
医局/口演(国内) 

 

 

口演(国内)［全国大会］ 

 

1. 鈴木孝治 原 則行 三上 将 川村大介 松野誠夫 

Scorpio NRGの特徴と問題点.〈シンポジウム 2-6〉 

第 43回 日本人工関節学会 2013年 2月 22日―23日 京都市 

 

2. 原 則行 鈴木孝治 三上 将 川村大介 松野誠夫 

人工膝関節置換術後の深部静脈血栓症予防に使用した低用量エドキサバン（15mg/日）の効果．〈ポ

スター1-213〉 

第 43回 日本人工関節学会 2013年 2月 22日―23日 京都市 

 

3. 三上 将 鈴木孝治 原 則行 川村大介 松野誠夫 

術後感染予防 私はこうしている 人工膝関節置換術後感染例の検討．〈パネルディスカッション

5-3〉 

第 43回 日本人工関節学会 2013年 2月 22日―23日 京都市 

 

4. 松井雄一郎 船越忠直 三浪明男 三浪三千男 岩崎倫政 

キーンベック病に対する橈骨短縮骨切り術の長期治療成績.〈一般演題 2-4-15〉 

第 56回 日本手の外科学会 2013年 4月 18日―19日 神戸市 

 

5. 織田 格 藤谷正紀 室田栄宏 竹内宏仁 大嶋茂樹 

脊髄障害を呈した骨粗鬆症性椎体骨折の病態と手術治療.〈ポスター34-1〉 

第 42回 日本脊椎脊髄病学会 2013年 4月 25日―27日 宜野湾市 

 

6. 室田栄宏 織田 格 竹内宏仁 大嶋茂樹 藤谷正紀 

パーキンソン病患者の脊椎手術治療成績.〈ポスター3-2〉 

第 42回 日本脊椎脊髄病学会 2013年 4月 25日―27日 宜野湾市 

 

7. 大嶋茂樹 織田 格 室田栄宏 竹内宏仁 藤谷正紀 

RAの頭蓋頚椎移行部病変に対する後頭頚椎固定の成績.〈ポスター12-6〉 

第 42回 日本脊椎脊髄病学会 2013年 4月 25日―27日 宜野湾市 

 

8. 片山直行 大浦久典 

Impaction bone graft法を用いた臼蓋再建術. 

第 86回 日本整形外科学会 2013年 5月 23日―26日 広島市 

 



医局/口演(国内) 

 

 

9. 西尾泰彦 加藤貞利 近藤 真 三浪三千男 

上腕骨外上顆炎の病態と治療 上腕骨外上顆炎に対する観血的治療. 

第 86回 日本整形外科学会 2013年 5月 23日―26日 広島市 

 

10. 織田 格 

骨粗鬆症性椎体骨折による神経障害の病態. 

第 125回 北海道整形災害外科学会 2013年 6月 15日―16日 札幌市 

 

11. 大浦久典 片山直行 

早期にゆるみを生じた double tapered polished straight stem (Exeter)の 1症例の経験.〈一般演題

2-Ⅰ-1-1〉 

第 125回 北海道整形災害外科学会 2013年 6月 15日―16日 札幌市 

 

12. 織田 格 藤谷正紀 室田栄宏 竹内宏仁 大嶋茂樹 

RA頸椎における Screw-Rod Systemを用いた後方再建術の臨床成績と安全性.〈主題Ｍ1-14〉 

第 22回 日本脊椎インストゥルメンテーション学会 2013年 10月 23日―24日 高知市 

 

13. 織田 格 藤谷正紀 室田栄宏 竹内宏仁 大嶋茂樹 

骨粗鬆症性椎体骨折による神経障害の病変. 

第 48回 日本脊髄障害医学会 2013年 11月 14日―15日 福岡市 

 

14. 大嶋茂樹 織田 格 室田栄宏 竹内宏仁 鈴木 勝 藤谷正紀 

当科における椎弓形成術後の脊髄症再発による再手術例の検討. 

第 48回 日本脊髄障害医学会 2013年 11月 14日―15日 福岡市 

 

15. 片山直行 松原新史（函館中央病院） 

Vancouver 分類 type B2の stem周囲骨折の 3例に対する治療経験. 

