プログラム ６月 日㈮

プ ロ グ ラ ム
《6月21日（金）》
第1会場／小田島組☆ホール

開会式

8：30 〜 8：40

主題１

8：40 〜 9：25

21
会長：土井田 稔（岩手医大整形）

座長：佐々木 幹（済生会山形済生病院）
千葉 大介（東北大大学院整形）

「THA・人工骨頭術後脱臼を防止する手術方法の工夫」
M1-1

人工股関節全置換術の脱臼予防に術後動作制限は必要か
仙台赤十字病院

M1-2

後方侵入で行った人工股関節全置換術(THA)での脱臼防止の取組み
松田病院東北股関節疾患センター

M1-3

附田 愛美 … 77

大腿骨頚部骨折に対する短外旋筋群を温存した後方進入人工骨頭置換術
山形市立病院済生館

M1-5

藤井 玄二 … 76

大腿骨人工骨頭置換術におけるConjoined Tendon Preserving Posterior
Approach (CPP法)の有用性の検討
黒石市国民健康保険黒石病院

M1-4

栗島 宏明 … 76

野呂 篤司 … 77

上方アプローチで行った人工骨頭置換術の短期成績
新潟県立十日町病院

井渕 慎弥 … 78
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主題２

9：25 〜 10：10

「骨盤骨折の治療の工夫」
M2-1

21

座長：伊藤 雅之（会津中央病院）
高橋 学（岩手医大救急災害総合医学）

不安定型骨盤輪損傷（AO分類 Type C）に対する治療の工夫
ーガイドラインを遵守した蘇生とダメージコントロール整形外科手術ー
東北大学病院高度救命救急センター

M2-2

小圷 知明 … 78

骨盤輪骨折に対する脊椎インストゥルメントを用いた低侵襲固定の工夫
岩手県高度救命救急センター

M2-3

高エネルギー外傷による骨盤輪骨折の手術治療
仙台医療センター

M2-4

秋元 仁志 … 79

ドクターヘリ（HEMS）で搬送された筋骨格系外傷症例の検討
山形県立中央病院

M2-5

田中 賢 … 80

Morel Lavallee lesionを伴う骨盤骨折の術後に手術部位感染を合併した1例
山形県立中央病院
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菅 重典 … 79

麻生 正 … 80

10：20 〜 12：05
座長：平野 徹（新潟大大学院整形）
村上 秀樹（岩手医大整形）

「重度骨粗鬆症症例に対する脊椎固定術の工夫」
S1-1

骨粗鬆症性椎体骨折に対する脊椎固定術の当科の工夫
―術中CTナビゲーションの有用性の検討ー

21

弘前大大学院整形

S1-2

熊谷 玄太郎 … 54

骨粗鬆症性椎体圧潰に対する骨折形態に応じた手術方法
秋田厚生医療センター

S1-3

山部 大輔 … 55

椎弓根スクリュールースニングの術前予測のための椎体CT値の有用性
山形大整形

S1-5

菊池 一馬 … 54

当院における重度骨粗鬆症症例に対する脊椎固定術の治療成績
岩手医大整形

S1-4

嶋村 之秀 … 55

当院における後弯症手術への工夫
ースモールフックシステムを用いた脊柱短縮骨きり術ー
東北医薬大整形

S1-6

八幡 健一郎 … 56

骨粗鬆症性椎体骨折偽関節に対する手術療法
ー平成における当科の治療法の変遷ー
福島医大整形

S1-8

舘田 聡 … 56

高齢者に対する脊椎固定術件数の推移と、骨粗鬆症症例に対する脊椎固定術の工夫
仙台西多賀病院

S1-7

小林 洋 … 57

胸腰椎移行部の骨粗鬆症性椎体圧潰に対する治療戦略：
全国並びに新潟県内多施設研究からの検討
新潟大地域医療教育センター・魚沼基幹病院

ランチョンセミナー１

勝見 敬一 … 57

12：15 〜 13：15
座長：二階堂 琢也（福島医大整形）

「日常診療に伴う職業被曝と医療被曝

～今すぐ役立つ被曝回避法と今後の展望～」
徳島大大学院整形

山下 一太 … 50

共催：株式会社サージカル・スパイン

総会、学生セッション・若手英語セッションの抽選
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シンポジウム１

