. 第１８回 College international de
medicine et chirurgie du pied(CIP), Mallorca, Spain, 1993(6)
2 Hashimoto T.,Inokuchi S.：The kinematic study of the ankle joint instability during gait due to the
rupture of lateral ligaments. 第１回 Asian C.I.P., Kaohsiung, Taiwan, 1996(3)
3 Hashimoto T.,Inokuchi S., Usami N., Hoshino T., Hiraishi E.：A clinical study of subtalar
dislocation. 第１９回 College international de medicine et chirurgie du pied(CIP), Buenos Aires,
4 Hashimoto T.,Inokuchi S., Usami N., Hoshino T.：The relationship between motion of ankle
ligaments and that of a skin above the ligaments. 第２０回 SICOT, Amsterdam, The
5 Hashimoto T.,Inokuchi S., Usami N., Hiraishi E.：The relationship of the symptomatic accessory
navicular to the flat foot. 第３回 Combined meeting British orthopaedic foot surgery society
and Japanese society for surgery of the foot, Glasgow, U.K., 1997(7)
6 Hashimoto T.,Kato T., Inokuchi S.：The modified Chrisman-Snook procedure for chronic lateral
ankle instability. 第１回 Combined meeting of the American orthopaedic foot and ankle society
and the Japanese society for surgery of the foot, Waikoloa Hawaii, 1997(11)
7 Hashimoto T.,Inokuchi S. Usami N. Hoshino T. Hiraishi E. Miyanaga M.：A New procedure for the
hallux valgus using biodegradable device. 第２０回 College international de medicine et chirurgie
du pied(CIP), Kyoto Japan, 1999(10)
8 Hashimoto T.,Yajima H., Yoshino T., Kokubo T., Ikezawa H., Inokuchi S.：Diagnosing the Condition
of Injured Ligaments Using Stress X-rays for Chronic Lateral Ankle Instability. 第１回
International Federation of Foot and Ankle societies Triennial scientific Meeting, San Francisco,
9 Hashimoto T.,Okada Y, Yajima H, Kokubo T, Ikezawa H, Inokuchi S：Development of the invitro
lower extremity preparation for the study of the gait-controlling neural system. 第２回
International Federation of Foot and Ankle societies Triennial scientific Meeting, Naples, Italy,

宮永将毅業績リスト
和文著書
1 宮永將毅、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史、桜田卓也、片岡公一、冨上
雅好、若松次郎 ：三角骨症候群における疼痛の発生機序 別冊整形外科２７ 「整形外科領域に
おける疼痛対策」．南江堂，東京，１５－１８，１９９５
和文論文
1 宮永將毅、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史 ：三角骨症候群の病態―手
術例からの検討．東日本臨床整形外科学会雑誌，５ ：１７－２１，１９９３
2 宮永將毅、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史 ：人工透析下の糖尿病患者
における下肢切断例の検討．日本足の外科学会雑誌，１４ ：１６６－１７０，１９９３
3 宮永將毅、井口 傑、宇佐見則夫 ：腓骨筋腱脱臼．整形外科，４６ ：１１７４－１１７８，１９９５
4 宮永将毅、井口 傑、宇佐見則夫、若松次郎 ：距骨骨軟骨損傷の成因．骨・関節・靭帯，１１ １
１：１３３５－１３３９，１９９８
学会発表(国内）
1 宮永將毅、井口 傑 ：リン酸カルシウム多糖類系生体材料－骨充填材への応用－． 第１１回
整形外科セラミックインプラント研究会 １９９１(１２)
2 宮永將毅、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史 ：人工透析下の糖尿病患者
における下肢切断例の検討． 第１７回 日本足の外科学会 １９９２(７)
3 宮永將毅、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史 ：三角骨症候群の病態． 第
４１回 東日本臨床整形外科学会 １９９２(９)
4 宮永將毅、井口 傑 ：ハイドロキシアパタイトセメントに関する実験的研究． 第７回 日本整形外
科学会基礎学術集会 １９９２(１０)
5 宮永將毅、井口 傑 ：ポリ乳酸プレートを用いた骨接合に関する実験的研究－ＨＤＰ、金属プ
レートとの比較－． 第７回 日本整形外科学会基礎学術集会 １９９２(１０)
6 宮永將毅、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史、桜田卓也、冨上雅好 ：足関
節固定が日常生活に及ぼす影響． 第２６回 関東整形災害外科学会 １９９３(５)
7 宮永將毅、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史、桜田卓也、冨上雅好、片岡
公一 ：距骨下関節造影の検討． 第１８回 日本足の外科学会 １９９３(６)
8 宮永將毅、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史、桜田卓也、冨上雅好 ：後足
部におけるスポーツ障害． 第１９回 日本整形外科スポーツ医学会 １９９３(７)
9 宮永將毅、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史、桜田卓也、冨上雅好 ：距骨
下関節造影の検討（第２報）－足関節外側靭帯損傷例から－． 第８１回 中部日本整形外科災
害外科学会 １９９３(１０)
10 宮永將毅、井口 傑、宇佐見則夫、橋本健史、桜田卓也 ：足部の関節固定が日常生活動作に及
ぼす影響（第２報）． 第２８回 関東整形災害外科学会 １９９４(５)
11 宮永將毅、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、片岡公一、若松次郎 ：距骨下関節造影の検討
（第３報）． 第１９回 日本足の外科学会 １９９４(７)
12 宮永將毅、宇佐見則夫、井口 傑、片岡公一、冨上雅好 ：腓骨筋腱脱臼と足関節外側靱帯損傷
の合併症例の検討． 第８３回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９４(１０)
13 宮永將毅、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、片岡公一、若松次郎 ：距骨下関節造影の検討（第
４報）． 第２０回 日本足の外科学会 １９９５(６)
14 宮永將毅、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、橋本健史、片岡公一、冨上雅好 ：三角骨症候群に
おける手術の留意点と術後成績について． 第２１回 日本整形外科スポーツ医学会 １９９５(８)
15 宮永將毅、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、桜田卓也、片岡公一、早稲田明生 ：距骨骨軟骨
障害に対する鏡視下手術の適応と限界． 第２１回 日本関節鏡学会 １９９５(１２)
16 宮永將毅、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、桜田卓也、早稲田明生、水谷憲生、宮
崎 祐 ：足部の関節固定が日常生活動作に及ぼす影響． 第６９回 日本整形外科学会学術集
会 １９９６(４)
17 宮永將毅、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、橋本健史、片岡公一、宮崎 祐 ：足部および足関
節の関節内骨折における関節鏡の応用． 第２１回 日本足の外科学会 １９９６(６)
18 宮永將毅、宇佐見則夫、井口 傑、桜田卓也、若松次郎、早稲田明生、水谷憲生 ：スポーツにお
ける後足部の関節傷害． 第２４回 日本リウマチ・関節外科学会 １９９６(１０)
19 宮永將毅、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、水谷憲生、吉野 匠、金治有彦 ：距骨下関節不安
定性の診断－距踵骨間靭帯再建例の関節所見から－． 第２２回 日本足の外科学会 １９９７
20 宮永將毅、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、片岡公一、水谷憲生、金治有彦、矢島 浩 ：距骨
周囲脱臼の２例． 第２３回 日本足の外科学会 １９９８(６)

21 宮永將毅、宇佐見則夫、井口 傑、橋本健史、若松次郎、早稲田明生、宮崎 祐、島村知里 ：距
骨骨軟骨障害の成因についての検討（第２報）－年齢別病像について－． 第２３回 日本足の
外科学会 １９９８(６)
22 宮永將毅、宇佐見則夫、井口 傑、吉野 匠、谷島 浩、宮崎 祐 ：距骨下関節における関節鏡
の応用． 第２４回 日本足の外科学会学術集会 １９９９(６)
23 宮永將毅、宇佐見則夫、井口 傑、 平石英一、若松次郎、早稲田明生、吉野 匠、谷島 浩 ：距
骨滑車骨軟骨障害におけるＭＲＩと鏡視所見の検討． 第２５回 日本足の外科学会学術集会 ２
24 宮永將毅、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、若松次郎、早稲田明生、吉野 匠、谷島 浩 ：遠
位脛腓靱帯損傷の手術療法． 第２６回 日本足の外科学会学術集会 ２００１(６)
25 宮永將毅、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、若松次郎、谷島 浩 ：遠位脛腓靱帯損傷の治療．
第２７回 日本足の外科学会学術集会 ２００２(６)
学会発表(英文）
1 Miyanaga M.,Inokuchi S.：Ankle dislocation without fracture. 第１８回 College international de
medicine et chirurgie du pied(CIP), Mallorca, Spain, 1993(6)
2 Miyanaga M.,Inokuchi S.：Treatment for old Achilles tendon rupture. 第１回 Combined meeting
British orthopaedic foot surgery society and Japanese society for surgery of the foot, Bristol,
U.K., 1993(11)
3 Miyanaga M.,Inokuchi S., Usami N., Tokami M.：A study for Hydroxyapatite cement. 第４回
Conference of the International Society for fracture repair (ISFR), Kobe, Japan, 1994(9)
4 Miyanaga M.,Usami N., Inokuchi S.：Surgical treatment of osteochondral lesion of the talus. 第１
回 Combined meeting of the American orthopaedic foot and ankle society and the Japanese
society for surgery of the foot, Waikoloa Hawaii, 1997(11)

須田康文業績リスト
和文論文
1 須田康文、松崎健一郎、井口 傑、曽我敏雄、奥村庄次 ：前足部術後Genius装具の使用経験．
靴の医学，19 2：８１－８４，２００５
2 須田康文、井口 傑 ：画像診断ワークショップ Pitfall Q&AとNormal Variant 下腿・足．関節外
科，25 6：667-671，2006
学会発表(国内）
1 須田康文、井口 傑、藤田貴也 ：糖尿病足壊疽の切断高位に関する検討． 第１４回 糖尿病足
病変研究会 ２００１(１２)
2 須田 康文、井口 傑、芦田 利男、畔柳 裕二、松本 秀男 ：外反母趾に対する中足基部斜め
骨切り術の術後成績－Ｘ線学的検討－． 第７７回 日本整形外科学会学術集会 ２００４(５)
3 須田康文、井口 傑、畔柳裕二、松崎健一郎、松本秀男 ：外反母趾に対する中足骨斜め骨切り
術後のDMA角の変化． 第２９回 日本足の外科学会学術集会 ２００４(６)
4 須田康文、井口 傑、松崎健一郎 ：糖尿病足壊疽に対する切断術後成績不良例の検討． 第１
９回 糖尿病足病変研究会 ２００４(６)
5 須田康文、井口 傑、畔柳裕二、松崎健一郎、松本秀夫 ：外反母趾に対する中足骨中枢部斜め
骨切り術後の関節適合性成績． 第７８回 日本整形外科学会学術集会 ２００５(５)
6 須田康文、井口 傑、松崎 健一郎 ：若年者外反母趾に対する第一中足骨遠位骨切り術の経
験． 第３０回 日本足の外科学会学術集会 ２００５(６)
7 須田康文、松崎健一郎、井口 傑、曽我敏雄、奥村庄次 ：前足部術後GENIUS装具の使用経
験． 第１９回 日本靴医学会学術集会 ２００５(１０)
8 須田康文、松崎健一郎、井口 傑、橋本健史 ：外反母趾に対する中足骨近位斜め骨切り術後中
足骨遠位関節面対向角に影響を与える因子について． 第７９回 日本整形外科学会学術集会
9 須田 康文、井口 傑、松崎健一郎、家田友樹、宇佐見則夫、橋本健史 ：外反母趾における第１
中足骨軸位回旋変形について． 第３１回 日本足の外科学会学術集会 ２００６(６)
10 須田康文、松崎健一郎、家田友樹、井口 傑、奥村庄次、山下敬史、曽我敏男 ：先天奇形に伴う
難治性足底潰瘍に対して靴型装具療法が有用であった１例． 第２０回 日本靴医学会学術集会
11 須田 康文、宇佐見則夫、早稲田明生、松崎健一郎、橋本健史、井口 傑 ：距骨骨軟骨病変に
対する自家骨軟骨移植術の中・長期成績． 第８０回 日本整形外科学会学術集会 ２００７(５)
12 須田 康文、井口 傑、松崎 健一郎、橋本健史、宇佐見則夫 ：外反母趾に対するDLMO法の術
後X線評価－POMO法との比較－． 第３２回 日本足の外科学会学術集会 ２００７(６)
13 須田 康文、早稲田明生、宇佐見則夫、池澤裕子、橋本健史、井口 傑 ：糖尿病足壊疽切断例
の術後成績に影響する因子について． 第３２回 日本足の外科学会学術集会 ２００７(６)
14 須田 康文、畔柳 裕二、松崎健一郎、井口 傑、橋本健史、宇佐見 則夫 ：外反母趾に対する
中足骨骨切り部位の違いが母趾MTP関節適合性に及ぼす影響． 第８１回 日本整形外科学会
学術集会 ２００８(５)
15 須田 康文、畔柳 裕二、宇佐見 則夫、井口 傑、橋本健史、戸山 芳昭 ：外反母趾に対する
中足骨近位斜め骨切り術の長期成績． 第３３回 日本足の外科学会学術集会 ２００８(６)
16 須田 康文、家田 友樹、井口 傑、畔柳 裕二、戸山 芳昭 ：3000名の計測結果から見た学童
期における足の成長特性． 第２３回 日本整形外科学会基礎学術集会 ２００８(１０)
17 須田 康文、松崎 健一郎、井口 傑、宇佐見則夫、早稲田明生、橋本 健史、戸山 芳昭 ：外反
母趾に対する局麻下DLMO法の術後成績． 第８２回 日本整形外科学会学術集会 ２００９(５)
18 須田 康文、島村知里、井口 傑、宇佐見則夫、松崎健一郎、早稲田明生、戸山 芳昭 ：外反母
趾に対する局麻下DLMO法の手技と短期術後成績． 第３４回 日本足の外科学会学術集会 ２
学会発表(英文）
1 Suda Y,Inokuchi S, Matsuzaki K：Change in the distal metatarsal articular angle after the proximal
metatarsal osteotomy for the correction of hallux valgus deformity. 第２回 International
Federation of Foot and Ankle societies Triennial scientific Meeting, Naples, Italy, 2005(9)