第 40回 日本股関節学会 2013年 11月 29日―30日 広島市 

 

16. 原 則行 鈴木孝治 三上 将 

外傷性骨化性筋炎に体外衝撃波と EHDP(Etidronate Disodium)治療を行った 1例. 

第 126回 北海道整形災害外科学会 2014年 2月 1日―2日 札幌市 

 

17. 原 則行 鈴木孝治 三上 将 

足底筋膜炎に対する体外衝撃波治療の成績. 

第 126回 北海道整形災害外科学会 2014年 2月 1日―2日 札幌市 



医局/口演(国内) 

 

 

 

18. 竹内宏仁 織田 格 藤谷正紀 室田栄宏 大嶋茂樹 鈴木 勝 

関節リウマチ患者における CTを用いた環椎の形態学的検討. 

第 126回 北海道整形災害外科学会 2014年 2月 1日―2日 札幌市 

 

19. 片山直行 大浦久典 

"Impaction bone grafting法"と"KT+塊状同種骨移植"の使い分け. 

第 44回 日本人工関節学会 2014年 2月 21日―22日 宜野湾市 

 

20. 片山直行 大浦久典 

Exeter stemと Elite plus stemの XP的相違点（術後 10年時の比較）. 

第 44回 日本人工関節学会 2014年 2月 21日―22日 宜野湾市 

 

21. 鈴木孝治 原 則行 三上 将 

外反変形膝に対するＴＫＡ後の動態解析. 

第 44回 日本人工関節学会 2014年 2月 21日―22日 宜野湾市 

 

22. 原 則行 鈴木孝治 三上 将 川村大介 松野誠夫 佐藤勝彦 

人工膝関節置換術にエドキサバンを使用した症例における深部静脈血栓症の発生率―駆血帯使用時

間の違いによる検討―. 

第 44回 日本人工関節学会 2014年 2月 21日―22日 宜野湾市 

 

23. 三上 将 鈴木孝治 原 則行 川村大介 松野誠夫 

アンチバイオグラムによる人工膝関節置換術後感染予防抗菌薬の選択. 

第 44回 日本人工関節学会 2014年 2月 21日―22日 宜野湾市 

 

24. 大浦久典 片山直行 長谷川功 

破損ステム抜去 7例の治療. 

第 44回 日本人工関節学会 2014年 2月 21日―22日 宜野湾市 

 

25. 織田 格 藤谷正紀 室田栄宏 竹内宏仁 大嶋茂樹 鈴木 勝 

RA 頸椎病変に対する Polyaxial Screw を用いた後方固定術の成績―種々の固定アンカー併用によっ

て安全性は向上したか？ 

第 43回 日本脊椎脊髄病学会 2014年 4月 17日―19日 京都市 

 

26. 室田栄宏 織田 格 大嶋茂樹 竹内宏仁 藤谷正紀 



医局/口演(国内) 

 

 

RA頸椎手術例における椎骨動脈とWillis動脈輪の特徴―非 RA例との比較検討―. 

第 43回 日本脊椎脊髄病学会 2014年 4月 17日―19日 京都市 

 

27. 川村澄人 三浪三千男 

関節リウマチの関節液バイオマーカー. 

第 58回 日本リウマチ学会 2014年 4月 24日―26日 東京 

 

28. 川村澄人 三浪三千男 

関節リウマチ患者における血中サイトカイン濃度測定. 

第 58回 日本リウマチ学会 2014年 4月 24日―26日 東京 

 

29. 片山直行 大浦久典 

セメントステムを用いた人工股関節再置換術. 

第 87回 日本整形外科学会 2014年 5月 22日―25日 神戸市 

 

30. 三上 将 渡辺浩彰 鈴木孝治 原 則行 松野誠夫 

人工膝関節置換術後感染予防抗菌薬の選択―アンチバイオグラムの活用―. 

第 127回 北海道整形災害外科学会 2014年 6月 14日―15日 旭川市 

 

31. 大浦久典 片山直行 

KTプレートを用いた人工股関節臼蓋側再置換の短期成績. 