13：25 〜 13：50
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シンポジウム２

14：05 〜 15：45
座長：宮坂 大（新潟万代病院）
小野寺 智彦（岩手医大整形）

「人工関節周囲骨折の治療の工夫」
S2-1

21

S2-2
S2-3

人工膝関節周囲骨折の治療
弘前大大学院整形

山本 祐司 … 58

秋田大大学院整形

木島 泰明 … 58

大腿骨ステム周囲骨折の傾向と対策
当科における人工股関節置換術術後の大腿骨ステム周囲骨折の治療
岩手医大整形

S2-4
S2-5
S2-6
S2-7

当科における人工股関節周囲骨折の治療

大竹 伸平 … 59

セメントステムを中心に
済生会山形済生病院

佐々木 幹 … 59

東北大大学院整形

千葉 大介 … 60

福島赤十字病院

佐藤 法義 … 60

新潟大大学院整形

鈴木 勇人 … 61

大腿骨ステム周囲骨折の治療戦略
大腿骨ステム周囲骨折に対する治療法の検討
新潟におけるステム周囲骨折の現状と課題

特別講演１

15：50 〜 16：50
座長：井樋 栄二（東北大大学院整形）

「私の膝関節外科

－38年の経験－」
神戸海星病院

特別講演２

黒坂 昌弘 … 44

17：00 〜 18：00
座長：土井田 稔（岩手医大整形）

「新しい手術を開発するコツは？
－TES：脊椎癌全摘術、Midline T－saw Laminoplasty, Recapping_L.p._etc.
はどのように生まれ、育ったのか？」
金沢大大学院整形
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富田 勝郎 … 45

