
業績 

 

自著論文 

論文 年 

Itoh M, J. Itou, U. Kuwashima, H. Fujieda and K. Okazaki. 

Deep peroneal nerve injury during plate fixation for medial 

open‐wedge high tibial osteotomy: A case report and cadaveric 

study. J Clin Case Rep. Oct 9;7(11):2225-2230 (PMID: 31788284) 

2019 

Itoh M, Itou J, Kuwashima U， and Okazaki K. Good Validity 

and High Internal Consistency of the Forgotten Joint Score-12 

in Patients After Medial Opening Wedge High Tibial Osteotomy.  

J Arthroplasty.  Epub 2021 Mar 13. (PMID: 33812712) 

2021 

Itoh M, Itou J, Kuwashima U and Okazaki K. Correlation of 

patient-reported numbness around surgical scars with patient-

reported outcome measures and joint awareness after knee 

replacement: a cohort study.  BMC Musculoskelet Disord. 2022 

Jan 3. (PMID: 34980073) 

2022 

Itoh M, Imasu H, Takano K, Umezu M, Okazaki K and Iwasaki 

K. Time-series biological responses toward decellularized bovine 

tendon graft and autograft for 52  consecutive weeks after rat 

anterior cruciate ligament reconstruction.  Scientific Reports. 

2022 Apr 25;12(1):6751. (PMID: ) 

2022 

伊藤匡史, 桑島 海人, 伊藤 淳哉, 岡崎 賢. 膝蓋大腿関節症の痛みを

伴う膝蓋骨不安定症に対する大腿骨遠位での減捻骨切り術を行った１

例. 整・災外 64:1453 1457,2021 

2021 

伊藤 匡史, 大鶴 任彦, 森田 裕司, 谷口 浩人, 加藤 義治 THA感染 

血液透析患者における人工関節深部感染は絶望的である. 日本人工関

節学会誌 (1345-7608)42巻 Page113-114(2012.12) 

2012 

伊藤 匡史, 金谷 幸一, 柴 正弘, 島本 周二, 加藤 義治. 栄養動脈塞栓

術後に生じた下肢麻痺の増悪が椎体全摘術により回復した 1例. 関東

整形災害外科雑誌. 40(3): 180-185 

2009 

 

 

 

 



邦文著書 

著書 年 

伊藤匡史, 岡崎賢. Chapter 7 半月板損傷に対する手術. 1 半月板縫

合術. 3 縦断裂に対する縫合術. ビジュアル・サージカルテクニッ

ク   

膝関節鏡視下手術. 文光堂, 134–142. ISBN 978-4-8306-2747-7 

2021 

伊藤匡史, 岡崎賢. 第 2章 これから TKAを始めるために. S2.各手

術アプローチ. 3.subvastus approach. TKA・UKA 人工膝関節置

換術パーフェクト 人工膝関節全置換術・人工膝関節単顆置換術の

基本とコツ. 羊土社. 83–88. ISBN 978-4-7581-1897-2. 

2021 

伊藤匡史, 岡崎賢. 第 2章 これから TKAを始めるために. S4.トラ

ブルシューティング(予防も含めて). 3.術中骨折. TKA・UKA 人

工膝関節置換術パーフェクト 人工膝関節全置換術・人工膝関節単

顆置換術の基本とコツ. 羊土社. 190–193. ISBN 978-4-7581-1897-

2. 

2021 

伊藤匡史, 岡崎賢. 第 3章 これから UKAをはじめるために. S1.術

前. 2 UKAインプラントの種類と構造. TKA・UKA 人工膝関節

置換術パーフェクト 人工膝関節全置換術・人工膝関節単顆置換術

の基本とコツ. 羊土社. 247–251. ISBN 978-4-7581-1897-2. 

2021 

伊藤匡史, 岡崎賢. Ⅱ各論. 1外傷・障害. D骨折. 1）膝蓋骨骨折. 膝

関節外科学. 南江堂. 247–251. ISBN 978-4-524-24944-2. 
2021 

伊藤匡史, 岡崎賢. Ⅱ脛骨の骨切り術. 逆 V字型高位脛骨骨切り術. 