第 127回 北海道整形災害外科学会 2014年 6月 14日―15日 旭川市 

 

32. 織田 格 室田栄宏 竹内宏仁 大嶋茂樹 鈴木 勝 藤谷正紀 

骨粗鬆症性椎体骨折による神経障害の原因―神経症状・画像・術中所見からの分析―. 

第 23回 日本脊椎インストゥルメンテーション学会 2014年 8月 29日―30日 浜松市 

 

33. 竹内宏仁 織田 格 藤谷正紀 室田栄宏 大嶋茂樹 鈴木 勝 

関節リウマチ患者における CTを用いた環椎の形態学的検討. 

第 23回 日本脊椎インストゥルメンテーション学会 2014年 8月 29日―30日 浜松市 

 

34. 原 則行 鈴木孝治 三上 将 高野英行（北海道中央労災病院 循環器科） 

膝前十字靭帯再建術後に静脈血栓塞栓症を発生した 1例. 

第 128回 北海道整形災害外科学会 2015年 1月 31日―2月 1日 札幌市 

 

35. 大浦久典 片山直行 



医局/口演(国内) 

 

 

臼蓋形成不全股における塊状骨移植併用ハイブリッド THAの検討（臼外側について）. 

第 128回 北海道整形災害外科学会 2015年 1月 31日―2月 1日 札幌市 

 

36. 竹内宏仁 織田 格 室田栄宏 大嶋茂樹 鈴木 勝 藤谷正紀 

可動域の変化－環軸椎固定群と後頭軸椎固定群との比較－. 

第 128回 北海道整形災害外科学会 2015年 1月 31日―2月 1日 札幌市 

 

37. 原 則行 鈴木孝治 三上 将 松野誠夫 佐藤勝彦（時計台記念病院循環器センター） 

駆血帯使用時間の違いが人工膝関節置換術後の深部静脈血栓症発生に与える影響. 

第 45回 日本人工関節学会 2015年 2月 27日―28日 福岡市 

 

38. 三上 将 鈴木孝治 原 則行 松野誠夫 清藤直樹（北大大学院整形） 

人工膝関節置換術予定患者における MRSAおよびMRSE鼻腔保菌調査について. 

第 45回 日本人工関節学会 2015年 2月 27日―28日 福岡市 

 

39. 鈴木孝治 原 則行 三上 将 松野誠夫 冨田哲也 清水憲政 菅本一臣） 

外反膝に対し parallel cut法を用いて行った TKA後の動態解析. 

第 45回 日本人工関節学会 2015年 2月 27日―28日 福岡市 

 

40. 大嶋茂樹 織田 格 室田栄宏 竹内宏仁 鈴木 勝 藤谷正紀 

当科における桐田宮崎式椎弓形成術の成績. 

第 44回日本脊椎脊髄病学会 2015年 4月 16日―18日 福岡市 

 

41. 織田 格 室田栄宏 竹内宏仁 大嶋茂樹 鈴木 勝 藤谷正紀 

神経症状を呈した骨粗鬆症性椎体骨折に対する椎体形成併用後方固定術後の矢状面配列の検討. 

第 44回日本脊椎脊髄病学会 2015年 4月 16日―18日 福岡市 

 

42. 松野博明（一般社団法人 実施医生物学的製剤研究会） 三浪三千男 ほか 

多施設共同研究による関節リウマチ（RA）患者のアンケート調査結果（3）―治療費用と時間―. 

第 59回 日本リウマチ学会総会・学術集会 2015年 4月 23日―25日 名古屋市 

 

43. 松原 司（一般社団法人 実施医生物学的製剤研究会，松原メイフラワー病院） 三浪三千男 ほか 

多施設共同研究による関節リウマチ（RA）患者のアンケート調査結果（1）―内服薬（DMARDs）投

与患者と生物学的製剤（BIO)投与患者の比較―. 

第 59回 日本リウマチ学会総会・学術集会 2015年 4月 23日―25日 名古屋市 

 



医局/口演(国内) 

 

 

44. 松野博明（一般社団法人 実施医生物学的製剤研究会） 三浪三千男 ほか 

多施設共同研究による関節リウマチ（RA）患者のアンケート調査結果（3）―治療費用と時間―. 

