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囲炎，関節包炎). 炎症と免疫. 2021; 29(4): 74-77 

7) 丸山真博: 今押さえておきたい肘の疾患６ 野球肘．整形外科看護. 2021; 26(11): 1118-1120 

 

(3) 症例報告 

1) 入江克宗, 長沼靖, 根本信太郎, 根本信仁, 麻生正, 長谷川浩士, 浅野多聞, 高木理彰: 持続的抗菌薬

局所還流法を用いて感染制御を行った2例. 東北整形災害外科学会雑誌. 2021; 64(1): 97-100 

2) 大森允, 有本貴範, 沓澤大輔, 高窪祐弥, 石川雅樹, 荒川忍, 渡辺昌文, 高木理彰: 心房細動よる重症

僧帽弁閉鎖不全症に対し外科的介入と継続的リハビリテーションが社会復帰にした一例. 東北理学療法

学. 2021; 33: 82-89 

3) 金谷篤, 松木宏史, 大楽勝之, 鶴田大作, 渡邉忠良, 岩崎聖, 林雅弘, 高木理彰: 膝蓋下脂肪体内に発

生したガングリオンの１例. 東北整形災害外科学会雑誌. 2021; 64(1): 88-91 

4) 柴橋広智, 村川美幸, 佐々木健, 菅原正登, 髙窪祐弥, 高木理彰: 前腕滑膜肉腫の広範切除後に利き手

機能を再獲得した１例. 一般社団法人山形県作業療法士会誌. 2021; 19(1): 48-54 

5) 鈴木朱美, 成田淳, 中島拓, 高窪祐弥, 高木理彰: 脛骨近位部骨折に対し一期的人工膝関節全置換術を

行った関節リウマチの1例. 日本人工関節学会誌. 51: 2021; 657-658 

6) 土屋匡央, 佐竹寛史, 高木理彰: 陳旧性上腕三頭筋腱皮下断裂に対して大腿筋膜張筋による再建を施行

した1例. 日本肘関節学会雑誌. 2021年11月: 28(2): 80-83 

7) 鶴田大作, 岩﨑聖, 小形拓也, 渡邉忠良, 大楽勝之, 高木理彰: 踵骨アキレス腱付着部裂離骨折の2例. 

東北整形災害外科学会雑誌. 2021; 64(1): 101-105 

8) 永井惇, 鈴木朱美, 成田淳, 山本尚生, 高木理彰: 膀胱全摘術後に発生した下腿コンパートメント症候

群の1例. 東北整形災害外科学会雑誌. 2021; 64(1): 80-82 

9) 長瀬貴明, 針生光博, 和根崎禎大, 篠村友紀, 高木理彰: 広範な膝蓋骨内側支持機構損傷により徒手整

復が困難であった新鮮膝蓋骨脱臼の1例. 東北整形災害外科学会雑誌. 2021; 64(1): 92-96 

10) 原田幹生, 松田雅彦, 後藤康夫, 高木理彰: 高校バスケットボール選手に生じた両側長胸神経麻痺の 1

例. 東北整形災害外科学会雑誌. 2021; 64(1): 64-67 

11) 三上諒樹, 浅野多聞, 長谷川浩士, 田中賢, 長沼靖, 根本信仁, 根本信太郎, 麻生正, 高木理彰: 関節

鏡視下 pull-out 法を用いた膝後十字靭帯付着部裂離骨折の2例 －高エネルギー外傷で多発外傷を合併

している症例への適応－. 東北整形災害外科学会雑誌. 2021; 64(1): 83-87 

12) 和根崎禎大, 針生光博, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 髙木理彰: バレーボールで受傷した骨折を伴わ

ない足関節脱臼の１例. 東北整形災害外科学会雑誌. 2021; 64(1)109-114 

13) 和根崎禎大, 針生光博, 鈴木朱美, 高窪祐弥, 佐竹寛史, 石垣大介, 高木理彰: 変形性足関節症と変形

性膝関節症を合併した症例に対し遠位脛骨骨切り術と人工膝関節単顆置換術を一期的に行った１例. 日

本足外科会誌. 2021; 42: 221-224 

 

(4) 著書 

1) 佐竹寛史, 高原政利: 肘の診断. 岩崎倫政編, 手・肘の外科 診断と治療のすべて. 東京; MEDICAL VIEW. 

2021; 79-105 

2) 佐竹寛史: 多指症. 土屋弘行, 紺野愼一, 田中康仁, 田中栄, 岩崎倫政, 松田秀一編, 今日の整形外科



治療指針. 東京; 医学書院, 2021; 526-527 

3) 佐竹寛史: 合短指症. 土屋弘行, 紺野愼一, 田中康仁, 田中栄, 岩崎倫政, 松田秀一編, 今日の整形外

科治療指針. 東京; 医学書院, 2021; 527-528 

4) 佐竹寛史: 肘内障. 土屋弘行, 紺野愼一, 田中康仁, 田中栄, 岩崎倫政, 松田秀一編, 今日の整形外科

治療指針. 東京; 医学書院, 2021; 443-444 

5) 佐竹寛史: 上腕骨滑車形成不全. 土屋弘行, 紺野愼一, 田中康仁, 田中栄, 岩崎倫政, 松田秀一編, 今

日の整形外科治療指針. 東京; 医学書院, 2021; 434 

6) 菅原正登: 希少がん－がん診療の新たな課題－Ⅱ．希少がん疾患各論，10.骨軟部腫瘍・肉腫，（18）胞巣

状軟部肉腫の診断と治療. 東京; 日本臨牀社. 第79巻 増刊号1 2021: 548-551. 

7)  鈴木朱美: 腓骨筋腱脱臼．今日の整形外科治療指針. 第8版．東京; 医学書院, 2021; 890-892 

8) 鈴木朱美: 監修 日本足の外科学会, 足部の骨端症（踵骨骨端症（Sever病），第1Köhler病，Friberg病，

Iselin病）. 明日の足診療シリーズⅡ 足の腫瘍性病変・小児疾患の診かた 全日本病院出版社, 2021 

9) 渡邉忠良, 大楽勝之, 松木宏史, 鶴田大作, 林雅弘, 髙木理彰: 第1趾屈曲拘縮を伴った両側足底線維

腫症の１例. 臨床雑誌整形外科. 東京; 南江堂. 2021; 72(13): 1367-1370 

 

(5) その他 

1) 宇野智洋: 球児の肘痛 早期発見へ. 山形新聞, 2021年12月5日号 

2) 佐竹寛史: 野球肘検診20年 超音波時代をリード. 読売新聞, 2021年7月9日号 

3) 佐竹寛史: 野球肘検診20年 ボランティアで参加. 読売新聞, 2021年7月10日号 

4) 佐竹寛史: 野球肘検診20年 メーカーから助け舟. 読売新聞, 2021年7月14日号 

5) 佐竹寛史: 野球肘検診20年 民間病院や施設も協力. 読売新聞, 2021年7月20日号 

6) 佐竹寛史: 野球肘検診20年 受診者数拡大19年800人. 読売新聞, 2021年7月21日号 

7) 佐竹寛史: 野球肘検診20年 早期発見予防にも力. 読売新聞, 2021年12月17日号 

8) 渋谷眞大: 明日につなぐ地域医療. 山形新聞, 2021月12月7日号 

 

 

2. 学会報告 

1) 国際学会 

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 

 

ii 一般演題 

1) Uno T, Mura N, Yuki I, Oishi R, Takagi M: Mid-term clinical outcomes of arthoroscopic rotator 

cuff repair with net-like daff procedure. Orthopaedic Resarch Society. 2021 Annual Meeting, All 

access; Feb 2021 

2) Sugawara M, Takahara D, Sagae H, Takagi M: Postoperative complications of the seven patients 

underwent external hemipelvectomy as a surgery for malignant musculoskeletal tumors. 13th Asia 

Pacific Musculoskeletal Tumor Society Meeting (APMSTS 2021), Okayama; Apr 2021 

3) Suzuki A, Narita A, Nakajima T, Takagi M: A comparative study of the process of remodeling of 

the grafted tendons in anatomical double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction by 

methods of creating femoral tunnels. ESSKA CONGRESS. 2021, Milan; May 2021 

4) Takakubo Y, Miyaji T, Ota D, Shibuya J, Oki H, Ito J, Sasaki K, Naganuma Y, Liu X, Huang H, Uno 

T, Akabane T, Maruyama M, Takagi M: Conparison of clinical features between subtrochanteric and 

diaphyseal atypical femoral fractures in our super-aging area. Orthopaedic Resarch Society. 

2021 Annual Meeting, All access; Feb 2021 

5) Takakubo Y, Wanezaki Y, Naganuma Y, Yang S, Suzuki Y, Takagi M: No14 Postoperative rehabilitation 

of the salvage arthrodesis with bone auto-and allografts for failed total ankle arthroplasties. 

