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第34回東日本手外科研究会プログラム
第 1 会場（1 号館 3 階講堂）

開会式� 8:25～8:30
＊印の演題は発表時間 4 分・質疑応答時間 2 分となります。

主題 1　手外科における新しい試み� 8:30～10:46

40 歳以下からの優秀賞の選考（※印が選考対象）は運営委員の
投票によって行われ、総会で発表し表彰します。

座長：西浦　康正（�筑波大学附属病院　土浦市地域臨床教育
センター）

　　　大江　隆史（NTT東日本関東病院　整形外科）

	Ⅰ1-1	 小児前腕骨骨幹部骨折に対するプリベンド J 字型
髄内ピンの応用   71

� 成田赤十字病院整形外科� 板寺　英一

	Ⅰ1-2	 陳旧性骨性槌指に対して保存加療を施行した 2 例  
  72

� 慶應義塾大学整形外科� 林　健太郎

	Ⅰ1-3	 鏡視下 TFCC 再建術の試み   73
� 太田総合病院手外科センター� 根本　高幸�

	Ⅰ1-4	 TFCC 尺骨小窩部損傷に対する新しい鏡視下三角
靭帯再建術－自家 ECU 腱とスーチャーテープの
併用法－   74

� 西能病院整形外科� 堂後　隆彦

	Ⅰ1-5	 ※ 背側 Barton 骨折に対する掌側骨皮質開窓を用いた
新しい整復方法   75

� 順天堂大学医学部整形外科学講座� 奥野　竜司

	Ⅰ1-6	 ※ 手指・手部多重骨折に対する新しい治療法  
  76

� 江東病院整形外科� 石井紗矢佳

	Ⅰ1-7	 ※ 7 mm 以下の橈骨遠位端骨折関節辺縁骨折の 
治療戦略   77

� 順天堂大学医学部附属浦安病院手外科センター� 鈴木　雅生



20

	Ⅰ1-8	 ※ 多重束 PL 腱移植による陳旧性母指 MP 関節尺側
側副靱帯損傷の治療経験   78

� 横浜市立みなと赤十字病院� 菱山　　隼

	Ⅰ1-9	 ※ 深指屈筋腱皮下断裂に対して端々縫合を施行した
少経験   79

� 慶應義塾大学整形外科� 小野　　匠

	Ⅰ1-10	※ 上腕骨外側上顆炎に対する Tendon Needling の有
用性   80

� 慶應義塾大学整形外科� 鈴木　　拓

	Ⅰ1-11	※ 新鮮凍結屍体を用いた低侵襲な超音波ガイド 
下屈筋腱鞘内洗浄術   81

� 順天堂大学医学部附属練馬病院整形外科� 井下田有芳

	Ⅰ1-12	※ 3 次元造形モデルを用いて術前シミュレーションを
行った Madelung 変形の治療経験   82

� 北里大学医学部整形外科学� 目時有希恵

	Ⅰ1-13	※ 手指骨髄炎に対する Masquelet 法   83
� 関西医科大学総合医療センター整形外科� 外山　雄康

	Ⅰ1-14	※ 屈筋腱・伸筋腱の陳旧性皮下断裂に対する有茎 
折り返し腱移植の応用－手術方法を中心として－  
  84

� 関西医科大学総合医療センター整形外科� 大月　陽介

	Ⅰ1-15	※ 深指屈筋腱皮下断裂に対する局所麻酔下浅指屈筋
腱移行術の治療成績   85

� 一般財団法人新潟手の外科研究所� 黒田　拓馬

	Ⅰ1-16	※ プロジェクションマッピングによる手外科手術支援  
  86

� 東京慈恵会医科大学附属病院手外科センター� 赤石　　渉

	Ⅰ1-17	※ 特発性手根管症候群の超音波診断 
－手根管近位部での横径計測－   87

� ごとう整形外科手外科クリニック� 園淵　和明
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シンポジウム 1　マイクロサージャリーの新世界� 10:50～11:50

座長：坪川　直人（一般財団法人�新潟手の外科研究所）
　　　松田　　健（�新潟大学医歯学総合研究科形成・再建外科）

	 S1-1	 ロボット支援下マイクロサージャリーの 
本邦における実現可能性を探る   59

� 順天堂大学浦安病院手外科センター� 市原　理司

	 S1-2	 スーパーマイクロサージャリー   60
� 国立国際医療研究センター形成外科� 山本　　匠

	 S1-3	 マイクロサージャリーにおける整容   61
� 日本医科大学付属病院形成外科・再建外科・美容外科� 小野　真平

	 S1-4	 マイクロサージャリーの適応の拡大   62
� 埼玉慈恵病院埼玉手外科マイクロサージャリー研究所� 小平　　聡

ランチョンセミナー1� 12:00～13:00

座長：池上　博泰（東邦大学医療センター大橋病院整形外科）

	LS1-1	 Dupuytren 拘縮の治療選択   45
� 東邦大学整形外科学教室� 関口　昌之

	LS1-2	 Dupuytren 拘縮治療の変遷   47
� 中通総合病院整形外科� 千馬　誠悦

共催：旭化成ファーマ株式会社

総会� 13:10～13:40

特別講演� 13:45～14:45

座長：西田　　淳（東京医科大学整形外科）

	 	 手外科に役立つ難治性創傷治療のアップデート  
  37

� 埼玉医科大学形成外科� 市岡　　滋
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シンポジウム 2　 Orthoplastic Hand Surgery 実践と教育� 14:48～15:48

