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6 月 20 日(金) 学会第 1 日目 第 1 会場 

 

【脊椎腫瘍他】8:30 – 9:17      座長 秋田厚生医療センター 小林 孝 

1-1-01 

右下腹部痛を呈した胸椎硬膜内髄外海綿状血管腫の 1例 (4分) 

新潟大学 高橋 郁子 

1-1-02 

胸椎高位に発生した硬膜外悪性リンパ腫の 1例 (4分) 

岩手県立中央病院 栗島 宏明 

1-1-03 

頚髄症と鑑別を要した慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)の 2例 (5分) 

山本組合総合病院 安藤 滋 

1-1-04 

Mobile spine発生脊索腫の治療成績 (6分) 

          新潟大学 平野 徹 

1-1-05 

簡易上肢機能評価(STEF)と JOACMEQとの関係 (6分) 

大館市立総合病院 岩崎 宏貴 

1-1-06 

他疾患との鑑別を要した仙骨脆弱性骨折の 4例 (6分) 

大曲厚生医療センター 曽木 靖仁 

 

【頚椎 1】9:19 – 10:04                  座長 秋田赤十字病院 石河 紀之 

1-1-07 

強直性脊椎炎に合併した第７頚椎骨折の１例 (4分) 

日本海総合病院 宇野 智洋 

1-1-08 

強直性脊椎障害(ASD; Ankylosing Spinal Disorder)に発生した頚椎骨折 8例の

治療経験 (6分) 

新潟大学 白野 誠 

 



 

1-1-09 

圧迫性頸髄症に対する後方除圧固定術後 C5麻痺の検討 (6分) 

秋田大学 工藤 大輔 

1-1-10 

PEEK Cageを用いた顕微鏡視下頚椎前方除圧固定術 (6分) 

秋田労災病院 佐々木 寛 

1-1-11 

頚椎拡大術後に生じた硬膜外血腫症例の検討 (6分) 

日本海総合病院 赤羽 武 

1-1-12 

術者の専門性や経験は頚椎椎弓形成術の成績に影響を及ぼすか－アンカー使用

片開き式４椎弓拡大例における検討－ (6分) 

日本海総合病院 尾鷲 和也 

 

【手・手関節】13:55 – 14:38              座長 中通総合病院 千馬 誠悦 

1-1-13 

前腕骨骨折抜釘後再骨折を生じた 14歳男児の 1例 (4分) 

秋田赤十字病院 湯本 聡 

1-1-14 

動物咬傷後に発症した局所化膿症により生じた手背部皮膚欠損に対し、逆行性

橈側前腕皮弁術を施行した 1例 (4分) 

新潟県立小出病院 白旗 正幸 

1-1-15 

尺骨茎状突起突き上げ症候群に尺骨茎状突起短縮骨切り術を施行した一例  

(4分) 

山形大学 高原 大一郎 

1-1-16 

スポーツにより生じた尺骨茎状突起疲労骨折の 2例 (5分) 

新潟県立新発田病院 三輪 仁 

1-1-17 

外傷性母指 CM関節脱臼の 2例 (5分) 

中通総合病院 成田 裕一郎 

1-1-18 

手指伸筋腱脱臼に対する手術的治療 (6分) 

済生会山形済生病院 加藤 義洋 

 



 

 

【肘関節】14:40 – 15:15                 座長 中通総合病院 成田 裕一郎 

1-1-19 

習慣性肘関節脱臼の 1例 (4分) 

山形大学 和根崎 禎大 

1-1-20 

肘関節外側方脱臼の 1例 (4分) 

大曲厚生医療センター 根本 晃 

1-1-21 

尺骨骨幹部遠位に及ぶ肘頭粉砕骨折に対する variAx Elbow Olecranon plate の

使用経験 (4分) 

平鹿総合病院 菅原 恒 

1-1-22 

肘関節脱臼骨折の治療経験 (5分) 

奥州総合水沢病院 岩城 相光 

1-1-23 

上腕骨遠位 Coronal shear fractureの 6例 (6分) 

日本海総合病院 佐々木 淳也 

 

【膝関節】15:20 – 16:07                     座長 秋田大学 齊藤 英知 

1-1-24 

高齢者に発生した脛骨粗面裂離骨折の 1例 (4分) 

岩手医科大学 丸山 盛貴 

1-1-25 

Osgood-Schlatter病に合併した脛骨粗面裂離骨折－1例報告－ (4分) 