桜田卓也業績リスト
和文著書
1 桜田卓也、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、片岡公一、冨上
雅好 ：足関節果部骨折の手術後長期経過例の検討 別冊整形外科２５ 「足の外科」．南江堂，東
京，１６５－１６８，１９９４
和文論文
1 桜田卓也、宇佐見則夫、井口 傑、増本 項、橋本健史、星野 達 ：母趾基節骨疲労骨折の検
討．東日本臨床整形外科学会雑誌，６ ：１１１－１１４，１９９４
2 桜田卓也、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：第1･2中足骨基部の軽度離
解を呈するリスフラン関節損傷について．東日本臨床整形外科学会雑誌，７ ：４９１－４９４，１９
学会発表(国内）
1 桜田卓也、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、冨上雅好 ：母趾
疲労骨折の検討． 第４２回 東日本臨床整形外科学会 １９９３(９)
2 桜田卓也、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、冨上雅好 ：リス
フラン関節脱臼骨折の治療成績－成績増悪因子について－． 第２７回 関東整形災害外科学
会 １９９３(１１)
3 桜田卓也、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、若松次郎 ：リスフラン関節脱臼骨折の
治療経験－divergent typeについて－． 第１９回 日本足の外科学会 １９９４(７)
4 桜田卓也、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：第１、２中足骨基部の軽度
離解を呈するリスフラン関節損傷について． 第４３回 東日本臨床整形外科学会 １９９４(９)
5 桜田卓也、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、冨上雅好 ：リスフラン関節脱臼骨折の
治療経験ーtotal incongruity typeについてー． 第２０回 日本足の外科学会 １９９５(６)
6 桜田卓也、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、宮永將毅、早稲田明生、水谷憲生 ：リフスラン靭
帯損傷の治療経験． 第２１回 日本足の外科学会 １９９６(７)

片岡公一業績リスト
和文論文
1 片岡公一、水島斌雄、桃原茂樹、宮永將毅、森井健司、宇佐見則夫、井口 傑 ：有痛性外脛骨
の治療法－Veitch分類からの検討．日本足の外科学会雑誌，１５ ：１１１－１１４，１９９４
学会発表(国内）
1 片岡公一、水島斌雄、桃原茂樹、宮永將毅、森井健司、宇佐見則夫、井口 傑 ：有痛性外脛骨
の治療法-Veitch分類からの検討－． 第１８回 日本足の外科学会 １９９３(６)
2 片岡公一、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、冨上
雅好、若松次郎 ：腹腔鏡下術後に発生した下腿コンパートメント症候群の２例． 第２７回 関東
整形災害外科学会 １９９３(１１)
3 片岡公一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：二分靭帯の動態について
の検討． 第１９回 日本足の外科学会 １９９４(７)
4 片岡公一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、冨上雅好 ：脛骨天蓋部骨折に対するＸ
線像からの整復規定因子の検討． 第４３回 東日本臨床整形外科学会 １９９４(９)
5 片岡公一、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、若松次郎、早稲田明生 ：二分靱帯の動態につい
ての検討、第２報． 第２０回 日本足の外科学会 １９９５(６)
6 片岡公一、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、水谷憲生 ：足舟状骨単独脱臼骨折の検討． 第８
５回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９５(１０)
7 片岡公一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅、桜田卓也、冨上雅好、若松
次郎、早稲田明生 ：二分靱帯の動態についての検討． 第２２回 日本臨床バイオメカニクス学
会 １９９５(１０)
8 片岡公一、平石英一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、若松次郎 ：踵骨関節内骨折に対する
手術治療． 第３１回 関東整形災害外科学会 １９９５(１１)
9 片岡公一、宇佐見則夫、井口 傑、宮永將毅、若松次郎 ：二分靭帯損傷の診断と治療． 第８６
回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９６(５)
10 片岡公一、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、桜田卓也、水谷憲生 ：脛骨天蓋部骨
折に対する規定因子からみた手術治療の検討． 第２１回 日本足の外科学会 １９９６(７)
11 片岡公一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、宮永將毅、早稲田明生、宮崎 祐 ：二分靭帯損傷
における保存的治療の適応と限界． 第２２回 日本足の外科学会 １９９７(６)
12 片岡公一、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、若松次郎、早稲田明生、金治有彦 ：中
足部骨折後の疼痛と足部変形． 第２３回 日本足の外科学会 １９９８(６)
13 片岡公一、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永将毅、早稲田明生 ：リ
スフラン関節脱臼骨折の成績不良例の検討． 第２４回 日本骨折治療学会 １９９８(７)

冨上雅好業績リスト
和文論文
1 冨上雅好、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡
公一 ：足部化膿性感染症の治療について．日本足の外科学会雑誌，１５ ：７６－７９，１９９４
2 冨上雅好、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、桜田卓也 ：距骨外側突起骨折９例の治
療経験．日本足の外科学会雑誌，１６ ：１７３－１７７，１９９５
学会発表(国内）
1 冨上雅好、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅 ：第２楔状骨単独
脱臼の３例． 第２５回 関東整形災害外科学会 １９９２(１１)
2 冨上雅好、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也、片岡
公一 ：足部化膿性関節炎の治療について． 第１８回 日本足の外科学会 １９９３(６)
3 冨上雅好、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永將毅、桜田卓也 ：足関
節の脱臼をきたした糖尿病性Charcot関節の２例． 第２７回 関東整形災害外科学会 １９９３
4 冨上雅好、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、片岡公一 ：小児脛骨遠位端triplane骨
折５例の治療経験． 第２８回 関東整形災害外科学会 １９９４(５)
5 冨上雅好、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、桜田卓也 ：距骨外側突起９例の治療経
験． 第１９回 日本足の外科学会 １９９４(７)
6 冨上雅好、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、桜田卓也、片岡公一 ：母趾種子骨無腐性壞死の
検討． 第２０回 日本足の外科学会 １９９５(６)

若松次郎業績リスト
和文論文
1 若松次郎、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、桜田卓也、早稲田明生 ：距骨無腐性壊死の治療
過程におけるMRI像とX線像の比較．日本足の外科学会雑誌，１７ ：４４－４８，１９９６
学会発表(国内）
1 若松次郎、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史、桜田卓也、宮永將毅、片岡
公一、冨上雅好 ：脛骨遠位端に発生した動脈瘤様骨嚢腫の１例． 第２７回 関東整形災害外科
学会 １９９３(１１)
2 若松次郎、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、宮永將毅、井口 傑 ：手術により確定診断された
足部痛風性関節炎の２例． 第２８回 関東整形災害外科学会 １９９４(５)
3 若松次郎、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、桜田卓也、早稲田明生 ：距骨無腐性壞死の治癒
過程におけるＭＲＩ像とＸ線像の比較． 第２０回 日本足の外科学会 １９９５(６)
4 若松次郎、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、宮永將毅、桜田卓也 ：特発性距骨壞死の４例．
第３１回 関東整形災害外科学会 １９９５(１１)
5 若松次郎、井口 傑、宇佐見則夫、橋本健史、宮永將毅、片岡公一、水谷憲生 ：変形性足関節
症に対する固定術の検討． 第３２回 関東整形災害外科学会 １９９６(５)
6 若松次郎、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、橋本健史、片岡公一 ：Freiberg病の観血的治療例
の検討． 第２１回 日本足の外科学会 １９９６(７)
7 若松次郎、井口 傑、宇佐見則夫、橋本健史、片岡公一、吉野 匠、矢島 浩 ：距骨骨軟骨障害
の成因についての検討(第一報）． 第２２回 日本足の外科学会 １９９７(６)

