
第４９回北陸リウマチ・関節研究会

記

拝啓 先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、第４９回北陸リウマチ・関節研究会を下記の要領にて開催致します。
御多忙中とは存じますが、御参加下さいます様お願い申し上げます。 敬具

北陸リウマチ・関節研究会世話人会

座長：光仁会木島病院 整形外科 北岡克彦先生第１部（９：００～９：２１）

日 時 ： 令和３年7月25日（日） AM9:00～12:10
場 所 ： 金沢商工会議所 １F

金沢市尾山町9番13号 ℡（076）263－1151

３. 関節リウマチにおけるリバース型人工肩関節置換術の短期治療成績

真生会富山病院 整形外科 太田 悟 植田義之 駒井 理

※一般演者の発表時間は5分＋質疑2分とします。

※ご発表予定で会場に来られる先生は各自のノートPCまたはUSBメモリ等をご持参下さい。

おおた さとる

座長：富山市民病院 整形外科・関節再建外科 堀井健志先生

金沢医療センター 整形外科 高田泰史 下島康太 吉岡克人 納村直希 池田和夫

たかた やすし

１．鏡視下一次修復困難な腱板断裂症例の治療経験

４.著明な関節面の欠損を伴った大腿骨外顆開放性骨折に対して同種骨を用いて再建を行った1例

福井県立病院 整形外科 大橋義徳 三崎智範 上田康博 松本直幸
大島健史 宇賀治修平
同リハビリテーション科 瀬良 愛
村田 淳 有沢 章子

おおはし よしのり

福井県こども療育センター 整形外科

宮崎整形外科医院 林 雅之

第２部（９：２１～９：４９）

２.鏡視下腱板縫合術の周術期合併症に対する検討

厚生連高岡病院 整形外科

おかもと しゅんぺい

岡本春平 坂越大悟 虎谷達洋 北川 亮 藤丸直弥 鳥畠康充



１０.外反膝・外側アプローチにおけるVerasenseの有用性

福井総合病院 整形外科 高木知治 尾島朋宏 勝尾信一 水野勝則 山門浩太郎
小坂正裕 石井孝佳 吉田泰久 林 正岳

たかぎ ともはる

座長：富山県済生会富山病院整形外科 藤井秀人先生第３部（９：４９～１０：１７）

１１.術翌日追加カクテル注射を併用し1週間毎の片側ずつ行うTKA-両側同時TKAとの比較-

富山県済生会富山病院 整形外科 高嶋勇人 藤井秀人 吉田 晃 吉田佳奈美
たかしま ゆうと

７．大腿骨頭軟骨下骨折における骨折部位と骨盤傾斜の関連性

富山県立中央病院 整形外科 香川 桂 中村琢哉 丸箸兆延 笹川武史 舩木清伸
相川敬男 山本大樹 竹本直起

かがわ かつら

８.自家脂肪組織由来微小細断脂肪組織片（Micro-Fragmented AdiposeTissue：MFAT）を用いた
変形性膝関節症に対する治療の短期成績

金沢医科大学 整形外科 舘 慶之 平田寛明 市堰 徹 川原範夫

しもざき しんご

９．術中ナビゲーションを用いた人工膝関節単顆置換術（UKA）

下崎整形外科医院 下﨑真吾 下﨑英二

５．寛骨臼骨折に対するiliofemoralアプローチの導入と経験

１）石川県立中央病院 整形外科
２）厚生連高岡病院 整形外科

藤田健司1） 坂越大悟2） 高田宗知1） 島貫景都1） 菅沼省吾1）
高川真伍1） 河合雅文1） 佐野経祐1） 安竹秀俊1）

ふじた けんじ

６. 頚部骨折に対するセメントレス人工骨頭置換術のsagittal alignmentの影響

福井大学医学部 器官制御医学講座 整形外科領域

公立丹南病院 整形外科

北出 誠 大木 央 野口嵩正 松峯昭彦

山本悠介 和田 真

きたで まこと

たち よしゆき



１５. 3次元積層造形技術を用いたカスタムメイドインプラントT-REXⓇの使用経験
～寬骨臼側巨大骨欠損例に対する新たなstrategy～

金沢大学 整形外科

１０：５５～１１：１０

【製品紹介】

関節機能改善剤
精製ヒアルロン酸ナトリウム注射液

について

～～～～～～～ 約10分休憩 ～～～～～～～

第４部（１０：１７～１０：４５） 座長：福井県済生会病院整形外科 五之治行雄先生

加畑多文 楫野良知 井上大輔 大森隆昭 山室裕紀
谷中 惇 片岡大往 齊木理友 土屋弘行

かばた たもん

１２.人工股関節前方脱臼症例の検討

市立砺波総合病院 整形外科

えばら ひでふみ

江原栄文 高木泰孝 山田泰士 林 寛之 稲谷弘幸
豊岡加朱 今 武蔵

１４. Collarless polished tapered stemに生じた大腿骨ステム周囲骨折の治療経験

富山市民病院 整形外科・関節再建外科

福島県立医科大学医学部外傷学講座
新百合ヶ丘総合病院外傷再建センター

岩井信太郎 堀井健志 重本顕史 岡本駿郎
羽土 優 本田宗一郎 河合 燦
澤口 毅

いわい しんたろう

１３.両側強直股を生じた乾癬性関節炎の1例

富山大学 整形外科 平岩利仁 伊藤芳章 元村 拓 川口善治

ひらいわ としひと



共催：北陸リウマチ・関節研究会／科研製薬株式会社

【特別講演】

「人工関節置換術について思うこと ～10,000例の経験から～ 」

座長 ： 金沢大学医学部 整形外科学 教授 土屋 弘行 先生

演者 ： 佐賀大学医学部 整形外科学教室 教授 馬渡 正明 先生

e-mail : seikei@med.kanazawa-u.ac.jp 

〒920－8641 
金沢市宝町13－1 金沢大学整形外科教室
北陸リウマチ･関節研究会事務局
Tel(076)265-2374 Fax(076)234-4261

１１：１０～１２：１０

【教育研修単位】

◆日本整形外科学会 専門医資格継続単位（N）
（必須分野：【11】骨盤・股関節疾患、【13】リハビリテーション（理学療法、義肢装具を含む）
または リウマチ医資格継続単位（R） いずれかを1単位

◆日本リウマチ財団教育研修会 1単位

◆日本リウマチ学会教育研修会 1単位

※情報交換会はございません。
軽食をご用意しております。

【ご発表の先生方へ】

7月9日（金）までに北陸リウマチ・関節研究会ホームページ（http://hokurikuriumachikansetsu.jp/）

➡PW:hokurikuriumachi
より発表データの登録をお願い致します。詳細につきましては別途メール等にてご連絡致します。

演題多数である事と当日のトラブルを少しでも避けるため、事前に演題を集めさせて頂きます。

以上、ご協力お願い致します。

（※データ容量が１０MBを超えるもの、Mac、または動画が含まれる場合は期日7月9日（金）までに
科研製薬担当者に提出願います。)

尚、登録されたデータの管理は事務局で細心の注意を払い、ご本人の事前許可なしに第３者へ開示する事はございません。

http://hokurikuriumachikansetsu.jp/

