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1) Kawaji H, Ishii M, Tamaki Y, Sasaki K, Dairaku K, Takakubo Y, Naganuma Y, Oki H, Takagi M : 

Foudaparinux versus edoxaban for prevention of venous thromboembolism after ewlective total hip 
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療と工夫（シンポジウム）. 第63回東日本整形災害外科学会, 東京 ; 2014年9月 

3) 佐竹寛史, 本間龍介, 花香直美, 豊野修二, 渡邉忠良, 井上林, 丸山真博, 中島拓, 金内ゆみ子, 加義

洋, 石垣大介, 高原政利, 高木理彰 : 橈骨遠位端骨折手術に対するロッキングプレート固定後の合併症

（シンポジウム）. 第63回東日本整形災害外科学会, 東京 ; 2014年9月 

4) 高木理彰, 佐々木幹, 高窪祐弥, 川路博之, 大楽勝之, 玉木康信, 平山朋幸, 伊藤重治, 大木弘治, 長

沼靖, 石井政次 : 高位脱臼股に対する人工股関節置換術（シンポジウム）. 第87回日本整形外科学会学

術総会, 神戸 ; 2014年5月 

5) 高窪祐弥, 長沼靖, 大木弘治, 高木理彰 : RA前足部変形に対するMann変法とoff-set osteotomyによる

中足骨頭温存手術の中長期成績（シンポジウム）. 第43回 リウマチの外科研究会, 大阪 ; 2014年8月 

6) 高原政利, 原田幹生, 近藤幹朗, 丸山真博, 佐竹寛史, 高木理彰, 豊野修二 : 橈骨遠位端骨折に対する

掌側ロッキングプレート固定:軟部組織の合併症（シンポジウム）. 第63回東日本整形災害外科学会, 東

京 ; 2014年9月 

7) 成田淳, 鈴木朱美, 山本尚生, 高木理彰, 浅野多聞 : 人工膝関節術後深部感染に対するリファンピシン

併用療法の検討（シンポジウム）.  第63回東日本整形災害外科学会, 東京 ; 2014年9月 

8) 根本忠信 : Curved MPR(Multi Olanar Reconstruction)法による腰椎椎間孔部, 椎間孔外側部の神経根画

像（シンポジウム）. 第63回東日本整形災害外科学会, 東京 ; 2014年9月 

9) 福岡慎一, 道下和彦, 福島重宣, 冨樫栄太, 杉本和隆, 児玉隆夫, 浜口英寿 : Oxford UKA 1400 超例の

臨床成績 –多施設研究-（シンポジウム）.第44回日本人工関節学会, 宜野湾 ; 2014年2月 

10) 高窪祐弥, 佐々木幹,玉木康信, 梁秀蘭, 大木弘治, 平山朋幸, 佐々木明子, 長沼靖,大類広, 高木理彰: 

超高齢社会にむけたリウマチ治療の未来‐東日本（山形県）の取り組み－（パネルディスカッション）. 第

87回日本整形外科学会，神戸 ; 2014年5月 

11) 玉木康信, Jukka Pajarinen, 高窪祐弥, 梁秀蘭, 長沼靖, 平山朋幸, 大木弘治, 佐々木幹, 川路博之, 

石井政次, Hekki Valleala, Yrjo T. Konttinen, Stuart B. Goodman, 高木理彰 : 異物肉芽腫反応とリ

ウマチ性関節炎におけるマクロファージの役割（パネルディスカッション）. 第 29 回日本整形外科学会

基礎学術集会, 鹿児島 ; 2014年10月 

12) 劉興, 加藤幸成 : 骨肉腫における変異型イソクエン酸デヒドロゲナーゼの発言解析（ワークショップ）. 

第18回日本がん分子標的治療学会, 仙台 ; 2014年6月 

ii 一般演題 

1) 赤羽武, 針生光博, 宇野智洋, 岩崎聖, 伊藤重治, 佐々木淳也, 武居功, 尾山かおり, 尾鷲和也 : 大腿

骨遠位部骨折術後症例に対するサルベージ手術に腫瘍用人工膝関節置換術を施行した小経験. 第 44 回日

本人工関節学会, 宜野湾 ; 2014年2月 

2) 赤羽武, 伊藤重治, 佐々木幹 : 大腿骨頚部骨折に対して Twins®を使用し骨接合を行った小経験. 第 40

回日本骨折治療学会, 熊本 ; 2014年6月 

3) 赤羽武, 高窪祐弥, 伊藤重治, 大木弘治, 平山朋幸, 佐々木幹, 尾鷲和也, 高木理彰 : 過去 7 年間の高

齢者不安定型骨盤輪損傷症例の検討. 第63回東日本整形災害外科学会, 東京 ; 2014年9月 

4) 浅野多聞, 成田淳, 鈴木朱美, 高窪祐弥, 高木理彰 : TKA 患者の入院期間延長に影響する因子の検討. 

第44回日本人工関節学会, 宜野湾 ; 2014年2月 



5) 浅野多聞, 成田淳, 鈴木朱美, 高窪祐弥, 高木理彰 : TKA 患者における術前危険因子と術後合併症の検

討 – 術前併存症は術後成績に影響するか？-.第6回JOSKAS, 広島 ; 2014年7月 

6) 石井政次, 川路博之, 玉木康信 : VTE診断における下肢静脈超音波の有用性. 第26回日本整形外科超音

波学会, 大阪 ; 2014年7月 

7) 石井政次, 川路博之, 玉木康信, 高木理彰, 佐々木幹, 小林真司 : 村山地区大腿骨頚部骨折連携パス-

満足度調査の結果と今後の問題-. 第41回日本股関節学会学術集会, 東京 : 2014年10月 

8) 石垣大介, 渡邉忠良,加藤義洋 : 小児上腕骨顆上骨折に太する鋼線刺入で発症した尺骨神経麻痺. 第 26

回日本肘関節学会学術集会, 東京 ; 2014年2月 

9) 伊藤重治, 佐々木幹, 高木理彰 : 緩徐な経過のため診断に苦慮し股関節離断を要した非外傷性大腿部ガ

ス壊疽の1例. 第41回日本股関節学会学術集会, 東京 : 2014年10月 

10) 石垣大介, 加藤義洋, 豊野修二 : X線透視下手術における手外科医の手指被爆の現状. 第57回日本手外

科学会学術集会, 宜野湾 ; 2014年4月 

11) 宇野智洋, 原田幹生, 丸山真博, 高原政利 : 小学・中学野球選手に対する肘検診の評価について. 第26

回日本肘関節学会学術集会, 東京 ; 2014年2月 

12) 宇野智洋, 原田幹生, 丸山真博, 高原政利 : 高校野球選手における体の痛みや野球肘のある選手の投球

フォームについての検討. 第87回日本整形外科学会学術総会, 神戸 ; 2014年5月 

13) 宇野智洋, 丸山真博, 原田幹生, 高原政利, 村成幸, 高木理彰 : 高校野球選手におけるウォームアップ、

クールダウンと野球の支障度との関係. 第6回JOSKAS, 広島 ; 2014年7月 

14) 宇野智洋, 原田幹生, 丸山真博, 大石隆太, 高原政利 : 高校野球選手における投球数と肩柔軟性との関

係. 第40回日本整形外科スポーツ医学会, 東京 ; 2014年9月 

15) 内野孝紀, 岡島央紀, 太田道子, 多田勇貴, 佐藤いづみ, 小林真司, 千葉弘美, 佐藤静香 : 当院回復期

リハビリ病棟における一工夫. 第51回日本リハビリテーション医学会学術集会, 名古屋, 2014年6月 

16) 内海秀明, 伊藤友一, 千葉克司, 橋本淳一, 鈴木智人, 浜崎允, 高木理彰 : 脊椎・脊髄疾患における頸

動脈エコーの有用性 -234症例の検討-.第87回日本整形外科学会学術総会, 神戸 ; 2014年5月 

17) 内海秀明, 橋本淳一, 伊藤友一, 尾鷲和也, 千葉克司, 岩崎聖, 鈴木智人, 高木理彰 : 頚椎固定術を施

行した65歳以上の頚椎外傷の治療成績. 第43回日本脊椎脊髄病学会, 京都 ; 2014年4月 

18) 大石隆太, 原田幹生, 丸山真博, 宇野智洋, 高原政利 : 中学野球投手における投球数と, 体の痛み, 投

球パフォーマンス, 肩柔軟性, および野球肘との関係. 第 40 回日本整形外科スポーツ医学会, 東京 ; 