主題３

8：40 〜 9：16

「早期変形性膝関節症に対する治療の工夫」
M3-1

座長：山本 祐司（弘前大大学院整形）
丸山 盛貴（岩手医大整形）

内側型変形性膝関節症に対するopen wedge高位脛骨骨切り術の経験
－地域中核病院一般整形外科での治療成績－
岩手県立久慈病院

M3-2

早期変形性膝関節症に対する高位脛骨骨切り術の治療成績
岩手医大整形

M3-3

千葉 佑介 … 82

一般地域住民女性を対象とした早期変形性膝関節症における
MRI所見と膝痛の関連
弘前大大学院整形

主題４

丸山 盛貴 … 81

外側型変形性膝関節症に対し、大腿骨遠位骨切り術を施行した一例
岩手医大整形

M3-4

菊地 修平 … 81

太田 聖也 … 82

9:16 〜 9：52
座長：伊藤 博紀（能代厚生医療センター）
田島 克巳（岩手医大整形）

「手関節近傍骨折の治療の工夫」
M4-1

開放性経舟状骨月状骨周囲掌側脱臼の1例
岩手医大整形

M4-2

AO分類C3 型橈骨遠位端関節内骨折に対し、掌側ロッキングプレートに
創外固定を併用した1例
岩手県立中部病院

M4-3

髙橋 裕孝 … 83

Variable Angle LCP Volar Rim Plateによる橈骨遠位端骨折の治療
新潟県立中央病院

M4-4

村上 賢也 … 83

柳橋 和仁 … 84

当科における橈骨遠位端marginal fracture
―橈骨遠位端骨折に対する遠位設置型掌側ロッキングプレートの使用経験
岩手県立釜石病院

武田 三十郎 … 84
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主題５

9：52 〜 10：28
座長：鶴田 大作（公立置賜総合病院）
早川 敬（新潟中央病院関節外科センター）

「再断裂を回避するための肩腱板縫合の工夫」

21

M5-1

肩腱板広範囲断裂に対する関節鏡視下Rip－stop 法の小経験
丹心会吉岡病院

M5-2

引き込み程度が大きな断裂に対する外側修復を追加したスーチャーブリッジ法
青森県立中央病院

M5-3

佐藤 英樹 … 85

鏡視下腱板修復術におけるSuture Bridge法とMason-Allen変法の比較
岩手医大整形

M5-4

大石 隆太 … 85

及川 伸也 … 86

当院における再断裂を回避するための肩腱板修復における工夫
新潟中央病院関節外科センター

一般演題１

10：35 〜 11：15
座長：高橋 敦（東北大大学院整形）
一戸 貞文（北上済生会病院）

「膝関節１」
O1-1

非金属材料で骨接合を行った膝蓋骨下極骨折の1例
岩手県立大船渡病院

O1-2

宇佐美 真太郎 … 98

外傷性膝蓋腱皮下断裂の1例
岩手県立二戸病院

O1-4

佐藤 雄紀 … 99

脛骨骨幹部骨折に合併した腓骨骨折偽関節の一例
岩手県立久慈病院

22

後藤 実 … 99

脛骨粗面骨折の2例
仙台市立病院

O1-5

鈴木 忠 … 98

両側同時に発生した膝蓋骨下極剥離骨折の1例
黒石市国民健康保険黒石病院

O1-3

早川 敬 … 86

大矢 康貴 … 100

11：15 〜 11：55
座長：成田 淳（山形大整形）
齊藤 英知（秋田大大学院整形）

「膝関節２」
O2-1

内側楔状開大式高位脛骨骨切り術後の深部静脈血栓症の発生頻度
青森労災病院

O2-2

特注器械による手術を行ったFineKneeの大腿骨コンポーネント回旋位置
北上済生会病院

O2-3

前田 周吾 … 100
一戸 貞文 … 101

先天性膝関節脱臼の一例
八戸赤十字病院

O2-4

円板状半月切除後に脛骨外側関節面の離断性骨軟骨炎を疑い
ドリリングを行なった一例
花巻温泉病院

O2-5

一般演題３

座長：佐藤 光太朗（岩手医大整形）
佐藤 琢哉（栃内病院）

両肘頭の難治性皮膚潰瘍に対して骨切除と局所回転皮弁術を行った
Werner症候群の一例
いわき市医療センター

O3-4
O3-5

秋山 優人 … 103

上腕骨滑車に生じた離断性骨軟骨炎に対し鏡視下病巣郭清術を施行した１例
市立横手病院

O3-3

高橋 正樹 … 102

13：50 〜 14：30

「肘関節」

O3-2

谷藤 航 … 102

結核性膝関節炎の一例
石巻赤十字病院

O3-1

楊 寛隆 … 101

大内 賢太郎 … 103

圧壊を伴う肘頭骨折に対して骨移植を併用したロッキングプレート固定を
行った２例
東北中央病院

髙田 哲史 … 104

東北大大学院整形

品川 清嗣 … 104

上腕骨外側上顆炎を伴った弾発肘の一例
反復性橈骨頭前方脱臼に対して輪状靭帯再建術を行った一例
東北大大学院整形

八田 卓久 … 105
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一般演題２
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一般演題４

14：30 〜 15：10
座長：綿貫 宗則（東北大大学院整形）
多田 広志（岩手医大整形）

「腫瘍１」
O4-1

21

遺伝子診断が有用であったBCOR-CCNB3肉腫の3例
新潟大大学院整形

O4-2

MIBIシンチグラフィーにて局在診断が可能であった腫瘍性骨軟化症の一例
岩手医大整形

O4-3

一般演題５
「腫瘍２」

三又 義訓 … 107

15：10 〜 15：50
座長：永澤 博幸（秋田大大学院整形）
菅原 正登（山形大整形）

腫瘍用人工骨頭置換術を施行した癌の大腿骨骨転移の予後と治療成績
岩手医大整形

O5-2

土屋 登嗣 … 107

多発肺転移を来したが長期生存可能であった再発性仙骨脊索腫の１例
岩手医大整形

O5-1

土屋 潤平 … 106

14年前にCTで頚部多発石灰化病変が描出され、その石灰化病変にて診断された
甲状腺がんの1例
済生会山形済生病院

O4-5

金野 大地 … 106

神経線維腫症1型患者に多発、再発するグロムス腫瘍を生じた2例
新潟大大学院整形

O4-4

有泉 高志 … 105

多田 広志 … 108

25年以上経過したKots型腫瘍用人工関節置換術を施行した３例
新潟大地域医療教育センター・魚沼基幹病院

O5-3

悪性骨腫瘍切除後に液体窒素処理骨と血管付き遊離腓骨を併用して再建した1例
山形大整形

O5-4

高原 大一郎 … 109

胸椎に発生した高悪性度肉腫に対して重粒子線治療が施行された
神経線維腫症Ⅰ型の1例
弘前大大学院整形

O5-5

猿賀 達郎 … 109

感染を伴う広範軟部組織欠損に対し創内持続陰圧洗浄療法で治療した1例
岩手医大整形
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生越 章 … 108