23rd Asia-Pacific League of Associations for Rheumatology Congress, Kyoto; Aug 2021 



6) Takakubo Y, Narita A, Yuki I, Sagae H, Sasaki K, Kobayashi S, Takagi M: Rehabilitation for 

atypical femoral fractures in the patients with rheumatic diseases. The International Society 

of Physical and Rehabilitation Medicine; web 2021 

7) Honma R, Takakubo Y, Oki H, Liu X, Huang H, Takagi M: Podoplanin expression in rabbit arthritis 

model. 23rd Asia-Pacific League of Associations for Rheumatology Congress, Kyoto; Aug 2021 

8) Maruyama M, Guzman RA, Moeinzadeh S, Zang N, Tam K, Utsunomiya T, Lui E, Storaci H, Huang EE, 

Rhee C, Gao Q, Yoa Z, Takagi M, Yang YP, Goodman SB: The efficacy of preconditioned or 

genetically-modified IL4-over expressing mesenchymal stromal cells for augmentation of core 

decompression in steroid-associated osteonecrosis of the femoral head in rabbits. Orthopaedic 

Resarch Society. 2021 Annual Meeting, All access; Febr 2021 (NIRA award finalist) 

 

2) 国内の学会 

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) Takagi M, Kuwana M: Message from post-marketing surveillance subcommittee of Japan colleague of 

rheumatology (Intenational symposium). The 65th Annual General Assembly and Scientific Meeting of 

the Japan College of Rheumatology, Hybrid, Koube; April 2021（Symposium） 

2) 伊藤重治, 高窪祐弥, 門馬亮介, 大木弘治, 佐々木幹, 川路博之, 石井政次, 高木理彰: KTプレートと

同種骨移植を用いた人工股関節再置換術の中期成績. 第 70 回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリ

ッド); 2021年9月(シンポジウム) 

3) 大石隆太, 結城一声, 高木理彰: 肩腱板広範囲断裂に対するアンカーを用いない Rip-stop 法による鏡

視下修復術の成績. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月(シンポジウム) 

4) 佐々木幹, 石井政次, 川路博之, 大木弘治, 高窪祐弥, 伊藤重治, 門馬亮介, 伊東貴史, 高木理彰: セ

メント THA における再置換術の実際―人工股関節周囲骨折を含めて―. 第 48回日本股関節学会学術集

会, 奈良(ハイブリッド); 2021年10月（教育研修講演） 

5) 佐竹寛史: 手外科医が経験する小児疾患(外傷を除く). 日本手外科学会2020年度教育研修会, Web; 2021

年1-3月 

6) 嶋村之秀, 鈴木智人, 高木理彰: 胸腰椎移行部椎体骨折に対する経皮的脊椎固定術の抜釘の意義. 第70

回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月(シンポジウム) 

7) 菅原正登, 結城一声, 高木理彰: 上腕骨転移性骨腫瘍に対する診療の実際と問題点. 第70回東日本整形

災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月(シンポジウム) 

8) 鈴木朱美, 山口奈美, 長尾雅史, 髙木理彰: サッカー女子日本代表「なでしこ JAPAN」を支える立場か

ら. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東京(ハイブリッド); 2021年5月(シンポジウム) 

9) 鈴木朱美，髙木理彰: 変わらない女性靴 変わる女性靴 女子サッカー選手のシューズと足部障害の関連．

第35回日本靴医学会学術集会，神奈川; 2021年9月(シンポジウム) 

10) 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 五十嵐貴宏, 和根崎禎大, 成田淳, 高木理彰: 半月板温存に対する工夫

と課題. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月(シンポジウム) 

11) 髙木理彰: 人工関節周囲感染の病態 －Bench to bedside－. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東京(ハ

イブリッド); 2021年5月（教育講演） 

12) 高木理彰: 関節の腫れと痛み.リハビリテーション科医が知っておきたい基礎知識. 第58回日本リハビリテ

ーション医学会学術集会, 京都(ハイブリッド); 2021年6月（教育講演） 

13) 髙窪祐弥, 佐々木幹, 成田亜矢, 高木理彰: 股関節のリハビリテーション. 第58回日本リハビリテーショ

ン医学会学術集会, 京都(ハイブリッド); 2021年6月（教育講演） 

14) 髙窪祐弥, 梁秀蘭, 髙木理彰: 滑膜炎の基礎病理. 第36回日本整形外科学会基礎学術集会, 三重; 2021

年10月(シンポジウム) 

15) 原田幹生, 高原政利, 丸山真博,宇野智洋, 高木理彰: 肘関節鏡で出来ること、やるべきこと. 肘関節鏡

手術の合併症調査. 第49回日本関節病学会, 横浜: 2021年11月（シンポジウム） 

16) 原田幹生, 丸山真博, 宇野智洋, 佐竹寛史, 村成幸, 高原政利, 高木理彰: 野球検診の現状と課題 山

形県における 20 年間の野球肘検診の変遷・現状・課題(会議録). 第 32 回日本小児整形外科学会学術集



会，岡山（web）: 2021年12月(シンポジウム) 

 

 

ii 一般演題 

1) Satake H, Kura H, Takagi M: Assessment of the affected toes among patients with curly toe. The 

32nd Annual Meeting of the Japanese Pediatric Orthopaedic Association, Web Okayama; Dec 2021  

2) Takakubo Y, Honma R, Suzuki Y, Yang S, Nagase T, Naganuma Y, Oki H, Sasaki A, Takagi M: 

Localization of toll-like receptors expressing immune-cells and immune-regulatory cells in 

synovial tissues of the patients with rheumatoid arthritis treated by abatacept. The 65th Annual 

General Assembly and Scientific Meeting of the Japan College of Rheumatology, Hybrid Kobe; 

April 2021 

3) Takakubo Y, Miyaji T, Ohta D, Tsuchiya M, Okuda S, Ito J, Oki H, Momma R, Suzuki K, Sasaki K, 

Ishii M, Takagi M: The characteristics of atypical femoral fractures in patients with rheumatic 

disease in our prefectural area of super-aging society: YamaCafe extended-study. The 94th Annual 

Meeting of the Japanese Orthopaedic Association, May 2021 

4) Takakubo Y, Suzuki A, Igarashi T, Uno T, Nakajima T, Narita A, Takagi M: Payment of medical 

cost for traumatic injury by skiing in foreign tourists in Zao-Onsen Ski resort. The 13th Annual 

Meeting of Japanese Orthopaedic Society of Knee, Arthroscopy and Sports Medicine/The 47th Annual 

Meeting of Japanese Orthopaedic Society for Sports Medicine, Sapporo; June 2021 

5) Maruyama M, Guzman R, Moeinzadeh S, Takagi M, Yang YP, Goodman SB: Efficacy of preconditioned 

or genetically-modified IL4 over-expressing mesenchymal stromal cells for steroid-associated 

osteonecrosis of the femoral head in rabbits. The 94th Annual Meeting of the Japanese Orthopaedic 

Association, May 2021 

6) 麻生正, 成田淳, 竹内隆二, 中島拓, 鈴木朱美, 高木理彰: 鏡視下手術により治療した難治性膝蓋前滑

液包炎の１例. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月 

7) 赤羽武, Koen VW, 斉藤真一, 木村朋寛, 岡野聡, 児玉健, 高橋究, 田中徹, 中島元夫, 髙木理彰, 中島

修: ヘム欠乏モデルマウス骨格筋におけるオートファジー異常: 第36回日本整形外科学会基礎学術集会, 

三重; 2021年10月 

8) 浅野多聞, 長谷川浩士, 田中賢, 長沼靖, 根本信仁, 根本信太郎, 麻生正, 菅原正登, 高原大一郎, 高

木理彰: 組織悪性度による前立腺癌転移性骨腫瘍の病態の検討. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東

京(ハイブリッド); 2021年5月 

9) 五十嵐貴宏, 松木宏史, 髙木理彰: 非接触型急性期膝前十字靭帯損傷における骨挫傷の分布. 第36回日

本整形外科学会基礎学術集会, 三重; 2021年10月 

10) 石垣大介, 澁谷純一郎, 花香直美, 加藤義洋, 本間龍介, 仁藤敏哉, 佐竹寛史, 高木理彰: 橈骨遠位端

骨折に続発した手根管症候群に対する手根管開放術の治療成績-遺残変形が治療成績に与える影響-. 第

64回日本手外科学会学術集会, 長崎(ハイブリッド); 2021年4月 

11) 石垣大介, 澁谷純一郎, 鈴木朱美, 高窪祐弥, 和根崎禎大, 佐竹寛史, 高木理彰: 後脛骨筋腱脱臼の1

例(会議録/症例報告). 第46回日本足の外科学会学術集会，東京；2021年11月 

12) 伊藤重治, 高窪祐弥, 門馬亮介, 大木弘治, 佐々木幹, 小林真司, 石井政次, 高木理彰: 当院における

無菌性弛みに対する人工股関節再置換術の術後成績. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オン

デマンド); 2021年7月 

13) 伊藤重治, 高窪祐弥, 門馬亮介, 大木弘治, 佐々木幹, 川路博之, 小林真司, 石井政次, 高木理彰: 

Collarless polished tapered stem を使用した人工股関節全置換術の長期成績. 第48回日本股関節学会

学術集会, 奈良(ハイブリッド); 2021年10月 
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京都(ハイブリッド); 2021年6月 

65) 渥美達也, 岡本奈美, 高橋伸典, 田村直人, 中島敦夫, 中島亜矢子, 藤井隆夫, 松野博明, 向井功, 石

田篤子, 那智新也, 桑名正隆, 高木理彰, 竹内勤: 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症を対象としたメポリ

ズマブ製造販売後調査の中間集計結果. 第65回日本リウマチ学会総会・学術集会, 神戸(ハイブリッド); 

2021年4月 

66) 高窪祐弥, 伊藤重治, 大木弘治, 門馬亮介, 佐々木幹, 大楽勝之, 浦山安広, 小林真司, 石井政次, 高

木理彰: 人工股関節置換術時に切除した大腿骨頭を使用し人工足関節置換術のサルベージ手術を施行し

た関節リウマチの1例. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月 

67) 高窪祐弥, 川路博之, 伊藤重治, 大楽勝之, 門馬亮介, 大木弘治, 浦山安広, 佐々木幹, 石井政次, 高

木理彰: 再THAにおけるケルブールプレート・KTプレートによる臼蓋再建例の成績. 第48回日本股関節

学会学術集会, 奈良(ハイブリッド); 2021年10月 

68) 高窪祐弥, 和根崎禎大, 澁谷純一郎, 鈴木朱美, 長沼靖, 佐竹寛史, 石垣大介, 高木理彰: 関節リウマ

チ前足部関節温存手術群と切除関節形成術施行群の術前筋力の比較(会議録). 第 46回日本足の外科学会

学術集会，東京；2021年11月 



69) 高田志考, 杉田誠, 武井寛, 鈴木智人, 高木理彰: 成人脊柱変形患者の体位による pelvic 

incidence(PI) の変動と術後アライメントへの影響. 第 70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリ

ッド); 2021年9月 

70) 高橋健大, 原田幹生, 丸山真博, 宇野智洋, 佐竹寛史, 村成幸, 高木理彰: 高校野球選手の腰痛発症に

おける打撃特有の危険因子についての検討. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会/第 47回日

本整形外科スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月 

71) 高原大一郎, 高窪祐弥, 鈴木幸大, 菅原正登，高木理彰: 骨修飾薬を使用した転移性骨腫瘍患者における

非定型大腿骨骨折の骨癒合期間の検討. 第54回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会, 広島(一部オン

デマンド); 2021年7月 

72) 高原政利, 三田地亮, 宇野智洋, 丸山真博, 原田幹生, 佐竹寛史, 高木理彰: 肘離断性骨軟骨炎の新分

類：病体と不安定性に基づいた分類. 第33回日本肘関節学会学術集会, 大阪(Web); 2021年2月 

73) 高原政利: 肘離断性骨軟骨炎. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会/第47回日本整形外科ス

ポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月 

74) 田中賢, 浅野多聞, 土屋匡央, 嶋村之秀, 根本信仁, 長沼靖, 伊藤重治, 鈴木朱美, 高木理彰: 多発外

傷を受傷した若年 COVID-19 患者の１例－大腿骨頚部骨折手術例－. 第 70回東日本整形災害外科学会, 

岩手(ハイブリッド); 2021年9月 

75) 千葉優人, 松木宏史, 岩﨑聖, 高木理彰: 脛骨近位部骨折の観血的整復固定術に対する Burks アプロー

チの有用性. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月 

76) 豊野修二, 福島重宣, 山本尚生, 伊東貴史, 鈴木朱美, 中島拓, 和根崎禎大, 高木理彰: TKA 後の 

joint line orientation 評価における閉脚立位X線の有用性. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東京

(ハイブリッド); 2021年5月 

77) 豊野修二, 福島重宣, 山本尚生, 伊東貴史, 鈴木朱美, 中島拓, 和根崎禎大, 高木理彰: TKA 後の 

joint line orientation 評価における下肢機能軸傾斜. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部

オンデマンド); 2021年7月 

78) 豊野修二, 鈴木朱美, 中島拓, 五十嵐貴宏, 和根崎禎大, 山本尚生, 伊東貴史, 福島重宣, 高木理彰: 

高度内反変形膝に対する Kinematically aligned TKA 後の下肢アライメント. 第70回東日本整形災害

外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月 

79) 豊野修二, 鈴木朱美, 中島拓, 和根崎禎大, 福島重宣, 山本尚生, 大江倫太郎, 高木理彰: Alcian-blue

染色とMRIによる前十字靭帯ムコイド変性の評価: 第36回日本整形外科学会基礎学術集会, 三重; 2021

年10月 

80) 中島拓, 鈴木朱美, 成田淳, 豊野修二, 和根崎禎大, 浅野多聞, 高木理彰: 両十字靱帯機能温存型TKA

と両十字靱帯温存型TKAの前後制動性 －後十字靱帯温存型TKAとの比較－. 第94回日本整形外科学会

学術総会, 東京(ハイブリッド); 2021年5月 

81) 中島拓, 鈴木朱美, 豊野修二, 和根崎禎大, 成田淳, 浅野多聞, 髙木理彰: 両十字靱帯機能温存型 TKA 

の前後制動性と臨床成績－後十字靱帯温存型 TKA との比較－. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 

一部オンデマンド); 2021年7月 

82) 長瀬紗枝子, 川路博之, 山川淳一, 高窪祐弥, 伊藤重治, 高木理彰: 銃創による大腿骨近位部粉砕骨折

に対して人工股関節全置換術を行った１例. 第 70 回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 

2021年9月 

83) 長瀬貴明, 高窪祐弥, 佐々木明子, 梁秀蘭, 長沼靖, 大木弘治, 長瀬紗枝子, 鈴木優太, 大類広, 門馬

亮介, 和根崎禎大, 本間龍介, 高木理彰: 当科のJIA患者における妊娠出産症例の検討. 第65回日本リ

ウマチ学会総会・学術集会,神戸(ハイブリッド); 2021年4月 

84) 長瀬貴明, 伊藤重治, 高窪祐弥, 門馬亮介, 高木理彰: 大腿骨転子部開放骨折に対してiMAP/iSAPを併

用して内固定した一例. 第48回日本股関節学会学術集会, 奈良(ハイブリッド); 2021年10月 

85) 成田亜矢, 村川美幸, 石川雅樹, 鈴木優太, 寒河江拓盛, 高野満夫, 金内ゆみ子, 高窪祐弥, 高木理彰: 

リハビリテーション部門でのCOVID-19対策と患者への介入経験. 第58回日本リハビリテーション医学会

学術集会,京都(ハイブリッド); 2021年6月 

86) 新宮恵, 村成幸, 大石隆太, 櫻田香: 術前経口飲水量が鏡視下腱板修復術中の循環動態に及ぼす影響. 



第48回日本肩関節学会学術集会/第18回日本肩の運動機能研究会学術集会, 愛知(ハイブリッド); 2021

年10月 

87) 仁藤敏哉, 佐竹寛史, 太田大地, 花香直美, 澁谷純一郎, 長沼靖, 本間龍介, 石垣大介, 高木理彰: 小

児前腕骨幹部骨折の治療成績. 第64回日本手外科学会学術集会, 長崎(ハイブリッド); 2021年4月 

88) 仁藤敏哉, 佐竹寛史, 本間龍介, 丸山真博, 高木理彰: 頚肋か未成熟な第１肋骨か判断が難しい両側胸

郭出口症候群の１例. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月 

89) 根本信仁, 菊池麻里, 伊藤あけみ, 根本信太郎, 嶋村之秀, 長沼靖, 田中賢, 長谷川浩士, 浅野多聞, 

高木理彰: 当院における大腿骨頚部骨折地域連携パス運用の現状. 第23回日本骨粗鬆症学会/第39回日

本骨代謝学会学術集会, Web; 2021年10月 

90) 根本信太郎, 長沼靖, 本間龍介, 仁藤敏哉, 佐竹寛史, 高木理彰: 手・手指の複合組織損傷症例の検討. 

第64回日本手外科学会学術集会, 長崎(ハイブリッド); 2021年4月 

91) 花香直美, 高原政利, 高木理彰: 野球肘と診断されていた肘関節内類骨骨腫の一例. 第33回日本肘関節

学会学術集会, 大阪(Web); 2021年2月 

92) 花香直美, 高原政利, 高木理彰: 長母指伸筋腱断裂に対するKrackow縫合を併用した腱縫合の治療成績. 

第64回日本手外科学会学術集会, 長崎(ハイブリッド); 2021年4月 

93) 原田幹生, 宇野智洋, 佐々木淳也, 村成幸, 高木理彰: 成長期野球選手における睡眠に関する検討-肩肘

痛や投球パフォーマンスに与える影響-. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会/第47回日本整

形外科スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月 

94) 原田幹生, 高原政利, 村成幸, 鶴田大作, 結城一声, 高木理彰: Hand 20による肩腱板断裂の主観的評

価. 第 48 回日本肩関節学会学術集会/第 18 回日本肩の運動機能研究会学術集会, 愛知(ハイブリッド); 

2021年10月 

95) 原田幹生, 村成幸, 高原政利, 佐竹寛史, 高木理彰: スポーツ選手の胸郭出口症候群 -パルスオキシメ

ーターの有用性-. 第48回日本肩関節学会学術集会/第18回日本肩の運動機能研究会学術集会, 愛知(ハ

イブリッド); 2021年10月 

96) 原田幹生, 丸山真博, 宇野智洋, 佐竹寛史, 村成幸, 高原政利, 高木理彰: 野球検診の現状と課題 山

形県における 20 年間の野球肘検診の変遷・現状・課題(会議録). 第 32 回日本小児整形外科学会学術集

会，岡山（web）；2021年12月 

97) 針生光博, 岡田宗一郎, 長瀬貴明, 篠村友紀, 和根崎禎大, 高木理彰: 人工膝関節単顆置換術後セメン

ト片の検討. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月 

98) 平野れな, 菅原正登, 高原大一郎, 高木理彰: 上腕骨近位単発性骨嚢腫に対するステロイド注入療法の

臨床成績. 第54回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会, 広島(一部オンデマンド); 2021年7月 

99) 福島重宣, 山本尚生, 伊東貴史, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 高木理彰: Kinematic Alignment法によ

る両側同時TKAのアライメント. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会/第47回日本整形外科

スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月 

100) 福島重宣, 山本尚生, 五十嵐貴宏, 伊東貴史, 豊野修二, 中島拓, 鈴木朱美, 高木理彰: Kinematic 

Alignment TKA におけるアライメントについて. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマ

ンド); 2021年7月 

101) 藤井隆夫, 渥美達也, 岡本奈美, 高橋伸典, 田村直人, 中島敦夫, 中島亜矢子, 松野博明, 辻本直人, 

西川厚嗣, 石井泰子, 竹内勤, 桑名正隆, 高木理彰: 関節リウマチ患者に対するバリシチニブの安全性：

特定使用成績調査（製造販売後全例調査）からの中間報告（2020年度）. 第65回日本リウマチ学会総会・

学術集会, 神戸(ハイブリッド); 2021年4月 

102) 丸山真博, Guzman RA, Moeinzadeh S, 高木理彰, Yang YP, Goodman SB: 家兎骨壊死モデルに対するプレ

コンディショニングした間葉系幹細胞または遺伝子改変したIL4過剰産生間葉系幹細胞の効果. 第 36回

日本整形外科学会基礎学術集会, 三重; 2021年10月 

103) 村川美幸, 高窪祐弥, 成田亜矢, 佐々木健, 柴橋広智, 高木理彰: 電動義手を活用し職場復帰ができた

前腕切断患者の治療経験. 第58回日本リハビリテーション医学会学術集会, 京都(ハイブリッド); 2021

年6月 

104) 村田宙, 原田幹生, 丸山真博, 宇野智洋, 村成幸, 佐竹寛史, 高原政利, 岩井章洋, 高木理彰: 高校野



球選手の貧血様症状についての検討-肩肘痛や生活習慣との関連について-. 第 13回日本関節鏡・膝・ス

ポーツ整形外科学会/第47回日本整形外科スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月 

105) 門馬亮介, 佐々木幹, 伊藤重治, 高窪祐弥, 大木弘治, 大楽勝之, 川路博之, 石井政次, 髙木理彰: 人

工股関節術後の再診率と再受診の試み. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東京(ハイブリッド); 2021

年5月 

106) 門馬亮介, 佐々木幹, 石井政次, 伊藤重治, 高窪祐弥, 川路博之, 大楽勝之, 大木弘治, 浦山安広, 髙

木理彰: 第1世代クロスリンクポリエチレンと山形大学式（YU II）セメントステムにおける骨溶解6例

の検討. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月 

107) 門馬亮介, 伊藤重治, 高窪祐弥, 大木弘治, 佐々木幹, 石井政次, 高木理彰: 超高齢化社会を迎えた山

形県特定機能病院における大腿骨頸部骨折の治療状況. 第 48 回日本股関節学会学術集会, 奈良(ハイブ

リッド); 2021年10月 

108) 山本尚生, 福島重宣 ,伊東貴史, 吉岡大樹, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 和根崎禎大, 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術後1年成績. 第13回日本関節鏡・膝・

スポーツ整形外科学会, 札幌(web); 2021 年6月 

109) 山本尚生, 福島重宣, 伊東貴史, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 和根崎禎大, 高木理彰: 高度内反変形

膝に対する,制限なし Kinematic alignment 法による人工膝関節全置換術. 第51回日本人工関節学会, 

横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月 

110) 山本尚生, 福島重宣, 伊東貴史, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 和根崎禎大, 高木理彰: 制限なし 

Kinematic alignment 法による人工膝関節全置換術の治療経験. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライ

ブ 一部オンデマンド); 2021年7月 

111) 山本尚生, 福島重宣, 伊東貴史, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 和根崎禎大, 高木理彰: 高度内反変形

膝に対する，Kinematic alignment 法による人工膝関節全置換術の短期成績. 第70回東日本整形災害外

科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月 

112) 梁秀蘭, 高窪祐弥, 鈴木優太, 本間龍介, 和根崎禎大, 門馬亮介, 佐々木明子, 大類広, 高木理彰: 

COVID-19の流行が生物学的製剤使用中RA患者の受診行動に与えた影響. 第65回日本リウマチ学会総会・

学術集会, 神戸(ハイブリッド); 2021年4月 

113) 吉岡大樹, 高窪祐弥, 梁秀蘭, 佐々木明子, 長沼靖, 大木弘治, 鈴木優太, 長瀬貴明, 門馬亮介, 和根

崎禎大, 本間龍介, 大類広, 高木理彰: 当院の2019年新患患者における早期関節リウマチ患者の治療内

容の検討. 第65回日本リウマチ学会総会・学術集会, 神戸(ハイブリッド); 2021年4月 

114) 吉岡大樹, 福島重宣, 山本尚生, 伊東貴史, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 和根崎禎大, 高木理彰: 両

側TKAに対するERASの実施経験-実施群と非実施群での比較-. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外

科学会/第47回日本整形外科スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月 

115) 結城一声, 後藤康夫, 松田雅彦, 村成幸, 鶴田大作, 佐々木淳也, 鈴木朱美, 大石隆太, 今野祐生, 高

木理彰: 肩関節周囲における化膿性関節炎の発生状況と治療（多施設研究）. 第48回日本肩関節学会学

術集会/第18回日本肩の運動機能研究会学術集会, 愛知(ハイブリッド); 2021年10月 

116) 劉興, 高窪祐弥, 黄漢卿, 宇野智洋, 赤羽武, 豊野修二, 和根崎禎大, 門馬亮介, 伊藤重治, 高木理彰: 

人工関節周囲感染滑膜組織におけるオートファジー関連分子 WIPI とオートファジー構造の発現に関する

検討. 第36回日本整形外科学会基礎学術集会, 三重; 2021年10月 

117) 渡邉忠良, 佐竹寛史, 本間龍介, 澁谷純一郎, 花香直美, 根本信太郎, 土屋匡央, 高木理彰: 小児上腕

骨顆上骨折の疫学的調査. 第64回日本手外科学会学術集会, 長崎(ハイブリッド); 2021年4月 

118) 和根崎禎大, 高窪祐弥, 本間龍介, 梁秀蘭, 長沼靖, 門馬亮介, 大類広, 鈴木優太, 高木理彰, 佐々木

明子, 大木弘治, 針生光博: Hip to calcaneus viewを用いた後足部評価法の検討. 第65回日本リウマ

チ学会総会・学術集会, 神戸(ハイブリッド); 2021年4月 

119) 和根崎禎大, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 武井寛, 豊島定美, 髙木理彰: 下肢全長撮影と hip to 

calcaneus view における下肢アライメント計測値の比較. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東京(ハ

イブリッド); 2021年5月 

120) 和根崎禎大, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 針生光博, 岡田宗一郎, 高木理彰: 人工膝関節全置換術の

術前と術後 2週における足部・後足部アライメントの検討. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科



学会/第47回日本整形外科スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月 

121) 和根崎禎大, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 豊島定美, 髙木理彰: 健常者ボランティアにおける下肢ア

ライメントの検討. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月 

122) 和根崎禎大, 鈴木朱美, 高窪祐弥, 中島拓, 豊野修二, 豊島定美, 武井寛, 針生光博, 岡田宗一郎, 高

木理彰: 下肢全長撮影と Hip to calcaneus view における下肢アライメント計測値の比較. 第70回東

日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月 

123) 和根崎禎大, 鈴木朱美, 高窪祐弥, 佐竹寛史, 針生光博, 石垣大介, 高木理彰: Hip to calcaneus view

を用いた後足部評価法の検討(会議録). 第46回日本足の外科学会学術集会，東京；2021年11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) 鈴木朱美，中島拓，豊野修二，五十嵐貴宏，和根崎禎大，佐竹寛史，高窪祐弥，髙木理彰： 変形性足関節症

に対する手術治療戦略．第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月(シンポジウム) 

2) 高木理彰: 人工股関節手術の現状と課題. 第 30 回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田

(Web); 2021年2月（モーニングセミナー） 

3) 髙窪祐弥, 髙木理彰: 高齢RA患者の関節炎の鑑別と治療-整形外科リウマチ医の立場から-. 第 30回日

本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021年2月(シンポジウム) 

 

ii 一般演題 

1) Yoshioka D, Honma R, Shibuya J, Ishigaki D, Nitou T, Maruyama M, Satake H, Takagi M: Treatment 

strategies for marginal rim fractures of distal radius. The 118th Annual Meeting of the Tohoku 

Society of Orthopaedics and Traumatology, Web; June 2021 

2) 明石一輝, 高窪祐弥, 鈴木朱美, 和根崎禎大, 伊藤重治, 門馬亮介, 佐竹寛史, 野呂篤史, 増田啓治, 

髙木理彰: Kashin-Beck病による変形性足関節症に対し足関節固定術を行った1例. 第118回東北整形災

害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

3) 五十嵐貴宏, 松木宏史, 千葉優人, 土屋匡央, 遠藤誠一, 岩崎聖, 渡邉忠良, 鶴田大作, 大楽勝之, 林

雅弘, 高木理彰: 超高分子量ポリエチレン製ケーブルによる補強を併用した修復術を施行した膝蓋腱断

裂の2例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

4) 今村佑太, 鶴田大作, 渡邉忠良, 佐竹寛史, 遠藤誠一, 土屋匡央, 大楽勝之, 髙木理彰: 保存療法中に

腕神経叢麻痺を生じた鎖骨骨幹部骨折の1例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

5) 遠藤誠一, 松木宏史, 千葉優人, 土屋匡央, 岩﨑聖, 渡邉忠良, 鶴田大作, 村上成人, 渡部拓也, 大楽

勝之, 林雅弘, 髙木理彰: 下腿の術後感染症にCeftriaxoneを使用し偽胆石症を発症した2例. 第118回

東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

6) 鎌田壮祐, 大内一紘, 遠藤珠美, 笹原寛, 石垣大介: 小指基節骨偽関節・手指拘縮に対し骨移植術前後

の装具療法が効果的だった一症例. 第28回山形県作業療法学会, 山形(Web); 2021年5月 

7) 工藤文華, 大内一紘, 遠藤珠美, 笹原寛, 石垣大介: 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