2014年9月 

19) 大木弘治, 加藤幸成 : 高感度抗ポドプラニン抗体の開発とその臨床応用. 第18回日本がん分子標的治療

学会, 仙台 ; 2014年6月 

20) 大森允, 村川美幸, 石川雅樹, 高木理彰 : アレルギー性肉芽腫性血管炎(Chnrg-strauss syndrome)によ

り歩行困難となった 6 例に対する理学療法. 第 51回日本リハビリテーション医学会学術集会, 名古屋 ; 

2014年6月 

21) 尾鷲和也, 岩崎聖, 尾山かおり, 針生光博, 武居功, 佐々木淳也, 伊藤重治, 赤羽武, 宇野智洋 : 梨状

筋症候群の臨床症状 -手術有効例81例の検討-.第87回日本整形外科学会学術総会, 神戸 ; 2014年5月 

22) 加藤義洋, 石垣大介, 豊野修二 : 80歳以上の高齢者に対する手根管開放術の有効性. 第57回日本手外科

学会学術集会, 宜野湾 ; 2014年4月 

23) 亀山直美, 浅海浩二, 安藤健夫, 弓手康正, 石井政次, 川路博之, 三谷茂, 遠藤裕介, 江川洋史 : 

LCPplateを併用しlmpaction Bone Grafting法を用いた大腿骨側再置換術. 第44回日本人工関節学会, 宜

野湾 ; 2014年2月 

24) 川路博之, 石井政次, 玉木康信, 佐々木幹, 高窪祐弥, 平山朋幸, 高木理彰 : 人工股関節全置換術後の

静脈血栓塞栓症予防における抗凝固療法 –フォンダパリヌクスとエドキサバンの比較-.第 87 回日本整形

外科学会学術総会, 神戸 ; 2014年5月 

25) 菊池瑞恵, 村川美幸, 佐々木健, 辺見大剛, 佐藤綾, 高木理彰 : 多彩な高次脳機能障害を合併した両側

上肢麻痺を呈した症例の食事動作能力向上を目指して. リハビリテーションケア合同研究大会, 長崎 : 

2014年11月 

26) 小林恵理, 工藤聡, 佐藤いづみ, 多田勇貴, 太田道子, 小林真司, 鈴木光典 : 整形外科症例における病



棟内自立歩行と転倒について ～評価指標導入後の経過～. 第51回日本リハビリテーション医学会学術集

会, 名古屋, 2014年6月 

27) 小林真司, 鈴木光典, 谷口央, 谷口昌光 : 中心性頚髄損傷による上肢痺れに対してプレガバリンが有効

だった2例. 第51回日本リハビリテーション医学会学術集会, 名古屋, 2014年6月 

28) 小林真司, 小林なぎさ : 痛みを伴った痺れを有する脊髄損傷例に対するプレガバリン使用経験.  日本

ペインクリニック学会48回大会, 東京 ; 2014年7月 

29) 近藤幹朗, 高原政利, 原田幹生, 門馬亮介 : 転位が著明な上腕骨内側上顆骨端離開. 第26回日本肘関節

学会学術集会, 東京 ; 2014年2月 

30) 佐々木明子, 高窪祐弥, 大木弘治, 梁秀蘭, 大類広, 高木理彰 : 後期高齢関節リウマチ患者の現状. 第

58回日本リウマチ学会総会・学術集会, 東京 ; 2014年4月 

31) 佐々木幹, 石井政次, 川路博之, 高窪祐弥, 玉木康信, 平山朋幸, 大木弘治, 高木理彰 : 人工股関節感

染の治療. 第87回日本整形外科学会学術総会, 神戸 ; 2014年5月 

32) 佐々木幹, 高窪祐弥, 平山朋幸, 高木理彰 : 当科における特発性大腿骨頭壊死症に対する大腿骨前方回

転骨切りの短期成績. 第41回日本股関節学会学術集会, 東京 : 2014年10月 

33) 佐竹寛史, 本間龍介, 高木理彰 : 橈骨遠位端骨折手術における合併症. 第 40 回日本骨折治療学会, 熊

本 ; 2014年6月 

34) 佐藤一木, 原田幹生, 小野秀俊, 三田地亮, 渡邊番, 高原政利 : 野球選手の上腕骨内側上顆裂離に対す

る保存治療成績. 第26回日本肘関節学会学術集会, 東京 ; 2014年2月 

35) 佐藤大祐, 丸山真博, 吉岡信弥 : 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定後の手関節尺側

