《6月22日（土）》
第1会場／小田島組☆ホール

Case Report Award セッション1

8：30 〜 9：18

C1-1

開放性pilon骨折に対して髄内釘を用いた一例
大曲厚生医療センター

C1-2

大腿骨遠位骨端線損傷に対してリング型創外固定を用いた1例
平鹿総合病院

C1-3
C1-4
C1-5

佐藤 貴洋 … 88

矯正骨切りを併用し髄内釘で内固定を行った非定型大腿骨骨折の1例
山形大整形

高田 志考 … 89

青森県立中央病院

小川 哲也 … 89

対麻痺を来した骨髄肉腫の1例
小児に発生した非外傷性骨化性筋炎の一例
岩手医大整形

C1-6

松本 周 … 88

及川 亮 … 90

考案したLocking IlioSacral Screw後方固定を施行した骨盤輪骨折の２症例
岩手県高度救命救急センター

下山 賢 … 90
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座長：大谷 晃司（福島医大整形）
和田 簡一郎（弘前大大学院整形）

22

学生セッション

9：20 〜 10：16
座長：佐竹 寛史（山形大整形）
田島 吾郎（岩手医大整形）

※発表順は６月21日
（金）
総会時に抽選で決定します

ST

大学生ラグビー選手を対象としたハムストリングのトレーニングの外傷予防効果の
検討
弘前大学医学部
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ST
ST
ST
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小笠原 拳斗 … 64

秋田大学整形外科のスポーツ支援への取り組み
秋田大学医学部

石垣 佑樹 … 64

岩手医科大学医学部

前多 優賴 … 65

CTを用いた四肢の体表面積計測
妊娠中に生物学的製剤 (BIO)を再開し無事出産した関節リウマチ (RA)の1例
山形大学医学部

ST

人工股関節全置換術前後の可動域が爪切り動作に与える影響
東北大学医学部

ST

三浦 裕希 … 65
金谷 淳平 … 66

Charnley型人工股関節置換術の長期成績
東北医科薬科大学医学部
東北医科薬科大学医学部

ST

医学部ラグビー部員における頭頚部外傷についてのアンケート調査
福島県立医科大学医学部
福島県立医科大学医学部

ST

上村 周平 … 67
袰主 正太郎 … 67

思春期特発性側弯症に対する後方矯正固定術後の肺容積変化：CTを用いた3次元
画像解析での検討
新潟大学医学部
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林 亮将 … 67
塚原 整 … 66

松田 侑里 … 67

若手英語セッション

10：26 〜 11：22

※発表順は６月21日
（金）
総会時に抽選で決定します

YA

座長：橋本 功（東北大大学院整形）
三又 義訓（岩手医大整形）

Comparison between medial stabilizing technique and gap balance
technique in navigated total knee arthroplasty
Hirosaki University Graduate School of Medicine Kyota Ishibashi … 70

Surgical treatment of fifth lumbar osteoporotic vertebral collapse:
a retrospective case series of three patients
Akita University Graduate School of Medicine Kazunobu Abe … 70

YA

Does excessive distraction of disc space with lateral lumbar interbody
fusion induce risk of adjacent segment degeneration?
Iwate Medical University School of Medicine Yusuke Chiba … 71

YA

Femoral neck and foot insufficiency fracture after total knee
arthroplasty
Yamagata University Faculty of Medicine Shigeto Murakami … 71

YA

Surgical outcomes for the patients who could not walk preoperatively
caused by thoracic ossification of the posterior longitudinal ligament
Tohoku University Graduate School of Medicine Toshimitsu Etoh … 72

YA

Comparison of Various Evaluation Methods of Cervical Intervertebral
Disc Degeneration by Magnetic Resonance Imaging
Fukushima Medical University School of Medicine Haruka Otaki … 72

YA

The clinical characteristics and treatment status of psoriatic arthritis :
a single center study of 66 cases
Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences Masahiko Yamada … 73
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YA
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スポンサード教育研修講演