福島県立医科大学 立石 琢 

1-1-26 

脛骨顆間隆起骨折術後の脛骨近位部粉砕骨折に対しイリザロフ創外固定を用い

た 1例 (4分) 

秋田労災病院 木村 竜太 

1-1-27 

内側半月板切除後に生じた大腿骨内顆骨壊死に対し高位脛骨骨切り術を行った

1例 (4分) 

弘前大学 千葉 大輔 

 



 

1-1-28 

鏡視下 tenotomyを施行した両側膝蓋腱炎の一例 (4分) 

弘前大学 大石 和生 

1-1-29 

外側下膝動脈からの出血による特発性膝関節血症 2例の治療経験 (5分) 

新潟大学 山際 浩史 

1-1-30 

ロッキングプレートを用いた高位脛骨骨切り術(hybrid HTO)の短期成績 (6分) 

市立角館総合病院 斉藤 公男 

 

【椎体骨折】17:20 – 18:05        座長 秋田赤十字病院 鈴木 哲哉 

1-1-31 

骨粗鬆症性椎体骨折を合併した Parkinson病 - 5 年以上の経過観察を行えた 3

症例- (6分) 

秋田労災病院 奥山 幸一郎 

1-1-32 

骨粗鬆症性椎体骨折に対するハイドロキシアパタイト充填後方固定 (6分) 

秋田大学 石川 慶紀 

1-1-33 

骨粗鬆症性椎体骨折に対する TLSO-PTH療法 (6分) 

羊ヶ丘病院 渡邊 吾一 

1-1-34 

骨粗鬆症性椎体骨折後偽関節に対する筋間アプローチ単独椎体形成術－隣接椎

間板変性の有無による成績評価－ (6分) 

羊ヶ丘病院 渡邊 吾一 

1-1-35 

骨粗鬆症性椎体骨折後偽関節に対する椎体形成術-Cortical bone 

trajectory(CBT)による後方固定術の併用- (6分) 

羊ヶ丘病院 中山 央 

 

 

 

 

 

 



 

6 月 20 日(金) 学会第 1 日目 第 2 会場 

 

【外傷 1】8:30 – 9:14                 座長 市立角館総合病院 蝦名 寿仁 

1-2-01 

学童期大腿骨骨幹部骨折に対して逆行性 Ender釘により治療した 2例 (5分) 

秋田赤十字病院 河野 哲也 

1-2-02 

不安定型骨盤輪骨折に対する subcristal法を用いた治療経験 (6分) 

鶴岡市立荘内病院 秦 命賢 

1-2-03 

当院における寛骨臼骨折の治療成績 (6分) 

新潟大学医歯学総合病院高次救命災害治療センター 普久原 朝海 

1-2-04 

受傷後 24時間以内に内固定を試みた大腿骨骨幹部骨折の検討 (6分) 

仙台市立病院 猪苗代 敬 

1-2-05 

大腿骨非定型骨折における画像所見の検討 (6分) 

青森県立中央病院 太田 聖也 

 

【大腿骨近位部骨折】9:16 – 10:04    座長 山本組合総合病院 久保田 均 

1-2-06 

結核性股関節後の強直股に大腿骨転子部骨折を生じた１例 (4分) 

山形大学 岡本 純一 

1-2-07 

非定型大腿骨骨折術後経過中に生じた同側大腿骨頸部骨折の 1例 (4分) 

岩手県立二戸病院 村上 賢也 

1-2-08 

大小 2本のラグスクリューを骨頭内に挿入可能な新たな CHSシステム Anti 

Rotation Hip Screw (ARHS)は cut out率を低減させる (6分) 

鶴岡市立荘内病院 捧 陽介 

1-2-09 

大腿骨転子部骨折に対する archer positionによる治療経験 (6分) 

山本組合総合病院 赤川 学 

 



 

1-2-10 

大腿骨転子部及び大腿骨頚部不顕性骨折の 4例 (6分) 

たつの市民病院 加納 正雄 

1-2-11 

両側大腿骨近位部骨折例の検討 (6分) 

公立置賜総合病院 五十嵐 貴宏 

 

【股関節 1】10:09 – 11:03                 座長 秋田赤十字病院 田澤 浩 

1-2-12 

テーパーウェッジ型ステムの前捻の矯正とアライメントの関係 (6分) 

松田病院東北股関節疾患センター 中村 泰裕 

1-2-13 

大腿骨頚部骨折患者の大腿骨形態と Tapered wedge stemの固定様式の検討  

(6分) 

弘前記念病院 原田 義史 

1-2-14 

人工股関節置換術術後の股関節屈曲可動域と坐位仙骨傾斜角、坐位腰椎前彎角

との関係 (6分) 

