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Yang YP: 家兎ステロイド誘発性骨頭壊死モデルにおける機能的足場と骨髄由来単核球細胞移植の効果.
第 34 回日本整形外科学会基礎学術集会, 神奈川; 2019 年 10 月
105) 宮地隆浩, 浅野多聞, 奥田正太, 篠村友紀, 中島拓, 和根崎禎大, 針生光博, 高木理彰: 山形県最上地
方における冬季の整形外科外傷の検討. 第 92 回日本整形外科学会学術総会, 神奈川; 2019 年 5 月
106) 宮地隆浩, 岡田宗一郎, 菅原裕史, 高木理彰: 人工膝関節周囲大腿骨顆上骨折に対しロッキングプレー
トとロモンソズマブを用いた 1 例. 第 50 回日本人工関節学会, 福岡; 2020 年 2 月
107) 門馬亮介, 高窪祐弥, 伊藤重治, 梁秀蘭, 大木弘治, 鈴木優太, 長沼靖, 高木理彰: 30 年以上経過観察
可能であった両側 THA を施行した成人移行特発性若年性関節炎の 1 例. 第 48 回日本リウマチの外科学会,
京都; 2019 年 9 月
108) 門馬亮介, 伊藤重治, 高窪祐弥, 鮫島健志, 大木弘治, 浦山安広, 佐々木幹, 石井政次, 高木理彰: 当
院歯科口腔外科による人工股関節全置換術 術前歯科スクリーニング. 第 46 回日本股関節学会学術集会,
宮崎; 2019 年 10 月
109) 山本尚生, 福島重宣, 豊野修二, 伊東貴史, 菅原裕史, 成田淳, 鈴木朱美, 中島拓, 高木理彰: 当院の
人工膝関節全置換術における TDABC 分析. 第 11 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会, 北海道; 2019
年6 月
110) 山本尚生, 福島重宣, 豊野修二, 鮫島健志, 菅原裕史, 成田淳, 鈴木朱美, 中島拓, 高木理彰: 当院の
手術室における人工膝関節全置換術の TDABC 分析. 第 68 回東日本整形災害外科学会, 東京; 2019 年 9 月
111) 山本尚生, 福島重宣, 豊野修二, 鮫島健志, 成田淳, 鈴木朱美, 中島拓, 高木理彰: 当院における
Kinematic alignment 法による人工膝関節全置換術の治療経験. 第 50 回日本人工関節学会, 福岡; 2020
年2 月
112) 梁秀蘭, 高窪祐弥, 大木弘治, 佐々木明子, 長沼靖, 鈴木優太, 伊藤重治, 佐々木幹, 高木理彰: 人工
股関節置換術を施行した成人移行特発性若年性関節炎患者の検討. 第 63 回日本リウマチ学会総会・学術
集会, 京都; 2019 年 4 月
113) 結城一声, 村成幸, 宇野智洋, 鈴木朱美, 高木理彰: ノットレス DAFF 法による鏡視下 Bankart 修復術後
のアンカー骨孔及び肩甲骨関節窩形態の検討. 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会, 札幌; 2019 年 6
月
114) 結城一声, 鈴木朱美, 遠藤誠一, 宇野智洋, 佐竹寛史, 高木理彰: リバース型人工肩関節全置換術後の
筋力回復. 第 68 回東日本整形災害外科学会, 東京; 2019 年 9 月
115) 結城一声, 村成幸, 宇野智洋, 遠藤誠一, 鈴木朱美, 鶴田大作, 佐竹寛史, 高木理彰: 連続性はあるも
のの非薄化した修復腱板と上腕骨頭上方化の関係. 第 46 回日本肩関節学会, 長野; 2019 年 10 月
116) 結城一声, 鈴木朱美, 宇野智洋, 遠藤誠一, 佐竹寛史, 高木理彰: リバース型人工肩関節全置換術後の
筋力改善. 第 50 回日本人工関節学会, 福岡; 2020 年 2 月
117) 渡邉忠良, 根本信太郎，佐竹寛史, 高木理彰: 18 歳以下の上肢骨折調査 -肘周辺骨折から手指骨折まで
-. 第 62 回日本手外科学会学術集会, 北海道; 2019 年 4 月
118) 渡邉忠良, 高木理彰: 第 1 趾屈曲拘縮を伴った両側足底線維腫症の 1 例. 第 44 回日本足の外科学会学術
集会, 北海道; 2019 年 9 月
119) 和根崎禎大, 針生光博, 鈴木朱美, 高窪祐弥, 佐竹寛史, 澁谷純一郎, 石垣大介, 高木理彰: 人工膝関
節全置換術後に変形性足関節症の症状が改善した 2 例. 第 44 回日本足の外科学会学術集会, 北海道;
2019 年 9 月
3)

