
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 

【  DDH  -50年後はこうなる-  】 

座長 金沢大学    整形外科学       教授 土屋 弘行 先生  

演者 川崎医科大学 骨・関節整形外科学  教授 三谷 茂  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 

１１：３０～１２：３０ 

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：3.小児整形外科疾患 もしくは １１.骨盤・股関節疾患）    いずれかを１単位 
  または リウマチ医資格継続単位（R）                    
 
 ◆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 

講演会終了後、情報交換会を予定しております。 
ご所属機関の規約、院内手続きなどのご励行をお願い申しあげます。 

ご発表の先生方へ 

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

当日は念のためご自身でも発表データをご持参ください。PC受付にて変更はお受け致します。 

演者は当日までに抄録（４００字詰１０枚以内）か発表データをPDFに変換したもの（個人情報等は削除）を 
提出して下さい。当日は抄録受付を設置致します。 

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/


第43回北陸リウマチ・関節研究会 

記 

一般演題（１題 ５分 質疑 ２分） 

 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43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、御出席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 ８：３０～８：５８ 

 座長：富山大学 整形外科 松下 功 先生 ８：５８～９：１９ 

４.上腕二頭筋長頭腱の病変と肩甲下筋腱断裂の関係 ‐解剖屍体の観察から‐ 

KKR 北陸病院 整形外科        小林尚史 島 洋祐 高橋祐成 
こばやし たかし 

３.SwiveLockとFiberTapeを用いた鏡視下腱板縫合術の経験 

厚生連高岡病院 整形外科        岡本春平 小川泰弘 岩井信太郎 米澤則隆  
北川 亮  鳥畠康充 

おかもと しゅんぺい 

日 時  ： 平成26年7月１3日（日） AM8:30～12:30 
場 所  ： 金沢ニューグランドホテル ４F 金扇の間 
          金沢市南町4番1号 ℡（０７６）２３３－1311 
参加費   ： 1,０００円 

ひのき しげる 

１.超音波ガイド下注射を用いた踵骨後部滑液包炎の治療経験 

ひのき整形外科        檜木 茂 

５.関節リウマチ手指尺側偏位に対するMP人工関節置換術 

福井大学医学部 器官制御医学講座 整形外科領域        犬飼智雄 内田研造 小久保安朗 杉田大輔  
竹浦直人 北出 誠  馬場久敏 

いぬかい ともお 

２.肩腱板広範囲断裂に対する関節鏡視下手術の検討 

真生会 富山病院 整形外科        太田 悟  駒井 理 
おおた さとる 

６.アバタセプト投与中に膿胸を発症した関節リウマチの1例 

厚生連滑川病院 整形外科        田中一範 南里泰弘 林 博志 茂住宜弘   
西川裕行 

たなか かずのり 



 座長：金沢医科大学 整形外科 杉森端三 先生 ９：１９～９：４７ 

 座長：富山大学 整形外科 下条竜一 先生 ９：４７～１０：１５ 

１３.TKA術中大腿骨機能軸測定デバイスの開発 

金沢赤十字病院 整形外科        前田 亨  太田 敬 

金沢大学 整形外科        加畑多文 楫野良知 長谷川和宏 井上大輔  
山本崇史 土屋弘行 

まえだ とおる 

済生会高岡病院 整形外科        金粕浩一 

１０.当院で手術加療を行った急性化膿性関節炎の検討 

金沢医療センター 整形外科        黒田一成 池田和夫 納村直希 渡部公正  
林 寛之 

くろだ かずなり 

小村整形外科        小村孝二 

８.若年者の膝半月板切除後に急速に発症した骨軟骨障害の2例 

光仁会木島病院 整形外科        北岡克彦 竹内尚人 岡村 篤  島 巌  
黒田邦彦  

きたおか かつひこ 

１１.膝関節手術後に生じた腓骨神経麻痺に対する早期神経剥離の有用性 

福井総合病院 整形外科        尾島朋宏   勝尾信一 砂山千明 水野勝則  
山門浩太郎 安藤智成 渡邉 慎   大森隆昭  
林 正岳 

おじま ともひろ 

９.健康増進施設（スポーツジム）と連携した変形性膝関節症トータルサポートチームの取り組み 
  - 患者満足度 調査からみた課題と展望 - 

やわたメディカルセンター 整形外科        中村立一 勝木保夫 池渕香瑞美 岡本義之 
藤田健司 

同 リハビリテーション科        西村一志 

なかむら りゅういち 

１２.人工膝関節置換術後における寒冷療法の検討  ～そのアイシング、冷えてる？冷えてない？～ 

八尾総合病院 整形外科        柳下昌史 高戸 慶 
やぎした まさふみ 

１４.TKAにおける簡易ナビゲーションシステム KneeAlign2TM の使用経験 

金沢医科大学 整形外科        杉森端三 館 慶之  津田亮二 兼氏 歩 
松本忠美 

すぎもり たんぞう 

７.Ｂ型肝炎ウイルスキャリアーのＲＡ症例に対してアバタセプトを使用した小経験 

市立敦賀病院 整形外科        中嶋宰大 朝田尚宏 田尻和八 柳下信一  
木谷 聡 

なかじま ただひろ 



 座長：福井大学 整形外科 小久保安朗 先生 １０：１５～１０：４３ 

１５.Vanguard CR人工膝関節で 屈曲タイト時に行ったPCLへのpie crustの経験 

富山県済生会富山病院 整形外科        藤井秀人 吉田 晃  伊藤貴明 岩永健志 
ふじい ひでと 

２２.親子間の股関節形態相似性についての検討 

金沢こども医療福祉センター 整形外科        野村一世 櫻吉啓介 
のむら いっせい 

１８.大腿骨人工骨頭挿入術におけるテーパーウェッジ型ス テムの使用経験 

市立砺波総合病院 整形外科        江原栄文 高木泰孝 山田泰士 金澤芳光  
高木賢治 高田泰史 

えはら ひでふみ 

２３.多骨性線維性異形成に伴うShepherd's crook deformityに対してSuper hip procedureを施行した1例 

金沢大学 整形外科        
かじの よしとも 

楫野良知 加畑多文 長谷川和宏 井上大輔   
山本崇史 土屋弘行 

 座長：金沢大学 整形外科 加畑多文 先生 １０：４３～１１：１１ 

２１.人工股関節置換術・再置換術における Porous Metal Regenerex Augmentを使用した臼蓋再建術の経験 

富山県立中央病院 整形外科        中村琢哉 丸箸兆延 笹川武史 瀬川武司  
山本大樹 清水脩介 森田保彦 

なかむら たくや 

１９.大腿骨転子部骨折術後のサルベージ手術におけるModulus stemの有用性 

福井県立病院 整形外科        三崎智範 上田康博 林 雅之 石黒 基  
中西宏之 上野琢郎 

福井県こども療育センター 整形外科        村田 淳 

みさき とものり 

１６.転位の少ない寛骨臼前柱骨折に対する小侵襲手術 

石川県立中央病院 整形外科        堀井健志 橋本典之 渡邊孝治 高田宗知   
島貫景都  高木知治 安竹秀俊 

ほりい たけし 

１７.寛骨臼骨折術後nonunionに対するTHAの経験 

富山市民病院 整形外科・関節再建外科        坂越大悟 澤口 毅  五嶋謙一 重本顕史 
羽土 優  赤羽美香 

さかごし だいご 

２０.梨状筋は股関節の安定性に寄与しているか？―術中テンサーを用いた評価－ 

富山大学 整形外科        松下 功  元村 拓  木村友厚 
まつした いさお 

富山労災病院 整形外科        伊藤芳章 