抜釘後の治療成績. 第28回山形県作業療法学会, 山形(Web); 2021年5月 

8) 小関和彦, 永井惇, 花香直美, 平山朋幸, 太田吉雄, 高原政利, 根本忠信: 橈骨遠位端骨折に対する背

屈医ギプスによる保存療法の結果. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

9) 小関和彦, 永井惇, 花香直美, 平山朋幸, 太田吉雄, 高原政利, 根本忠信: 橈骨遠位端骨折に対する徒

手整復の結果〜保存療法を行えた群と手術療法となった群の骨折型の比較〜. 第 118 回東北整形災害外

科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

10) 斎藤沙耶, 村川美幸, 佐々木健, 菊池瑞恵, 辺見大剛, 高窪祐弥, 高木理彰: 関節リウマチ患者に対す

る髄膜腫術後のリハビリテーション〜関節リウマチに関する患者教育を通して〜. 第 28回山形県作業療

法学会, 山形(Web); 2021年5月 

11) 斎藤大三, 根本信仁, 高橋将輝, 三上諒樹, 根本信太郎, 嶋村之秀, 長沼靖, 田中賢, 長谷川浩士, 浅

野多聞, 髙木理彰: 当院で治療を行った腹直筋血腫症例の検討. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田

(Web); 2021年6月 



12) 白井千緒海, 菅原正登, 高原大一郎, 髙木理彰: 当院で経験した脂肪芽細胞種の2例. 第118回東北整

形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

13) 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 和根崎禎大, 佐竹寛史, 高窪祐弥, 髙木理彰: 変形性足関節症に対する

手術治療戦略. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

14) 鈴木幸大, 門馬亮介, 伊藤重治, 高窪祐弥, 高木理彰: 人工股関節術前検査で見つかった悪性腫瘍の2

例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

15) 鈴木智人, 嶋村之秀, 赤羽武, 高窪祐弥, 高木理彰: 関節リウマチに伴う脊椎病変. 第118回東北整形

災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

16) 大楽勝之, 岩崎聖, 渡邉忠良, 鶴田大作, 松木宏史, 林雅弘, 伊藤重治, 髙木理彰: 当院における人工

股関節置換術後の合併症と対策. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

17) 高窪祐弥: 高齢RA患者の関節炎の鑑別と治療-整形外科リウマチ医の立場から-. 第30回日本リウマチ学

会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021年2月 

18) 高窪祐弥, 高木理彰: 高齢RA患者の関節炎の鑑別と治療-整形外科リウマチ医の立場から-. 第 30回日

本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021年2月 

19) 高窪祐弥, 中島拓, 浅野多聞, 長瀬貴明, 梁秀蘭, 本間龍介, 豊野修二, 和根崎禎大, 五十嵐貴宏, 門

馬亮介, 伊藤重治, 鈴木優太, 鈴木朱美, 長沼靖, 佐々木明子, 髙木理彰: 抗IL-17A抗体製剤が著効し

た若年性脊椎関節炎の1例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

20) 土屋匡央, 鶴田大作, 遠藤誠一, 大樂勝之, 林雅弘, 高木理彰: 転落外傷により生じた Floating 

Shoulderの1例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

21) 豊野修二, 福島重宣, 山本尚生, 伊東貴史, 鈴木朱美, 中島拓, 和根崎禎大, 髙木理彰: 若年性変形性

膝関節症に対するkinematic alignmento法による人工膝関節置換術の治療経験. 第118回東北整形災害

外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

22) 中西凜太朗, 渡邉忠良, 大楽勝之, 松木宏史, 鶴田大作, 岩崎聖, 遠藤誠一, 五十嵐貴宏, 土屋匡央, 

千葉優人, 林雅弘, 高木理彰: 外科的治療を行ったcarpal bossの1例. 第118回東北整形災害外科学

会, 秋田(Web); 2021年6月 

23) 成田亜矢, 寒河江拓盛, 本間龍介, 高窪祐弥, 高木理彰: COVID-19 重症患者の栄養管理の検討. 第50

回日本リハビリテーション医学会東北地方会/専門医・認定臨床医生涯教育研修会, 秋田(Web); 2021年9

月 

24) 根本信仁, 伊藤重治, 斎藤大三, 三上諒樹, 根本信太郎, 嶋村之秀, 長沼靖, 田中賢, 長谷川浩士, 浅

野多聞, 門馬亮介, 高窪祐弥, 髙木理彰: 当院における骨盤外傷治療の現状〜超高齢社会に向けて〜. 

第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

25) 平野れな, 高窪祐弥, 梁秀蘭, 佐々木明子, 長瀬貴明, 鈴木優太, 門馬亮介, 和根崎禎大, 本間龍介, 

大類広, 高木理彰: トシリズマブ（TCZ）投与中に妊娠が判明した関節リウマチ（RA）の2例. 第30回日

本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021年2月 

26) 平野れな, 宇野智洋, 結城一声, 鈴木朱美, 佐竹寛史, 髙木理彰: 抗凝固薬内服中に外傷を契機に発症

した上肢壊死性筋膜炎の1例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

27) 三上諒樹, 根本信仁, 高橋将輝, 斎藤大三, 根本信太郎, 嶋村之秀, 長沼靖, 田中賢, 長谷川浩士, 浅

野多聞, 髙木理彰: 右大腿骨骨幹部骨折術後偽関節に対してchipping法を行った一例. 第118回東北整

形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

28) 梁秀蘭, 高窪祐弥, 鈴木優太, 本間龍介, 和根崎禎大, 門馬亮介, 大類広, 高木理彰: COVID-19流行下

で行った当科リウマチ外来電話診療の実際. 第30回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田

(Web); 2021年2月 

29) 結城一声, 宇野智洋, 鈴木朱美, 佐竹寛史, 佐々木幹, 髙木理彰: 大きな関節窩骨欠損および変形例に

対するリバース型人工肩関節置換術における術前3Dモデルの使用経験. 第118回東北整形災害外科学会, 

秋田(Web); 2021年6月 

30) 渡邉忠良, 大楽勝之, 松木宏史, 鶴田大作, 岩崎聖, 遠藤誠一, 五十嵐貴宏, 土屋匡央, 千葉優人, 林

雅弘, 髙木理彰: 肘関節周辺骨端核の出現順序・変異に関する調査. 第118回東北整形災害外科学会, 秋

田(Web); 2021年6月 



31) 和根崎禎大, 高窪祐弥, 鈴木優太, 梁秀蘭, 佐々木明子, 本間龍介, 門馬亮介, 平野れな, 長沼靖, 大

木弘治, 大類広, 高木理彰: 当科の脊椎関節炎患者に対する生物学的製剤（BIO）使用状況-ZAO registry

から-. 第30回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021年2月 

 

4) 研究会 

i 一般演題 

1) 入江克宗, 千葉克司, 伊藤友一, 内海秀明, 鈴木智人, 高木理彰: 腰部脊柱管狭窄症に対する経仙骨的

脊柱管形成術の短期成績.  第31回東北脊椎外科研究会, 新潟(Web); 2021年1月 

2) 奥田正太, 内海秀明, 千葉克司, 伊藤友一, 鈴木智人, 髙木理彰: 腰椎椎間板ヘルニア(LDH)に対する脊

椎内視鏡治療(MED/FED-TF)の比較.  第31回東北脊椎外科研究会, 新潟(Web); 2021年1月 

3) 澁谷純一郎, 石垣大介, 花香直美, 佐竹寛史, 仁藤敏哉, 本間龍介, 加藤義洋, 佐竹寛史, 高木理彰: 

母指CM関節症に対するMathoulin法の治療成績. 第35回東日本手外科研究会, 栃木; 2021年1月 

4) 嶋村之秀, 鈴木智人，赤羽武, 高木理彰: 頚椎椎弓形成術術後後弯変形の術前予測因子の検討. 第31回

東北脊椎外科研究会, 新潟(Web); 2021年1月 

5) 鈴木智人, 嶋村之秀, 赤羽武, 武井寛, 杉田誠: 特発性脊柱側弯症術前後の頚椎矢状面アライメントの

変化. 第31回東北脊椎外科研究会, 新潟(Web); 2021年1月 

6) 花香直美, 高原政利, 高木理彰: A2 pulley単独の腱鞘切開にて治癒したばね指の一例. 第35回東日本

手外科研究会, 栃木; 2021年1月 

 

5)  座長 

i 特別講演・招待講演・会長講演 

1) 髙木理彰: 特別講演1. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

2) 髙木理彰: 招待講演3. 第36回日本整形外科学会基礎学術集会, 三重; 2021年10月 

3) 高木理彰: 教育講演9. 第36回日本臨床リウマチ学会, 富山; 2021年12月 

4)  

 

ii 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) 伊藤淳二, 金内ゆみ子: シンポジウム16. 女性医師に選ばれる整形外科になるために. 第70回東日本整

形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月 

2) 鈴木朱美: シンポジウム 3.「若年に見られる膝外傷後変形性膝関節症のマネジメント」. 第 118回東北

整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

3) 高木理彰: 教育研修講演4. 第30回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021年2

月 

4) 髙木理彰: アフタヌーンセミナー2. 脊椎関節炎の最新の知見. 第 65回日本リウマチ学会総会・学術集

会, 神戸(ハイブリッド); 2021年4月 

5) 髙木理彰: シンポジウム25. リウマチ整形外科医の現状と未来. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東

京(ハイブリッド); 2021年5月 

6) 髙木理彰: 教育研修講演13. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東京(ハイブリッド); 2021年5月 

7) 高木理彰: 教育研修講演7. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月 

8) 高木理彰: ランチョンセミナー6. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月 

9) 高木理彰, 山本卓明: パネルディスカッション1. 大腿骨壊死への移植・再生医療. 第48回日本股関節

学会学術集会, 奈良(ハイブリッド); 2021年10月 

10) 高木理彰: ランチョンセミナー3. 関節リウマチ治療におけるTHF阻害薬の有用性. 第 36回日本臨床リ

ウマチ学会, 富山; 2021年12月 

11) 高窪祐弥: イブニングセミナー1. 第30回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021