部痛 - 尺骨茎状突起骨折の有無との関連 -.第57回日本手外科学会学術集会, 宜野湾 ; 2014年4月 

36) 澁谷純一郎, 渡邉忠良, 佐竹寛史 : 受傷から5年かけて骨癒合に至った上腕骨外側顆骨折の1例. 第40

回日本骨折治療学会, 熊本 ; 2014年6月 

37) 澁谷純一郎, 小関和彦 : 側面像髄内型の大腿骨転子部骨折に対する追加切開を加えない整復法. 第40回

日本骨折治療学会, 熊本 ; 2014年6月 

38) 嶋村之秀, 武井寛, 橋本淳一, 長谷川浩士, 鈴木智人, 高木理彰 ; Contical bone trajectory(CBT)法に

準じた screw 固定を併用した腰椎後方椎体間固定術の短期成績. 第 63 回東日本整形災害外科学会, 東

京 ; 2014年9月 

39) 菅原裕史, 冨樫栄太, 福島重宣 : TKA 術後鎮痛における大腿神経ブロックと塩酸モルヒネくも膜下腔投

与の比較. 第44回日本人工関節学会, 宜野湾 ; 2014年2月 

40) 菅原正登, 劉興, 長沼靖, 土屋登嗣, 金子美華, 加藤幸成, 高木理彰 : 骨肉腫における変異型イソクエ

ン酸デヒドロゲナーゼの発現解析. 第87回日本整形外科学会学術総会, 神戸 ; 2014年5月 

41) 菅原正登, 劉興, 長沼靖, 土屋登嗣, 金子美華, 加藤幸成, 高木理彰 : 骨肉腫における変異型イソクエ

ン酸デヒドロゲナーゼの発現解析. 第47回日本整形外科学会外科学 骨・軟部腫瘍学術集会, 大阪 ; 2014

年7月 

42) 菅原正登, 劉興, 長沼靖, 土屋登嗣, 金子美華, 加藤幸成, 高木理彰 ; 骨肉腫における変異型イソクエ

ン酸デビドロゲナーゼの発現解析. 第29回日本整形外科学会基礎学術集会, 鹿児島 ; 2014年10月 

43) 鈴木朱美, 福島重宣, 冨樫栄太, 浅野多聞, 成田淳, 高木理彰 : 解剖学的二重束前十字靭帯再建術の臨

床成績 –Trans-tibial法とoutside法の比較-.第87回日本整形外科学会学術総会, 神戸 ; 2014年5月 

44) 鈴木朱美、松木宏史, 高木理彰 : 長母趾屈筋腱筋繊維の遠位停止により生じた足関節後方インピンジメ

ント症候群の1例. 第40回日本整形外科スポーツ医学会, 東京 ; 2014年9月 

45) 鈴木朱美, 佐竹寛史, 長沼靖, 石垣大介, 高木理彰 : 陳旧性アキレス腱断裂に対する遊離腓腹筋腱膜弁

を用いた再建術の治療成績. 第39回日本足の外科学会学術集会, 宮崎 ; 2014年11月 

46) 鈴木智人, 橋本淳一, 長谷川浩士 : 脊椎脊髄手術患者の腎機能アセスメント -eGFRと周術期合併症の関

連-.第43回日本脊椎脊髄病学会, 京都 ; 2014年4月 

47) 鈴木智人, 橋本淳一, 長谷川浩士, 嶋村之秀, 高木理彰 : 当院における血液透析患者に対する脊椎手術

の成績. 第63回東日本整形災害外科学会, 東京 ; 2014年9月 

48) 高窪祐弥, 佐々木幹, 大木弘治, 長沼靖, 平山朋幸, 成田淳, 浅野多聞, 玉木康信, 冨樫栄太, 川路博

之, 福島重宣, 石井政次, 高木理彰 : 過去10年間の関節リウマチ (RA)患者における手術件数の推移.第



44回日本人工関節学会, 宜野湾 ; 2014年2月 

49) 高窪祐弥, 佐々木明子, 梁秀蘭, 大木弘治, 長沼靖, 平山朋幸, 佐々木幹, 結城北斗, 大類広, 高木理

彰 : 山形地区における関節リウマチ病診連携ネットワーク（やらんなネット）の現状と問題点. 第58回

日本リウマチ学会総会・学術集会, 東京 ; 2014年4月 

50) 高窪祐弥, 玉木康信, 大木弘治, 梁秀蘭, 佐々木明子, 長沼靖, 成田淳, 大類広, 高木理彰 : RA滑膜組

織における生物学的製剤の自然免疫系への影響. 第58回日本リウマチ学会総会・学術集会, 東京 ; 2014

年4月 

51) 高窪祐弥, 佐々木明子, 梁秀蘭, 大木弘治, 長沼靖, 大類広, 佐々木幹, 高木理彰 : 超高齢社会にむけ

たリウマチ治療の未来 -東日本（山形県）の取り組み-.第87回日本整形外科学会学術総会, 神戸 ; 2014

年5月 

52) 高窪祐弥, 佐々木幹, 成田淳, 成田亜矢, 金内ゆみ子, 小林真司, 長谷川浩士, 高木理彰 : 高齢者不安

定骨盤輪損傷症例の治療経過の検討. 第51回日本リハビリテーション医学会学術集会, 名古屋, 2014年

6月 

53) 高窪祐弥, 大木弘治, 長沼靖, 平山朋幸, 梁秀蘭, 佐々木明子, 佐々木幹, 玉木康信, 成田淳, 大類広, 

高木理彰 : 抗IL-6受容体抗体製剤使用関節リウマチ(RA)滑膜組織におけるToll-like receptorの発現. 

第29回日本整形外科学会基礎学術集会, 鹿児島 ; 2014年10月 

54) 高窪祐弥, 大木弘治, 佐々木幹, 長沼靖, 平山朋幸, 玉木康信, 加藤幸成, 高木理彰 : 関節リウマチ

(RA)滑膜組織におけるポドプラニン陽性細胞の検討. 第 29 回日本整形外科学会基礎学術集会, 鹿児島 ; 

2014年10月 

55) 高窪祐弥, 佐々木幹, 大木弘治, 長沼靖, 平山朋幸, 玉木康信, 川路博之, 石井政次, 小林真司, 高木

理彰 : 生物学的製剤時代の関節リウマチ患者における人工股関節手術件数の推移. 第41回日本股関節学

会学術集会, 東京 : 2014年10月 

56) 高窪祐弥, 佐々木幹, 梁秀蘭, 大木弘治, 長沼靖, 結城北斗, 佐々木明子, 大類広, 高木理彰 : リウマ

チ性疾患における微小粒子と形質細胞様樹状細胞の検討. 第42回日本関節病学会, 東京; 2014年11月 

57) 高窪祐弥, 長沼靖, 佐々木明子, 梁秀蘭, 大木弘治,結城北斗, 大類広, 佐々木幹, 高木理彰 : 山形地

区における循環型RA病診連携ネットワーク“やらんなネット”の試み - 二人主治医制の導入を目指して 

-. 第42回日本関節病学会, 東京 ; 2014年11月 

58) 高窪祐弥, 佐々木幹, 玉木康信, 梁秀蘭, 大木弘治, 平山朋幸, 佐々木明子, 長沼靖, 高木理彰 : リウ

マチ性疾患における微小粒子と形質細胞様樹状細胞の検討. 第 42 回 日本関節病学会学術集会，東京 ； 

2014年11月 

59) 高原大一郎, 成田淳, 鈴木朱美, 浅野多聞, 高木理彰 : 内側開大型高位脛骨骨切り術後に感染を生じ偽

関節となった1例. 第6回JOSKAS, 広島 ; 2014年7月 

60) 高原政利. 原田幹生, 近藤幹朗, 丸山真博, 門馬亮介 : 肘関節外反ストレス X 線撮影における至適入射

角の検討. 第26回日本肘関節学会学術集会, 東京 ; 2014年2月 

61) 高原政利, 近藤幹朗, 根本忠信 : ガラス繊維（ファイバーグラス）シーネを用いた指の単関節固定（指

ギプスシーネ）. 第57回日本手外科学会学術集会, 宜野湾 ; 2014年4月 

62) 武井寛, 橋本淳一, 内海秀明, 長谷川浩士, 鈴木智人, 岩崎聖, 嶋村之秀, 太田吉雄 : 成人後側弯症に

対する後方矯正固定術の手術結果と合併症. 第43回日本脊椎脊髄病学会, 京都 ; 2014年4月 

63) 武井寛, 嶋村之秀, 内海秀明, 岩崎聖, 杉田誠, 太田吉雄 : Parkinson 病に伴なった脊柱変形に対する

強制固定術の成績. 第63回東日本整形災害外科学会, 東京 ; 2014年9月 

64) 武井寛, 橋本淳一, 杉田誠, 長谷川浩士, 鈴木智人, 嶋村之秀, 岩崎聖, 笹木勇人, 太田吉雄 : 特発性

側弯症に対する rod rotation maneuverと in situ contouring による矯正固定術の成績. 第48回日本

側弯症学会学術集会, 盛岡 ; 2014年10月 

65) 田中賢, 高木理彰, 後藤薫 : 新規ゼータ型DGK結合蛋白Dead-box protein 5 (DDX5) の細胞内局在およ

び機能解析. 第119回日本解剖学会総会・学術集会, 宇都宮 ; 2014年3月 

66) 玉木康信, 川路博之, 松田雅彦, 石井政次, 清重佳郎 : MRI でのみ診断が可能であった大腿骨転子部骨

折の特徴. 第87回日本整形外科学会学術総会, 神戸 ; 2014年5月 

67) 玉木康信, 松田雅彦 : Bone stock の乏しい大腿骨ステム周囲骨折に対する IBG 法併用プレート固定法. 