第 59回 日本リウマチ学会総会・学術集会 2015年 4月 23日―25日 名古屋市 

 

45. 原 則行 鈴木孝治 三上 将 

ランニングに起因したアキレス腱症に対する体外衝撃波治療の効果. 

第 129回北海道整形災害外科学会 2015年 6月 13日―14日 札幌市 

 

46. 三上 将 鈴木孝治 原 則行 

人工膝関節置換術予定患者に対する MRSE,MRSA 鼻腔保菌スクリーニングとアンチバイオグラムに

ついて. 

第 129回北海道整形災害外科学会 2015年 6月 13日―14日 札幌市 

 

47. 大浦久典 片山直行 

当科における人工股関節周囲骨折の治療経験. 

第 129回北海道整形災害外科学会 2015年 6月 13日―14日 札幌市 

 

48. 原 則行 鈴木孝治 三上 将 

膝前十字靭帯再建術後に静脈血栓塞栓症を発生した 1例. 

JOSKAS2015第 7回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 2015年 6月 18日―20日 札幌市 

 

49. 織田 格 藤谷正紀 室田栄宏 竹内宏仁 大嶋茂樹 鈴木 勝 

（シンポジウム）頭蓋頸椎移行部の後方再建術 -種々の固定アンカー併用による安全性向上と課題-. 

第 30回日本脊髄外科学会 2015年 6月 25日―26日 札幌市 

 

50. 三上 将 鈴木孝治 原 則行 

人工膝関節置換術予定患者における MRSE,MRSA鼻腔保菌調査とアンチバイオグラムについて. 

第 38回日本骨・関節感染症学会 2015年 7月 3日―4日 高松市 

 

51. 片山直行 大浦久典 

〈シンポジウム〉セメントステムを用いた大腿骨側再置換術. 

第 64回東日本整形災害外科学会 2015年 9月 11日―12日 福岡市 

 

52. 三上 将 鈴木孝治 原 則行 

人工膝関節置換術予定患者における MRSA,MRSE鼻腔保菌調査と保菌 riskについての検討. 

第 43回日本関節病学会 2015年 11月 5日―6日 札幌市 



医局/口演(国内) 

 

 

 

53. 竹内宏仁 織田 格 室田栄宏 大嶋茂樹 鈴木 勝 藤谷正紀 

骨粗鬆症椎体圧潰に対する椎体形成併用後方固定術の適応と限界. 

第 24回日本脊椎インストゥルメンテーション学会 2015年 11月 6日―7日 新潟市 

 

54. 大嶋茂樹 織田 格 室田栄宏 竹内宏仁 鈴木 勝 藤谷正紀 

RA頚椎病変による重度脊髄障害例に対する頚椎後方再建術の成績. 

第 50回日本脊髄障害医学会 2015年 11月 19日―20日 東京 

 

55. 原 則行 鈴木孝治 三上 将 高野英行（北海道中央労災病院 循環器科） 

膝前十字靭帯再建術後に静脈血栓塞栓症を発生した 1例. 

第 128回 北海道整形災害外科学会 2015年 1月 31日―2月 1日 札幌市 

 

56. 大浦久典 片山直行 

大腿骨転子部骨折抜釘後、大腿骨頸部骨折を生じた 1例. 

第 130回北海道整形災害外科学会 2016年 2月 6日－7日 旭川市 

 

57. 鈴木孝治 原 則行 三上 将 

高度変形膝に対する人工膝関節置換術. 

第 46回日本人工関節学会 2016年 2月 26日－27日 大阪市 

 

58. 三上 将 渡辺浩彰 原 則行 鈴木孝治 

MRSA,MRSE術前鼻腔保菌者に対する人工膝関節置換術後感染予防対策. 

第 46回日本人工関節学会 2016年 2月 26日－27日 大阪市 

 

59. 大嶋茂樹 織田 格 竹内宏仁 鈴木 勝 藤谷正紀 

RA頚椎病変による重度脊髄障害例に対する頚椎後方再建術の成績. 