膝周囲骨切り術のすべて. Medical View社. 108–110. ISBN 978-4-

7583-1897-6 

2021 

 

邦文総説 

総説 年 

伊藤 匡史, 岡崎 賢. 【ワンステップアップ膝周囲骨切り術】内側開大式

高位脛骨骨切り術における神経血管損傷. 関節外科. 38(9): 906-911 
2019 

伊藤 匡史, 岡崎 賢. 内側開大式高脛骨骨切り術: コツとピットフォール. 

Monthly book orthopedics. 32(11): 23-30 
2019 

伊藤 匡史. 【教科書では見られない!ボーンとまるみえ!人工関節置換

術】膝関節 これだけは知っておきたい術後看護のポイント(解説/特集). 

整形看護. 23(2): 151-152 

2018 

伊藤 匡史. 【教科書では見られない!ボーンとまるみえ!人工関節置換

術】膝関節 さくっとわかる人工膝関節全置換術(解説/特集). 整形看護. 

23(2): 148-150 

2018 

伊藤 匡史. 【教科書では見られない!ボーンとまるみえ!人工関節置換

術】膝関節 ボーンとまるみえ! 人工膝関節(解説/特集). 23(2): 141-

147 

2018 

 

 

 



過去の国際学会発表 

演題名 年 場所 学会名 

Masafumi Itoh, Junya Itou, Umito Kuwashima, Ken 

Okazaki.Numbness around the replaced knee 

correlates with patient-reported outcome measures 

and kneeling  

2021 web ISAKOS 

2021 

Masafumi Itoh, Kiyotaka Iwasaki, Hiroya Okuda, 

Akiyoshi Okamura, Yuudai Yagi, Jyan Kougu, Hiroki 

Imasu, Kazunari Takano, Ken Okazaki, Mitsuo 

Umezu. Evaluation of in vivo tissue regeneration of 

decellularized tendon in ovine anterior cruciate 

ligament reconstruction 

2021 web ESSKA 

2021 

Masafumi Itoh, Kiyotaka Iwasaki, Hiroya Okuda, 

Akiyoshi Okamura, Yuudai Yagi, Jyan Kougu, Hiroki 

Imasu, Kazunari Takano, Ken Okazaki, Mitsuo 

Umezu. Evaluation of in vivo tissue regeneration of 

decellularized tendon in ovine anterior cruciate 

ligament reconstruction 

2020 Phoenix, 

Arizona 

ORS 2020 

Annual 

Meeting 

Masafumi Itoh, Junya Itou, Umito Kuwashima, Ken 

Okazaki. Validating the Forgotten Joint Score-12 in 

patients after Medial Open Wedge High Tibial 

Osteotomy 

2019 PyeongCha

ng,Korea 

The 29th 

KJCOS 

Masafumi Itoh, Kiyotaka Iwasaki, Hiroki Imasu, 

Kazuya Takano, Nobuyuki Yoshimoto. Assessment of 

in vivo cellularization of a novel ligament-substitute  

“Decellularized Xenograft” derived from bovine 

extensor tendon in a rat model of ACL reconstruction 

2016 Taipei TERMIS-

AP 2016 

Masafumi Itoh, C. Saitoh, H.Tanigudhi, N. 

Yoshimoto, Y. Kato. Short to mid term clinical result 

of medial opening wedge high tibial osteotomy in our 

institute 

2016 Melbourne, 

Australia 

APOA 

2016 

 

 

 

 

 

 



Masafumi Itoh, Koichi Kanaya, Shuji Shimamoto, 

Yoshiharu Kato. OPERATION LONGER THAN 

TWO HOURS, INTRAOPERATIVE BLOOD LOSS  

OVER 500g, and IMMUNOCOMPROMISED 

HOSTS   ARE RISK FACTORS OF SURGICAL SITE 

INFECTION -a prospective controlled randomized 

trial of 2048 cases- 

2014 Pattaya, 

Thaialnd 

APOA/RC

OST 2014 

Masafumi Itoh, H Taniguchi, C Saito, Y Kato. Changes 

of the patellar tendon after total knee 

arthroplasty:MRI evaluation 

2012 New Delhi, 

India 

APOA 

2012 

 