第40回日本骨折治療学会, 熊本 ; 2014年6月 

68) 玉木康信, 佐々木幹, 高窪祐弥, 平山朋幸, 長沼靖, 川路博之, 石井政次, 高木理彰 : 人工股関節イン

プラント感染症におけるToll-like receptor(TLR)を介した宿主生体反応. 第37回日本骨・関節感染症学

会. 東京 ; 2014年6月 

69) 玉木康信, 川路博之, 石井政次, 高木理彰 : 大腿骨転子部不顕性骨折の手術療法の検討. 第41回日本股

関節学会学術集会, 東京 : 2014年10月 

70) 土屋登嗣, 菅原正登, 石川朗, 高木理彰 : 当院におけるアクリジンオレンジ治療の短期成績. 第47回日

本整形外科学会外科学 骨・軟部腫瘍学術集会, 大阪 ; 2014年7月 

71) 土屋登嗣, 菅原正登, 高木理彰 : 両手の多発性腫瘤を契機に診断された多発性骨髄腫の1例. 第63回東

日本整形災害外科学会, 東京 ; 2014年9月 

72) 鶴田大作, 村成幸, 松田雅彦, 鈴木朱美, 結城一声, 高木理彰 : 非観血的整復不能であった新鮮肩関節

前方脱臼症例の検討. 第63回東日本整形災害外科学会, 東京 ; 2014年9月 

73) 鶴田大作, 村成幸, 菅原正登, 高木理彰 : 腱板断裂患者における腱板筋の免疫組織染色による検討. 第

29回日本整形外科学会基礎学術集会, 鹿児島 ; 2014年10月 

74) 冨樫栄太, 福島重宣, 菅原裕史 : タニケットレスセメントレス CRの短期成績. 第 44回日本人工関節学

会, 宜野湾 ; 2014年2月 

75) 豊野修二, 佐竹寛史, 本間龍介, 渡邉忠良, 江藤淳, 井上林, 佐藤大祐, 花香直美, 金内ゆみ子, 加藤

義洋, 高木理彰 : 橈骨遠位端骨折手術症例における合併症. 第87回日本整形外科学会学術総会, 神戸 ; 

2014年5月 

76) 豊野修二, 福島重宣, 菅原裕史, 冨樫栄太 : 両側 TKA を施行したアルカプトン尿症性膝関節症の 1 例. 

第44回日本人工関節学会, 宜野湾 ; 2014年2月 

77) 豊野修二, 高原政利, 丸山真博, 根本忠信 :橈骨遠位端骨折に合併する手根管症候群の検討. 第 57 回日

本手外科学会学術集会, 宜野湾 ; 2014年4月 

78) 豊島定美, 山本尚生, 中島拓 : 人工膝関節置換術後の膝蓋骨骨折に対して膝蓋骨切除、膝伸展機構再建

を行った1例. 第44回日本人工関節学会, 宜野湾 ; 2014年2月 

79) 豊島定美, 山本尚生, 中島拓, 笹木勇人 : 膝蓋骨非置換 TKA 後の膝蓋骨骨硬化性変化についての検討. 

第6回JOSKAS, 広島; 2014年7月 

80) 中島拓, 豊島定美, 山本尚生, 笹木勇人, 浅野多聞, 高木理彰 : 解剖学的二重束 ACL 再建術における大

腿骨骨孔と再建靭帯の検討 –大腿骨外側刺入位置が骨孔角度, MRI信号強度に与える影響-.第87回日本整

形外科学会学術総会, 神戸 ; 2014年5月 

81) 中島拓, 豊島定美, 山本尚生, 笹木勇人 : 塩酸モルヒネくも膜下腔投与による前十字靭帯再建術の疼痛

管理. 第6回JOSKAS, 広島; 2014年7月 

82) 長沼靖, 高窪祐弥, 佐々木幹, 佐々木明子, 玉木康信, 梁秀蘭, 大木弘治, 結城北斗, 高木理彰 ; 弛緩

人工股関節異物肉芽腫組織における TLR2,NLRP-3 シグナル伝達機構に関する免疫組織化学的検討. 第 58

回日本リウマチ学会総会・学術集会, 東京 ; 2014年4月 

83) 長沼靖, 大木弘治, 梁秀蘭, 平山朋幸, 玉木康信, 高窪祐弥, 結城北斗, 佐々木明子, 佐々木幹, 高木

理彰 : リポテイコ酸刺激マクロファージにおけるTLR2およびTLR6の発現様式. 第58回日本リウマチ学

会総会・学術集会, 東京 ; 2014年4月 

84) 長沼靖, 佐竹寛史, 本間龍介, 丸山真博, 高木理彰 : 成人ボランティア 295 名におけるピンチメーター

を用いた深指屈筋の筋力測定. 第63回東日本整形災害外科学会, 東京 ; 2014年9月 

85) 長沼靖, 平山朋幸, 大木弘治, 梁秀蘭, 丸山真博, 玉木康信, 高窪祐弥, 佐々木幹, 高木理彰 : リポテ

イコ酸付着チタン摩耗粉貪食マクロファージの免疫応答修飾における TLR2 および NLRP3 反応系の関与. 

第29回日本整形外科学会基礎学術集会, 鹿児島 ; 2014年10月 

86) 成田淳, 浅野多聞, 鈴木朱美, 高木理彰 : 当科における人工膝関節全置換術の生命予後. 第44回日本人

工関節学会, 宜野湾 ; 2014年2月 

87) 成田淳, 浅野多聞, 高木理彰 : 関節リウマチ患者の人工膝関節術後後方脱臼2例3膝の検討. 第58回日

本リウマチ学会総会・学術集会, 東京 ; 2014年4月 

88) 成田淳, 浅野多聞, 大類広, 佐々木明子, 高窪祐弥, 大木弘治, 梁秀蘭, 高木理彰 : 両膝関節に発生し



た樹枝状脂肪腫の1例 – 関節液中サイトカイン濃度の検討 -.第58回日本リウマチ学会総会・学術集会, 

東京 ; 2014年4月 

89) 成田淳, 浅野多聞, 鈴木朱美, 高窪祐弥, 高木理彰 : 人工膝関節置換術における生命予後. 第 87 回日

本整形外科学会学術総会, 神戸 ; 2014年5月 

90) 成田淳, 佐々木幹, 高窪祐弥, 長谷川浩士, 小林真司, 高木理彰 : 膝関節器具を必要とした人工膝関節

全置換術術後後方脱臼 2例 3膝の検討. 第 51回日本リハビリテーション医学会学術集会, 名古屋, 2014

年6月 

91) 成田淳, 浅野多聞, 鈴木朱美, 高木理彰 : 人工膝関節置換術後経過における死亡症例の検討. 第 6 回

JOSKAS, 広島 ; 2014年7月 

92) 成田亜矢, 井田英雄 : 当センターにおける, ダウン症児の頚椎不安定性についての検討. 第51回日本リ

ハビリテーション医学会学術集会, 名古屋, 2014年6月 

93) 仁藤敏哉, 平山朋幸, 菅原正登, 高窪祐弥, 佐々木幹, 土屋登嗣, 高木理彰, 石川朗 : 神経線維腫 1 型

に外傷性巨大殿部血腫を合併した1例. 第47回日本整形外科学会外科学 骨・軟部腫瘍学術集会, 大阪 ; 

