
2020 年度 札幌徳洲会病院 整形外科外傷センター 学術活動 

 

学会・研究会発表 

日程 都市 学会、研究会名 演者名 演題名 

2020/1/18 鎌倉 第 2 回 徳洲会外傷整形外科部会 倉田佳明 Suture bridge 法で治療した外傷性腓骨筋腱脱臼の 1 例 

2020/2/12 札幌 第 141 回 北海道整形外科外傷研究会 吉田宇洋 大腿骨頚部骨折の骨接合術に off-axis screw を用いた 2 例 

2020/3/11-14 メルボルン The 12th APFSSH Hirotada Matsui Is staged nerve reconstruction surgery necessary for replantation of fingers? 

    Clinical outcomes of sensory recovery with staged nerve reconstruction and with immediate nerve repair 

2020/4/23-24 新潟（オンライン） 第 63 回 日本手外科学会 松井裕帝 爪母損傷を伴った指尖部切断に対する Graft on flap 法施行症例の検討 

2020/4/23-24 新潟（オンライン） 第 63 回 日本手外科学会学術集会 大野健太郎 手部軟部組織再建において遠隔皮弁切り離し時期の判断に ICG 造影検査を用いた 8 症例の検討 

2020/5/9-12 オンライン 第 93 回 日本整形外科学会 松井裕帝 重度四肢開放骨折に対する骨軟部再建方法別の感染発生率と原因の検討 

2020/6/2-6 オンライン The 20th FESSH Hirotada Matsui Investigation of post traumatic infection for free flaps. ~Scheduled irrigation is effective?~ 

2020/9/19-21 オンライン 第 46 回 日本骨折治療学会 上田泰久 Quick Review インプラント周囲骨折 

2020/9/19-21 オンライン 第 46 回 日本骨折治療学会 上田泰久 術中モニタリングは後方骨盤輪スクリュー挿入の安全性を増す 

2020/9/19-21 オンライン 第 46 回 日本骨折治療学会 吉田宇洋 高齢者大腿骨頚部骨折の人工物置換では髄腔形状と骨折型に留意すべきである 

2020/9/19-21 オンライン 第 46 回 日本骨折治療学会 松井裕帝 Gustilo3B 下腿開放骨折に対する骨軟部再建遅延症例の検討 

2020/9/19-21 オンライン JSFR-OTA combined symposium Yasuhisa Ueda Fragility fractures of the pelvis -Conceivable problem of diagnosis and treatment- 

2020/11/21-22 北九州 第 46 回 日本マイクロサージャリー学会 松井裕帝 Fix & flap を用いた重度四肢開放骨折に対する深部感染率の検討と今後の課題 

 

講演・講義 

日程 都市 学会、研究会名 演者名 演題名 

2020/1/10 岡山 第 4 回岡山骨脆弱性骨折懇話会 上田泰久 脆弱性骨盤骨折 -これからを考える- 

2020/1/17-18 Bangkok Asia Pacific Expert Symposium -Femur- 上田泰久 Per Trochanteric  Fracture Reduction (Technique from Japan) 

2020/1/17-18 Bangkok Asia Pacific Expert Symposium -Femur- 上田泰久 "Surgical Technique, Tips & Tricks, Post-op Protocol " 

2020/1/17-18 Bangkok Asia Pacific Expert Symposium -Femur- 上田泰久 Cadaver demo: Neck Fractures -Approaches & Fixation- 

2020/3/13 札幌 第 2 回 閣㐂会 柏隆史 当院で入院加療を要した腰痛症に対するアセトアミノフェンの有用性 

2020/5/9 札幌（オンライン） 第 1 回 北海道整形外科外傷セミナー 倉田佳明 Tibial plateau fracture - posterior への対応 

2020/5/9 札幌（オンライン） 第 1 回 北海道整形外科外傷セミナー 倉田佳明 Ankle fracture - syndesmosis instability up to date 

2020/5/9 札幌（オンライン） 第 1 回 北海道整形外科外傷セミナー 上田泰久 Geriatric pelvic fracture -診断のポイントと基本 management- 



2020/5/9 札幌（オンライン） 第 1 回 北海道整形外科外傷セミナー 上田泰久 Femoral shaft fracture -整復、十分な固定を得るために知るべきこと- 

2020/5/31 オンライン JOIN TRAUMA Current concept 上田泰久 Current concept review Periprosthetic fracture 2018-2019 

2020/7/10 オンライン AO Trauma Japan Webinar 上田泰久 寛骨臼骨折における pararectus approach 

2020/7/26 オンライン Difficult Hand & Wrist  松井裕帝 中手骨基部骨折の難渋症例への対策 

2020/8/15-16 オンライン 重度四肢外傷セミナー 松井裕帝 "Orthoplastic approach, Principle of free flap" 

2020/8/29 オンライン 脛骨髄内釘セミナー 松井裕帝 脛骨近位骨幹部骨折 

2020/10/31-11/1 オンライン 2020 JSETS Webinar 松井裕帝 初学者のための NPWT 使用のタイミング 

2020/11/14 オンライン AO Trauma seminar Taiwan -Pediatric & Geriatric- 上田泰久 Rotational stable short plating device for femoral neck fractures 

2020/11/14 オンライン AO Trauma seminar Taiwan -Pediatric & Geriatric- 上田泰久 "Tips, tricks, and post-operative management with rotational stable short plating device" 

2020/11/14 オンライン 道北外傷セミナー 上田泰久 インプラント周囲骨折 

2020/11/23 オンライン 北海道整形外科外傷セミナー 松井裕帝 Around AC joint 

2020/12/5 オンライン APAC FNS Key User Meeting 上田泰久 Surgical Tips and Tricks of FNS -Case based presentation- 

 

論文 

著者 タイトル 雑誌名 巻 頁 年 

大野健太郎 手部軟部組織再建において遠隔皮弁切り離し時期の判断に ICG 造影検査を用いた 9 症例の検討 日本手外科学会雑誌 37 122-127 2020 

倉田佳明 切断指の疫学調査 －近年の傾向－ 日本手外科学会雑誌 36 596-598 2020 

倉田佳明 外傷システム（外傷センター、レジストリー）の現状と課題 関節外科 39 40-45 2020 

松井裕帝 再接着指に対する二期的神経移植は必要か？ 一次神経修復と二期的神経移植の比較検討 日本手外科学会雑誌 36 806-810 2020 

 

著書 

著者 タイトル  編者 書籍名 頁 出版社 出版地 年 

上田泰久 世界の大腿骨近位部骨折事情：日本はガラパゴス化しているのか？ 馬場智規 Monthly Book Orthopaedics 1-6 全日本病院出版 東京 2020 

上田泰久 下肢の骨折で使用するインプラントの一覧表 松村福広 OPE NURSING 82-85 メディカ出版 東京 2020 

             