早稲田明生業績リスト
和文著書
1 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、吉野 匠、島村知里、谷島 浩 ：踵骨骨折の手
術療法の限界 別冊整形外科 37「外傷治療のControversies」．南江堂，東京，１６４－１６７，２０
和文論文
1 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、桜田卓也、若松次郎 ：中足趾節関節脱臼の治療経験．東
日本臨床整形外科学会雑誌，８ ：５６７－５７３，１９９６
2 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、宮永將毅、片岡公一、冨上雅好 ：Jones骨折の治療成績．
日本足の外科学会雑誌，１７ ：１６４－１６７，１９９６
3 早稲田明生、井口 傑、星野 達、橋本健史、宇佐見則夫、浦部忠久 ：糖尿病性骨症（ｄｉａｂｅｔｉｃ
ｏｓｔｅｏｐａｔｈｙ）の手術療法．東日本臨床整形外科学会雑誌，９ ：１５４－１５８，１９９７
4 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史 ：第１・第２中足骨間にお
ける靱帯性制動の分析－第１報－．日本臨床バイオメカニクス学会誌，１９ ：２０９－２１３，１９９
5 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永将毅 ：後脛骨筋腱機能不全症の臨床像の
治療法．中部日本整形外科災害外科学会雑誌，４２ ：１２１３－１２１４，１９９９
6 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、片岡公一 ：距骨骨軟骨傷害に対す
る関節鏡視下骨片固定術の適応．日本足の外科学会雑誌，２２ ２：２１－２５，２００１
7 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、水谷憲生、吉野 匠 ：距骨骨軟骨障害におけ
る自家骨軟骨移植の適応．整形外科，５３ ７：７７４－７７８，２００２
8 早稲田明生、井口 傑、宇佐見則夫 ：踵骨開放骨折の治療法．Monthly Book Orthopaedics，１６
1：６０－６５，２００３
9 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、平石 英一、水谷憲生、島村知里 ：後脛骨筋腱機能不全
症に対する足底板の有用性．靴の医学，17 2：５４－５５，２００３
10 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、水谷憲生、島村知里 ：Peroneal spastic flatfoot
の成因と治療 距骨下関節鏡からのアプローチ．整形・災害外科，46 8：991-995，2003
11 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅、水谷憲生、吉野匠、島村
知里 ：糖尿病足の治療と予後決定因子について．臨床整形外科，39 2：195-200，2004
12 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑 ：糖尿病足足部切断例の術後日常生活動作における障害
と再発．靴の医学，19 2：１０３－１０６，２００５
学会発表(国内）
1 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、宮永將毅、片岡公一、冨上雅好 ：Ｊｏｎｅｓ骨折の治療成
績． 第２０回 日本足の外科学会 １９９５(６)
2 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、桜田卓也、若松次郎 ：中足趾節関節脱臼の治療経験．
第４４回 東日本臨床整形外科学会 １９９５(９)
3 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、片岡公一、水谷憲生 ：足部に発生したＰＶＳの５
例． 第３１回 関東整形災害外科学会 １９９５(１１)
4 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、宮永將毅、若松次郎、宮崎 祐 ：陳旧性アキレ
ス腱断裂に対する人工靱帯を用いた再建術の治療成績． 第２１回 日本足の外科学会 １９９
5 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、桜田卓也 ：糖尿病性骨症の治療．
第４５回 東日本臨床整形外科学会 １９９６(１０)
6 早稲田明生、井口 傑、星野 達、橋本健史、片岡公一、宮崎 祐、宇佐見則夫 ：糖尿病足手術
例における予後ー疾患の予後・生命の予後ー． 第２２回 日本足の外科学会 １９９７(６)
7 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅 ：Peroneal spastic flat foot の成
因と 治療－距骨下関節鏡からのアプローチ－． 第９０回 中部日本整形外科災害外科学会 １
8 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、片岡公一、吉野 匠、金治有彦 ：本
邦における後脛骨筋腱機能不全症の臨床像． 第２３回 日本足の外科学会 １９９８(６)
9 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑 ：第１・第２中足骨間における靱帯性制動の分析－第２報
－． 第１３回 日本整形外科学会基礎学術集会 １９９８(９)
10 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮崎 祐、島村知里 ：本邦における後脛骨筋
腱機能不全症の臨床像． 第７２回 日本整形外科学会学術集会 １９９９(４)
11 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅 ：成人における扁平足障害 後脛骨
筋腱機能不全症の臨床像と治療法． 第９２回 中部日本整形外科災害外科学会 １９９９(５)
12 早稲田明生、井口 傑、橋本健史、水谷憲生、宮崎 祐 ：第１・第２中足骨間における靭帯性制
動の分析－第３報－． 第２４回 日本足の外科学会学術集会 １９９９(６)
13 早稲田明生、宇佐見則夫 ：広範囲距骨骨軟骨障害に対する骨軟骨移植の短期成績． 第７３回
日本整形外科学会学術集会 ２０００(４)

14 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、水谷憲生、島村知里 ：スポーツにおけるリスフ
ラン靭帯損傷． 第２６回 日本整形外科スポーツ医学会 ２０００(５)
15 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、 平石英一、宮永將毅、片岡公一、水谷憲生、吉野 匠 ：
距骨骨軟骨骨折に対する鏡視下骨接合術の手術適応． 第２５回 日本足の外科学会学術集会
16 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、水谷憲生、吉野 匠 ：距骨骨軟骨障害における自家骨軟
骨移植の適応． 第２８回 日本リウマチ・関節外科学会 ２０００(１０)
17 早稲田明生、井口 傑、平石英一、宮永将毅、水谷憲生、吉野 匠、島村知里、宇佐見則夫 ：距
骨骨軟骨障害に対する手術法の選択． 第７４回 日本整形外科学会学術集会 ２００１(４)
18 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永将毅、吉野 匠、水谷憲生 ：足
関節捻挫後の腓骨筋腱・後脛骨筋腱障害ーMRI・鏡視所見と治療ー． 第７４回 日本整形外科
学会学術集会 ２００１(４)
19 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、橋本健史、宮永将毅、吉野 匠、水谷
憲生、島村知里、谷島 浩 ：糖尿病足の治療と予後決定因子について． 第２６回 日本足の外
科学会学術集会 ２００１(６)
20 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、水谷憲生、吉野 匠、島村知里 ：足関節外側靱帯新鮮損
傷例（手術例）におけるストレス検査と損傷形態の検討． 第７５回 日本整形外科学会学術集会
２００２(５)
21 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅、水谷憲生、吉野 匠、島村
知里 ：距骨骨軟骨障害に対する外科的治療の成績不良例の検討． 第２７回 日本足の外科学
会学術集会 ２００２(６)
22 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、水谷憲生、島村知里 ：後脛骨筋腱機能不全症
（Posterior Tibial Tendon Dysfunction＝PTTD)に対する足底板の有用性． 第１６回 日本靴医
学会 ２００２(９)
23 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、水谷憲生、吉野 匠、島村知里 ：下腿・足部の
疲労骨折の診断・治療と予防． 第７６回 日本整形外科学会学術集会 ２００３(５)
24 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、星野 達、宮永將毅、水谷憲生、吉野 匠、島村
知里 ：距骨骨軟骨障害に対する自家骨軟骨移植の中期成績． 第２８回 日本足の外科学会学
術集会 ２００３(６)
25 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、平石 英一、水谷憲生、島村知里 ：後脛骨筋腱機能不全
症に対する足底板の有用性－第２報－． 第１７回 日本靴医学会学術集会 ２００３(１０)
26 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅、水谷憲生、島村知里 ：糖
尿病足手術症例における予後決定因子の検討． 第７７回 日本整形外科学会学術集会 ２００４
27 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石 英一、水谷憲生、島村知里 ：スポーツ復
帰からみた距骨骨軟骨障害に対する治療法の検討． 第２９回 日本足の外科学会学術集会 ２
28 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、平石 英一、水谷憲生、池澤裕子 ：足関節捻挫後の腓骨
筋腱・後脛骨筋腱障害－ＭＲＩ・鏡視所見から－． 第３０回 日本足の外科学会学術集会 ２００
29 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑 ：糖尿病足足部切断例の術後日常生活動作における障
害． 第１９回 日本靴医学会学術集会 ２００５(１０)
30 早稲田明生、宇佐見則夫、井口 傑、須田康文、水谷憲生、島村知里、池澤裕子、小久保哲郎、
家田友樹 ：糖尿病足病変に対する足部部分切断術． 第３１回 日本足の外科学会学術集会
31 早稲田明生、宇佐見則夫、池澤裕子、井口 傑、須田康文平石 英一 ：広範囲の距骨骨軟骨障
害に対する治療-われわれの自家骨軟骨移植の経験-． 第３３回 日本足の外科学会学術集会
学会発表(英文）
1 Waseda A.,Usami N., Inokuchi S., Hiraishi E.：The classification of subtalar instability by the
findings of subtalar arthroscopy. 第２回 Foot-The Congress EFAS(European Foot and Ankle
Societies) Congress, Cologne Germany, 1998(6)
2 Waseda A,Usami N, Inokuchi S.：Characteristics of PTTD in Japan. 第４回 Combined Meeting
JSSF & BOFSS, Kyoto Japan, 1999(10)
3 Waseda A,Usami N., Hiraishi E., Inokuchi S., Yoshino T., Mizutani N.：Treatment of subtle Lisfranc
Joint Injuries. 第３回 The European Foot and ankle Society, Stockholm, Sweden, 2000(6)
4 Waseda A,Usami N., Inokuchi S.：Sesamoid Disorder in Athletes Excluding Hallux Valgus. 第１７回
Annual summer meeting of the American Orthopaedic Foot and Ankle Society(AOFAS), San
Diego USA, 2001(7)
5 Waseda A,Usami N., Inokuchi S.：Reconstruction of Achilles Tendon Using The Artificial Ligament.
第１８回 Annual summer meeting of the American Orthopaedic Foot and Ankle Society(AOFAS),
Traverse City USA, 2002(7)
6 Waseda A,Usami N, Inokuchi S, Hiraishi E.：Surgical treatment and prognostic factor of the
diabetic gangrene in Japan. 第６回 Congress of European Federation of National Associations
of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki, Finland, 2003(6)

7 Waseda A.,Usami N, Inokuchi S, Ikezawa H.：Minimal invasive treatment for Jones fracture. 第６
回 The European Foot and ankle Society, Prague,Czech Republic, 2006(9)
8 Waseda A.,Usami N. Inokuchi S. Hiraishi E. Ikezawa H.：Analysis of The Acute Rupture of The
Lateral Ligament of The Ankle.. 第３回 International Federation of Foot and Ankle societies
Triennial scientific Meeting, Vilamoura Portugal, 2008(9)

水谷憲生業績リスト
和文著書
1 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、早稲田明生、吉野 匠 ：アキレス腱断
裂の手術療法の適応 別冊整形外科37「外傷治療のControversies」．南江堂，東京，２３３－２３
和文論文
1 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永将毅、片岡公一、早稲田明生、島村知里 ：脛
骨遠位骨端線損傷の特徴．日本足の外科学会雑誌，２２ ２：４３－４６，２００１
2 水谷憲生、井口 傑、宇佐見則夫、星野達、宮永将毅、宮崎祐 ：距骨無腐性壊死に対するBlair
手術の成績－足関節固定術との比較を中心に-．日本足の外科学会雑誌，２２ ２：９１－９５，２０
学会発表(国内）
1 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、宮永將毅、桜田卓也、宮崎 祐 ：Os peroneum障害の４例．
第３１回 関東整形災害外科学会 １９９５(１１)
2 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、桜田卓也、宮崎 祐 ：距骨下関節不安
定症に対する画像診断． 第２１回 日本足の外科学会 １９９６(７)
3 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、片岡公一 ：外反母趾IP関節背側脱臼の５例． 第
４５回 東日本臨床整形外科学会 １９９６(１０)
4 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、吉野 匠、金治有彦、矢島 浩 ：足関節授動術後
の短・中期成績． 第２２回 日本足の外科学会 １９９７(６)
5 水谷憲生、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、橋本健史 ：糖尿病性足部潰瘍に対す
る硬性治療靴の試み（第５報）－スキ－ブーツ型ー． 第１１回 日本靴医学会 １９９７(９)
6 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、片岡公一、若松次郎、金治有彦、島村
知里 ：足関節・距骨下関節における鏡視下手術． 第２５回 日本リウマチ・関節外科学会 １９９
7 水谷憲生、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、橋本健史、吉野 匠、宮崎 祐、矢島 浩 ：母趾種
子骨摘出後の短・中期成績． 第２３回 日本足の外科学会 １９９８(６)
8 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、若松次郎 ：Freiberg病(Gauthier III型）
に対する治療経験． 第４７回 東日本整形災害外科学会 １９９８(９)
9 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、早稲田明生、宮崎 祐、島村知里 ：スポーツによる骨折を伴
わない足関節脱臼の３例． 第２５回 日本整形外科スポーツ医学会 １９９９(５)
10 水谷憲生、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、宮永將毅、宮崎 祐 ：Blair手術後の機能評価．
第２４回 日本足の外科学会学術集会 １９９９(６)
11 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、 平石英一、片岡公一、早稲田明生、吉野 匠、島村知里、谷
島 浩 ：脛骨天蓋部骨折の治療法の選択． 第４０回 関東整形災害外科学会 ２０００(５)
12 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、片岡公一、早稲田明生、吉野 匠、島村知里、谷
島 浩 ：関節内・関節周囲部骨折の治療 脛骨天蓋部骨折の治療法の選択． 第４０回 関東整
形災害外科学会 ２０００(５)
13 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、 平石英一、宮永將毅、片岡公一、早稲田明生、島村知里 ：
脛骨遠位骨端線損傷の治療特徴． 第２５回 日本足の外科学会学術集会 ２０００(６)
14 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、 平石英一、早稲田明生、吉野 匠、島村知里 ：距骨骨軟骨
障害に対する鏡視下手術． 第２６回 日本関節鏡学会 ２０００(１２)
15 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、早稲田明生 ：足部副骨障害の病態と治療 三角
骨症候群の治療成績． 第９６回 中部日本整形外科災害外科学会 ２００１(５)
16 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永将毅、早稲田明生、吉野 匠、島村知里 ：足
根管症候群の術後成績． 第２６回 日本足の外科学会学術集会 ２００１(６)
17 水谷憲生、井口 傑、小川清久、宇佐見則夫、平石英一、宮永将毅、吉野 匠、島村知里 ：距骨
頚部骨折・体部骨折の中・長期成績の比較． 第７５回 日本整形外科学会学術集会 ２００２
18 水谷憲生、井口 傑、小川清久、宇佐見則夫、平石英一、宮永将毅、早稲田明生、吉野 匠、島
村知里 ：距骨頸部骨折３・４型および体部骨折の治療成績． 第２７回 日本足の外科学会学術
集会 ２００２(６)
19 水谷憲生、井口 傑、宇佐見則夫、宮永將毅、早稲田明生、吉野 匠、島村知里 ：距骨骨折後無
腐性壞死の治療成績． 第７６回 日本整形外科学会学術集会 ２００３(５)
20 水谷憲生、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、早稲田明生、吉野 匠、島村知里 ：若年者の
Freiberg病（stageⅢ・Ⅳ）に対する治療成績． 第２８回 日本足の外科学会学術集会 ２００３(６)
21 水谷憲生、宇佐見則夫、島村知里、井口 傑、平石 英一、宮永將毅、早稲田明生 ：高齢者にお
ける足関節脱臼骨折例の検討． 第２９回 日本足の外科学会学術集会 ２００４(６)
22 水谷憲生、宇佐見則夫、池澤裕子、井口 傑、平石 英一、早稲田明生、島村知里 ：脛骨天蓋骨
折（粉砕型）治療上の工夫と成績． 第３０回 日本足の外科学会学術集会 ２００５(６)