谷藤 航 … 110

一般演題６

8：40 〜 9：28
座長：菅野 晴夫（東北大大学院整形）
遠藤 寛興（岩手医大整形）

「脊椎１」
O6-1

腰椎後方除圧術後に怒責により硬膜管破裂をきたした症例—１例報告—
大原綜合病院

O6-2

腰椎固定術後のHip Spine Syndrome―THA術後翌日に両下肢麻痺を来した
腰椎固定術後隣接椎間障害の１例
大原綜合病院

O6-3

O6-5
O6-6

いわき市医療センター

石川 圭佑 … 112

日本海総合病院

尾鷲 和也 … 113

厚生連長岡中央綜合病院

高橋 郁子 … 113

上殿皮神経障害の手術治療成績
腰椎疾患と鑑別を要した脆弱性骨盤骨折

9：28 〜 10：16
座長：渡辺 慶（新潟大大学院整形）
大山 素彦（国立病院機構盛岡医療センター）

「脊椎２」

環軸椎亜脱臼による水頭症合併例に対し環軸椎後方固定術を行い、
長期追跡し得た1例
十和田市立中央病院

O7-2

頚椎の形態学検討

野々口 マリア … 114

－棘突起先端形状と横突孔－
新潟大地域医療教育センター・魚沼基幹病院

O7-4

大山 哲司 … 114

受傷直後に緊急除圧術を施行し早期回復した頚髄損傷の一例
岩手医大救急・災害・総合医学

O7-3

笹治 達郎 … 112

腰部脊柱管狭窄症における認知症が術後疼痛と機能に与える影響について

一般演題７

O7-1

菅原 崇寛 … 111

腰椎後方すべりの硬膜管への影響(腰椎と頚椎の比較)
北上済生会病院

O6-4

若杉 正嗣 … 115

頚椎後方除圧後の中下位頚椎麻痺
JA新潟県厚生連佐渡総合病院

O7-5

渡邉 仁 … 115

圧迫性頚髄症の歩行機能解析
新潟大大学院整形

O7-6

関 敬大 … 111

溝内 龍樹 … 116

頚椎後方固定術における頚椎椎弓根スクリューのゆるみによる矯正損失の検討
新潟中央病院脊椎・脊髄外科センター

牧野 達夫 … 116
25

プログラム ６月 日㈮

第3会場／8F 研修室 812

21

プログラム ６月 日㈮

一般演題８

10：16 〜 11：12
座長：赤坂 俊樹（岩手県立胆沢病院）
菅 重典（岩手県高度救命救急センター）

「外傷１」
O8-1

21

大腿骨近位部骨折受傷前後の骨粗鬆症治療の現状
公立置賜総合病院

O8-2

20歳代で軽微な外傷により大腿骨近位部骨折を生じた1例
日本海総合病院

O8-3

大楽 勝之 … 117
佐藤 大祐 … 117

大腿骨近位部骨折術後に生じた仮性動脈瘤の一例
八戸赤十字病院

O8-4

大腿骨転子下病的骨折に対するNCB-DF plateの使用経験
八戸市立市民病院

O8-5

油川 広太郎 … 118

後方骨片を伴う不安定型大腿骨転子部骨折に対しCHSと大転子締結ケーブルを
使用した手術症例の成績と問題点
登米市民病院

O8-6

及川 龍之介 … 119

右大腿骨転子部骨折術後のリハビリテーションを契機に診断した
左大腿骨頸部不顕性骨折の1例
岩手県立大船渡病院

一般演題９

座長：野坂 光司（秋田大大学院整形）
宗像 秀樹（岩手県立千厩病院）

鎖骨骨折に伴う胸郭出口部の腋窩動脈閉塞に対する緊急手術の1例
会津中央病院外傷再建センター

O9-2

冨澤 洋子 … 120

11：12 〜 12：00

「外傷２」
O9-1

勝又 勇樹 … 119

若年大腿骨頚部骨折後の偽関節に対し外反骨切りを行った一例
岩手県立胆沢病院

O8-7

楊 寛隆 … 118

増子 遼介 … 120

稀な上腕骨小結節単独骨折の1例
盛岡赤十字病院

O9-3

骨癒合不全と内固定の破綻を繰り返した上腕骨骨幹部開放骨折の1例
公立置賜総合病院

O9-4