年2月 

12) 高窪祐弥: ランチョンセミナー10. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月 

13) 高窪祐弥: ショートトーク11. OA,ON. 第48回日本股関節学会学術集会, 奈良(ハイブリッド); 2021年



10月 

14) 村成幸: 教育研修講演4. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会/第47回日本整形外科スポー

ツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月 

 

iii 一般演題 

1) 石井政次: 一般口演33 THAその他3. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021

年7月 

2) 石垣大介, 坪川直人: 主題3「手根骨外傷」. 第35回東日本手外科研究会, 栃木; 2021年1月 

3) 伊藤重治: 一般演題6「股関節」. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web)0; 2021年6月 

4) 川路博之: 一般演題67 人工股関節再置換術：術式と成績. 第48回日本股関節学会学術集会, 奈良(ハイ

ブリッド); 2021年10月 

5) 佐々木明子: 一般演題 7 疫学研究・調査. 第 30 回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田

(Web); 2021年2月 

6) 佐々木幹: 一般演題11「小児1」. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web): 2021年6月 

7) 佐竹寛史: 一般演題6「伸筋腱損傷」. 第35回東日本手外科研究会, 栃木; 2021年1月 

8) 佐竹寛史: 一般演題口演 外傷13橈骨遠位端骨折 2. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東京(ハイブ

リッド); 2021年5月 

9) 佐竹寛史: 一般演題16「手・肘」. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

10) 佐竹寛史: 一般演題12 肘関節. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月 

11) 鈴木智人: 一般演題9「合併症・その他」. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月 

12) 高木理彰: 一般口演9 THA HOH・COC・implant 評価. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オン

デマンド); 2021年7月 

13) 髙窪祐弥: 一般演題口演 運動器リハ. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東京(ハイブリッド); 2021

年5月 

14) 高窪祐弥: 一般口演83. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月 

15) 高原政利, 長尾聡哉: 一般演題3「橈骨遠位端骨折②」. 第35回東日本手外科研究会, 栃木; 2021年1

月 

16) 橋本淳一: 一般演題13リスクマネージメント. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 

2021年9月 

17) 原田幹生: 一般口演58 肩 投球障害1. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会/第47回日本整

形外科スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月 

18) 福島重宣: 一般口演34 骨切り5. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会/第47回日本整形外科

スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月 

19) 村成幸, 仲川喜之: 主題1骨折. 第48回日本肩関節学会学術集会/第18回日本肩の運動機能研究会学術

集会, 愛知(ハイブリッド); 2021年10月 

20) 村成幸, 高村隆: 主題３ 腱板断裂 上方関節包再建術後成績. 第48回日本肩関節学会学術集会/第18

回日本肩の運動機能研究会学術集会, 愛知(ハイブリッド); 2021年10月 

 

 

6) その他   

1) 宇野智洋, 丸山真博, 黄漢卿, 豊野修二, 劉興,結城一声, 鈴木朱美, 佐竹寛史, 五十嵐貴宏, 高木理彰: 

家兎肩腱板変性断裂モデルに対する腱板修復術での骨髄由来多血小板フィブリンの効果の検討. 実験動物

セミナー第３２回研究成果発表会, 2021年12月 

2) 高窪祐弥: 超高齢社会を見据えた RA循環型病診連携－やらんなネット 7年目の現状と課題－. 関節リウ

マチの地域連携を考える会〜Online〜, 山形(Web); 2021年1月 

3) 村成幸: 肩のスポーツ障害；鏡視下手術とリハビリテーション. 第 13 回東北スポーツ整形外科懇話会. 

2021年9月 

 



3. 学会等での受賞 

1)  宇野智洋: 超音波野球肘検診を主体とした野球活性化、そして地域活性化の取り組み. 運動器の健康・日本

協会, 2021年2月 

 