座長：鳥谷部壮八（�独立行政法人国立病院機構�
仙台医療センター形成外科・手外科）

　　　原　　　章（順天堂大学浦安病院整形外科）

	 S2-1	 キイノートレクチャー 
－形成と整形のはざまに生きて－   63

�四谷メディカルキューブ手の外科・マイクロサージャリーセンター� 平瀬　雄一

	 S2-2	 重度損傷手に対する治療戦略   64
� 湘南鎌倉総合病院外傷センター� 土田　芳彦

	 S2-3	 整容に対する配慮   65
� 昭和大学医学部形成外科学講座� 髙木　信介

	 S2-4	 教育 : 形成・整形外科ダブルライセンシーとして  
  66

� 順天堂大学医学部形成外科� 佐野　和史

	 S2-5	 本学における手外科センターの設立について  
  67

� 東京慈恵会医科大学整形外科学講座� 前田　和洋�

招待講演� 15:51～16:51

座長：三上　容司（横浜労災病院整形外科）
　　　福本　恵三（�埼玉慈恵病院埼玉手外科マイクロサージ

ャリー研究所）

	 	 Tendon Transfer in Upper Limb Peripheral 
Nerve Injuries   41

� Ganga�Hospital,�Coimbatore,�India� Praveen�Bhardwaji

主題 2　変形性関節症� 16:53～17:41

座長：千馬　誠悦（中通総合病院整形外科）
　　　岩瀬　嘉志（�順天堂大学医学部附属順天堂東京江東�

高齢者医療センター整形外科）

	Ⅰ2-1	 変形性 PIP 関節症に対する表面置換型人工関節
の治療成績   88

� 太田総合病院手外科センター� 金　　潤壽
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	Ⅰ2-2	 母指 CM 関節症に対する Suture Only Knotless 
Suspensionplasty   89

� 高月整形外科病院東京手の外科スポーツ医学研究所� 河原三四郎

	Ⅰ2-3	 関節鏡補助下に長掌筋腱を用いた母指 CM 関節
形成術の治療経験   90

� 東北大学整形外科� 八田　卓久

	Ⅰ2-4	 変形性母指 IP 関節症、MP 関節症、CM 関節症、
STT 関節症と最も関連のある QuickDASH 質問
項目の検討   91

� 東京大学医学部整形外科� 上原　浩介

	Ⅰ2-5	 SERM の手指の痛み、手指変形性関節症への影響  
  92

� 東京大学医学部整形外科� 上原　浩介

	Ⅰ2-6	 手関節の変形性関節症に起因した小指ガングリオン
の 1 例   93

� 医療法人社団白峰会湖南病院� 若杉　琢磨

主題 3　ハンドセラピー� 17:43～18:07

座長：松浦愼太郎（東京慈恵会医科大学形成外科）

	Ⅰ3-1	 橈骨遠位端骨折保存療法後 CRPS 様症状を呈し 
ハンドセラピィが有効であった 3 症例   94

� 済生会山形済生病院リハビリテーション部� 大内　一紘

	Ⅰ3-2	 大学病院における、手外科疾患多職種連携の 
取り組み   95

� 東京大学医学部整形外科� 上原　浩介

	Ⅰ3-3	 片側性指神経損傷の術前 Semmes-Weinstein 
monofilament Test の有用性 
－神経断裂の有無に着目して－   96

� 埼玉慈恵病院リハビリテーション科� 坂　幸太郎
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一般演題 1　小児・先天異常� 18:09～18:55

座長：佐竹　寛史（山形大学医学部整形外科）

	Ⅱ1-1	 手指基節骨骨端線損傷の治療成績   97
� 仙台市立病院� 佐々木大蔵

	Ⅱ1-2	＊ 尺骨遠位骨端線早期閉鎖による尺骨の成長障害に
対し一期的延長を行った 1 例   98

� 能代厚生医療センター整形外科� 伊藤　博紀

	Ⅱ1-3	 小児上腕骨顆上骨折に対し観血的治療を要した 
症例の検討   99

� 土浦協同病院整形外科� 黒岩　智之

	Ⅱ1-4	＊ 斜指変形をきたした強剛母指の 1 例   100
� 仙台形成外科クリニック東北ハンドサージャリーセンター� 牛尾　茂子

	Ⅱ1-5	＊ 局所麻酔下に筋自動収縮距離を評価した長母指屈
筋腱の破格による両側母指の屈曲障害の 1 例 
   101

� 富山大学整形外科� 頭川　峰志

	Ⅱ1-6	＊ 45 歳女性の両側高度マーデルング変形に対して矯
正骨切り手術を施行した 1 例   102

� みつわ台総合病院� 有薗　行朋

	Ⅱ1-7	＊ 橈側列形成障害と先天性鎖骨偽関節症の臨界期 
   103

� 山形大学整形外科� 佐竹　寛史

閉会式� 18:55～19:00