 

過去の国内学会発表 

一般演題 年 場所 学会名 

伊藤 匡史, 伊藤 淳哉, 桑島 海人, 岡崎 賢. 術前の年齢、変

形、活動性及び性別  が同等の症例に行った 内側 UKA と

内側開大式脛骨高位骨切り術 の成績比較 

2022 神戸 第 95 回 日

本整形外科

学会学術集

会 

伊藤 匡史, 伊藤 淳哉, 桑島 海人, 岡崎 賢. 傾向スコアマッ

チングを用いた KL グレード 3,4 に対する TKA と HTO

の臨床成績の比較 

2022 京都 第 52 回 日

本人工関節

学会 

伊藤 匡史, 伊藤 淳哉, 桑島 海人, 岡崎 賢. 内側 UKA と内

側開大式高位脛骨骨切り術の joint awareness の比較 

2022 京都 第 52 回 日

本人工関節

学会 

伊藤 匡史, 伊藤 淳哉, 桑島 海人, 岡崎 賢. 術前の年齢、変

形、活動性及び性別が同等の症例に行った内側 UKA と

内側開大式脛骨高位骨切り術の成績比較 

2021 神戸 第１回 日本

Knee 

Osteotomy 

and Joint 

Preservatio

n 研究会 

伊藤 匡史, 伊藤 淳哉, 桑島 海人, 岡崎 賢. 患者背景を揃え

た早期変形性膝関節症と進行した変形性膝関節症への開

大式高位脛骨骨切り術の比較 

2021 神戸 第１回 日本

Knee 

Osteotomy 

and Joint 

Preservatio

n 研究会 



伊藤 匡史, 伊藤 淳哉, 桑島 海人, 岡崎 賢. 反復性膝蓋骨脱

臼に対する内側膝蓋大腿靭帯再建後の joint awareness の

変化 

2021 神戸 第１回 日本

Knee 

Osteotomy 

and Joint 

Preservatio

n 研究会 

伊藤 匡史, 伊藤 淳哉, 桑島 海人, 岡崎 賢. 内側開大式脛骨

高位骨切り術のプレートが joint awareness に及ぼす影響 

2021 神戸 第１回 日本

Knee 

Osteotomy 

and Joint 

Preservatio

n 研究会 

伊藤 匡史, 伊藤 淳哉, 桑島 海人, 岡崎 賢. 術前の年齢、変

形、活動性及び性別が同等の症例に行った内側 UKA と

内側開大式脛骨高位骨切り術の成績比較 

2021 Web 

(横浜) 

第 51 回 日

本人工関節

学会 

伊藤 匡史, 伊藤 淳哉, 桑島 海人, 岡崎 賢. CS モバイル TKA

の非置換膝蓋骨アライメントが臨床成績に及ぼす影響  

(Vanguard ROCC と LCS の比較) 

2021 Web 

(横浜) 

第 51 回 日

本人工関節

学会 

伊藤 匡史, 伊藤 淳哉, 桑島 海人, 岡崎 賢. 当科での BCS–

TKA とモバイル CS–TKA の臨床成績の比較 

2021 Web 

(横浜) 

第 51 回 日

本人工関節

学会 

Masafumi Itoh, Umito Kuwashima, Junya Itou, Ken 

Okazaki. Comparison of clinical outcomes of MOWHTO 

for early and advanced-stage knee osteoarthritis 

2021 Web 第 13 回 日

本関節鏡・

膝・スポー

ツ整形外科

学会 

Masafumi Itoh, Umito Kuwashima, Junya Itou, Ken 

Okazaki. Change of joint awareness after MPFL 

reconstruction for recurrent patella dislocation 

2021 Web 第 13 回 日

本関節鏡・

膝・スポー

ツ整形外科

学会 

Masafumi Itoh, Umito Kuwashima, Junya Itou, Ken 

Okazaki. Comparison between UKA and MOWHTO in 

patients with comparable deformity, age, gender and 

activity 

2021 Web 第 13 回 日

本関節鏡・

膝・スポー

ツ整形外科

学会 



Masafumi Itoh, Umito Kuwashima, Junya Itou, Ken 

Okazaki. Impact on joint awareness by plate removal after 

medial open wedge high tibia osteotomy 

2021 Web 第 13 回 日

本関節鏡・

膝・スポー

ツ整形外科

学会 

伊藤 匡史, 伊藤 淳哉, 桑島 海人, 岡崎 賢. 反復性膝蓋骨脱

臼に対する内側膝蓋大腿靭帯再建後の joint awareness の

変化 

2021 web(

東京)  