23 水谷憲生、宇佐見則夫、平石 英一、早稲田明生、島村知里、池澤 裕子、井口 傑 ：初期変形
性足関節症の治療－創外固定や骨軟骨移植について－． 第３２回 日本足の外科学会学術集
会 ２００７(６)

吉野 匠業績リスト
和文著書
1 吉野 匠、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、片岡公一、早稲田明生、水谷憲生 ：踵骨骨折の保
存療法の限界 別冊整形外科 37「外傷治療のControversies」．南江堂，東京，１６１－１６３，２０
和文論文
1 吉野 匠、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本 健史、早稲田明生 ：有痛性外脛骨の手術成
績とその留意点．東日本臨床整形外科学会雑誌，１１ ２：１４７－１５０，１９９９
学会発表(国内）
1 吉野 匠、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、宮永將毅、水谷憲生、矢島 浩 ：母趾MTP関節固
定術後の除痛効果と制限について． 第２２回 日本足の外科学会 １９９７(６)
2 吉野 匠、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、早稲田明生、宮崎 祐、矢島 浩 ：
Jones 骨折の髄内固定術について． 第２５回 日本リウマチ・関節外科学会 １９９７(１０)
3 吉野 匠、井口 傑、星野 達、橋本健史、宮崎 祐、島村知里、宇佐見則夫 ：前足部変形に対
する創外固定の応用． 第２３回 日本足の外科学会 １９９８(６)
4 吉野 匠、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、早稲田明生 ：若年層スポーツ障害 有
痛性外脛骨の治療成績． 第４７回 東日本整形災害外科学会 １９９８(９)
5 吉野 匠、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永将毅、片岡公一、早稲田明生、水谷
憲生 ：広範囲距骨骨軟骨障害に対する骨軟骨移植の短期成績． 第３９回 関東整形災害外科
学会 １９９９(１１)
6 吉野 匠、宇佐見則夫、井口 傑、 平石英一、宮永將毅、片岡公一、早稲田明生、水谷憲生、谷
島 浩 ：MTP関節脱臼と中足骨頭骨折の治療について． 第２５回 日本足の外科学会学術集
7 吉野 匠、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、早稲田明生、水谷憲生 ：足部疾患に対する足底
捜板の適応と限界． 第１４回 日本靴医学会学術集会 ２０００(９)
8 吉野 匠、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永将毅、早稲田明生、水谷憲生、島村知里 ：足
部に発生したPVS（色素性絨毛結節性滑膜炎）の８例． 第２６回 日本足の外科学会学術集会
9 吉野 匠、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永将毅、早稲田明生、水谷憲生、島村知里 ：踵
骨関節内骨折手術例の中・長期成績． 第２６回 日本足の外科学会学術集会 ２００１(６)
学会発表(英文）
1 Yoshino T,Usami N., Inokuchi S., Hiraishi E., Miyanaga M., Shimamura C., Yajima H.：The long-term
outcome of severe intraarticular injuries in childhood. 第１回 BOA/JOA Combined congress,
London UK, 2000(10)

松崎健一郎業績リスト
学会発表(国内）
1 松崎健一郎、須田 康文、井口 傑 ：ＤＬＭＯ法における中足骨骨頭の底背屈偏位とその推移．
第３１回 日本足の外科学会学術集会 ２００６(６)
2 松崎健一郎、須田康文、井口 傑 ：糖尿病足壊疽と非糖尿病（血管炎に伴う）足壊疽における切
断術の相違． 第２３回 糖尿病足病変研究会 ２００６(６)
3 松崎健一郎、須田康文、井口 傑 ：ＤＬＭＯ法における中足骨骨頭の底背屈変形の推移． 第３
３回 日本足の外科学会学術集会 ２００８(６)
4 松崎健一郎、須田 康文、井口 傑、宇佐見則夫、橋本 健史、高橋 正明、横井 秋夫 ：DLMO
法における中足骨骨頭の底背屈変形の推移． 第８２回 日本整形外科学会学術集会 ２００９
学会発表(英文）
1 Matsuzaki K,Suda Y, Inokuchi S：Osteomyelitis of cuboid bone. 第２回 International Federation
of Foot and Ankle societies Triennial scientific Meeting, Naples, Italy, 2005(9)
2 Matsuzaki K,Suda Y, Inokuchi S：Change of dorsi/plantar flexion of metatarsal head after distal
linear metatarsal osteotomy for HV. 第６回 The European Foot and ankle Society,
Prague,Czech Republic, 2006(9)

宮崎 祐業績リスト
和文著書
1 宮崎 祐、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅、片岡公一 ：足関節外側靭帯
損傷新鮮例に対する保存療法の適応と限界 別冊整形外科37「外傷治療のControversies」．南
江堂，東京，２４８－２５１，２０００
和文論文
1 宮崎 祐、井口 傑、矢部啓夫、彦坂一雄、野村栄貴 ：両側のアキレス腱自然断裂をきたした長
期透析患者の１例．関東整形災害外科学会雑誌，２６ ：１８１－１８３，１９９５
2 宮崎 祐、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、平石英一、宮永將毅 ：三角骨症候群を呈し長母趾
屈筋腱断裂をきたした距骨後突起偽関節の一例．整形外科，４９ ：１９１－１９３，１９９８
3 宮崎 祐、宇佐見則夫、井口 傑、片岡公一、早稲田明生、金治有彦、谷島 浩 ：リスフラン靭帯
損傷後のスポーツ復帰について．臨床スポーツ医学，１６ ６：７１８－７２１，１９９９
学会発表(国内）
1 宮崎 祐、井口 傑、矢部啓夫、彦坂一雄、野村栄貴 ：両側アキレス腱自然断裂をきたした長期
透析患者の１例． 第５５８回 整形外科集談会東京地方会 １９９４(６)
2 宮崎 祐、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、桜田卓也、早稲田明生 ：三角骨症候群
を呈し長母趾屈筋腱断裂をきたした距骨後突起偽関節の１例． 第３０回 関東整形災害外科学
会 １９９５(５)
3 宮崎 祐、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、片岡公一、若松次郎 ：線状強皮症により外反扁平
足をきたした１例． 第３１回 関東整形災害外科学会 １９９５(１１)
4 宮崎 祐、井口 傑、宇佐見則夫、星野 達、平石英一、桜田卓也、早稲田明生 ：距骨－腫骨間
癒合症の症状及び合併障害． 第３２回 関東整形災害外科学会 １９９６(５)
5 宮崎 祐、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、桜田卓也、水谷憲生 ：ＭＴＰ関節脱臼
の７例． 第２１回 日本足の外科学会 １９９６(７)
6 宮崎 祐、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、桜田卓也、水谷憲生 ：スノーボードによ
り生じた稀な足関節障害の２例． 第７回 日本臨床スポーツ医学会学術集会 １９９６(１０)
7 宮崎 祐、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、片岡公一、金治有彦 ：スポーツ選手の
踵骨棘－足アーチやスポーツ特性との関係． 第２２回 日本足の外科学会 １９９７(６)
8 宮崎 祐、宇佐見則夫、井口 傑、片岡公一、早稲田明生、金治有彦、谷島 浩 ：リスフラン靱帯
損傷後のスポーツ復帰について． 第８回 日本臨床スポーツ医学会 １９９７(１１)
9 宮崎 祐、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、片岡公一、早稲田明生 ：リスフラン関
節脱臼にＭＴＰ関節脱臼を合併した３例． 第３６回 関東整形災害外科学会 １９９８(５)
10 宮崎 祐、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、橋本健史、宮永將毅、片岡公一、金治有彦 ：扁平
足の分類－Ｘ線学的形態に基づいて－． 第２３回 日本足の外科学会 １９９８(６)
11 宮崎 祐、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、吉野 匠、島村知里 ：外反母趾における扁平足のＸ
線学的形態分類． 第２４回 日本足の外科学会学術集会 １９９９(６)
12 宮崎 祐、橋本健史、井口 傑 ：糖尿病性足部潰瘍に対する硬性治療靴－歩行解析を用いた検
討－． 第１３回 日本靴医学会学術集会 １９９９(６)

島村知里業績リスト
和文著書
1 島村知里、吉野 匠、早稲田明生、宇佐見則夫 ：下腿コンパートメント症候群のMRI診断 別冊
整形38「画像診断技術」．南江堂，東京，１１０－１１１，２０００
2 島村知里、井口 傑 ：成人外反母趾の装具療法 新ＯＳ ＮＯＷ No.１７ 装具療法－ﾓﾃﾞﾙと適
応のすべて．メディカルビュー社，東京，１６６－１６９，２００３
和文論文
1 島村知里、宇佐見則夫、早稲田明生、井口 傑 ：糖尿病患者における足関節・足趾の拘縮につ
いて．診療と新薬，40 2：１２２－１２４，２００３
学会発表(国内）
1 島村知里、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、片岡公一、水谷憲生 ：踵骨舟状骨間
癒合症の４例． 第３５回 関東整形災害外科学会 １９９７(１１)
2 島村知里、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、若松次郎、水谷憲生、金治有彦 ：腓骨
筋腱脱臼に対するＤｕ Ｖｒｉｅｓ法の治療成績． 第２３回 日本足の外科学会 １９９８(６)
3 島村知里、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、片岡公一、吉野 匠 ：中間楔状骨単独脱臼の3
例． 第２４回 日本足の外科学会学術集会 １９９９(６)
4 島村知里、宇佐見則夫、井口 傑、宮永將毅、早稲田明生、谷島 浩 ：運動選手の種子骨障害．
第２６回 日本整形外科スポーツ医学会 ２０００(５)
5 島村知里、谷島 浩、水谷憲生、吉野 匠、早稲田明生、平石英一、井口 傑、宇佐見則夫 ：外
反母趾を伴わない母趾種子骨障害の検討． 第２５回 日本足の外科学会学術集会 ２０００(６)
6 島村知里、星野 達、宇佐見則夫、井口 傑、吉野 匠 ：強剛母趾のX線計測． 第２６回 日本
足の外科学会学術集会 ２００１(６)
7 島村知里、宇佐見則夫、井口 傑、早稲田明生 ：糖尿病患者における足関節・足趾の拘縮につ
いて． 第１６回 糖尿病足病変研究会 ２００２(１１)
8 島村知里、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、早稲田明生、水谷憲生、吉野 匠 ：中
足骨骨頭骨折の治療． 第７６回 日本整形外科学会学術集会 ２００３(５)
9 島村知里、宇佐見則夫、早稲田明生、平石英一、水谷憲生、井口 傑 ：糖尿病患者における足
趾の拘縮について． 第２８回 日本足の外科学会学術集会 ２００３(６)
10 島村知里、宇佐見則夫、早稲田明生、井口 傑 ：足関節外側靱帯新鮮損傷の保存療法の限界
と手術適応． 第５２回 東日本整形災害外科学会 ２００３(９)
11 島村知里、宇佐見則夫、星野 達、早稲田明生、井口 傑 ：若年外反母趾の特徴． 第３０回
日本足の外科学会学術集会 ２００５(６)
12 島村知里、須田 康文、松崎健一郎、宇佐見則夫、早稲田明生、戸山 芳昭、井口 傑 ：DLMO
法における骨癒合の検討． 第３４回 日本足の外科学会学術集会 ２００９(６)
学会発表(英文）
1 Shimamura C,Yajima H., Yoshino T., Waseda A., Inokuchi S., Usami N.：Pathogenesis of sinus tarsi
syndrome. 第１回 BOA/JOA Combined congress, London UK, 2000(10)
2 Shimamura C,Usami N, Hiraishi E., Mizutani N., Inokuchi S.：The Postoperative Follow-up of
Tarsal Tunnel Syndrome. 第１回 International Federation of Foot and Ankle societies Triennial
scientific Meeting, San Francisco, USA, 2002(9)