済生会新潟第二病院 北原 洋 

1-2-15 

Cement in cement法による人工股関節再置換術の経験 (6分) 

済生会山形済生病院 豊野 修二 

1-2-16 

ビキニライン皮切を用いた仰臥位前外側アプローチ THAの検討 (6分) 

新潟県立新発田病院 田窪 良太 

1-2-17 

当院における大腿骨頭回転骨切り術の成績 (6分) 

福島県立医科大学  佐藤 法義 

 

【股関節 2】11:05 – 11:49                   座長 本荘第一病院 渡部 亘 

1-2-18 

THAイメージレスナビゲーションシステムの精度評価 (6分) 

新潟臨港病院 堀米 洋二 

 

 



 

1-2-19 

大腿骨近位骨軸と大腿骨顆部のアライメント (6分) 

松田病院 千葉 武志 

1-2-20 

人工股関節全置換術における Table top planeと大腿骨近位軸に対するステム

前捻角の違い (6分) 

新潟大学 今井 教雄 

1-2-21 

股関節正面 X線画像撮影時の撮影中心の位置(人工関節カップ方向性計測とその

補正)  (6分) 

松田病院東北股関節疾患センター 藤井 玄二 

1-2-22 

Zed hipの ROM simulation機能を用いた 28mm、32mm、36mm骨頭径インプラント

におけるインピンジメントの比較 (6分) 

新潟大学 須田 健 

 

【足・足関節】13:55 – 14:40            座長 市立秋田総合病院 柏倉 剛 

1-2-23 

基礎疾患を有さない両側尖足拘縮に対して White slide techniqueに準じたア

キレス腱延長を行った 1例 (4分) 

新潟県立中央病院 土谷 正彦 

1-2-24 

アキレス腱付着部剥離骨折の 2例 (5分) 

新潟大学 渡邊 要 

1-2-25 

足関節周辺骨折に対して吸収性骨接合材を使用した治療経験 (6分) 

平鹿総合病院 小林 志 

1-2-26 

足部外傷に対するイリザロフ法 (6分) 

秋田大学 千田 秀一 

1-2-27 

自家骨棘移植およびロッキングプレートによる内固定を併用した、distal 

tibial oblique osteotomyの経験 (6分) 

岩手県立大船渡病院 大竹 伸平 

 

 



 

1-2-28 

足関節固定術後の距骨下関節の変化 (6分) 

市立秋田総合病院リハビリテーション科 柏倉 剛 

 

 

【股関節 3】14:45 – 15:33         座長 秋田厚生医療センター 小西 奈津雄 

1-2-29 

寛骨臼蓋部骨内ガングリオンに対する鏡視下手術の 1例 (4分) 

岩手県立中部病院 三又 義訓 

1-2-30 

人工骨頭置換術後に金属アレルギーを呈した 1例 (4分) 

弘前大学 田中 大 

1-2-31 

人工股関節置換術後にアルミナセラミックの破損を認めた 3例 (6分) 

新潟県立新発田病院 渡邉 信 

1-2-32 

人工股関節置換術後の静脈血栓塞栓症予防に対する術直後下腿徒手的マッサー

ジの有効性－Xa阻害薬低用量投与との比較－ (6分) 

秋田大学 木島 泰明 

1-2-33 

当科における人工股関節置換術(THA)患者の QOL評価 (6分) 

秋田赤十字病院 田澤 浩 

1-2-34 

人工股関節置換術におけるステム近位部骨折の検討 (6分) 

済生会新潟第二病院 伊藤 知之 

 

【肩関節】17:20 – 18:04                 座長 中通総合病院 畠山 雄二 

1-2-35 

上腕骨近位に発生した傍骨性骨軟骨異形成増生(BPOP)：1例報告 (4分) 

福島県立医科大学 佐藤 亮平 

1-2-36 

観血的治療を要した肩関節後方脱臼骨折：1例報告 (4分) 

寿泉堂綜合病院 山内 直人 

 

 



 

1-2-37 

肩峰骨折に対し、踵骨用ロッキングプレートを用いて内固定を行った一例 (4分) 

竹田綜合病院 吉田 新一郎 

1-2-38 

肩関節脱臼骨折に鏡視下骨接合術を行った 2例 (5分) 

山形大学 鶴田 大作 

1-2-39 

Suture Bridging techniqueを用いて上腕骨大結節骨折の手術を行った 3例  

(6分) 