2014年7月 

94) 根本信仁, 朝比奈一三, 辻本雄太 : 当院の外傷診療体制-多発外傷 ２ 例を経験して-. 第 28 回日本外

傷学会総会・学術集会, 東京 ; 2014年6月 

95) 橋本淳一, 伊藤友一, 千葉克司, 内海秀明, 長谷川浩士, 鈴木智人, 高木理彰 : 胸腰椎移行部狭窄症の

病態と手術治療. 第43回日本脊椎脊髄病学会, 京都 ; 2014年4月 

96) 橋本淳一, 長谷川浩士, 鈴木智人, 伊藤友一, 千葉克司, 内海秀明, 高窪祐弥, 佐々木明子, 高木理

彰 : 関節リウマチ腰椎病変の病態 –腰椎後側彎変形に関する検討-. 第87回日本整形外科学会学術総会, 

神戸 ; 2014年5月 

97) 長谷川浩士, 橋本淳一, 鈴木智人 : 硬膜外膿瘍を伴う脊椎感染症の臨床的特徴. 第43回日本脊椎脊髄病

学会, 京都 ; 2014年4月 

98) 長谷川浩士, 武井寛, 橋本淳一, 杉田誠, 鈴木智人, 嶋村之秀, 高木理彰 : 当院における思春期特発性

側弯症に対する装具治療の実績. 第48回日本側弯症学会学術集会, 盛岡 ; 2014年10月 

99) 花野太郎, 鈴木宏和, 清重佳郎 : 2ステップテストの平均値と重心動揺の関係. 第63回東日本整形災害

外科学会, 東京 ; 2014年9月 

100) 濱田美香, 石川雅樹, 村川美幸, 高木理彰 : 脊髄腫瘍再発術後に両下肢麻痺・膀胱直腸障害を生じた患

者のリハビリテーション経験 ～障害受容の過程を経て～. リハビリテーション合同研究大会, 長崎 : 

2014年11月 

101) 原田幹生, 高原政利, 丸山真博, 宇野智洋 : 少年野球選手の投球フォームと野球肘との関係. 第26回日

本肘関節学会学術集会, 東京 ; 2014年2月 

102) 原田幹生, 高原政利, 近藤幹朗, 門馬亮介 : 肘関節鏡手術の合併症調査. 第26回日本肘関節学会学術集

会, 東京 ; 2014年2月 

103) 原田幹生, 村成幸, 鶴田大作 : 鏡視下肩腱板修復術後に発症した合併症についての検討 –CRPS様症状・

手根管症候群・ばね指の発症に関与する因子-.第87回日本整形外科学会学術総会, 神戸 ; 2014年5月 

104) 原田幹生, 高原政利, 丸山真博 : ジュニアテニス選手における体の痛み, 身体所見, およびテニスパフ

ォーマンスとの関係 –テニスパフォーマンスに与える因子-.第 87 回日本整形外科学会学術総会, 神戸 ; 

2014年5月 

105) 原田幹生, 高原政利, 近藤幹朗, 門馬亮介 : テニス選手の上肢疲労骨折に対し保存療法を行った 4 例. 

第40回日本整形外科スポーツ医学会, 東京 ; 2014年9月 

106) 原田幹生, 高原政利, 村成幸, 丸山真博, 宇野智洋, 高木理彰 : 成長期野球選手におけるリトルリーグ

ショルダーの保存治療成績. 第41回日本肩関節学会, 佐賀 ; 2014年10月 

107) 針生光博, 尾山かおり, 宇野智洋, 赤羽武, 岩崎聖, 伊藤重治, 佐々木淳也, 武居功, 尾鷲和也 : イン

プラントギャップの検討 –PS型TKA vs CS型TKA-.第44回日本人工関節学会, 宜野湾 ; 2014年2月s 

108) 針生光博, 尾山かおり, 宇野智洋, 赤羽武, 岩崎聖, 伊藤重治, 佐々木淳也, 武居功, 尾鷲和也 : 人工

膝関節全置換術後感染の検討. 第6回JOSKAS, 広島; 2014年7月 

109) 針生光博, 尾山かおり, 仁藤敏哉, 根本信太郎, 岩崎聖, 伊藤重治, 佐々木淳也, 武居功, 尾鷲和也 : 



術後早期膝関節可動域, 杖歩行に関する検討 –PS型 vs CS型TKA. 第63回東日本整形災害外科学会, 東

京 ; 2014年9月 

110) 平山朋幸, 佐々木幹, 高窪祐弥, 高木理彰 : 大骨頭径 金属対金属 摺動面人工関節の中期成績. 第 44

回日本人工関節学会, 宜野湾 ; 2014年2月 

111) 平山朋幸, 佐々木幹, 高窪祐弥, 伊藤重治, 高木理彰 : 大骨頭径Metal on Metal人工股関節の中期成績. 

第63回東日本整形災害外科学会, 東京 ; 2014年9月 

112) 福島重宣, 冨樫栄太, 菅原裕史 : TKA で MIS がもたらしたもの. 第 44 回日本人工関節学会, 宜野湾 ; 

2014年2月 

113) 福島重宣, 冨樫栄太, 菅原裕史 :パーソナルジグの現状と未来 –Signature使用131膝の検討から-.第44

回日本人工関節学会, 宜野湾 ; 2014年2月 

114) 福島重宣, 冨樫栄太, 菅原裕史, 鈴木朱美 : Patient matched instrument(PMI)はTKAに有用か -131膝

の検討-. 第87回日本整形外科学会学術総会, 神戸 ; 2014年5月 

115) 古川孝志, 吉岡信弥, 村成幸 : 骨粗鬆症性椎体骨折新鮮例に対する体幹ギプスの治療成績 レントゲン

評価でコルセット療法に比べ優れているか？. 第43回日本脊椎脊髄病学会, 京都 ; 2014年4月 

116) 本間龍介, 佐竹寛史, 江藤淳, 高木理彰 : 小児上腕骨外側顆骨折における単純 X 線側面像による重症度

評価. 第40回日本骨折治療学会, 熊本 ; 2014年6月 

117) 松田雅彦, 玉木康信, 鈴木朱美 : 不安定型鎖骨遠位端骨折に対し、LCP Clavicle Hook Plateを用いた治

療成績. 第40回日本骨折治療学会, 熊本 ; 2014年6月 

118) 丸山真博, 村成幸, 原田幹生, 高原政利 : 上腕骨内側上顆裂離に対する保存治療成績. 第26回日本肘関

節学会学術集会, 東京 ; 2014年2月 

119) 丸山真博, 高原政利, 原田幹生, 村成幸 : 肘内側側副靭帯損傷を合併した野球選手の尺骨神経障害に対

する治療成績. 第40回日本整形外科スポーツ医学会, 東京 ; 2014年9月 

120) 宮腰尚久, 小野睦, 矢吹省司, 小澤浩司, 山崎健, 橋本淳一, 国分正一 : 既存椎体骨折の有無による骨

粗鬆症患者のQOLと治療の実態調査. 第43回日本脊椎脊髄病学会, 京都 ; 2014年4月 

121) 村川美幸, 石川雅樹, 佐々木健, 菊池瑞恵, 辺見大剛, 高木理彰 : 多発性骨髄腫患者のリハビリテーシ

ョン ～ベッド上動作の拡大を中心に～. リハビリテーション合同研究会, 長崎 ; 2014年11月 

122) 村成幸, 吉岡信弥 : 初診時における肩腱板断裂と五十肩の身体所見．第27回日本臨床整形外科学会学術

集会, 仙台 ; 2014年7月 

123) 村成幸, 原田幹生, 結城一声, 丸山真博 : 上腕骨頭上方化を伴う腱板断裂に対する鏡視下腱板修復術の

成績. 第41回肩関節学会, 佐賀 : 2014年10月 

124) 村成幸, 原田幹生, 結城一声 : 鏡視下腱板修復術後, 腱板肢に麻痺を認めた 2例. 第 41回肩関節学会, 

佐賀 : 2014年10月 

125) 村田宙, 石川雅樹, 佐々木幹, 高木理彰 : THA後患者における座位側方傾斜刺激による体幹運動評価-第

2報-.第41回日本股関節学会学術集会, 東京 : 2014年10月 

126) 門馬亮介, 高原政利, 原田幹生 : 小児上腕骨顆上骨折の治療成績. 第26回日本肘関節学会学術集会, 東

京 ; 2014年2月 

127) 孟宏学, 大江倫太郎, ナイン・イエイ・アウン, 樺澤崇允, 梁秀蘭, 加藤智也, 大竹浩也, 石田晃弘, 太

田伸男, 欠畑誠治, 城謙輔, 山川光德. Overexpression of thymic stromal lymphopoietin in tonsillar 