第 94 回 日

本整形外科

学会学術集

会 

Masafumi Itoh, Umito Kuwashima, Junya Itou, Ken 

Okazaki. Non-resurfaced patella alignment of CS mobile-

bearing total knee arthroplasty. -ROCC vs LCS 

2020 web 第 93 回 日

本整形外科

学会学術集

会 

伊藤 匡史, 伊藤 淳哉, 桑島 海人, 岡崎 賢. 人工膝関節術後

の膝前面の痺れが跪きや患者立脚型評価に及ぼす影響 

2020 web 第 93 回 日

本整形外科

学会学術集

会 

Masafumi Itoh, Umito Kuwashima, Itou Junnya, Ken 

Okazaki. Non-resurfaced patella alignment of CS mobile-

bearing TKA - ROCC v.s. LCS -  

2020 神戸 第 12 回 日

本関節鏡・

膝・スポー

ツ整形外科

学会 

Masafumi Itoh, Umito Kuwashima, Itou Junnya, Ken 

Okazaki. The morphology of patella tendon after TKA and 

relation between postoperative knee flexion angle -

evaluation using MRI- 

2020 神戸 第 12 回 日

本関節鏡・

膝・スポー

ツ整形外科

学会 

Masafumi Itoh, Umito Kuwashima, Itou Junnya, Ken 

Okazaki. Does numbness of anterior knee post knee 

replacement affect kneeling or patient reported outcome 

measures? 

2020 神戸 第 12 回 日

本関節鏡・

膝・スポー

ツ整形外科

学会 

伊藤匡史, 桑島海人, 伊藤淳哉, 岡崎 賢. TKA 後の膝蓋腱

の形態変化と術後膝屈曲角度の関係 

2020 福岡 第 50 回 日

本人工関節

学会 

 

 