谷島 浩業績リスト
学会発表(国内）
1 谷島 浩、宮永將毅、宇佐見則夫、井口 傑、桜田卓也 ：リスフラン靱帯損傷に対する手術治療
の試み． 第４６回 東日本整形災害外科学会 １９９７(８)
2 谷島 浩、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、橋本健史、早稲田明生 ：後脛骨筋腱脱臼の２例．
第３５回 関東整形災害外科学会 １９９７(１１)
3 谷島 浩、宇佐見則夫、井口 傑、星野 達、宮永將毅、早稲田明生、宮崎 祐、島村知里 ：足関
節固定術後のＸ線像上の変遷について． 第２３回 日本足の外科学会 １９９８(６)
4 谷島 浩、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、橋本健史、宮永將毅、早稲田明生、宮崎 祐 ：若
年者スポーツ選手における踵部痛、踵骨棘． 第２４回 日本整形外科スポーツ医学会 １９９８
5 谷島 浩、井口 傑、宇佐見則夫、橋本健史、宮崎 祐 ：外反母趾術後の足底圧分布の変化に
ついて． 第２４回 日本足の外科学会学術集会 １９９９(６)
6 谷島 浩、橋本健史、井口 傑 ：足関節外側靭帯損傷に合併した短腓骨筋腱縦断裂の２例． 第
４８回 東日本整形災害外科学会 １９９９(９)
7 谷島 浩、橋本健史、小久保哲郎、井口 傑、戸山芳昭 ：荷重位単純X線による外反母趾患者足
部縦アーチの解析． 第２５回 日本足の外科学会学術集会 ２０００(６)
8 谷島 浩、橋本健史、小久保哲郎、池澤裕子、井口 傑、戸山芳昭 ：足部内側縦アーチを構成す
る軟部組織の解剖学的検討-中足楔状関節と内側楔舟関節を中心として-． 第２６回 日本足の
外科学会学術集会 ２００１(６)
9 谷島 浩、橋本健史、小久保哲郎、池澤裕子、井口 傑、戸山芳昭 ：外反母趾の成因に関する
研究 中足足根靱帯と第一中足骨変位の関係についての生体工学的検討． 第１６回 日本整
形外科学会基礎学術集会 ２００１(１０)
10 谷島 浩、橋本健史、小久保哲郎、池澤裕子、井口 傑、戸山芳昭 ：外反母趾の成因に関する
研究 中足足根靱帯及び足底楔舟靱帯と足根骨変化の関係についての生体工学的検討． 第１
７回 日本整形外科学会基礎学術集会 ２００２(１０)
11 谷島 浩、橋本健史、小久保哲郎、池澤裕子、井口 傑、戸山芳昭 ：外反母趾の成因に関する
生体工学的研究：中足足根靱帯および足底楔舟靱帯と足根骨変位の関係について． 第１８回
日本整形外科学会基礎学術集会 ２００３(１０)
学会発表(英文）
1 Yajima H.,Inokuchi S., Usami N：Evaluation of three-dimensional computed tomographic imaging
of the foot and ankle. 第１回 BOA/JOA Combined congress, London UK, 2000(10)

芦田利男業績リスト
学会発表(国内）
391 芦田利男、井口 傑、須田康文、宇佐見則夫、彦坂一雄 ：外反母趾に対する中足骨中枢部斜め
骨切り術の成績． 第２８回 日本足の外科学会学術集会 ２００３(６)

小久保哲郎業績リスト
学会発表(国内）
1 小久保哲郎、橋本健史、谷島 浩、池澤裕子、井口 傑、戸山芳昭 ：リン酸カルシウム骨ペース
トを使用した踵骨骨折の治療経験． 第２７回 日本足の外科学会学術集会 ２００２(６)
2 小久保哲郎、橋本健史、谷島 浩、池澤裕子、井口 傑、戸山芳昭 ：リン酸カルシウム骨ペース
トを使用した踵骨骨折の治療経験． 第５１回 東日本整形災害外科学会 ２００２(１０)
3 小久保哲郎、奥島雄一郎、橋本健史、池澤裕子、谷島 浩、井口 傑 ：VAF-flapを行った踵部潰
瘍性病変の治療経験． 第２８回 日本足の外科学会学術集会 ２００３(６)
4 小久保哲郎、橋本健史、谷島 浩、池澤裕子、井口 傑、戸山芳昭 ：足アーチ構造の機能解明
－後脛骨筋腱と長腓骨筋腱が横アーチに与える作用について－． 第１８回 日本整形外科学会
基礎学術集会 ２００３(１０)
5 小久保哲郎、谷島 浩、池澤裕子、井口 傑、橋本健史 ：足部外傷に対するリン酸カルシウム骨
ペーストの応用－リン酸カルシウム骨ペーストを使用した踵骨骨折の治療． 第２９回 日本足の
外科学会学術集会 ２００４(６)
6 小久保哲郎、橋本健史、谷島 浩、池澤裕子、井口 傑 ：リン酸カルシウム骨ペーストを使用した
踵骨骨折の治療－術後2年以上の変化について－． 第３０回 日本足の外科学会学術集会 ２
7 小久保哲郎、橋本健史、池澤裕子、宇佐見則夫、井口 傑 ：足部疾患における足アーチのＸ線
解析． 第３１回 日本足の外科学会学術集会 ２００６(６)
8 小久保哲郎、宇佐見則夫、池澤 裕子、橋本健史、須田康文、井口 傑 ：後脛骨機能不全症患
者と外反母趾患者における足アーチのX線解析． 第３２回 日本足の外科学会学術集会 ２００
9 小久保哲郎、橋本 健史、宇佐見則夫、須田 康文、池澤 裕子、井口 傑 ：症候の有無による
扁平足における縦アーチパターンの差異． 第３４回 日本足の外科学会学術集会 ２００９(６)
学会発表(英文）
1 Kokubo T.,Hashimoto T., Yajima H., Ikezawa H., Inokuchi S.：A Kinematic Study of Effect of the
Orthotic Insoles to Medial Longitudinal Arch of the Foot During Gait. 第１回 International
Federation of Foot and Ankle societies Triennial scientific Meeting, San Francisco, USA,
2 Kokubo T.,Hashimoto T, Yajima H, Ikezawa H, Inokuchi S：The effect of peroneal longus and
posterior tibialis tendon for the transverse foot arch. 第２回 International Federation of Foot
and Ankle societies Triennial scientific Meeting, Naples, Italy, 2005(9)
3 Kokubo T.,Hashimoto T, Ikezawa H, Usami N, Inokuchi S：Radiographic analysis of the foot arch.
第６回 The European Foot and ankle Society, Prague,Czech Republic, 2006(9)

池澤裕子業績リスト
和文論文
1 池澤 裕子、須田康文、井口 傑、早稲田明生 ：糖尿病に伴う透析下下肢切断例の臨床像．診
療と新薬，40 2：１２４－１２６，２００３
学会発表(国内）
1 池澤裕子、井口 傑、橋本健史、大平民生 ：後脛骨筋腱切断による外反扁平足の１例． 第５９
２回 整形外科集談会東京地方会 １９９８(１２)
2 池澤裕子、橋本健史、山下 裕、谷島 浩、小久保哲郎、井口 傑 ：Pigmented villonodular
synovitisの１例． 第４２回 関東整形災害外科学会 ２００２(３)
3 池澤裕子、須田康文、井口 傑、早稲田明生 ：糖尿病に伴う透析下下肢切断例の臨床像． 第１
６回 糖尿病足病変研究会 ２００２(１１)
4 池澤裕子、井口 傑、小久保哲郎、橋本健史、宇佐見則夫 ：外反母趾で種子骨は外側に転位す
るか？． 第７６回 日本整形外科学会学術集会 ２００３(５)
5 池澤 裕子、橋本健史、谷島 浩、小久保哲郎、井口 傑 ：糖尿病性壊疽による下肢切断例の検
討． 第２８回 日本足の外科学会学術集会 ２００３(６)
6 池澤裕子、橋本健史、谷島 浩、小久保哲郎、井口 傑 ：足趾末節骨伸筋腱付着部剥離骨折
mallet toeの２例． 第２９回 日本足の外科学会学術集会 ２００４(６)
7 池澤裕子、宇佐見則夫、桜田卓也、早稲田明生、井口 傑 ：母趾基節骨疲労骨折の６例． 第３
０回 日本足の外科学会学術集会 ２００５(６)
8 池澤 裕子、宇佐見則夫、早稲田明生、島村知里、水谷憲生、橋本健史、井口 傑 ：陳旧性足関
節外側靱帯損傷例からみた初期保存療法の検討． 第１９回 日本靴医学会学術集会 ２００５(１
9 池澤 裕子、宇佐見則夫、平石 英一、早稲田明生、水谷憲生、島村知里、小久保哲郎、橋本健
史、井口 傑 ：若年者の距骨骨軟骨障害の治療成績． 第３１回 日本足の外科学会学術集会
10 池澤 裕子、宇佐見則夫、平石英一、早稲田明生、水谷憲生、島村知里、井口 傑 ：若年者距骨
軟骨障害の足関節形態に関する検討． 第２０回 日本靴医学会学術集会 ２００６(９)
11 池澤 裕子、宇佐見則夫、平石英一、水谷憲生、島村知里、須田 康文、井口 傑 ：距骨骨軟骨
障害に対するドリリングの長期成績． 第８０回 日本整形外科学会学術集会 ２００７(５)
12 池澤 裕子、宇佐見則夫、平石 英一、須田康文、早稲田明生、水谷憲生、島村知里、小久保哲
郎、家田友樹、橋本健史、井口 傑 ：内反尖足３例に対するTaylor Spatial Frameの試み． 第
３２回 日本足の外科学会学術集会 ２００７(６)
13 池澤 裕子、宇佐見則夫、平石 英一、須田康文、早稲田明生、水谷憲生、島村知里、小久保哲
郎、家田友樹、橋本健史、井口 傑 ：外傷による後脛骨筋腱切断後に生じた外反扁平足の２例．
第３２回 日本足の外科学会学術集会 ２００７(６)
14 池澤 裕子、須田康文、橋本健史、井口 傑、平石 英一、水谷憲生、島村知里 ：糖尿病足の発
生に関する調査． 第２１回 日本靴医学会学術集会 ２００７(９)
15 池澤 裕子、宇佐見則夫、、平石英一、橋本健史、須田康文、早稲田明生、水谷憲生、島村千
里、小久保哲郎、家田友樹、井口 傑 ：変形性足関節症に対する創外固定の応用． 第３３回
日本足の外科学会学術集会 ２００８(６)
16 池澤 裕子、宇佐見則夫、平石 英一、橋本健史、須田 康文、早稲田明生、水谷 憲生、島村
知里井口 傑 ：後脛骨筋腱機能不全症（Stage２以上）に対する手術治療成績の検討． 第３４回
日本足の外科学会学術集会 ２００９(６)
学会発表(英文）
1 Ikezawa H.,Hashimoto T., Yajima H., Kokubo T., Inokuchi S.：Management of Dumbbell-Shaped
Tumors in the Subtalar Jooint:Report of Two Cases. 第１回 International Federation of Foot
and Ankle societies Triennial scientific Meeting, San Francisco, USA, 2002(9)
2 Ikezawa H,Usami N, Sakurada T, Waseda A, Inokuchi S：Stress fracture of the proximal phalanx
of the great toe-Report of six cases. 第２回 International Federation of Foot and Ankle
societies Triennial scientific Meeting, Naples, Italy, 2005(9)
3 Ikezawa H.,Usami N, Hiraishi E., Waseda A., Inokuchi S.：Selection of treatment for osteochondral
lesions of the talus. 第６回 The European Foot and ankle Society, Prague,Czech Republic,
4 Ikezawa H.,Usami N. Hiraishi E.. Waseda A. Inokuchi S.：Short-Term Results Following The
Correction of Complex Foot And Ankle Deformities With The Taylor Spatial Frame. 第３回
International Federation of Foot and Ankle societies Triennial scientific Meeting, Vilamoura