国内地方会
i
シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
1) 佐々木幹, 門馬亮介, 石井政次, 浦山安広, 大木弘治, 高窪祐弥, 伊藤重治, 高木理彰: 当科における
人工股関節周囲骨折の治療セメントステムを中心に. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6
月

2)

嶋村之秀, 鈴木智人, 橋本淳一, 山川淳一, 赤羽武, 高木理彰: 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. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月

ⅱ
1)

一般演題
赤羽武: 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-. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月

2)

麻生正, 田中賢, 伊藤重治, 赤羽武, 嶋村之秀, 根本信仁, 浅野多聞, 高木理彰: 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. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手;
2019 年 6 月

3)

五十嵐貴宏, 笹木勇人, 土屋匡央, 福島重宣, 高木理彰: 腓骨結節裂離骨折を伴う腓骨近位骨端線損傷
２例の治療経験. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月

4)

大石隆太, 村成幸, 結城一声, 高木理彰: 肩腱板広範囲断裂に対する関節鏡視下 Rip-stop 法の小経験.
第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月

5)

今野祐生, 結城一声, 宇野智洋, 鈴木朱美, 佐竹寛史, 高木理彰: リバース型人工肩関節全置換術後に
腕神経叢不全麻痺をきたし回復した１例. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月

6)

佐々木明子, 高窪祐弥, 梁秀蘭, 鈴木優太, 長沼靖, 大木弘治, 大類広, 高木理彰: 生物学的製剤の導
入により趣味のマラソンが継続可能となった RA 患者の 1 例. 第 29 回日本リウマチ学会北海道・東北支部
学術集会, 青森; 2019 年 11 月

7)

佐藤大祐, 川路博之, 岡田宗一郎, 菅原裕史, 佐々木淳也, 尾鷲和也, 尾山かおり, 高木理彰: 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. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6
月

8)

鮫島健志, 山川淳一, 鈴木智人, 嶋村之秀, 赤羽武, 高木理彰: 真性多血症に合併した脊髄硬膜外血腫
の 1 例. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月

9)

鈴木優太, 高窪祐弥, 梁秀蘭, 長沼靖, 佐々木明子, 大木弘治, 大類広, 高木理彰: リウマチ診療支援
システムを用いた電子データによる臨床的評価の試み. 第 29 回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術
集会, 青森; 2019 年 11 月

10) 大楽勝之, 渡邉忠良, 鶴田大作, 松木宏史, 林雅弘, 高木理彰: 大腿骨近位部骨折受傷前後の骨粗鬆症
治療の現状. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月
11) 高窪祐弥, 宮地隆浩, 太田大地, 伊藤重治, 門馬亮介, 長沼靖, 大木弘治, 佐々木明子, 佐々木幹, 梁
秀蘭, 鈴木優太, 大類広, 小林真司, 高木理彰: 当県のリウマチ性疾患における非定型大腿骨骨折症例
の検討. 第 29 回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 青森; 2019 年 11 月
12) 高原大一郎, 菅原正登, 高木理彰: 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. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月
13) 田中賢, 浅野多聞, 長沼靖, 仁藤敏哉, 麻生正, 根本信仁, 高木理彰: ドクターヘリ（HEMS）で搬送され
た筋骨格系外傷症例の検討. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月
14) 土屋登嗣, 石川朗, 菅原正登, 高原大一郎, 高木理彰: 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. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月
15) 鶴田大作, 渡邉忠良, 宇野智洋, 小形拓也, 今野祐生, 大楽勝之, 高木理彰: 骨癒合不全と内固定の破
断を繰り返した上腕骨骨幹部開放骨折の 1 例. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月
16) 根本信仁, 澁谷純一郎, 田中賢, 高木理彰: 整形外科外傷と季節との関連の検討. 第 116 回東北整形災
害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月
17) 濱崎正康, 石垣大介, 佐竹寛史, 高木理彰: 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.
第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月
18) 梁秀蘭, 高窪祐弥, 佐々木明子, 大類広, 鈴木優太, 鈴木貴也, 市川一誠, 高木理彰: 血清反応陰性関
節リウマチとして治療中に高安動脈炎の診断に至った 1 例. 第 29 回日本リウマチ学会北海道・東北支部
学術集会, 青森; 2019 年 11 月
4)