第 45回日本脊椎脊髄病学会 2016年 4月 14日－16日 千葉市 

 

60. 竹内宏仁 織田 格 室田栄宏 大嶋茂樹 鈴木勝 藤谷正紀 

ドレーンチューブ細菌培養は術後感染の早期発見・治療の指標となりうるか？ 

第 45回日本脊椎脊髄病学会 2016年 4月 14日－16日 千葉市 

 

61. 織田 格  藤谷正紀 室田栄宏 竹内宏仁  大嶋茂樹 鈴木 勝 

頭蓋頸椎移行部における後方再建術の成績 -種々の固定アンカー併用による安全性向上と課題-. 

第 45回日本脊椎脊髄病学会 2016年 4月 14日－16日 千葉市 



医局/口演(国内) 

 

 

 

62. 川村澄人（小林病院整形外科） 三浪三千男 

高齢関節リウマチ患者におけるフレイルの T2T. 

第 60回日本リウマチ学会総会・学術集会 2016年 4月 21日－23日 横浜市 

 

63. 片山直行 大浦久典 

Impaction allograftを用いた大腿骨再置換術（パネル発表）. 

第 89回日本整形外科学会学術総会 2016年 5月 12日－15日 横浜市 

 

64. 三上 将 

MRSA,MRSE術前鼻腔保菌例に対する人工膝関節周囲感染予防対策. 

第 39回日本骨・関節感染症学会 2016年 7月 7日－8日 岡山市 

 

65. 織田 格 大嶋茂樹 竹内宏仁 鈴木 勝 藤谷正紀 

（シンポジウム）頸椎リウマチに対する手術の意義と限界. 

第 65回東日本整形外科学会 2016年 9月 22日－23日 箱根町 

 

66. 片山直行 大浦久典 

人工関節再置換術のコツと落とし穴（パネル発表）. 

第 65回東日本整形外科学会 2016年 9月 22日－23日 箱根町 

 

67. 片山直行 大浦久典 

セメントステムを用いた大腿骨側再置換術のコツと落とし穴. 

第 65回東日本整形外科学会 2016年 9月 22日－23日 箱根町 

 

68. 大嶋茂樹 織田 格 竹内宏仁 鈴木 勝、藤谷正紀 

RA頚椎病変による重度脊髄障害例に対する頚椎後方再建術の成績. 

第 127回中部日本整形外科災害外科学会 2016年 9月 30日－10月 1日 松本市 

 

69. 大浦久典 片山直行 

15年以上経過した S-ROM人工股関節に進行した骨溶解が出現した 9例の検討. 

第 127回中部日本整形外科災害外科学会  2016年 9月 30日－10月 1日 松本市 

 

70. 竹内宏仁 織田 格 大嶋茂樹 鈴木 勝 藤谷正紀 

頚椎手術後ドレーンチューブ細菌培養は術後感染の早期発見・治療の指標となりうるか？ 

第 25回日本脊椎インストゥルメンテーション学会 2016年 10月 28日－29日 長崎市 



医局/口演(国内) 

 

 

 

71. 大浦久典 片山直行 

転子下短縮/矯正骨切り併用 Exeter THAの短期成績. 

第 43回日本股関節学会 2016年 11月 4日－5日 大阪市 

 

72. 片山直行 大浦久典 

（パネル）『インターネット情報時代の股関節治療』内 インターネット医療広告の問題点 

第 43回日本股関節学会 2016年 11月 4日－5日 大阪市 

 

73. 石上恵美子 渡部理恵子 川村澄人 羽場 等 畑山明広（以上小林病院） 三浪三千男 

HBVキャリアによる薬剤使用制限下における関節リウマチの治療経験. 

第 132回北海道整形災害外科学会 2017年 1月 28日―29日 札幌市 

 

74. 三上 将 渡辺浩彰 原 則行 鈴木孝治 

MRSAおよび MRSE術前鼻腔保菌者に対する菌別の人工膝関節周囲感染予防対策について. 

第 47回日本人工関節学会 2017年 2月 24日―25日 宜野湾市 

 

75. 大嶋茂樹 織田 格 竹内宏仁 鈴木 勝 藤谷正紀 

High riding VAを有する RA頸椎病変に対する後方再建術の成績. 