11：30 〜 12：30
座長：島田 洋一（秋田大大学院整形）

「感染性偽関節：Induced membrane techniqueを用いた新時代の治療」
帝京大整形

渡部 欣忍 … 48

共催：帝人ファーマ株式会社

プログラム ６月 日㈯

22

ランチョンセミナー２

12：40 〜 13：40
座長：石橋 恭之（弘前大大学院整形）

「スポーツ現場におけるプレホスピタルケア
～国際スポーツイベントを控えて世界から求められること～」
順大整形、順大スポーツ医学

髙澤 祐治 … 51

共催：大正製薬株式会社

学生セッション、若手英語セッション、Case Report Award セッション 表彰式
閉会式 13：50 〜 14：10
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Case Report Award セッション2

8：30 〜 9：18
座長：橋本 淳一（山形大整形）
本郷 道生（秋田大大学院整形）

尺骨の急性塑性変形を伴った橈骨頭脱臼の１例
仙台市立病院

C2-2

亀山 諒一 … 91

股関節鏡で治療した腸恥滑液包炎の1例
秋田大大学院整形

C2-3

膝蓋骨脱臼骨折術後にPFOAが進行した１例
鶴岡市立荘内病院

C2-4

内潟 洋大 … 92

両側母指形成不全に母指化術と母指対立再建術を行った１例の長期経過
弘前大大学院整形

C2-6

土方 啓生 … 92

外科的ドレナージを行った化膿性仙腸関節炎の1例
岩手県立高田病院

C2-5

藤井 昌 … 91

樋口 正樹 … 93

犬咬傷による前腕開放骨折感染に対しintra-medullary antibiotics perfusion
が有効であった1例
岩手県高度救命救急センター

Case Report Award セッション3

吉直 大祐 … 93

9：18 〜 10：06
座長：岩渕 真澄（福島医大会津医療センター）
保坂 正美（宮城県立がんセンター）

C3-1

2歳小児頚髄損傷の治療経験
東北大大学院整形

C3-2

脳性麻痺に対する頚椎椎弓形成術後22年で再手術を行った1例
鶴岡市立荘内病院

C3-3

C3-6

猪股 洋平 … 95

劇症型溶連菌感染症の四肢感染に対し急性期NPWTを施行し救肢しえた
TSLSの1例
岩手県高度救命救急センター

C3-5

須田 義裕 … 94

運動器慢性痛に対し多職種による入院型集学的痛み治療により奏功した1例
星総合病院

C3-4

衛藤 俊光 … 94

森野 豪太 … 95

Kienböck病術後に腱交差症候群をきたした1例
山形大整形

土屋 匡央 … 96

岩手県立釜石病院

月村 悦子 … 96

寛骨臼骨折後二期的にTHAを施行した1例
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C2-1

22

一般演題12

10：06 〜 10：54

「手・手関節１」
O12-1

座長：佐々木 規博（国立病院機構弘前病院）
村上 賢也（岩手医大整形）

3次元CTを用いた三角線維軟骨複合体尺骨小窩付着部の解剖学的検討
岩手医大整形

プログラム ６月 日㈯

O12-2

橈骨遠位端骨折後に長母指伸筋腱皮下断裂をきたした症例の検討
盛岡市立病院

O12-3

熊谷 瑠里子 … 130

Dupuytren拘縮による高度PIP関節拘縮に対するコラゲナーゼ注射の有用性
立川綜合病院

O12-4

22

佐藤 光太朗 … 131

肘部管症候群に対する腱移行術によるつまみ再建