4. 研究助成 

1) 丸山真博: 科研費 研究活動スタート支援(2021年－2023年) 
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	84) 長瀬貴明, 伊藤重治, 高窪祐弥, 門馬亮介, 高木理彰: 大腿骨転子部開放骨折に対してiMAP/iSAPを併用して内固定した一例. 第48回日本股関節学会学術集会, 奈良(ハイブリッド); 2021年10月
	85) 成田亜矢, 村川美幸, 石川雅樹, 鈴木優太, 寒河江拓盛, 高野満夫, 金内ゆみ子, 高窪祐弥, 高木理彰: リハビリテーション部門でのCOVID-19対策と患者への介入経験. 第58回日本リハビリテーション医学会学術集会,京都(ハイブリッド); 2021年6月
	87) 仁藤敏哉, 佐竹寛史, 太田大地, 花香直美, 澁谷純一郎, 長沼靖, 本間龍介, 石垣大介, 高木理彰: 小児前腕骨幹部骨折の治療成績. 第64回日本手外科学会学術集会, 長崎(ハイブリッド); 2021年4月
	88) 仁藤敏哉, 佐竹寛史, 本間龍介, 丸山真博, 高木理彰: 頚肋か未成熟な第１肋骨か判断が難しい両側胸郭出口症候群の１例. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月
	89) 根本信仁, 菊池麻里, 伊藤あけみ, 根本信太郎, 嶋村之秀, 長沼靖, 田中賢, 長谷川浩士, 浅野多聞, 高木理彰: 当院における大腿骨頚部骨折地域連携パス運用の現状. 第23回日本骨粗鬆症学会/第39回日本骨代謝学会学術集会, Web; 2021年10月
	90) 根本信太郎, 長沼靖, 本間龍介, 仁藤敏哉, 佐竹寛史, 高木理彰: 手・手指の複合組織損傷症例の検討. 第64回日本手外科学会学術集会, 長崎(ハイブリッド); 2021年4月
	91) 花香直美, 高原政利, 高木理彰: 野球肘と診断されていた肘関節内類骨骨腫の一例. 第33回日本肘関節学会学術集会, 大阪(Web); 2021年2月
	92) 花香直美, 高原政利, 高木理彰: 長母指伸筋腱断裂に対するKrackow縫合を併用した腱縫合の治療成績. 第64回日本手外科学会学術集会, 長崎(ハイブリッド); 2021年4月
	93) 原田幹生, 宇野智洋, 佐々木淳也, 村成幸, 高木理彰: 成長期野球選手における睡眠に関する検討-肩肘痛や投球パフォーマンスに与える影響-. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会/第47回日本整形外科スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月
	94) 原田幹生, 高原政利, 村成幸, 鶴田大作, 結城一声, 高木理彰: Hand 20による肩腱板断裂の主観的評価. 第48回日本肩関節学会学術集会/第18回日本肩の運動機能研究会学術集会, 愛知(ハイブリッド); 2021年10月
	95) 原田幹生, 村成幸, 高原政利, 佐竹寛史, 高木理彰: スポーツ選手の胸郭出口症候群 -パルスオキシメーターの有用性-. 第48回日本肩関節学会学術集会/第18回日本肩の運動機能研究会学術集会, 愛知(ハイブリッド); 2021年10月
	96) 原田幹生, 丸山真博, 宇野智洋, 佐竹寛史, 村成幸, 高原政利, 高木理彰: 野球検診の現状と課題　山形県における20年間の野球肘検診の変遷・現状・課題(会議録). 第32回日本小児整形外科学会学術集会，岡山（web）；2021年12月
	97) 針生光博, 岡田宗一郎, 長瀬貴明, 篠村友紀, 和根崎禎大, 高木理彰: 人工膝関節単顆置換術後セメント片の検討. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月
	99) 福島重宣, 山本尚生, 伊東貴史, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 高木理彰: Kinematic Alignment法による両側同時TKAのアライメント. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会/第47回日本整形外科スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月
	100) 福島重宣, 山本尚生, 五十嵐貴宏, 伊東貴史, 豊野修二, 中島拓, 鈴木朱美, 高木理彰: Kinematic Alignment TKA におけるアライメントについて. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月
	101) 藤井隆夫, 渥美達也, 岡本奈美, 高橋伸典, 田村直人, 中島敦夫, 中島亜矢子, 松野博明, 辻本直人, 西川厚嗣, 石井泰子, 竹内勤, 桑名正隆, 高木理彰: 関節リウマチ患者に対するバリシチニブの安全性：特定使用成績調査（製造販売後全例調査）からの中間報告（2020年度）. 第65回日本リウマチ学会総会・学術集会, 神戸(ハイブリッド); 2021年4月
	102) 丸山真博, Guzman RA, Moeinzadeh S, 高木理彰, Yang YP, Goodman SB: 家兎骨壊死モデルに対するプレコンディショニングした間葉系幹細胞または遺伝子改変したIL4過剰産生間葉系幹細胞の効果. 第36回日本整形外科学会基礎学術集会, 三重; 2021年10月
	103) 村川美幸, 高窪祐弥, 成田亜矢, 佐々木健, 柴橋広智, 高木理彰: 電動義手を活用し職場復帰ができた前腕切断患者の治療経験. 第58回日本リハビリテーション医学会学術集会, 京都(ハイブリッド); 2021年6月
	104) 村田宙, 原田幹生, 丸山真博, 宇野智洋, 村成幸, 佐竹寛史, 高原政利, 岩井章洋, 高木理彰: 高校野球選手の貧血様症状についての検討-肩肘痛や生活習慣との関連について-. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会/第47回日本整形外科スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月
	105) 門馬亮介, 佐々木幹, 伊藤重治, 高窪祐弥, 大木弘治, 大楽勝之, 川路博之, 石井政次, 髙木理彰: 人工股関節術後の再診率と再受診の試み. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東京(ハイブリッド); 2021年5月
	106) 門馬亮介, 佐々木幹, 石井政次, 伊藤重治, 高窪祐弥, 川路博之, 大楽勝之, 大木弘治, 浦山安広, 髙木理彰: 第1世代クロスリンクポリエチレンと山形大学式（YU II）セメントステムにおける骨溶解6例の検討. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月
	107) 門馬亮介, 伊藤重治, 高窪祐弥, 大木弘治, 佐々木幹, 石井政次, 高木理彰: 超高齢化社会を迎えた山形県特定機能病院における大腿骨頸部骨折の治療状況. 第48回日本股関節学会学術集会, 奈良(ハイブリッド); 2021年10月
	108) 山本尚生, 福島重宣 ,伊東貴史, 吉岡大樹, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 和根崎禎大, 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術後1年成績. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会, 札幌(web); 2021 年6月
	109) 山本尚生, 福島重宣, 伊東貴史, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 和根崎禎大, 高木理彰: 高度内反変形膝に対する,制限なし Kinematic alignment 法による人工膝関節全置換術. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月
	110) 山本尚生, 福島重宣, 伊東貴史, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 和根崎禎大, 高木理彰: 制限なし Kinematic alignment 法による人工膝関節全置換術の治療経験. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月
	111) 山本尚生, 福島重宣, 伊東貴史, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 和根崎禎大, 高木理彰: 高度内反変形膝に対する，Kinematic alignment 法による人工膝関節全置換術の短期成績. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月
	112) 梁秀蘭, 高窪祐弥, 鈴木優太, 本間龍介, 和根崎禎大, 門馬亮介, 佐々木明子, 大類広, 高木理彰: COVID-19の流行が生物学的製剤使用中RA患者の受診行動に与えた影響. 第65回日本リウマチ学会総会・学術集会, 神戸(ハイブリッド); 2021年4月
	113) 吉岡大樹, 高窪祐弥, 梁秀蘭, 佐々木明子, 長沼靖, 大木弘治, 鈴木優太, 長瀬貴明, 門馬亮介, 和根崎禎大, 本間龍介, 大類広, 高木理彰: 当院の2019年新患患者における早期関節リウマチ患者の治療内容の検討. 第65回日本リウマチ学会総会・学術集会, 神戸(ハイブリッド); 2021年4月
	114) 吉岡大樹, 福島重宣, 山本尚生, 伊東貴史, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 和根崎禎大, 高木理彰: 両側TKAに対するERASの実施経験-実施群と非実施群での比較-. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会/第47回日本整形外科スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月
	115) 結城一声, 後藤康夫, 松田雅彦, 村成幸, 鶴田大作, 佐々木淳也, 鈴木朱美, 大石隆太, 今野祐生, 高木理彰: 肩関節周囲における化膿性関節炎の発生状況と治療（多施設研究）. 第48回日本肩関節学会学術集会/第18回日本肩の運動機能研究会学術集会, 愛知(ハイブリッド); 2021年10月
	116) 劉興, 高窪祐弥, 黄漢卿, 宇野智洋, 赤羽武, 豊野修二, 和根崎禎大, 門馬亮介, 伊藤重治, 高木理彰: 人工関節周囲感染滑膜組織におけるオートファジー関連分子WIPIとオートファジー構造の発現に関する検討. 第36回日本整形外科学会基礎学術集会, 三重; 2021年10月
	117) 渡邉忠良, 佐竹寛史, 本間龍介, 澁谷純一郎, 花香直美, 根本信太郎, 土屋匡央, 高木理彰: 小児上腕骨顆上骨折の疫学的調査. 第64回日本手外科学会学術集会, 長崎(ハイブリッド); 2021年4月
	118) 和根崎禎大, 高窪祐弥, 本間龍介, 梁秀蘭, 長沼靖, 門馬亮介, 大類広, 鈴木優太, 高木理彰, 佐々木明子, 大木弘治, 針生光博: Hip to calcaneus viewを用いた後足部評価法の検討. 第65回日本リウマチ学会総会・学術集会, 神戸(ハイブリッド); 2021年4月
	119) 和根崎禎大, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 武井寛, 豊島定美, 髙木理彰: 下肢全長撮影と hip to calcaneus view における下肢アライメント計測値の比較. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東京(ハイブリッド); 2021年5月
	120) 和根崎禎大, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 針生光博, 岡田宗一郎, 高木理彰: 人工膝関節全置換術の術前と術後2週における足部・後足部アライメントの検討. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会/第47回日本整形外科スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月
	121) 和根崎禎大, 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 豊島定美, 髙木理彰: 健常者ボランティアにおける下肢アライメントの検討. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月
	122) 和根崎禎大, 鈴木朱美, 高窪祐弥, 中島拓, 豊野修二, 豊島定美, 武井寛, 針生光博, 岡田宗一郎, 高木理彰: 下肢全長撮影と Hip to calcaneus view における下肢アライメント計測値の比較. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月
	123) 和根崎禎大, 鈴木朱美, 高窪祐弥, 佐竹寛史, 針生光博, 石垣大介, 高木理彰: Hip to calcaneus viewを用いた後足部評価法の検討(会議録). 第46回日本足の外科学会学術集会，東京；2021年11月
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	2) 高木理彰: 人工股関節手術の現状と課題. 第30回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021年2月（モーニングセミナー）
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	1) Yoshioka D, Honma R, Shibuya J, Ishigaki D, Nitou T, Maruyama M, Satake H, Takagi M: Treatment strategies for marginal rim fractures of distal radius. The 118th Annual Meeting of the Tohoku Society of Orthopaedics and Traumatology, Web; June 2021
	2) 明石一輝, 高窪祐弥, 鈴木朱美, 和根崎禎大, 伊藤重治, 門馬亮介, 佐竹寛史, 野呂篤史, 増田啓治, 髙木理彰: Kashin-Beck病による変形性足関節症に対し足関節固定術を行った1例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	3) 五十嵐貴宏, 松木宏史, 千葉優人, 土屋匡央, 遠藤誠一, 岩崎聖, 渡邉忠良, 鶴田大作, 大楽勝之, 林雅弘, 高木理彰: 超高分子量ポリエチレン製ケーブルによる補強を併用した修復術を施行した膝蓋腱断裂の2例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	4) 今村佑太, 鶴田大作, 渡邉忠良, 佐竹寛史, 遠藤誠一, 土屋匡央, 大楽勝之, 髙木理彰: 保存療法中に腕神経叢麻痺を生じた鎖骨骨幹部骨折の1例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	5) 遠藤誠一, 松木宏史, 千葉優人, 土屋匡央, 岩﨑聖, 渡邉忠良, 鶴田大作, 村上成人, 渡部拓也, 大楽勝之, 林雅弘, 髙木理彰: 下腿の術後感染症にCeftriaxoneを使用し偽胆石症を発症した2例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	6) 鎌田壮祐, 大内一紘, 遠藤珠美, 笹原寛, 石垣大介: 小指基節骨偽関節・手指拘縮に対し骨移植術前後の装具療法が効果的だった一症例. 第28回山形県作業療法学会, 山形(Web); 2021年5月
	7) 工藤文華, 大内一紘, 遠藤珠美, 笹原寛, 石垣大介: 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート抜釘後の治療成績. 第28回山形県作業療法学会, 山形(Web); 2021年5月
	8) 小関和彦, 永井惇, 花香直美, 平山朋幸, 太田吉雄, 高原政利, 根本忠信: 橈骨遠位端骨折に対する背屈医ギプスによる保存療法の結果. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	9) 小関和彦, 永井惇, 花香直美, 平山朋幸, 太田吉雄, 高原政利, 根本忠信: 橈骨遠位端骨折に対する徒手整復の結果〜保存療法を行えた群と手術療法となった群の骨折型の比較〜. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	11) 斎藤大三, 根本信仁, 高橋将輝, 三上諒樹, 根本信太郎, 嶋村之秀, 長沼靖, 田中賢, 長谷川浩士, 浅野多聞, 髙木理彰: 当院で治療を行った腹直筋血腫症例の検討. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	12) 白井千緒海, 菅原正登, 高原大一郎, 髙木理彰: 当院で経験した脂肪芽細胞種の2例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	13) 鈴木朱美, 中島拓, 豊野修二, 和根崎禎大, 佐竹寛史, 高窪祐弥, 髙木理彰: 変形性足関節症に対する手術治療戦略. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	14) 鈴木幸大, 門馬亮介, 伊藤重治, 高窪祐弥, 高木理彰: 人工股関節術前検査で見つかった悪性腫瘍の2例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	15) 鈴木智人, 嶋村之秀, 赤羽武, 高窪祐弥, 高木理彰: 関節リウマチに伴う脊椎病変. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	16) 大楽勝之, 岩崎聖, 渡邉忠良, 鶴田大作, 松木宏史, 林雅弘, 伊藤重治, 髙木理彰: 当院における人工股関節置換術後の合併症と対策. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	17) 高窪祐弥: 高齢RA患者の関節炎の鑑別と治療-整形外科リウマチ医の立場から-. 第30回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021年2月
	18) 高窪祐弥, 高木理彰: 高齢RA患者の関節炎の鑑別と治療-整形外科リウマチ医の立場から-. 第30回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021年2月
	19) 高窪祐弥, 中島拓, 浅野多聞, 長瀬貴明, 梁秀蘭, 本間龍介, 豊野修二, 和根崎禎大, 五十嵐貴宏, 門馬亮介, 伊藤重治, 鈴木優太, 鈴木朱美, 長沼靖, 佐々木明子, 髙木理彰: 抗IL-17A抗体製剤が著効した若年性脊椎関節炎の1例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	20) 土屋匡央, 鶴田大作, 遠藤誠一, 大樂勝之, 林雅弘, 高木理彰: 転落外傷により生じたFloating Shoulderの1例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	21) 豊野修二, 福島重宣, 山本尚生, 伊東貴史, 鈴木朱美, 中島拓, 和根崎禎大, 髙木理彰: 若年性変形性膝関節症に対するkinematic alignmento法による人工膝関節置換術の治療経験. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	22) 中西凜太朗, 渡邉忠良, 大楽勝之, 松木宏史, 鶴田大作, 岩崎聖, 遠藤誠一, 五十嵐貴宏, 土屋匡央, 千葉優人, 林雅弘, 高木理彰: 外科的治療を行ったcarpal bossの1例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	23) 成田亜矢, 寒河江拓盛, 本間龍介, 高窪祐弥, 高木理彰: COVID-19 重症患者の栄養管理の検討. 第50回日本リハビリテーション医学会東北地方会/専門医・認定臨床医生涯教育研修会, 秋田(Web); 2021年9月
	24) 根本信仁, 伊藤重治, 斎藤大三, 三上諒樹, 根本信太郎, 嶋村之秀, 長沼靖, 田中賢, 長谷川浩士, 浅野多聞, 門馬亮介, 高窪祐弥, 髙木理彰: 当院における骨盤外傷治療の現状〜超高齢社会に向けて〜. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	25) 平野れな, 高窪祐弥, 梁秀蘭, 佐々木明子, 長瀬貴明, 鈴木優太, 門馬亮介, 和根崎禎大, 本間龍介, 大類広, 高木理彰: トシリズマブ（TCZ）投与中に妊娠が判明した関節リウマチ（RA）の2例. 第30回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021年2月
	26) 平野れな, 宇野智洋, 結城一声, 鈴木朱美, 佐竹寛史, 髙木理彰: 抗凝固薬内服中に外傷を契機に発症した上肢壊死性筋膜炎の1例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	27) 三上諒樹, 根本信仁, 高橋将輝, 斎藤大三, 根本信太郎, 嶋村之秀, 長沼靖, 田中賢, 長谷川浩士, 浅野多聞, 髙木理彰: 右大腿骨骨幹部骨折術後偽関節に対してchipping法を行った一例. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	28) 梁秀蘭, 高窪祐弥, 鈴木優太, 本間龍介, 和根崎禎大, 門馬亮介, 大類広, 高木理彰: COVID-19流行下で行った当科リウマチ外来電話診療の実際. 第30回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021年2月
	29) 結城一声, 宇野智洋, 鈴木朱美, 佐竹寛史, 佐々木幹, 髙木理彰: 大きな関節窩骨欠損および変形例に対するリバース型人工肩関節置換術における術前3Dモデルの使用経験. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	30) 渡邉忠良, 大楽勝之, 松木宏史, 鶴田大作, 岩崎聖, 遠藤誠一, 五十嵐貴宏, 土屋匡央, 千葉優人, 林雅弘, 髙木理彰: 肘関節周辺骨端核の出現順序・変異に関する調査. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	31) 和根崎禎大, 高窪祐弥, 鈴木優太, 梁秀蘭, 佐々木明子, 本間龍介, 門馬亮介, 平野れな, 長沼靖, 大木弘治, 大類広, 高木理彰: 当科の脊椎関節炎患者に対する生物学的製剤（BIO）使用状況-ZAO registryから-. 第30回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021年2月