第 46回日本脊椎脊髄病学会学術集会 2017年 4月 13日―15日 札幌市 

76. 保田晋助（北海道大学病院内科Ⅱ） 三浪三千男 他 

アバタセプト減量による関節リウマチ維持療法～北海道・東北地域での多施設前向き介入試験～. 

第 61回日本リウマチ学会総会・学術集会 2017年 4月 20日―22日 福岡市 

 

77. 川村澄人（小林病院整形外科） 三浪三千男 

関節リウマチにおいて腸内環境改善は有用か？ 

第 61回日本リウマチ学会総会・学術集会  2017年 4月 20日―22日 福岡市 

 

78. 三上 将 

メチシリン耐性菌術前鼻腔保菌者に対する人工膝関節周囲感染予防対策について ―MRSA および

MRSE菌別の予防対策－. 

第 40回日本骨・関節感染症学会 2017年 6月 16日―17日 東京 

 

79. 織田 格 

骨粗鬆症性椎体骨折の診断と治療 -落とし穴と対策-. 

第 9回 JASA in Gunma 2017年 6月 30日 前橋市 



医局/口演(国内) 

 

 

 

80. 鈴木孝治 三浪三千男 西尾泰彦 原 則行 中村聡子 

抗 CCP抗体高値 RA患者の抗体価と治療強度の評価. 

第 133回北海道整形災害外科学会 2017年 7月 8日―9日 札幌市 

 

81. 川村澄人（小林病院整形外科） 三浪三千男 

人工関節置換術後関節炎に対するマネージメント. 

第 46回日本リウマチの外科学会 2017年 8月 25日―26日 仙台市 

 

82. 竹内宏仁 織田 格 大嶋茂樹 鈴木 勝 藤谷正紀 

創部 VCM散布は有効か？-創部ドレーンチューブ培養による検討-. 

第 26回日本脊椎インストゥルメンテーション学会 2017年 10月 13日―14日 金沢市 

 

83. 三上 将 原 則行 鈴木孝治 

メチシリン耐性菌術前鼻腔保菌者に対する人工膝関節周囲感染予防対策について ―MRSA および

MRSE菌別の予防対策－. 

第 40回日本骨・関節感染症学会 2017年 6月 16日―17日 東京 

 

84. 鈴木孝治 三浪三千男 西尾泰彦 原 則行 中村聡子 

抗 CCP抗体高値 RA患者の抗体価と治療強度の評価. 

第 133回北海道整形災害外科学会 2017年 7月 8日―9日 札幌市 

 

85. 川村澄人（小林病院整形外科） 三浪三千男 

人工関節置換術後関節炎に対するマネージメント. 

第 46回日本リウマチの外科学会 2017年 8月 25日―26日 仙台市 

 

86. 竹内宏仁 織田 格 大嶋茂樹 鈴木 勝 藤谷正紀 

創部 VCM散布は有効か？-創部ドレーンチューブ培養による検討-. 

第 26回日本脊椎インストゥルメンテーション学会 2017年 10月 13日―14日 金沢市 

 

87. 三上 将 内田 淳 原 則行 鈴木孝治 

人工膝関節置換術後の出血対策について ―術後回収式自己血輸血とトラネキサム酸関節内注射の

比較―. 

第 134回北海道整形災害外科学会 2018年 2月 3日―4日 札幌市 

 

88. 三上 将 内田 淳 原 則行 鈴木孝治 



医局/口演(国内) 

 

 

TKA後の出血対策について ―トラネキサム酸関節内注射と術後回収式自己血輸血との比較―. 

第 48回日本人工関節学会 2018年 2月 23日―24日 東京 

 

89. 片山直行 大浦久典 

セメントステムの最近の考え方「セメント・セメントレスステムの使い分け」から「100％セメント

ステム」への変遷. 

第 48回日本人工関節学会 2018年 2月 23日―24日 東京 

 

90. 原 則行 鈴木孝治 三上 将 内田 淳 

深屈曲型人工膝関節置換術における脛骨側 debonding症例の検討. 

第 48回日本人工関節学会 2018年 2月 23日―24日 東京 