(Neviasor法とSmith法の併施術)
新潟県立中央病院

O12-6

二宮 宗重 … 131

橈骨動脈穿通枝脂肪弁による正中神経剥離後の被覆
岩手医大整形

O12-5

奥田 将人 … 130

樋口 賢太郎 … 132

コンバインによる手こぎ作業での手部切断に対する治療戦略
新潟県立妙高病院

一般演題13

10：54 〜 11：42
座長：成田 裕一郎（中通総合病院）
大内 修二（岩手県立中部病院）

「手 ・手関節２」
O13-1

DIP関節背側脱臼骨折の一例
国立病院機構弘前病院

O13-2
O13-3
O13-4

岩手医大整形

宮 一雄 … 133

青森市民病院

荒木 亮 … 134

器械体操選手に生じた手舟状骨疲労骨折の1例
抜釘後に月状骨窩掌側関節面の陥没骨折を生じた橈骨遠位端関節内骨折の1例
成田 裕一郎 … 134

Monteggia骨折による前骨間神経麻痺と後骨間神経麻痺を発症した一例
岩手県立中部病院

O13-6

佐々木 規博 … 133

陳旧性DIP関節背側脱臼4例の検討

中通総合病院

O13-5

和田 俊太郎 … 135

小児前腕骨骨幹部骨折における手術治療の臨床成績
新潟市民病院

34

福原 宗 … 132

川瀨 大央 … 135

一般演題14

11：42 〜 12：30
座長：安藤 貴信（岩手医大整形）
大竹 伸平（岩手医大整形）

「関節リウマチなど」
O14-1

関節リウマチ患者における機能障害度別にみた骨代謝マーカーの検討
秋田大大学院整形

関節リウマチ患者のステロイド投与状況の検討
中通総合病院

O14-3

治療抵抗性関節リウマチ症例に対するトファシチニブの臨床成績；
新潟大学整形外科関節リウマチデータベース(NOSRAD)からのエビデンス
新潟大大学院整形

O14-4

O14-6

近藤 直樹 … 137

関節リウマチの治療中にRS3PE症候群、リンパ腫を合併した１例
かづの厚生病院

O14-5

杉村 祐介 … 136

川村 竜平 … 137

挙児を希望する炎症性腸炎関連関節炎に対しTNF阻害剤を使用した臨床経験
岩手医大整形

安藤 貴信 … 138

新潟大地域医療教育センター・魚沼基幹病院

久保田 解 … 138

偽痛風患者の臨床的特徴
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O14-2

河野 哲也 … 136

22

東北小児整形外科研究会

東北小児整形外科研究会

開会の挨拶

14：20 〜 14：35
開 会 の 挨 拶：一戸 貞文（北上済生会病院）

座長（司会）
：北川 由佳（岩手県立療育センター）

プログラム ６月 日㈯

22

教育講演１

14：35 〜 15：35
座長：田島 育郎（岩手県立大船渡病院）

「症候性側弯症について」

演者：村上 秀樹（岩手医大整形）

教育講演２

15：45 〜 16：45
座長：田島 育郎（岩手県立大船渡病院）

「小児の膝疾患の診断と治療」

演者：一戸 貞文（北上済生会病院）

特別教育講演

16：55 〜 17：55

「骨形成不全症と軟骨無形成症」

座長：一戸 貞文（北上済生会病院）
演者：鬼頭 浩史（あいち小児保健医療総合センター）

東北小児整形外科研究会

閉会の挨拶

17：55 〜 18：05
閉 会 の 挨 拶：一戸 貞文（北上済生会病院）
座長（司会）
：北川 由佳（岩手県立療育センター）
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一般演題15