研究会
i
一般演題
1) 佐竹寛史, 本間龍介, 仁藤敏哉, 澁谷純一郎, 石垣大介, 高木理彰: 橈側列形成障害と先天性鎖骨偽関

節症の臨界期. 第 34 回東日本手外科研究会, 東京; 2020 年 2 月

2)

澁谷純一郎, 石垣大介, 本間龍介, 佐竹寛史, 高木理彰: 陳旧性 PIP 関節過伸展損傷に伴うスワンネッ
ク変形に対して浅指屈筋腱を用いた腱固定を施行した 2 例. 第 34 回東日本手外科研究会, 東京; 2020 年
2月

3)

白井千緒海，菅原正登，高原大一郎，北岡匠，大江倫太郎，高木理彰: 膝軟部腫瘍の 1 例．第 26 回東北
地区骨軟部腫瘍研究会, 岩手; 2019 年 11 月

4)

鈴木智人, 嶋村之秀, 赤羽武, 高木理彰: 山形大学脊椎脊髄外科グループにおける臨床研究. 第 30 回東
北脊椎外科研究会, 仙台; 2020 年 1 月

5)

鈴木優太, 高窪祐弥, 大木弘治, 長沼靖, 佐々木明子, 梁秀蘭, 大類広, 高木理彰, 桃井義敬: MTX 投与
中の肺炎増悪に対し迅速な連携が可能であった 1 例. 第 11 回やらんなネット懇話会, 山形; 2019 年 7 月

6)

千葉克司, 内海秀明, 伊藤友一, 橋本淳一, 嶋村之秀: 高度肥満の腰椎椎間板ヘルニアに FED(Full
Endoscopic Discectomy)法を施行した 1 例. 第 30 回東北脊椎外科研究会, 仙台; 2020 年 1 月

7)

土屋匡央, 佐竹寛史, 本間龍介, 仁藤敏哉, 渡邉忠良, 高木理彰: 保存的に経過観察した Preiser 病の 2

8)

長瀬紗枝子, 鈴木智人, 嶋村之秀, 赤羽武, 高木理彰: 陳旧性頚椎脱臼骨折に対し前後合併手術を施行

例. 第 34 回東日本手外科研究会, 東京; 2020 年 2 月
した 1 例. 第 30 回東北脊椎外科研究会, 仙台; 2020 年 1 月

9)

仁藤敏哉, 佐竹寛史, 本間龍介, 高木理彰: 受診時 CT 検査で見逃された舟状骨骨折偽関節の 1 例. 第 34
回東日本手外科研究会, 東京; 2020 年 2 月

10) 結城一声, 鈴木朱美, 宇野智洋, 遠藤誠一, 高木理彰: 急速な肩関節破壊を生じ、切除関節形成術にい
たった 1 例. 第 30 回東北肩関節研究会, 仙台; 2019 年 6 月
5)

座長
i
シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
1)

Takagi M: ICORS Workshop. JOA-Win or Not? Biological Tug of War in Hip Periprosthetic Joint
Infection. The 2nd International Combined Meeting of Orthopaedic Reserch Societies, Montreal;
July 2019

2)

佐竹寛史, 荒井猛: シンポジウム関連演題・上顆炎 1. 第 31 回日本肘関節学会学術集会, 北海道; 2019
月2 月

3)

佐竹寛史, 堀井恵美子: パネルディスカッション 4 母指多指症手術の長期成績. 第 30 回日本小児整形外
科学会学術集会, 大阪; 2019 年 11 月

4)

高木理彰: ランチョンセミナー. 第 49 回日本人工関節学会, 東京; 2019 月 2 月

5)

高木理彰: 教育研修講演 11. 第 63 回日本リウマチ学会総会・学術集会, 京都; 2019 年 4 月

6)

高木理彰, 石黒直樹: シンポジウム 34 関節リウマチ診療におけるトータルマネジメントの意義と重要
性. 第 92 回日本整形外科学会学術総会, 神奈川; 2019 年 5 月

7)

高木理彰: ランチョンセミナー7. 第 46 回日本股関節学会学術集会, 宮崎; 2019 年 10 月

8)

高木理彰: イブニングセミナー1. 第 29 回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 青森; 2019 年
11 月

9)

橋本淳一: 教育研修講演 8. 第 92 回日本整形外科学会学術総会, 神奈川; 2019 年 5 月

ii

一般演題

1)

佐竹寛史: 一般演題ポスター 骨粗鬆症: 撓骨遠位端骨折, 疫学. 第 92 回日本整形外科学会学術総会,
神奈川; 2019 年 5 月

2)