follicular dendritic cells: Correlation with elevated IgA production in tonsils with IgA 

nephropathy. 第54回日本リンパ網内系学会総会, 山形 ; 2014年6月 

128) 山本尚生, 豊島定美, 中島拓 : 人工膝関節全置換術における関節近傍へのステロイド添加多剤カクテル

注射の検討. 第44回日本人工関節学会, 宜野湾 ; 2014年2月 

129) 山本尚生, 豊島定美, 中島拓, 笹木勇人, 浅野多聞, 高木理彰 : 人工膝関節全置換術における関節内お

よび関節近傍へのステロイド注入の術後成績に及ぼす影響. 第 87 回日本整形外科学会学術総会, 神戸 ; 

2014年5月 

130) 山本尚生, 豊島定美, 中島拓, 笹木勇人 : 人工膝関節全置換術におけるステロイド関節内注射の検討. 

第6回JOSKAS, 広島; 2014年7月 

131) 山本尚生, 成田淳, 鈴木朱美, 豊島定美, 中島拓, 高木理彰 : 人工膝関節単顆置換術における術中ステ



ロイド注入の術後成績に及ぼす影響. 第63回東日本整形災害外科学会, 東京 ; 2014年9月 

132) 梁秀蘭, 高窪祐弥, 大木弘治, 佐々木明子, 大類広, 高木理彰 : 関節リウマチにおける滑膜表層細胞の

免疫組織学検討. 第58回日本リウマチ学会総会・学術集会, 東京 ; 2014年4月 

133) 梁秀蘭, 高窪祐弥, 大木弘治, 佐々木幹, 大類広, 高木理彰 : 胸腺過形成の術後に関節症状が軽快した

関節リウマチの1例. 第58回日本リウマチ学会総会・学術集会, 東京 ; 2014年4月 

134) 結城一声, 村成幸, 鶴田大作, 鈴木朱美, 高木理彰 : 鎖骨遠位端骨折に対するケーブルロッキングプレ

ートの治療経験. 第41回日本肩関節学会, 佐賀 ; 2014年10月 

135) 結城一声, 原田幹生, 村成幸, 鶴田大作, 鈴木朱美, 高木理彰 : コンタクトスポーツ選手への鏡視下

Bankart法術後のスポーツ復帰. 第41回日本肩関節学会, 佐賀 ; 2014年10月 

136) 結城北斗, 高窪祐弥, 梁秀蘭, 佐々木明子, 佐々木幹, 平山朋幸, 長沼靖, 大木弘治, 大類広, 高木理

彰 : 人工足関節置換術（TAA）術後の弛みに対し保存的自家骨移植を併用し足関節固定術を施行した関節

リウマチ（RA）の1例. 第58回日本リウマチ学会総会・学術集会, 東京 ; 2014年4月 

137) 渡邉忠良 : 手根管症候群に対する手根管開放術の成績と年齢の関係. 第 57 回日本手外科学会学術集会, 

宜野湾 ; 2014年4月 

138) 和根崎禎大, 土屋登嗣, 菅原正登, 高木理彰, 石川朗 : 大腿骨遠位に発生した悪性筋上皮腫の 1 例. 第

47回日本整形外科学会外科学 骨・軟部腫瘍学術集会, 大阪 ; 2014年7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) 高木理彰 : いまどきの手術療法. 第24回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 札幌 ; 2014年

12月 

2) 小林真司 : 運動器慢性痛に対するオピオイド鎮痛剤の使用経験. 第 3 回日本整形外科勤務医会山形支部

会, 山形 ; 2014年3月 

ii 一般演題 

1) 赤羽武, 尾鷲和也, 岩崎聖 : 頚椎拡大術後に生じた硬膜外血腫症例の検討. 第 111 回東北整形災害外科

学会, 秋田 ; 2014年6月 

2) 荒川忍, 石川雅樹, 濱田美香, 大森允, 辺見千佳, 村田宙, 高木理彰 : 大動脈置換術後に下肢 CRPS を

呈した一症例. 第22回山形理学療法学術大会, 山形 ; 2014年6月 

3) 五十嵐貴宏, 大楽勝之, 奥田正太, 澁谷純一郎, 諏訪通久, 山川淳一, 渡邉忠良, 松木宏史, 林雅弘 : 

両側大腿骨近位部骨折例の検討. 第111回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

4) 石川雅樹, 佐々木幹, 濱田美香, 高木理彰 : 末期変形性股関節症患者における歩行能力と足関節底屈筋

力検討. 第32回東北理学療法学術大会, 山形 ; 2014年11月 

5) 岩崎聖,尾鷲和也,赤羽武：腰椎後方手術後に胸髄レベルでの対麻痺を生じた１例. 第 24 回東北脊椎外科

研究会，仙台；2014年1月 

6) 岩崎聖, 尾鷲和也, 内海秀明, 山川淳一, 赤羽武 : 腰椎後方手術後のドレーン留置期間に関する検討 –

留置1日群と2日群の比較-.第111回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

7) 宇野智洋, 尾鷲和也, 赤羽武, 岩崎聖, 伊藤重治 佐々木淳也, 武居功, 針生光博, 尾山かおり : 強直

性脊椎炎に合併した第７頚椎骨折の1例. 第111回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

8) 大石隆太, 菅原正登, 土屋登嗣, 高木理彰 : 小指中手骨に発生した修復性巨細胞肉芽腫の 1 例. 第 111

回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

9) 大石隆太, 高窪祐弥, 大木弘治, 梁秀蘭, 佐々木明子, 佐々木幹, 平山朋幸, 長沼靖, 大類広, 高木理

彰 : 当院におけるトシリズマブ皮下注製剤の短期成績. 第24回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術

集会, 札幌 ; 2014年11月 

10) 岡本純一, 佐々木幹, 高窪祐弥, 平山朋幸, 山本尚生, 高木理彰 : 結核性股関節後の強直股に大腿骨転

子部骨折を生じた1例. 第111回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

11) 大木弘治, 高窪祐弥, 佐々木明子, 梁秀蘭, 長沼靖, 佐々木幹, 大類広, 高木理彰 : 当科における生物

学的製剤投与患者登録制度（ZAO registry）設立後の新規導入患者の検討. 第 24 回日本リウマチ学会北

海道・東北支部学術集会, 札幌 ; 2014年11月 

12) 奥田正太, 林雅弘, 大楽勝之, 松木宏史, 渡邉忠良, 山川淳一, 諏訪通久, 澁谷純一郎, 五十嵐貴宏 : 



当院の BP内服患者における非定型大腿骨骨折についての検討. 第 111回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 