畔柳裕二業績リスト
和文論文
1 畔柳 裕二、名倉武雄、松本秀男、井口 傑、戸山芳昭 ：外側楔状補高足底挿板の膝・足関節
に及ぼす力学的負荷－足関節バンド固定型足底挿板の効果の検討－．靴の医学，18 2：６１－
2 畔柳 裕二、井口 傑、橋本健史、須田康文、宇佐見則夫 ：外反母趾に対する近位中足骨骨切
り術の治療成績．日本足の外科学会雑誌，26 2：65-69，2005
学会発表(国内）
1 畔柳裕二、井口 傑、宇佐見則夫、橋本健史、須田康文、 ：外反母趾に対するMann変法の治療
成績－術後１０年経過例． 第２９回 日本足の外科学会学術集会 ２００４(６)
2 畔柳裕二、名倉 武雄、松本 秀男、須田 康文、井口 傑、戸山 芳昭 ：外側楔状型足底板の
膝関節、足関節に及ぼす力学的負荷－足関節バンド固定型足底板の効果の検討． 第１８回 日
本靴医学会学術集会 ２００４(９)
3 畔柳裕二、井口 傑、須田康文、宇佐見則夫 ：術後１０年を越える外反母趾長期成績の検討．
第７８回 日本整形外科学会学術集会 ２００５(５)
4 畔柳裕二、西脇 正夫、岡田 尚之、井口 傑、宇佐見則夫 ：後脛骨筋腱が脛腓間に嵌頓した希
な足関節脱臼の一例． 第３１回 日本足の外科学会学術集会 ２００６(６)
5 畔柳 裕二、須田 康文、宇佐見則夫、井口 傑、戸山 芳昭 ：立脚期の間にどれだけアーチの
高さは変わるのか？． 第３３回 日本足の外科学会学術集会 ２００８(６)
学会発表(英文）
1 Kuroyanagi Y,Inokuchi S, Suda Y, Usami N：More than ten years follow up of proximal metatarsal
osteotomy for hallux valgus. 第２回 International Federation of Foot and Ankle societies
Triennial scientific Meeting, Naples, Italy, 2005(9)

家田友樹業績リスト
和文論文
1 家田友樹、星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史 ：足部の体積の計測 第１
報．靴の医学，18 2：８１－８４，２００４
2 家田友樹、星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史 ：足部の体積の計測 第２
報．靴の医学，19 2：１１－１４，２００５
3 家田友樹、村山信行、星野 達、井口 傑、須田 康文 ：新潟県中越地震における足部外傷．日
本足の外科学会雑誌，27 2：89-92，2006
4 家田友樹、星野 達、須田 康文、橋本健史、平石英一、宇佐見則夫、井口 傑 ：足部の体積の
計測 第3報．靴の医学，20 2：132-135，2006
5 家田友樹、星野 達、須田 康文、橋本健史、平石英一、宇佐見則夫、井口 傑 ：足部の体積の
計測 第4報．靴の医学，21 2：117-120，2007
学会発表(国内）
1 家田 友樹、星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、平石 英一、橋本健史 ：足部の体積の計測 第１
報． 第１８回 日本靴医学会学術集会 ２００４(９)
2 家田 友樹、村山 信行、星野 達、須田康文、井口 傑 ：新潟県中越地震における足部外傷．
第３０回 日本足の外科学会学術集会 ２００５(６)
3 家田 友樹、星野 達、井口 傑、宇佐見則夫、橋本健史、平石 英一 ：足部の体積の計測 第
二報． 第１９回 日本靴医学会学術集会 ２００５(１０)
4 家田 友樹、星野達、須田康文、井口 傑、宇佐見則夫、平石英一、橋本健史、早稲田明生 ：足
部の体積の計測 第三報． 第２０回 日本靴医学会学術集会 ２００６(９)
5 家田 友樹、星野 達、池澤裕子、須田康文、橋本健史、平石 英一、宇佐見則夫、井口 傑 ：足
部の体積の計測． 第３２回 日本足の外科学会学術集会 ２００７(６)
6 家田 友樹、星野 達、須田康文、橋本健史、平石 英一、宇佐見則夫、井口 傑 ：足部体積の
計測（第４報）． 第２１回 日本靴医学会学術集会 ２００７(９)
7 家田 友樹、宇佐見則夫、平石 英一、星野 達、橋本健史、早稲田明生、池澤 裕子、井口
傑、浦部 忠久 ：立方骨Nutcracker骨折の3例． 第３３回 日本足の外科学会学術集会 ２００８
8 家田 友樹、井口 傑、須田康文 ：学童期における足の成長特性． 第２２回 日本靴医学会
２００８(１０)

その他業績リスト
和文著書
1 越智隆弘、井口 傑、木下光雄 ：関節リウマチによる足の機能障害と治療 内科・整形外科のた
めの関節リウマチの機能再建手技の実際．メディカルレビュー社，東京，６１－７９，２００４
和文論文
1 小林慶二、内西兼一郎、井口 傑、山根 宏夫、矢部 裕 ：小児屈筋腱断裂の治療成績の検討．
整形外科，２４ ：１１５０－１１５２，１９７３
2 内西兼一郎、鴇田征夫、村上隆一、芦田多喜男、井口 傑、矢部 裕、山根宏夫 ：No man's land
(Zone II) における屈筋腱損傷の治療成績．整形外科，２６ ：１４５０－１４５１，１９７５
3 岡 義範、彦坂一雄、井口 傑、内西兼一郎、森 雅文 ：末梢神経損傷に関する実験的研究 第
１報 神経軸索再生について．整形外科，２７ ：１２３５－１２３８，１９７６
4 彦坂一雄、岡 義範、井口 傑、内西兼一郎 ：末梢神経損傷に関する実験的研究 第２報 －神
経軸索再生－．整形外科，２８ ：１２７３－１２７６，１９７７
5 福田宏明、花岡英弥、水口外茂次、難波健二、井口 傑、小川清久 ：外傷性上腕骨近位骨端線
離開にたいする挙上位整復法（Ｓａｈａ）について．日本災害医学会会誌，２５ ：２４－３２，１９７７
6 沖野雅美、堀内敏夫、井口 傑、平林 冽 ：凝りの測定における客観的尺度の開発．関東整形
災害外科学会雑誌，９ ：２９８－３０１，１９７８
7 足立 秀、平林 冽、井口 傑 ：膝蓋腱反射の定量化に関する研究（第１報）．中部日本整形外
科災害外科学会雑誌，２１ ：４７－４９，１９７８
8 平林 冽、井口 傑、堀内敏夫、笠原 哲 ：筋硬度計による肩凝りの定量 －特に牽引治療の効
果について－．三越厚生事業団研究年報，１５ ：８２－９０，１９７９
9 堀内行雄、坪山寿郎、岡 義範、彦坂一雄、井口 傑、内西兼一郎、鈴木三夫、森 雅文 ：末梢
神経損傷に関する実験的研究 第４報 －圧迫による神経絞扼障害について－．整形外科，３０ ：
１４１８－１４２０，１９７９
10 田崎憲一、松本 昇、堀内行雄、坪山寿郎、井口 傑、内西兼一郎、鈴木三夫、森 雅文 ：末梢
神経損傷に関する実験的研究 第５報－圧迫による神経絞扼障害と神経剥離術－．整形外科，３
１ ：１３７５－１３７８，１９８０
11 原 貴、井口 傑、内西兼一郎、森川征彦 ：手指先天奇形発生に関する実験的研究 第１報
Limb bud の漿尿膜上移植．整形外科，３１ ：１４０１－１４０３，１９８０
12 伊藤恵康、三枝憲成、内西兼一郎、井口 傑 ：小児肘関節骨折後の変形治癒、偽関節に対する
治療 －特に内，外顆骨折、上腕骨遠位骨端線離解について－．中部日本整形外科災害外科学
会雑誌，２３ ：１７７５－１７７９，１９８０
13 小川清久、三笠元彦、井口 傑、山中 芳 ：肩関節人工骨頭 （Ｎｅｅｒ型）について．日本整形外科
学会雑誌，５４ ：９６１－９６２，１９８０
14 田崎憲一、松本 昇、堀内行雄、根本孝一、坪山寿郎、井口 傑、内西兼一郎 ：末梢神経損傷に
関する実験的研究 第６報．整形外科，３２ ：１４２４－１４２７，１９８１
15 原 貴、井口 傑、伊藤恵康、内西兼一郎 ：手指先天奇形発生に関する実験的研究 第２報．整
形外科，３２ ：１４３６－１４３９，１９８１
16 森 謙一、伊藤恵康、内西兼一郎、井口 傑、今井 望 ：前腕回旋機構に関する研究 第１報 回
旋軸について．中部日本整形外科災害外科学会雑誌，２４ ：１６４３－1６４５，１９８１
17 持田譲治、土方貞久、井口 傑 ：側彎の成因に関する実験的研究 神経、筋支配に関する組織
科学的検討（HRP法を用いて）．東京電力病院医報，１０～１１ ：２１－２４，１９８２
18 飯島謹之助、原 貴、井口 傑、伊藤恵康、内西兼一郎 ：手指先天奇形発生に関する実験的研
究 第３報 Limb budの局所障害と多趾．整形外科，３４ ：１５７３－１５７６，１９８３
19 森 謙一、矢部 裕、内西兼一郎、伊藤恵康、井口 傑 ：前腕回旋機構に関する研究 －骨間膜
の働きについて－．整形外科，３４ ：１５８２－１５８４，１９８３
20 岡本仁志、岡 義範、中村 豊、今井 望、井口 傑 ：末梢神経損傷の修復術 第３報 神経の伸
展性とTwo stage procedure ．日本手の外科学会雑誌，２ ：５６９－５７２，１９８５
21 伊勢亀冨士朗、泉田重雄、井口 傑、他２６名 ：変形性関節症に対する鎮痛・抗炎症剤Surgam
（Tiaprofenic acid）の臨床的検討．臨床と研究，６２ ：３７０２－３７１０，１９８５
22 千葉一裕、伊藤恵康、内西兼一郎、井口 傑 ：上肢に発生した巨大リンパ管腫の１例．整形外
科，３７ ：２０５－２０８，１９８６
23 吉峰史博、井口 傑、高田知明 ：Retropharyngeal tendinitis without calcium depositと思われる
４症例．臨床整形外科，２１ ：２９７－３０２，１９８６
24 小川清久、井口 傑、城所靖朗 ：剣道における障害．Japanese Journal of Sports Sciences，６
：２８４－２９２，１９８７
25 田辺秀樹、小川清久、井口 傑 ：距骨頚部骨折HawkinsⅢ型とその類型の機能的予後．臨床整
形外科，２２ ：８１１－８１７，１９８７