	4) 研究会
	i 一般演題
	1) 入江克宗, 千葉克司, 伊藤友一, 内海秀明, 鈴木智人, 高木理彰: 腰部脊柱管狭窄症に対する経仙骨的脊柱管形成術の短期成績.  第31回東北脊椎外科研究会, 新潟(Web); 2021年1月
	2) 奥田正太, 内海秀明, 千葉克司, 伊藤友一, 鈴木智人, 髙木理彰: 腰椎椎間板ヘルニア(LDH)に対する脊椎内視鏡治療(MED/FED-TF)の比較.  第31回東北脊椎外科研究会, 新潟(Web); 2021年1月
	4) 嶋村之秀, 鈴木智人，赤羽武, 高木理彰: 頚椎椎弓形成術術後後弯変形の術前予測因子の検討. 第31回東北脊椎外科研究会, 新潟(Web); 2021年1月
	5) 鈴木智人, 嶋村之秀, 赤羽武, 武井寛, 杉田誠: 特発性脊柱側弯症術前後の頚椎矢状面アライメントの変化. 第31回東北脊椎外科研究会, 新潟(Web); 2021年1月
	6) 花香直美, 高原政利, 高木理彰: A2 pulley単独の腱鞘切開にて治癒したばね指の一例. 第35回東日本手外科研究会, 栃木; 2021年1月


	5) 　座長
	i 特別講演・招待講演・会長講演
	1) 髙木理彰: 特別講演1. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	2) 髙木理彰: 招待講演3. 第36回日本整形外科学会基礎学術集会, 三重; 2021年10月
	3) 高木理彰: 教育講演9. 第36回日本臨床リウマチ学会, 富山; 2021年12月

	4)
	ii 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) 伊藤淳二, 金内ゆみ子: シンポジウム16. 女性医師に選ばれる整形外科になるために. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月
	2) 鈴木朱美: シンポジウム3.「若年に見られる膝外傷後変形性膝関節症のマネジメント」. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	3) 高木理彰: 教育研修講演4. 第30回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021年2月
	4) 髙木理彰: アフタヌーンセミナー2. 脊椎関節炎の最新の知見. 第65回日本リウマチ学会総会・学術集会, 神戸(ハイブリッド); 2021年4月
	5) 髙木理彰: シンポジウム25. リウマチ整形外科医の現状と未来. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東京(ハイブリッド); 2021年5月
	6) 髙木理彰: 教育研修講演13. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東京(ハイブリッド); 2021年5月
	7) 高木理彰: 教育研修講演7. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月
	8) 高木理彰: ランチョンセミナー6. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月
	9) 高木理彰, 山本卓明: パネルディスカッション1. 大腿骨壊死への移植・再生医療. 第48回日本股関節学会学術集会, 奈良(ハイブリッド); 2021年10月
	10) 高木理彰: ランチョンセミナー3. 関節リウマチ治療におけるTHF阻害薬の有用性. 第36回日本臨床リウマチ学会, 富山; 2021年12月
	11) 高窪祐弥: イブニングセミナー1. 第30回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021年2月
	12) 高窪祐弥: ランチョンセミナー10. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月
	13) 高窪祐弥: ショートトーク11. OA,ON. 第48回日本股関節学会学術集会, 奈良(ハイブリッド); 2021年10月
	14) 村成幸: 教育研修講演4. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会/第47回日本整形外科スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月

	iii 一般演題
	1) 石井政次: 一般口演33 THAその他3. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月
	2) 石垣大介, 坪川直人: 主題3「手根骨外傷」. 第35回東日本手外科研究会, 栃木; 2021年1月
	3) 伊藤重治: 一般演題6「股関節」. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web)0; 2021年6月
	4) 川路博之: 一般演題67 人工股関節再置換術：術式と成績. 第48回日本股関節学会学術集会, 奈良(ハイブリッド); 2021年10月
	5) 佐々木明子: 一般演題7疫学研究・調査. 第30回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会, 秋田(Web); 2021年2月
	6) 佐々木幹: 一般演題11「小児1」. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web): 2021年6月
	7) 佐竹寛史: 一般演題6「伸筋腱損傷」. 第35回東日本手外科研究会, 栃木; 2021年1月
	8) 佐竹寛史: 一般演題口演 外傷13橈骨遠位端骨折 2. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東京(ハイブリッド); 2021年5月
	9) 佐竹寛史: 一般演題16「手・肘」. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	10) 佐竹寛史: 一般演題12 肘関節. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月
	11) 鈴木智人: 一般演題9「合併症・その他」. 第118回東北整形災害外科学会, 秋田(Web); 2021年6月
	12) 高木理彰: 一般口演9 THA HOH・COC・implant 評価. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月
	13) 髙窪祐弥: 一般演題口演 運動器リハ. 第94回日本整形外科学会学術総会, 東京(ハイブリッド); 2021年5月
	14) 高窪祐弥: 一般口演83. 第51回日本人工関節学会, 横浜(ライブ 一部オンデマンド); 2021年7月
	15) 高原政利, 長尾聡哉: 一般演題3「橈骨遠位端骨折②」. 第35回東日本手外科研究会, 栃木; 2021年1月
	16) 橋本淳一: 一般演題13リスクマネージメント. 第70回東日本整形災害外科学会, 岩手(ハイブリッド); 2021年9月
	17) 原田幹生: 一般口演58 肩 投球障害1. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会/第47回日本整形外科スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月
	18) 福島重宣: 一般口演34 骨切り5. 第13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会/第47回日本整形外科スポーツ医学会学術集会, 札幌(Web); 2021年6月
	19) 村成幸, 仲川喜之: 主題1骨折. 第48回日本肩関節学会学術集会/第18回日本肩の運動機能研究会学術集会, 愛知(ハイブリッド); 2021年10月
	20) 村成幸, 高村隆: 主題３　腱板断裂　上方関節包再建術後成績. 第48回日本肩関節学会学術集会/第18回日本肩の運動機能研究会学術集会, 愛知(ハイブリッド); 2021年10月


	6) その他
	3) 村成幸: 肩のスポーツ障害；鏡視下手術とリハビリテーション. 第13回東北スポーツ整形外科懇話会. 2021年9月

	3. 学会等での受賞
	4. 研究助成