由利組合総合病院 野口 英明  

1-2-40 

上腕骨近位骨幹部骨折に対する Peri-loc proximal humeral plateの治療経験  

(6分) 

新潟県立中央病院 大池 直樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 月 21 日(土) 学会第 2 日目 第 1 会場 

 

【代謝性疾患】9:35 – 10:17                 座長 秋田大学 粕川 雄司 

2-1-01 

組織学的診断により骨軟化症と診断された非定型大腿骨骨折の 1例 (4分) 

中通総合病院 土江 博幸 

2-1-02 

当院の BP内服患者における非定型大腿骨骨折についての検討 (6分) 

公立置賜総合病院 奥田 正太 

2-1-03 

佐渡市における大腿骨近位部骨折の動向 (6分) 

佐渡総合病院 牧野 達夫 

2-1-04 

整形外科を受診した骨粗鬆症患者の実態ならびに腰部脊柱管狭窄症と腰椎椎間

板ヘルニアの合併頻度 (6分) 

秋田大学 宮腰 尚久 

2-1-05 

仙骨脆弱性骨折の痛みと骨癒合に対するテリパラチドの効果 (6分) 

秋田大学 粕川 雄司 

 

【頚椎 2】10:19 – 11:03                   座長 秋田労災病院 千葉 光穂 

2-1-06 

C2関節突起間骨折 Levine3型の 1例 (4分) 

新潟県立中央病院 田仕 英希 

2-1-07  

3次元プリンターモデルを用いて手術計画を行った頭蓋頚椎移行部奇形の一例 

(4分) 

弘前大学 劉 希哲 

2-1-08 

頚椎骨軟骨腫の一例 (4分) 

弘前記念病院 佐々木 規博 

 

 

 



 

2-1-09 

関節リウマチに伴う頚椎病変に対する後方手術後に instrument上端部の頭蓋内

陥入を生じた 2例 (5分) 

岩手医科大学 遠藤 寛興 

2-1-10 

頚髄損傷における自律神経障害 (6分) 

秋田赤十字病院 石河 紀之 

2-1-11 

5歳以下の小児環軸椎不安定症に対する後方固定術の手術成績 (6分) 

新潟大学 渡辺 慶 

 

【胸腰椎 1】13:25 – 14:10                座長 秋田労災病院 奥山 幸一郎 

2-1-12 

胸腰椎骨折に対する ligamentotaxisを用いた椎体形成を併用しない後方固定の

短期成績 (6分) 

仙台医療センター 千葉 知規 

2-1-13 

腰椎破裂骨折に対する O-arm Navi使用下経皮的後方固定術の経験 (6分) 

新潟中央病院整形外科・脊椎脊髄外科センター 藤川 隆太 

2-1-14 

Parkinson病に伴った脊柱変形に対する矯正固定術の短期成績 (6分) 

みゆき会病院山形脊椎センター 武井 寛 

2-1-15 

当院の腰椎内視鏡下ヘルニア摘出術の合併症 (6分) 

新潟中央病院整形外科・脊椎脊髄外科センター 和泉 智博 

2-1-16 

分離すべり症における PLIFを用いた矯正は術後麻痺に関係するのか？ (6分) 

新潟中央病院整形外科・脊椎脊髄外科センター 溝内 龍樹 

 

【胸腰椎 2】14:12 – 14:58                   座長 秋田大学 本郷 道生 

2-1-17 

脊椎手術中に発症した Posterior reversible encephalopathy syndrome(PRES)

の 1例 (4分) 

みゆき会病院山形脊椎センター 嶋村 之秀 

 



 

2-1-18 

癒着した馬尾が硬膜外腔に露出していた腰部脊柱管狭窄症の 1例 (4分) 

仙台整形外科病院 高橋 良正 

2-1-19 

垂直不安定性を呈した腰部脊柱管狭窄症の 2例 (5分) 

仙台整形外科病院 高橋 永次 

2-1-20 

抗凝固薬の使用が原因と思われた脊髄クモ膜下血腫の 2例 (5分) 

山形大学 鈴木 智人 

2-1-21 

腰椎後方手術後のドレーン留置期間に関する検討 ―留置 1日群と 2日群との

比較― (6分) 

日本海総合病院 岩崎 聖 

2-1-22 

脊椎固定術における術前パッチテストの有用性 (6分) 

弘前記念病院 浅利 享 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 月 21 日(土) 学会第 2 日目 第 2 会場 

 

【外傷 2】8:30 – 9:14             座長 男鹿みなと市民病院 今野 則和 

2-2-01 

膝複合靱帯損傷を伴った膝窩動脈損傷に対し，経皮的血管形成術を行った 1例 

(4分) 