2014年6月 

13) 奥田正太, 高窪祐弥, 大木弘治, 平山朋幸, 長沼靖, 佐々木幹, 高木理彰 : 両側非定型大腿骨骨折を発

症した多発性筋炎の1例. 第24回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 札幌 ; 2014年11月 

14) 尾鷲和也, 岩崎聖, 内海秀明, 山川淳一 : 術者の専門性や経験は頚椎椎弓形成術の成績に影響を及ぼす

か？-アンカー使用片開き4椎弓拡大例における検討-.第111回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6

月 

15) 加藤義洋, 石垣大介 : 手指伸筋腱脱臼に対する手術的治療. 第 111 回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 

2014年6月 

16) 佐々木明子, 高窪祐弥, 長沼靖, 梁秀蘭, 大類広, 高木理彰 : 妊娠中にケトプロフェン貼付剤で羊水減

少を来したRA患者の1例. 第24回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 札幌 ; 2014年11月 

17) 佐々木淳也, 尾鷲和也, 尾山かおり, 針生光博, 武居功, 伊藤重治, 岩崎聖, 赤羽武, 宇野智洋 : 上腕

骨遠位Coronal shear fractureの6例. 第111回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

18) 嶋村之秀, 武井寛, 太田吉雄 : 脊椎手術中に発症した Posterior reversible encephalopathy 

syndrome(PRES)の1例. 第111回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

19) 菅原正登, 土屋登嗣, 石川朗, 高木理彰 : 当科における骨軟部腫瘍に対する切開生検時の工夫. 第 111

回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

20) 鈴木智人, 橋本淳一, 長谷川浩士, 高木理彰, 伊藤友一, 千葉克司, 内海秀明 : 抗凝固薬の使用が原因

と思われた脊髄クモ膜下血腫の2例. 第111回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

21) 高窪祐弥, 長沼靖, 佐々木明子, 梁秀蘭, 大木弘治, 大類広, 佐々木幹, 高木理彰 : 関節リウマチ（RA）

患者に対するメソトレキサート（MTX）投与量と疾患活動性の検討. 第24回日本リウマチ学会北海道・東

北支部学術集会, 札幌 ; 2014年11月 

22) 高窪祐弥, 長沼靖, 佐々木明子, 梁秀蘭, 大木弘治, 佐々木幹, 大類広, 高木理彰 : 山形地区における

循環型リウマチ（RA）病診連携ネットワーク（やらんなネット）の現状と今後の課題. 第 24 回日本リウ

マチ学会北海道・東北支部学術集会, 札幌 ; 2014年11月 

23) 高原大一郎, 佐竹寛史, 江藤淳, 本間龍介, 丸山真博, 長沼靖, 高木理彰 : 尺骨茎状突起突き上げ症候

群に尺骨茎状突起短縮骨切り術を施行した一例. 第111回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

24) 武井寛, 嶋村之秀, 内海秀明, 太田吉雄 : Parkinson 病に伴なった脊柱変形に対する強制固定術の短期

成績. 第111回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

25) 田中賢, 高木理彰, 後藤薫 : DGKζ結合蛋白 DDX5による転写因子 NF-κBの制御機構. 第 60回東北・北

海道連合支部学術集会, 福島 ; 2014年9月 

26) 鶴田大作, 江藤淳, 鈴木朱美, 結城一声, 高木理彰 : 肩関節脱臼骨折に鏡視下骨接合術を行った 2 例. 

第111回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

27) 豊野修二, 石井政次, 川路博之, 佐々木幹, 高窪祐弥, 平山朋幸, 高木理彰 : Cement in cemen 法によ

る人工股関節再置換術の経験. 第111回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

28) 成田淳, 浅野多聞, 佐々木明子, 高窪祐弥, 鈴木朱美, 山本尚生, 長沼靖, 梁秀蘭, 高木理彰 : 関節リ

ウマチ患者に対する人工膝関節置換術後の生命予後. 第 24 回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集

会, 札幌 ; 2014年11月 

29) 仁藤敏哉, 成田淳, 浅野多聞, 鈴木朱美, 高木理彰 : 膝複合靭帯損傷を伴った膝窩動脈損傷に対し、経

皮的血管形成術を行った1例. 第111回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

30) 根本信太郎, 高窪祐弥, 大木弘治, 成田淳, 長沼靖, 梁秀蘭, 佐々木明子, 佐々木幹, 高木理彰 : イン

フリキシマブ最大量投与により低疾患活動性を維持し得た高度肥満関節リウマチ（RA）患者の1例. 第111

回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

31) 長谷川浩士, 橋本淳一, 鈴木智人, 嶋村之秀, 高木理彰, 千葉克司, 内海秀明, 伊藤友一 : 腰椎後側弯症

に矯正骨切り固定術を施行した関節リウマチの1例. 第36回日本リハビリテーション医学会東北地方会, 福島 ; 

2014年10月 

32) 長谷川浩士, 橋本淳一, 鈴木智人, 嶋村之秀, 高木理彰 : 関節リウマチによる上位頚椎障害に対する固

定術の固定角度に関する調査. 第 24回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 札幌 ; 2014 年 11



月 

33) 長谷川浩士, 橋本淳一, 鈴木智人, 嶋村之秀, 高木理彰, 千葉克司, 内海秀明, 伊藤友一 : 関節リウマ

チに伴う胸椎後側弯症に矯正骨切り固定術を施した 1 例. 第 24 回日本リウマチ学会北海道・東北支部学

術集会, 札幌 ; 2014年11月 

34) 本間龍介, 佐竹寛史, 高窪祐弥, 丸山真博, 長沼靖, 高木理彰 : 関節リウマチによる母指 MP 関節障害

に滑膜切除と軟部組織再建術を行った1例. 第24回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 札幌 ; 

2014年11月 

35) 長沼靖, 高窪祐弥, 佐々木明子, 梁秀蘭,大木弘治, 佐竹寛史, 本間龍介, 佐々木幹, 高木理彰 : エタ

ネルセプトが著効した単関節炎発症の血清反応陰性関節リウマチの1例. 第111回東北整形災害外科学会, 

秋田 ; 2014年6月 

36) 長沼靖, 高窪祐弥, 佐々木明子, 梁秀蘭, 大木弘治, 結城北斗, 大類広, 佐々木幹, 高木理彰 : 関節リ

ウマチ患者におけるトシリズマブ延長投与に関する検討. 第 24 回日本リウマチ学会北海道・東北支部学

術集会, 札幌 ; 2014年11月 

37) 濱田美香, 石川雅樹, 荒川忍, 大森允, 辺見千佳, 村田宙, 高木理彰 : ダウン症に伴う股関節亜脱臼に

対する骨盤骨切り術後の1症例. 第22回山形県理学療法学術大会, 山形 ; 2014年6月 

38) 村田宙, 石川雅樹, 高木理彰 : 人工股関節全置換術前後における座位側方傾斜刺激を用いた体幹運動評

価. 第32回東北理学学術大会, 山形 ; 2014年11月 

39) 和根崎禎大, 佐竹寛史, 渡邉忠良, 本間龍介, 丸山真博, 長沼靖, 高木理彰 : 習慣性肘関節脱臼の 1 例. 