伊藤匡史, 桑島海人, 伊藤淳哉, 岡崎 賢. 膝蓋骨非置換 CS-

mobile TKA の 膝 蓋 骨軸 位 ア ラ イ メ ン ト  - Vanguard 

ROCC v.s. LCS -  

2020 福岡 第 50 回 日

本人工関節

学会 

伊藤匡史, 桑島海人, 伊藤淳哉, 岡崎 賢. 人工膝関節術後の

膝 前 面 の 痺 れ が 

跪きや患者立脚型評価に及ぼす影響 

2020 福岡 第 50 回 日

本人工関節

学会 

Masafumi Itoh, Junya Itou, Umito Kuwashima, Ken 

Okazaki. Validating the forgotten joint score-12 in patients 

after medial open wedge high tibial osteotomy 

2019 横浜 第 92 回 日

本整形外科

学会学術集

会 

Masafumi Itoh, Mitsuo Umezu, Ken Okazaki, Kiyotaka 

Iwasak. Evaluation of in vivo tissue regeneration of 

decellularized tendon in ovine anterior cruciate ligament 

reconstruction 

2019 横浜 第 92 回 日

本整形外科

学会学術集

会 

Masafumi Itoh, Junya Itou, Umito Kuwashima, Ken 

Okazaki. Validating the Forgotten Joint Score-12 in 

patients after Medial Open Wedge High Tibial Osteotomy 

2019 札幌 第 11 回 日

本関節鏡・

膝・スポー

ツ整形外科

学会 

伊藤 匡史，岩﨑 清隆，奥田 慶也，岡村 昭慶，八木 優

大 ， 

江虹暁, 井桝 浩貴，高野 和也，岡崎 賢, 梅津 光生. ヒツジ

膝前十字靭帯再建実験による脱細胞化腱の生体内組織再

生の評価 

2019 札幌 第 11 回 日

本関節鏡・

膝・スポー

ツ整形外科

学会 

伊藤 匡史, 桑島 海人, 伊藤 淳哉, 丸木 千陽美, 多治見 昴洋, 

宋  貴 影 ,  

岡崎 賢 TKA 術後の Forgotten joint score-12 に影響する

因子 

2019 札幌 第 11 回 日

本関節鏡・

膝・スポー

ツ整形外科

学会 

伊藤 匡史, 桑島 海人, 伊藤 淳哉, 丸木 千陽美, 多治見 昴洋, 

宋  貴 影 ,  

岡崎 賢. TKA 術後の Forgotten joint score-12 に影響する

因子 

2019 東京 第 49 回 日

本人工関節

学会 

伊藤 匡史, 伊藤 淳哉, 桑島 海人, 丸木 千陽美, 宋 貴影, 多治

見 昴洋, 岡崎 賢. LCS 人工膝関節で大腿骨部品の回旋を自

由 か つ 正 確 に 

調整可能な新型ポジショナー 

2019 東京 第 49 回 日

本人工関節

学会 



伊藤 匡史, 伊藤 淳哉, 桑島 海人, 丸木 千陽美, 宋 貴影, 多治

見 昴洋, 岡崎 賢. LCS 人工膝関節で大腿骨部品の回旋を自

由 か つ 正 確 に 

調整可能な新型ポジショナー 

2018 秋田 第 45 回 日

本臨床バイ

オメカニク

ス学会 

伊藤 匡史、岩崎 清隆、梅津 光生. 膝前十字靭帯再建術に

用いる異種生体組織由来グラフトの実用化への課題に関

する研究 -ラットでの移植実験- 

2018 軽井沢 第 16 回

「医療機器

に関するレ

ギュラトリ

ーサイエン

ス研究会」 

Masafumi Itoh, Junya Itou, Kouji Murakami, Chiyomi 

Maruki, Ken Okazaki. A case with extensor hallucis longus 

palsy after medial open wedge high tibial osteotomy 

2018 福岡 第 10 回 日

本関節鏡・

膝・スポー

ツ整形外科

学会 

Masafumi Itoh, Hiroto Taniguchi, Nobuyuki Yoshimoto, 

Junya Itou, Chiyomi Maruki, Ken Okazaki. The incidence 

of noise generation after various type of Total Knee 

Arthroplasty and relation to patient reported clinical 

outcomes 

2018 福岡 第 10 回 日

本関節鏡・

膝・スポー

ツ整形外科

学 

伊藤匡史, 谷口浩人、國分将道、吉本伸之、伊藤淳哉, 丸

木千陽美, 岡崎賢. TKA における 2-D 術前計画と通常器械

に よ る 大 腿 骨 遠 位 骨 切 り 角 度 の 

正確性と妥当性、およびそれによる至適骨切り角度の検

討 

2018 福岡 第 10 回 日

本関節鏡・

膝・スポー

ツ整形外科

学会 

伊藤匡史, 斎藤力, 谷口浩人, 國分将道, 吉本伸之, 伊藤淳哉, 

岡崎賢. 人工膝関節全置換術の機構の違いによるノイズ発

生率と患者立脚型臨床スコアとの関連 

2018 東京 第 48 回 日

本人工関節

学会 

伊藤匡史, 斎藤力, 谷口浩人, 吉本伸之, 加藤義治. 人工膝関

節全置換術後の膝蓋腱の変化 -MRI を用いた評価、-第二

報- 

2016 横浜 第 89 回 日

本整形外科

学会学術集

会 

伊藤 匡史, 岩崎 清隆, 井桝 浩貴, 高野 和也, 吉本 伸之, 加藤 

義治. 自己治癒能力を引き出す再生促進型腱（無細胞化ウ

シ腱）を用いたラット前十字靭帯再建実験による再生評

価 

2015 富山 第 30 回 日

本整形外科

学会基礎学

術集会 



伊藤匡史, 斎藤力, 谷口浩人, 加藤義治. 当科での内側開大
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