O9-5
O9-6
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林 謙 … 121

鶴田 大作 … 121

骨短縮を施行した上腕骨開放骨折 Gustilo ⅢCの1例
福島医大外傷再建学

佐藤 俊介 … 122

かづの厚生病院

吉村 文孝 … 122

山形大整形

根本 信仁 … 123

当院で経験した両側非定型大腿骨骨折の1例
整形外科外傷と季節との関連の検討

13：50 〜 14：38
座長：富田 卓（青森県立中央病院）
沼田 徳生（栃内病院）

「脊椎３」
O10-1

胸髄に発生し再発を繰り返すsolitaly fibrous tumorの一例
岩手医大整形

O10-2

安部 悠一郎 … 123

真性多血症に合併した脊髄硬膜外血腫の1例
山形大整形

O10-3

鮫島 健志 … 124

脳梗塞を繰り返したBow hunter’
s syndrome の一例
新潟大大学院整形

O10-4

びまん性特発性骨増殖症が脊椎変性疾患の術中出血量に及ぼす影響
弘前大大学院整形

O10-5

一戸 雅之 … 125

脊椎外傷に対する経皮的椎弓根スクリューを用いた後方固定術後の
局所後弯増悪因子の検討 －術前CTハンスフィールド値の有用性－
山形大整形

O10-6

一般演題11

小圷 知明 … 126

14：38 〜 15：34
座長：後藤 実（岩手県立二戸病院）
山部 大輔（岩手医大整形）

「感染、その他」

化膿性関節炎の関節液培養における血液培養瓶の有用性
新潟大大学院整形

O11-2

前田 圭祐 … 126

敗血症を併発した溶血性連鎖球菌感染症の2例
岩手医大救急・災害・総合医学

O11-3

白旗 正幸 … 128

胸髄損傷患者の坐骨部褥瘡から発生したフルニエ壊疽の1例
弘前記念病院

O11-7

濱崎 正康 … 128

動物咬傷による下肢化膿性腱鞘滑膜炎に対する手術治療経験
新潟大地域医療教育センター・魚沼基幹病院

O11-6

菊地 将 … 127

上肢に発症した原発性リンパ管型皮膚ノカルジア症の1例
済生会山形済生病院

O11-5

高橋 学 … 127

クローン病に合併した稀な腸骨筋内膿瘍の1例
岩手医大整形

O11-4

赤羽 武 … 125

化膿性脊椎炎重症例に対する治療戦略の工夫
－敗血症診療ガイドラインの遵守と侵襲的治療介入－
東北大学病院高度救命救急センター

O11-1

荒引 剛 … 124

松本 健太郎 … 129

Physical Fitness testによって生じた横紋筋融解症の1例
八戸市立市民病院

池口 亮 … 129
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ハンズオンセミナー会場／8F 研修室 810、8F 研修室 811

ハンズオンセミナー１

10：00 〜 11：30 （8F 研修室 810）

「大腿骨頚部骨折の治療におけるセメントインプラントの基本とセメントテクニック」
講師：佐々木 幹（済生会山形済生病院）

共催：日本ストライカー株式会社

ハンズオンセミナー２

14：00 〜 15：30 （8F 研修室 811）

「Around the Knee Osteotomy (DFO)」
講師：竹内 良平（川崎幸病院関節外科）
丸山 盛貴（岩手医大整形）

共催：オリンパステルモバイオマテリアル株式会社

幹事会会場／8F 会議室 801

東北整災幹事会

12：15 〜 13：15

器械展示会場／8F 会議室 804

機器展示
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9：00 〜 18：00