佐竹寛史: 学生セッション. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月

3)

佐竹寛史: 一般演題 1 小児・先天異常. 第 34 回東日本手外科研究会, 東京; 2020 年 2 月

4)

菅原正登: 一般演題 5 腫瘍 2. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月

5)

高木理彰: 一般演題 17：股関節 1（THA）. 第 68 回東日本整形災害外科学会, 東京; 2019 年 9 月

6)

高木理彰: 特別講演. 第 48 回日本リウマチの外科学会, 京都; 2019 年 9 月

7)

高木理彰: ランチョンセミナー2. 第 48 回日本リウマチの外科学会, 京都; 2019 年 9 月

8)

高木理彰: 一般口演 88 THA 摺動面. 第 50 回日本人工関節学会, 福岡; 2020 年 2 月

9)

高窪祐弥: 一般演題 46 変形性股関節症/画像評価(Ⅰ). 第 46 回日本股関節学会学術集会, 宮崎; 2019 年

10 月
10) 高窪祐弥: 一般口演 38 手術: 四肢. 第 34 回日本整形外科学会基礎学術集会, 横浜; 2019 年 10 月
11) 高窪祐弥: 一般口演 7：関節リウマチの外科治療. 第 29 回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会,
青森; 2019 年 11 月
12) 成田淳: 一般演題 2 膝関節 2. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月
13) 成田淳: ポスター14 TKA リハビリ 2. 第 50 回日本人工関節学会, 福岡; 2020 年 2 月
14) 橋本淳一: Case Report Award セッション 2. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月
6)

その他
1)

Murakami S, Narita A, Suzuki A, Nakajima T, Takakubo Y, Ito J, Oki H, Takagi M: Femoral neck
and foot insufficiency fracture after total knee arthroplasty. The 116th Annual Meeting of the
Tohoku Society of Orthopaedics and Traumatology, Iwate; June 2019

2)

鈴木優太, 高窪祐弥, 大木弘治, 長沼靖, 佐々木明子, 梁秀蘭, 門馬亮介, 伊藤重治, 大類広, 高木理
彰: 関節リウマチ（RA）患者に対する当科の tofacitinib 使用例の骨破壊抑制効果について. 第 48 回日
本リウマチの外科学会, 京都; 2019 年 9 月（研修医・若手リウマチ医セッション）

3)

曽根侑可子, 三浦裕希, 鈴木優太, 梁秀蘭, 佐々木明子, 高窪祐弥, 高木理彰: 過去 10 年間の当科の関
節リウマチ(RA)患者における妊娠・出産の検討. 第 63 回日本リウマチ学会総会・学術集会, 京都; 2019
年 4 月（近未来のリウマチ医 セッションポスターツアー1 観察研究・基礎研究）

4)

高田志考, 伊藤重治, 高窪祐弥, 鈴木朱美, 澁谷純一郎, 門馬亮介, 鮫島健志, 高木理彰: 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. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019
年 6 月 (Case Teport Award セッション)

5)

高橋諒, 新井里彩, 成田淳, 鈴木朱美, 中島拓, 高木理彰: 前十字靭帯損傷予防プログラムの検討. 第
45 回日本整形外科スポーツ医学会学術集会, 大阪; 2019 年 8 月 (特別セッション 2 学生と若手医師が語
るスポーツ整形外科)

6)

土屋匡央, 佐竹寛史, 本間龍介, 長沼靖, 澁谷純一郎, 高木理彰: kienböck 病術後に腱交差症候群をき
たした１例. 第 116 回東北整形災害外科学会, 岩手; 2019 年 6 月 (Case Teport Award セッション)

7)

成田淳: アンチロコモで健康寿命をのばそう. 山形新聞・山形放送 8 大事業 県民健康講座, 鶴岡; 2019
年7 月

8)

三浦裕希, 曽根侑可子, 鈴木優太, 梁秀蘭, 佐々木明子, 清野学, 高窪祐弥, 大類広, 高木理彰: 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. 第116 回東北整形災害外科学会,
岩手; 2019 年 6 月

3. 学会等での受賞
3)

高橋諒, 新井里彩: 特別セッション 学生と若手医師が語るスポーツ整形外科優秀賞. 第45 回日本整形外科
スポーツ医学会, 大阪; 2019 年 8 月

4)

浦山樹: 奨励論文賞. 第 45 回日本整形外科スポーツ医学会, 大阪; 2019 年 8 月