26 城所靖朗、小川清久、井口 傑 ：中高年の剣道障害．日本整形外科スポーツ医学会雑誌，７ ：
３２７－３３１，１９８８
27 小川清久、井口 傑 ：スポーツによる距骨骨折、脱臼骨折．日本整形外科スポーツ医学会雑誌，
７ ：９９－１０３，１９８８
28 小川清久、井口 傑、城所靖朗 ：空手による障害について．日本整形外科スポーツ医学会雑
誌，８ ：３２１－３２４，１９８９
29 城所靖朗、小川清久、井口 傑 ：剣道障害について－アンケート調査－．日本整形外科スポー
ツ医学会雑誌，８ ：３７１－３７４，１９８９
30 藤村祥一、井口 傑、小川清久、坂巻豊教 ：ＣＮ－１００の疼痛性疾患に対する臨床的評価．診
療と新薬，２７ ：２２７９－２２９５，１９９０
31 堀内行雄、柳本 繁、桃原茂樹、井口 傑、内西兼一郎 ：手指関節屈伸運動装置（サッターＣＰＭ
５０００）の使用経験．理学診療，１ ：２５－２７，１９９０
32 藤村祥一、井口 傑、矢部 裕 ：ミリダシンカプセルの市販後調査－変形性関節症、腰痛症、頸
肩腕症候群、肩関節周囲炎に対する臨床試験－．診療と新薬，２８ ：１８７３－１８８５，１９９１
33 小川清久、井口 傑 ：腕相撲骨折－上腕骨骨幹部骨折３１例の分析－．整形外科，４２ ：１６８１
－１６８５，１９９１
34 小川清久、井口 傑 ：腕相撲による上腕骨内側上顆骨端離開．臨床整形外科，２６ ：１１２９－１
１３４，１９９１
35 小川清久、井口 傑 ：投球骨折 －上腕骨骨幹骨折１１８例の分析－．臨床整形外科，２６ ：６８
３－６９０，１９９１
36 井上邦夫、渡辺 良、松林経世、石黒 隆、小川清久、井口 傑 ：小児の両側距骨骨折の１例．
臨床整形外科，２６ ：９９３－９９７，１９９１
37 平林 尚、井口 傑、橋本健史、向井万起男、山口修宏 ：腎細胞癌母趾転移の１例．関東整形災
害外科学会雑誌，２３ ：２３９－２４３，１９９２
38 田辺 巌、井口 傑、平石英一、橋本健史 ：観血的整復を要した母趾趾節間関節脱臼の１例．関
東整形災害外科学会雑誌，２３ ：７３７－７４０，１９９２
39 笹崎義弘、川久保誠、栗村 誠、井口 傑、星野 達 ：足関節脱臼骨折に伴う距骨滑車部の骨軟
骨骨折．骨折，１４ ：１７５－１７８，１９９２
40 豊田 敬、井口 傑、斉藤聖二、堀江康夫、富田 勧 ：ＤＥＸＡによる慢性関節リウマチ患者の骨
密度測定．日本骨形態計測学会雑誌，２ ：３１１－３１７，１９９２
41 高石官成、阿部 均、福井康之、中西芳郎、芝田 仁、井口 傑 ：ラクビー選手におけるＪｏｎｅｓ
骨折の治療経験．日本整形外科スポーツ医学会雑誌，１２ ：２２３－２２７，１９９３
42 豊田 敬、井口 傑、斉藤聖二、堀江康夫、富田 勧 ：慢性関節リウマチ患者の橈骨骨密度．臨
床整形外科，２８ ：９１１－９１５，１９９３
43 浪花豊寿、宇佐見則夫、井口 傑、宮永將毅 ：初診時見逃された外脛骨を有する舟状骨剥離骨
折の１例．関東整形災害外科学会雑誌，２５ ：６９３－６９５，１９９４
44 加瀬 卓、大上正裕、折井正博、北島政樹、宇佐見則夫、井口 傑 ：腹腔鏡下手術に随伴して発
生した左下腿compartment症候群の１例．日本外科学会雑誌，９５ ：４１５－４１８，１９９４
45 藤村祥一、井口 傑、矢部 裕 ：TYN-762Pの腱・腱鞘炎、腱周囲炎および上腕骨上顆炎に対す
る臨床評価．薬理と治療，２２Supplement ：S・１４０３－S・１４１４，１９９４
46 安藤祐之、井口 傑、宇佐見則夫、宮永將毅 ：先天性腓骨筋腱脱臼の母子例．臨床整形外科外
科，２９ ：１２５７－１２６０，１９９４
47 堀内行雄、井口 傑 ：尺骨管症候群の手術療法．Monthly Book Orthopaedics，８（１） ：７５－８
３，１９９５
48 川島秀一、宇佐見則夫、井口 傑、花岡英弥 ：Recklinghausen病により骨腫瘍様の骨膜下骨過
形成を示した1例．関東整形災害外科学会雑誌，２６ ：５８７－５９２，１９９５
49 高橋 世賢、宇佐見則夫、井口 傑、宮永將毅 ：小児足底線維腫症の１例．関東整形災害外科
学会雑誌，２６ ：６１０－６１３，１９９５
50 豊田 敬、斉藤聖二、井口 傑、矢部 裕 ：培養関節軟骨細胞に対する伸張負荷の影響．日本
臨床バイオメカニクス学会誌，１６ ：３２７－３３０，１９９５
51 堀内行雄、井口 傑、高山真一郎、仲尾保志、市村 亨、山中一良、六馬信之、矢部 裕 ：手指
ＣＰＭ装置．骨・関節・靱帯，９ ：４３５－４４３，１９９６
52 高山真一郎、堀内行雄、仲尾保志、関敦仁、中村俊康、市川 亨、山中一良、井口 傑、矢部 裕
：肘関節CPMの使用経験．日本肘関節研究会雑誌，４ ：８５－８６，１９９７
53 菊地淑人、高山真一郎、高田直樹、仲尾保志、市川 亨、山中良一、堀内行雄、井口 傑 ：手関
節用ＣＰＭ装置の使用経験．整形外科，４９ ：８５３－８５６，１９９８
54 金治 有彦、宇佐見則夫、井口 傑、片岡公一、宮崎 祐 ：スノーボードにより生じた距骨外側突
起骨折の２例．臨床整形外科，３３ 1：８３－８６，1998
55 田村睦弘、橋本健史、井口 傑 ：変形性足関節症による内果疲労骨折の１例．関東整形災害外
科学会雑誌，２９ ６：６０７－６１２，１９９８

56 堀内行雄、高山真一郎、池上博泰、井口 傑 ：手指疾患に対するCPMの応用．関節外科，１８
６：６５９－６６４，１９９９
57 小見山貴継、井口 傑、橋本健史 ：両下腿切断に至ったWerner症候群の1例．関東整形災害外
科学会誌，３０ １：６１－６３，１９９９
58 伊藤大助、井口 傑、橋本健史、若松次郎 ：足底部に発生した多発性神経鞘腫の１例．関東整
形災害外科学会雑誌，３０ ２：１４０－１４２，１９９９
59 森本二郎、島田 朗、井口 傑 ：心血管バイパス（ＣＡＢＧ）術後、急速に進行した動脈硬化性足
壊疽の１例．診療と新薬，３７ ５：６８０－６８１，２０００
60 矢島 賢、島田 朗、丸山 博、田畑光久、滝本千恵、石井達哉、児玉桂一、井口 傑、池田栄
二、猿田享男 ：腹部大動脈閉塞の１例．診療と新薬，38 ５：44-49，2001
61 松垣 亨、小林龍生、笹崎義弘、富士川恭輔、井口 傑 ：距腿関節が温存された特発性距骨骨
壊死の１例．整形外科，54 6：６８５－６８８，２００３
62 黒谷保彦、井口 傑、須田康文 ：個人の足に適合していく中底（オートフィットインソール）を搭載
した既製靴の開発．靴の医学，19 2：６９－７１，２００５
63 曽我敏雄、水田輝光、奥村庄次、須田康文、井口 傑 ：足底装具の新しい採型法．靴の医学，
19 2：７６－８０，２００５
64 小野嘉昭、水田輝光、曽我敏雄、荻山陽子、山下敬史、望月数馬、奥村庄次、須田康文、井口
傑 ：前足部術後における装具療法 外反母趾を中心として．POアカデミージャーナル，14 ：
65 青木治人、井口 傑、大関 覚、木下光雄、倉秀治、田中康仁、仁木久照、野口昌彦、野村茂治、
羽鳥正仁 ：日本足の外科学会足部・足関節治療成績判定基準（日本語版）．日本足の外科学会
雑誌，27 2：1-6，2006
英語論文
1 Toyoda T.,Inokuchi S., Saito S., Horie Y., Tomita S. :Bone loss of the radius in rheumatoid
arthritis-comparison between 34 patients and 40 controls. Acta Orthop Scand, 67 :269-273,
2 Toyoda T.,Saito S., Inokuchi S., Yabe Y. :The effects of tensile load on the metabolism of
cultured chondrocytes. Clinical Orthopeadics , 359 :221-228, 1999
3 Hayashi M.,Yajima K., Maruyama H.,Matsumoto K.,Inokuchi S., Ikeda E. :A Patient with diabetes
mellitus and severe arterial embolism. The Keio Journal of Medicine, 50 :280-290, 2001
4 Niki H.,Aoki H., Inokuchi S.,Ozeki S., Kinoshita M., Kura H., Tanaka Y., Noguchi M., Nomura S.,
Hatori M., Tatsunami S. :Development and reliability of a standard rating system for outcome
measurement of foot and ankle disorders Ⅰ：development of standard rating system. J
Orthopaedic Science, 10 :457-465, 2005
学会発表(国内）
1 土方貞久、井口 傑、中山喬司、市原真仁、山岸正明 ：腰部椎間板症手術後の術後ミエログラ
ムの検討－再手術の適応決定のために－． 第９回 脊椎外科研究会 １９７０(６)
2 小林慶二、内西兼一郎、井口 傑、山根 宏夫、矢部 裕 ：小児屈筋腱断裂の治療成績の検討．
第１６回 日本手の外科学会 １９７２(５)
3 内西兼一郎、鴇田征夫、村上隆一、芦田多喜男、井口 傑、矢部 裕、山根 宏 ：No man's land
(Zone II) における屈筋腱損傷の治療成績 シンポジウム「指屈筋腱修復術」． 第１８回 日本手
の外科学会 １９７５(５)
4 福田宏明、花岡英弥、井口 傑、小川清久 ：外傷性上腕骨近位骨端線離開． 第２３回 日本災
害医学会 １９７５(１０)
5 岡 義範、彦坂一雄、井口 傑、内西兼一郎、森 雅文 ：末梢神経損傷に関する実験的研究 第
１報 神経軸索再生について． 第１９回 日本手の外科学会 １９７６(５)
6 彦坂一雄、岡 義範、井口 傑、内西兼一郎 ：末梢神経損傷に関する実験的研究 第２報－神経
軸索再生 シンポジウム「末梢神経損傷」． 第２０回 日本手の外科学会 １９７７(５)
7 沖野雅美、井口 傑、平林 冽 ：凝りの測定における客観的尺度の開発． 第４２６回 整形外科
集談会東京地方会 １９７７(６)
8 足立 秀、平林 冽、井口 傑 ：膝蓋腱反射の定量化に関する研究（第１報）． 第４８回 中部日
本整形外科災害外科学会 １９７７(７)
9 小川清久、井口 傑 ：腕相撲骨折について． 第２６回 東日本臨床整形外科学会 １９７７(９)
10 足立 秀、平林 冽、井口 傑 ：膝蓋腱反射の定量化に関する研究（第２報）． 第５１回 日本整
形外科学会総会 １９７８(５)
11 堀内行雄、坪山寿郎、岡 義範、彦坂一雄、井口 傑、内西兼一郎、鈴木三夫、森 雅文 ：末梢
神経損傷に関する実験的研究 第４報 －圧迫による神経絞扼障害について－． 第２２回 日本
手の外科学会 １９７９(５)
12 小川清久、井口 傑 ：成人三角筋短縮症について． 第２８回 東日本臨床整形外科学会 １９