第111回東北整形災害外科学会, 秋田 ; 2014年6月 

(4) 研究会 

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) 丸山真博, 高原政利，原田幹生，宇野智洋，佐竹寛史，高木理彰 : 神経障害の手術療法．第 3 回野球肘

研究会夏合宿, 山形 : 2014年8月 

2) 村成幸 : 肩の慢性疼痛に対するノルスパンテープの使用経験. 第 3 回さっぽろ肩・肘ビデオミーティン

グ, 札幌 : 2014年7月 

ii 一般演題 

1) 宇野智洋, 原田幹生, 高原政利, 近藤幹朗 : 関節鏡手術の基本手技. 第 3 回野球肘研究会夏合宿, 山

形 : 2014年8月 

2) 大石隆太, 鶴田大作, 鈴木朱美, 村成幸 : 先天性鎖骨偽関節症の 1 例. 第 25 回東北肩関節研究会, 仙

台 ; 2014年6月 

3) 岡島央紀, 小林真司, 太田道子, 多田勇貴 : 当院回復期リハビリテーション病棟における連携ツールの

活用〜多職種アンケート. 第 23 回全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会研究大会, 名古屋 : 

2014年2月 

4) 岡本純一, 土屋登嗣, 菅原正登, 石川朗, 高木理彰 : 左第８肋骨骨腫瘍の1例. 第21回東北地区骨軟部

腫瘍研究会, 福島 : 2014年10月 

5) 大木弘治, 金子美華, 小笠原論, 辻本雄太, 劉興, 菅原正登, 高窪祐弥,土屋登嗣, 高木理彰, 加藤成

幸 : 高感度抗ポドプラニン抗体の樹立. 第34回日本分子腫瘍マーカー研究会, 横浜 ; 2014年9月 

6) 加藤義洋, 石垣大介, 豊野修二 : 上腕骨内側上顆偽関節に伴う遅発性尺骨神経麻痺. 第28回東日本手外

科研究会, 東京 ; 2014年2月 

7) 川路博之，石井政次：表面処理の相違が繰返し疲労試験でのセメント大腿骨ステム模擬金属ピンの沈下に

及ぼす影響．第9回超長期耐用をめざしたインプラントと骨との固着を語る会，大阪；2014年3月 

8) 小関和彦, 高原政利, 宇野智洋, 近藤幹朗, 原田幹生, 根本忠信 : 骨軟骨片の整復固定を行った膝蓋骨

脱臼の1例. 第37回東北膝関節研究会, 仙台 ; 2014年7月 

9) 小林真司, 鈴木光典, 谷口央, 谷口昌光 : 女性における骨粗鬆症性椎体骨折に対するカルシトニン製剤

の有効性. 第23回全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会研究大会, 名古屋 : 2014年2月 

10) 佐々木幹, 高窪祐弥, 平山朋幸, 高木理彰, 石井政次, 川路博之, 玉木康信 : 先天性股関節脱臼に対す

る水平牽引＋徒手整復の治療成績. 第4回東北小児整形外科研究会, 秋田 ; 2014年6月 

11) 佐竹寛史, 高窪祐弥, 本間龍介, 丸山真博, 長沼靖, 高木理彰 : 片側肥大と表皮母斑を伴うしこ炎症性



疾患の1例. 第4回東北小児整形外科研究会, 秋田 ; 2014年6月 

12) 佐竹寛史, 本間龍介, 丸山真博, 長沼靖, 土屋登嗣, 菅原正登, 佐々木幹, 高木理彰 : 小児指骨にみら

れる軟骨性腫瘍類似疾患 –消退と指変形-.第4回東北小児整形外科研究会, 秋田 ; 2014年6月 

13) 佐藤孝史, 小林真司. 太田道子, 多田勇貴 : 高齢者大腿骨近位部骨折術後の入浴、清拭動作の困難度〜

退院時の調査から. 第23回全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会研究大会, 名古屋 : 2014年2

月 

14) 菅原裕史, 冨樫栄太, 福島重宣 : ポータブルナビゲーションデバイスKneeAlign®2 を用いた TKAにおけ

る大腿骨遠位骨切り精度の検討. 第37回東北膝関節研究会, 仙台 ; 2014年7月 

15) 高窪祐弥, 長沼靖, 大木弘治, 高木理彰 : RA前足部変形に対するMann変法とoff-set osteotomyによる

中足骨頭温存手術の中長期成績. 第43回リウマチの外科研究会, 大阪 ; 2014年8月 

16) 長沼靖, 高窪祐弥, 大木弘治, 高木理彰 : RA 患者に対する髄内釘を用いた足関節固定術の検討. 第 43

回リウマチの外科研究会, 大阪 ; 2014年8月 

17) 成田淳, 鈴木朱美, 山本尚生, 高木理彰, 菊地憲明, 浅野多聞 : 人工膝関節術後深部感染に対する再々

置換術の経験 - 軟部組織欠損に対して下腿交叉皮弁を行った 1 例. 第 37 回東北膝関節研究会, 仙台 ; 

2014年7月 

18) 成田淳, 浅野多聞, 高窪祐弥, 鈴木朱美, 高木理彰 : 半拘束型人工膝関節全置換術後に後方脱臼を生じ

た2例3膝の検討. 第43回リウマチの外科研究会, 大阪 ; 2014年8月 

19) 原田幹生, 高原政利 : テニス選手の上肢疲労骨折に対し保存療法を行った 4例. 第 4回日本テニス・ス

ポーツ医学研究会, 大分 ; 2014年3月 

20) 原田幹生, 高原政利, 宇野智洋, 近藤幹朗 : 肘関節鏡視下手術の工夫 -腕尺関節内に嵌頓した遊離体の

摘出-. 第3回野球肘研究会夏合宿, 山形 ; 2014年8月 

21) 早坂慎也, 小林真司, 遠藤洋子, 芳野岳 : 回復期リハ病棟退院後に通所・訪問リハ併用から訪問リハの

みに切り替えたことで ADL が改善した一症例. 第 23 回全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会研

究大会, 名古屋 : 2014年2月 

22) 村成幸, 古川孝志, 原田幹生, 結城一声, 佐藤大祐, 吉岡信弥 : 鏡視下腱板修復術後, 腱側肢に麻痺が

出現した2例の経験. 第25回東北肩関節研究会, 仙台 ; 2014年6月 

(5)その他 

i 一般演題 

1) 高窪祐弥: 山形大学整形外科における RA 診療の現状. 山形地区関節リウマチ病診連携ネットワーク, 山

形；2014年1月 

2) 高窪祐弥, 佐々木明子, 高木理彰, 鈴木和子, 市川一誠, 今田恒夫 : 山形地区関節リウマチ病診連携

ネットワーク やらんなネットの設立に向けて．シムジア１周年記念講演会，仙台 ; 2014年3月 

3) 高窪祐弥, 佐々木明子, 高木理彰: BIO 使用患者における整形外科手術時の安全対策 -トシリズマブ使

用例を中心に-. 東北トシリズマブ皮下注学術講演会，仙台 ; 2014年9月 

4) 高窪祐弥, 長沼靖, 高木理彰: 当科におけるアバタセプトの使用経験 -手術症例を中心に-. 山形大学整

形外科セミナー，山形; 2014年10月 

5) 高窪祐弥, 佐々木明子, 高木理彰: 山形地区における循環型RA病診連携ネットワーク“やらんなネット”

の現状. －二人主治医制の導入を目指して－. 第７回やらんなネット懇話会, 山形 ; 2014年12月 

3. 学会, 講演会, シンポジウム, ワークショップの開催 

1) 小林真司 : 日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨床医生涯教育研修会, 山形; 2014年9月 

4. 学会等での受賞 

1) 高窪祐弥: 第42回日本関節病学会学術奨励賞. 2014年 

5. 研究助成 

1) 高窪祐弥: 文部省 科学研究費 若手研究 B; 平成24年度～26年度 

2) 高木理彰: 文部省 科学研究費 基盤研究 C 一般; 平成24年度～26年度 



 