山形大学 仁藤 敏哉 

2-2-02 

血管損傷を合併した膝関節周囲骨折の一例 (4分) 

福島県立医科大学 高橋 洋二郎 

2-2-03 

打撲で生じた非骨傷性の大腿部コンパートメント症候群の 1例 (4分) 

本荘第一病院 竹島 正晃 

2-2-04 

ひまわり法で骨接合術を行った膝蓋骨骨折(多骨片症例)の治療成績 (6分) 

中通総合病院 佐々木 香奈 

2-2-05 

下肢骨折変形治癒に対する 3Dプリンター実物大立体骨モデルの有用性 (6分) 

弘前大学 前田 周吾  

2-2-06 

下肢開放骨折治療における Negative Pressure Wound Therapy の使用経験 (6分) 

新潟大学  土屋 潤平 

 

【骨軟部腫瘍】9:19 – 10:23                   座長 秋田大学 永澤 博幸 

2-2-07 

潰瘍化した下腿神経鞘腫の 1例 (4分) 

新潟大学 鈴木 一瑛 

2-2-08 

Three-pin modified ‘Harrington’ procedureによる臼蓋再建を行った肝細胞

癌転移の１例 (4分) 

東北大学 矢野 利尚 

 

 

 



 

2-2-09 

鼡径部軟部腫瘍が疑われた異所性子宮内膜症の 1例 (4分) 

福島労災病院 佐藤 俊一郎 

2-2-10 

小指中手骨に発生した修復性巨細胞肉芽腫の 1例 (4分) 

山形大学 大石 隆太 

2-2-11 

指列移行を行った環指基節骨 Ewing肉腫の 1例 (4分) 

岩手医科大学 吉田 瑛紀 

2-2-12 

下肢のびまん性血管腫に大腿骨骨幹部骨折を合併し治療に難渋した 2例 (5分) 

新潟大学 高橋 康人 

2-2-13 

極めて緩徐に増大する骨外性粘液型軟骨肉腫の 2例 (5分) 

新潟大学 生越 章 

2-2-14 

当科における骨軟部腫瘍に対する切開生検時の工夫 (6分) 

山形大学 菅原 正登 

2-2-15 

悪性末梢神経鞘腫瘍の悪性度と臨床像に関する検討 (6分) 

弘前大学 大鹿 周佐 

 

【リウマチ】10:28 – 11:04                  座長 平鹿総合病院 小林 志 

2-2-16 

インフリキシマブ最大量投与により低疾患活動性を維持し得た高度肥満関節リ

ウマチ(RA)患者の 1例 (4分) 

山形大学 根本 信太郎 

2-2-17 

トシリズマブ投与後にアナフィラキシー反応を生じた関節リウマチの 1例  

(4分) 

新潟大学 穂苅 翔 

2-2-18 

エタネルセプトが著効した単関節炎発症の血清反応陰性関節リウマチの１例 

(4分) 

山形大学 長沼 靖 

 



 

2-2-19 

関節リウマチにおける疾患活動性指標および寛解基準の比較 (6分) 

雄勝中央病院 浦山 雅和 

2-2-20 

関節リウマチの活動性評価における関節エコーの使用経験 (6分) 

中通総合病院 宮本 誠也 

 

【小児】13:25 – 14:17                座長 羽後町立羽後病院 阿部 秀一 

2-2-21 

骨髄炎後の前腕変形に対して創外固定器で治療した 1例 (4分) 

宮城県立拓桃医療療育センター 水野 稚香 

2-2-22 

小児尺骨の急性塑性変形を伴う橈骨頭脱臼が自然整復した 1例 (4分) 

弘前大学 上里 涼子 

2-2-23 

5歳まで見過ごされた発育性股関節形成不全（DDH）の 1例 (4分) 

岩手医科大学付属花巻温泉病院 八重樫 幸典 

2-2-24 

骨盤輪に生じた小児骨髄炎の 2例 (5分) 

秋田大学 鈴木 真純 

2-2-25 

大腿骨すべり症に対する立体モデルによる手術シミュレーション (5分) 

弘前大学 山本 祐司 

2-2-26 

学童期大腿骨骨幹部骨折に対する髄内鋼線刺入固定法 (6分) 

岩手県立二戸病院 高橋 裕孝 

2-2-27 

小児てんかん患者の整形外科的合併症 (6分) 

西新潟中央病院小児整形外科 榮森 景子 

 