13 伊藤恵康、井口 傑、内西兼一郎 ：小児肘関節骨折後の変形治癒、偽関節に対する治療 －特
に内外顆骨折、上腕骨遠位骨端線離開について－． 第５３回 中部日本整形外科災害外科学
会 １９７９(１０)
14 小川清久、三笠元彦、井口 傑、山中 芳 ：肩関節人工骨頭（Ｎｅｅｒ型）について． 第５３回 日
本整形外科学会総会 １９８０(３)
15 原 貴、井口 傑、内西兼一郎、森川征彦 ：手指先天奇形発生に関する実験的研究 第１報
Limb bud の漿尿膜上移植． 第２３回 日本手の外科学会 １９８０(５)
16 田崎憲一、松本 昇、堀内行雄、坪山寿郎、井口 傑、内西兼一郎、鈴木三夫、森 雅文 ：末梢
神経損傷に関する実験的研究 第５報－圧迫による神経絞扼障害と神経剥離術－． 第２３回
日本手の外科学会 １９８０(５)
17 森 憲一、伊藤恵康、内西兼一郎、井口 傑、今井 望 ：前腕回旋機構に関する研究 第１報 回
旋軸について． 第５５回 中部日本整形外科災害外科学会 １９８０(１１)
18 原 貴、井口 傑、伊藤恵康、内西兼一郎 ：手指先天奇形発生に関する実験的研究 第２報．
第２４回 日本手の外科学会 １９８１(５)
19 田崎憲一、松本 昇、堀内行雄、根本孝一、坪山寿郎、井口 傑、内西兼一郎 ：末梢神経損傷に
関する実験的研究 第６報． 第２４回 日本手の外科学会 １９８１(５)
20 森 憲一、矢部 裕、内西兼一郎、伊藤恵康、井口 傑 ：前腕回旋機構に関する研究 －骨間膜
の働きについて－． 第２６回 日本手の外科学会 １９８３(５)
21 飯島謹之助、原 貴、井口 傑、伊藤恵康、内西兼一郎 ：手指先天奇形発生に関する実験的研
究 第３報 Ｌｉｍｂ ｂｕｄの局所障害と多趾． 第２６回 日本手の外科学会 １９８３(５)
22 千葉一裕、伊藤恵康、内西兼一郎、井口 傑 ：上肢に発生した巨大リンパ管腫の１例． 第４８４
回 整形外科集談会東京地方会 １９８４(１２)
23 吉峰史博、井口 傑、高田知明 ：Retropharyngeal tendenitis without calcium depositと思われる
４症例． 第１０回 関東整形災害外科学会 １９８５(５)
24 岡本仁志、岡 義範、中村 豊、今井 望、井口 傑 ：末梢神経損傷の修復術 第３報 神経の伸
展性とTwo stage procedure． 第２８回 日本手の外科学会 １９８５(５)
25 田辺秀樹、小川清久、井口 傑 ：距骨頚部骨折HawkinsⅢ型とその類型の機能的予後． 第１０
回 日本足の外科研究会 １９８５(７)
26 松村崇史、井口 傑、小川清久 ：Sagital shearing fracture （距骨体部）． 第１１回 日本足の外
科研究会 １９８６(６)
27 小川清久、井口 傑 ：投球骨折． 第１２回 日本整形外科スポーツ医学研究会 １９８６(７)
28 小川清久、井口 傑、城所靖朗 ：剣道における障害． 第１２回 日本整形外科スポーツ医学研
究会 １９８６(７)
29 小川清久、井口 傑 ：スポーツによる距骨骨折、脱臼骨折． 第１３回 日本整形外科スポーツ
医学研究会 １９８７(４)
30 城所靖朗、小川清久、井口 傑 ：中高年の剣道障害． 第１３回 日本整形外科スポーツ医学研
究会 １９８７(４)
31 小川清久、井口 傑 ：投球骨折． 第６０回 日本整形外科学会総会 １９８７(４)
32 井上邦夫、松林経世、石黒 隆、井口 傑、小川清久 ：小児の両側距骨骨折の１例． 第５１１回
整形外科集談会東京地方会 １９８８(７)
33 小川清久、井口 傑、城所靖朗 ：空手による障害について． 第１４回 日本整形外科スポーツ
医学研究会 １９８８(７)
34 城所靖朗、小川清久、井口 傑 ：剣道障害について－アンケート調査－． 第１４回 日本整形
外科スポーツ医学研究会 １９８８(７)
35 王 東、井口 傑、小川清久 ：受傷後３年を経て圧潰を生じた距骨骨折の１例． 第５１２回 整
形外科集談会東京地方会 １９８８(９)
36 小川清久、井口 傑 ：腕相撲骨折 －上腕骨骨幹部骨折３１例の分析－． 第１５回 日本整形
外科スポーツ医学研究会 １９８９(７)
37 笹崎義弘、川久保誠、栗村 誠、大熊哲夫、井口 傑 ：足関節骨折に伴う距骨骨軟骨骨折の７
例． 第１７回 日本骨折研究会 １９９１(７)
38 豊田 敬、井口 傑、堀江康夫、富田 勧 ：ＤＥＸＡによる女性慢性関節リウマチ患者の骨密度測
定． 第１２回 日本骨形態計測学会 １９９２(７)
39 上田誠司、水島斌雄、桃原茂樹、片岡公一、森井健司、宇佐見則夫、井口 傑 ：距骨外側突起
骨折の４例． 第２５回 関東整形災害外科学会 １９９２(１１)
40 浪花豊寿、宇佐見則夫、井口 傑、宮永將毅 ：稀な骨折型を呈した足舟状骨骨折の一例． 第５
４６回 整形外科集談会東京地方会 １９９２(１２)
41 高橋世賢、宇佐見則夫、井口 傑、宮永將毅 ：小児に発生した足底線維腫症の１例． 第５５７
回 整形外科集談会東京地方会 １９９４(３)
42 川島秀一、宇佐見則夫、井口 傑、花岡英弥 ：von Recklinghausen病により骨腫瘍様の過剰骨
膜反応を示した１例． 第５５８回 整形外科集談会東京地方会 １９９４(６)

43 豊田 敬、斉藤聖二、井口 傑、矢部 裕 ：培養関節軟骨細胞に対する伸張負荷の影響． 第２
１回 日本臨床バイオメカニクス学会 １９９４(１０)
44 豊田 敬、齋藤聖二、井口 傑、矢部 裕 ：培養関節軟骨細胞の代謝に対する伸張負荷の影
響． 第８回 日本軟骨代謝学会 １９９５(３)
45 関根 勝、高見 博、佐竹省二、井口 傑、小西幸之助、丸山 博、鈴木洋通、猿田享男 ：腱断裂
を来した腎性上皮小体機能亢進症症例の検討． 第７回 日本内分泌外科学会総会 １９９５(４)
46 川崎暁生、高見 博、関根 勝、佐竹省二、三吉 博、花谷勇治、浅越辰男、小平 進、井口 傑、
水上 治 ：原発性上皮小体機能亢進症の高Ｃａ血症ｃｒｉｃｉｓに対し、Ｐａｍｉｄｏｒｏｎｅｉｔｅ ｄｉｓｏｄｉｕｍ
が奏功した２例． 第８回 日本内分泌外科学会 １９９６(４)
47 六馬信之、井口 傑 ：靴底製法が歩行におよぼす影響． 第１０回 日本靴医学会 １９９６(９)
48 高山真一郎、堀内行雄、仲尾保志、関敦仁、中村俊康、市川 亨、山中一良、井口 傑、矢部 裕
：肘関節CPMの使用経験． 第９回 日本肘関節研究会 １９９７(２)
49 伊藤大介、井口 傑、橋本健史、若松次郎 ：足部に発生した多発性神経鞘腫の１例． 第５８０
回 整形外科集談会東京地方会 １９９７(２)
50 金治有彦、宇佐見則夫、井口 傑、橋本健史、片岡公一、宮崎 祐 ：スノーボードにより生じた距
骨外側突起骨折の２例． 第３４回 関東整形災害外科学会 １９９７(５)
51 小見山貴継、井口 傑、橋本健史 ：両下腿切断に至った、Werner症候群の１例． 第５８３回 整
形外科集談会東京地方会 １９９７(９)
52 金治有彦、宇佐見則夫、井口 傑、片岡公一、若松次郎、吉野 匠、宮崎 祐 ：高齢者踵骨アキ
レス腱付着部骨折に対する手術法としての一法． 第３５回 関東整形災害外科学会 １９９７(１
53 金治有彦、宇佐見則夫、井口 傑、橋本健史、若松次郎、吉野 匠、水谷憲生 ：スポーツで生じ
た距骨下関節脱臼の５例． 第８回 日本臨床スポーツ医学会 １９９７(１１)
54 金治有彦、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、片岡公一、若松次郎、早稲田明生、矢島 浩 ：Ｍ
ＴＰ関節周辺の外傷における治療について． 第２３回 日本足の外科学会 １９９８(６)
55 片岡嗣和、橋本健史、井口 傑、戸山芳昭 ：観血的整復を要した第２趾PIP関節脱臼の１例．
第５９５回 整形外科集談会東京地方会 １９９９(３)
56 藤巻亮二、橋本健史、井口 傑、宮崎 祐、戸山芳昭 ：中足骨骨頭部骨軟骨骨折の3例． 第２４
回 日本足の外科学会学術集会 １９９９(６)
57 森本二郎、島田 朗、井口 傑 ：心血管バイパス（CABG)術後、急速に進行した動脈硬化性足壊
疽の１例． 第１０回 糖尿病足病変研究会 １９９９(１１)
58 水村珠青、桃原茂樹、宇佐見則夫ほか ：慢性関節リウマチにおける足部変形の検討：長軸アー
チと前足部変形との関係について． 第７３回 日本整形外科学会学術集会 ２０００(４)
59 水村珠青、宇佐見則夫、桃原茂樹、戸松泰介 ：慢性関節リウマチ患者における足趾形成術の検
討． 第２５回 日本足の外科学会学術集会 ２０００(６)
60 川村孝一郎、桃原茂樹、水村珠青、宇佐見則夫 ：足関節捻挫後生じた希な距骨下関節障害．
第２５回 日本足の外科学会学術集会 ２０００(６)
61 水村珠青、宇佐見則夫、桃原茂樹、川村孝一郎、戸松泰介 ：距骨軟骨障害に対する関節鏡視
下ドリリングの検討． 第２８回 日本リウマチ・関節外科学会 ２０００(１０)
62 松垣 亨、小林龍生、笹崎義弘、冨士川恭輔、井口 傑 ：距腿関節が温存された特発性距骨骨
壊死の１例． 第４１回 関東整形災害外科学会 ２００１(５)
63 神蔵宏臣、井口 傑、戸山芳昭、橋本健史 ：壊死性筋膜炎によると思われる小児両側性尖足の
1治験例． 第６１０回 整形外科集談会東京地方会 ２００１(１１)
64 菊池謙太郎、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、早稲田明生、白石 建 ：距骨全周囲
脱臼の５例． 第２７回 日本足の外科学会学術集会 ２００２(６)
65 水村珠青、宇佐見則夫、井口 傑、平石英一、宮永將毅、早稲田明生、水谷憲生、吉野 匠、島
村知里 ：距骨軟骨障害に対する骨軟骨移植の拡大適応． 第７６回 日本整形外科学会学術集
66 二宮研、須田康文、松本秀男、大谷俊郎、井口 傑、戸山芳昭 ：軽微な外傷により高齢者に発
生したBosworth型足関節脱臼骨折の１例． 第５２回 東日本整形災害外科学会 ２００３(９)
67 仁木久照、青木治人、井口 傑、大関 覚、木下光雄、倉 秀治、田中康仁、野口昌彦、野村茂
治、羽鳥正仁、立浪 忍 ：新たに作成した足部、足関節疾患に対する部位別評価基準と日整会
足部疾患治療成績判定基準の評価者間、評価者内信頼性の検討． 第７７回 日本整形外科学
会学術集会 ２００４(５)
68 小松 研郎、松崎 健一郎、須田康文、井口 傑 ：立方骨に発生した骨髄炎の１例． 第３０回
日本足の外科学会学術集会 ２００５(６)
69 黒谷保彦、井口 傑、須田康文 ：個人の足に適合していく中底を持つ既製靴の開発． 第１９回
日本靴医学会学術集会 ２００５(１０)
70 曽我敏雄、奥村庄次、須田康文、井口 傑 ：足底装具の新しい採型法． 第１９回 日本靴医学
会学術集会 ２００５(１０)
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