8：30 〜 9：10
座長：一戸 克明（盛岡赤十字病院）
及川 伸也（岩手医大整形）

「肩関節」

鏡視下腱板修復術後に局所性ジストニアによる断裂をきたした1例
新潟中央病院

O15-2

小牟田 佑樹 … 139

リバース型人工肩関節全置換術直後に腕神経叢不全麻痺をきたし回復した一例
山形大整形

O15-3

Bankart－Bristow変法術後に肩甲骨関節窩骨折を生じた一例
八戸赤十字病院

O15-4

一般演題16

座長：小野寺 智彦（岩手医大整形）
田島 育郎（岩手県立大船渡病院）

寛骨臼底突出をきたしたリウマチ性股関節症の1例
弘前大大学院整形

藤井 玄二 … 143

寛骨臼回転骨切術前後の骨盤傾斜角は解剖学的pelvic tiltに関連する
新潟大大学院整形

O16-6

中村 泰裕 … 142

亜脱臼性股関節症の大腿骨頚部前捻角（人工股関節患者の計測）
松田病院東北股関節疾患センター

O16-5

有野 敦司 … 142

テーパーウェッジ型ステムによる前捻の矯正と適応
松田病院東北股関節疾患センター

O16-4

安田 和洋 … 141

メタルオンメタルからメタルオンポリエチレンに再置換後にARMDを再発症
した一例
いわき市医療センター

O16-3

吉川 孔明 … 141

9：10 〜 9：58

「股関節」

O16-2

山内 翔平 … 140

肩鎖関節脱臼を伴う肩甲骨B型拡大外科頚骨折の1例
青森県立中央病院

O16-1

徳永 花蓮 … 140

野球選手に発症した肩甲関節窩離断性骨軟骨炎に対し鏡視下骨軟骨移植術を
施行した一例
高岡整志会病院

O15-5

今野 祐生 … 139

野﨑 あさみ … 143

側面から見た時の大腿骨骨幹部の形態
松田病院東北股関節疾患センター

千葉 武志 … 144
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O15-1

22

一般演題17

9：58 〜 10：46
座長：千田 秀一（平鹿総合病院）
菅原 敦（岩手医大整形）

「足・足関節」
O17-1

Joint Distraction DTOO(Distal tibial oblique osteotomy)の有用性
秋田大大学院整形

プログラム ６月 日㈯

O17-2

野坂 光司 … 144

変形性足関節症に対する鏡視下足関節固定術の治療成績
仙台赤十字病院

O17-3

足関節脱臼骨折に合併した距骨体部矢状面骨折の1例
岩手県立二戸病院

O17-4

22

菊池 祐樹 … 145

慢性アキレス腱付着部炎から、軽微な外傷でアキレス腱筋腱移行部の部分断裂
を来した２例
岩手県立釜石病院

O17-5

一般演題18

O18-1

座長：青木 恵（青森県立あすなろ療育医療センター）
北川 由佳（岩手県立療育センター）

秋田県における最近5年間に経験したペルテス病の検討

佐々木 大蔵 … 149

脛骨結節裂離骨折を伴う脛骨近位骨端線損傷2例の治療経験
三友堂病院

O18-6

五十嵐 貴宏 … 149

当科におけるエイトプレートの使用経験
岩手県立大船渡病院

38

北川 由佳 … 148

術中関節造影を用いた小児Jeffery型骨折の1例
仙台市立病院

O18-5

小松 繁允 … 148

股関節外転装具で脱臼防止が困難なダウン症候群に対する装具作製
岩手県立療育センター

O18-4

井上 純一 … 147

ペルテス病様の大腿骨頭変形を呈した多発性骨端異形成症の兄弟例
宮城県立こども病院

O18-3

福徳 達宏 … 147

10：46 〜 11：24

秋田県立医療療育センター

O18-2

小泉 雅裕 … 146

踵・舟状骨癒合症に対して直視下癒合部切除術を施行した2例
弘前大大学院整形

「小児」

菊地 将 … 146

下腿コンパートメント症候群後の麻痺性内反尖足に対して三関節固定術を施行
した1例
新潟県立中央病院

O17-6

坂本 敬 … 145

田島 育郎 … 150

日本整形外科勤務医会

日本整形外科勤務医会東北地区総会・研修会総会

15：15 〜 15：30

報告会：伊藤 淳二（青森県立中央病院）

15：30 〜 16：30
座長：鈴木 善明（栃内病院）

研修会「運動器慢性疼痛に対するオピオイド治療薬の選択肢、適正使用と倫理観」
演者：河野 達郎（東北医薬大麻酔）
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日本整形外科勤務医会東北地区総会・研修会
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ハンズオンセミナー会場／8F 研修室 811

ハンズオンセミナー３
「VRハンズオン

10：00 〜 11：30 （8F 研修室 811）

－X-Core2® System を用いた椎体置換術－」
講師：遠藤 寛興（岩手医大整形）

共催：ニューベイシブジャパン株式会社
株式会社ジョリーグッド

器械展示会場／8F 会議室 804

機器展示

9：00 〜 13：00
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