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2018/2/3-4 札幌 第134回北海道整形災害外科学会 辻　英樹　他 経肘頭脱臼骨折の治療経験
2018/2/16-17 東京 第30回日本肘関節学会 辻　英樹　他 Bado TypeII(posterior Monteggia損傷) Jupiter細分類の検討

2018/3/10 大阪 第3回徳洲会外傷整形外科集談会 辻　英樹　他 Posterior olecranon fracture-dislocationの治療経験
2018/4/26-27 東京 第61回日本手外科学会 辻　英樹　他 A speculation of mechanism of elbow (fracture-)dislocations
2018/5/24-27 神戸 第91回日本整形外科学会                                     辻　英樹　他 玉井分類zone1指尖部切断再接着術成否についての検討　～静脈吻合と切断の重症度～

2018/7/6-7 岡山 第44回日本骨折治療学会 辻　英樹　他 Pilon骨折に対するstaged surgery  -皮切数とアプローチの調査
2018/12/6-7 大阪 第45回日本マイクロサージャリー学会　 辻　英樹　他 開放Pilon骨折に皮弁術を行った症例の検討
2018/7/6-7 岡山 第44回日本骨折治療学会 倉田　佳明　他 Weber noseは足関節における腓骨長の評価指標として有用か
2018/3/10 大阪 第3回徳洲会外傷整形外科集談会 上田　泰久　他 内固定を行なった多発肋骨骨折の一例

2018/5/6 Valencia European Congress of Trauma and Emergency Surgery Y. Ueda et al. Prolonged pain in patients with fragility fractures of the pelvis may be due to fracture progression

2018/5/25 神戸 日本整形外科学会 上田　泰久 脆弱性骨盤骨折のUp to date
2018/6/17 津 日本プライマリケア連合学会 上田　泰久　他 脆弱性骨盤骨折は出血性ショックを生じうる

2018/7/6-7 岡山 日本骨折治療学会 上田　泰久　他 Pelvic incidenceの増加は脆弱性骨盤骨折の骨折型進展の原因になりうる
2018/7/6-7 岡山 日本骨折治療学会 上田　泰久 Quick review Periprosthetic fractureのup to date
2018/11/10 札幌 SOTC 上田　泰久　他 Pararectus approachを用いて治療した骨盤輪寛骨臼合併損傷の一例

2018/4/26-27 東京 第61回日本手外科学会学術集会 松井　裕帝　他 掌側前進皮弁を用いた指尖部損傷症例の検討　Bipedicled volar advancement island flap vs Oblique triangular flap
2018/4/26-27 東京 第61回日本手外科学会学術集会 松井　裕帝　他 四肢末梢神経再建における　Tension Free Repairの重要性

2018/2/3-4 札幌 第135回 北海道整形災害外科学会 松井　裕帝　他 遊離皮弁の術後感染に対する検討-高度汚染症例に対する皮弁術後の予定洗浄は有効である-
2018/6/13-16 Copenhagen 第23回欧州手外科学会 H. Matsui et al. Fingertip reconstruction using volar advancement flaps

　　　　　: a comparative study of the bipedicled volar advancement flap and oblique triangular flap
2018/7/5-6 さいたま 第10回日本創傷外科学会学術集会 松井　裕帝　他 末梢神経損傷の今，未来　日本の末梢神経治療はどこに向かうのか？　
2018/7/6-7 岡山 第44回日本骨折治療学会 松井　裕帝　他 背側脱臼を伴う橈骨遠位端関節辺縁骨折に対する受傷機序の考察

2018/12/6-7 大阪 第44回日本マイクロサージャリー学会学術集会 松井　裕帝　他 重度四肢外傷に対するOrthoplastic approach-Fix&Flapにおける骨内固定時期の検討-
2018/3/10 大阪 第3回徳洲会外傷整形外科集談会 佐藤　和生　他 急性塑性変形を合併したMonteggia骨折の1例

2018/5/6-8 Valencia ECTES Kazuo Sato et al Treatment policy of "pulseless pink hand" follwing supracondylar fractures of the humerus in children
2018/6/21-22 京都 第32回日本外傷学会学術集会                          佐藤　和生　他 外傷性足部コンパートメント症候群の1例

2018/8/4-5 札幌 Pan-Pacific Emergency Medicine Conference Kazuo Sato Orthopedic Helicopter Transport in rural Japan
2018/10/10-13 Montreal 39th SICOT Kazuo Sato et al Characteristics and considerations of osteosynthesis for coronal shear fractures of the proximal femur
2018/12/14-15 愛知 第29回日本小児整形外科学会 佐藤　和生　他 急性塑性変形と骨折が併存した小児monteggia骨折の1例

2018/2/3-4 札幌 第134回北海道整形災害外科学会 佐藤陽介　他 高齢者骨盤輪骨折に対する前方皮下創内固定（ASIF）の有用性
2018/4/26-27 東京 第61回日本手外科学会 佐藤陽介　他 Graft on flap施行における当日手術の必要性―当日手術群と待機手術群との成績の比較

2018/7/6-7 岡山 第44回日本骨折治療学会 佐藤陽介　他 脆弱性骨盤骨折に遅発性膀胱損傷、敗血症、重症尿路感染症、恥骨骨髄炎に進展した1例
2018/12/6-7 大阪 第45回日本マイクロサージェリー学会 佐藤陽介　他 玉井Zone V再接着指術後の軟部組織状態と早期軟部組織再建の有用性

2018/4/26-27 東京 第61回日本手外科学会 小田 和孝　他 橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折に対し、逆側AcuLoc VDU plateを尺側に用いた治療経験
2018/7/6ｰ7 岡山 第44回日本骨折治療学会 小田 和孝　他 橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折に対し、逆側AcuLoc VDU plateを尺側に用いた治療経験
2018/7/6ｰ7 岡山 第44回日本骨折治療学会 小田 和孝　他 不安定型大腿骨転子部骨折A3 typeに対するショートネイルを用いた治療経験

2018/4/26-27 東京 第61回日本手外科学会 大野健太郎　他 軟部組織再建を要した手部の複合組織損傷9例についての検討
2018/12/6-7 大阪 第45回日本マイクロサージャリー学会　 大野健太郎　他 遠隔皮弁切り離し前にICG蛍光造影法で血行評価を行った4症例の検討

2018/2/3 札幌 第95回北日本形成外科学会北海道地方会 大野健太郎　他 屈筋腱・正中神経癒着の剥離後に二層性遊離側頭筋膜弁を用いて再癒着予防を行った一例
2018/10/27 札幌 第96回北日本形成外科学会北海道地方会 大野健太郎　他 熱湯長時間曝露による手の深達性熱傷の治療経験

2018/9/1 札幌 第138回北海道整形外科外傷研究会 吉田　宇洋　他 足部開放性脱臼骨折に伴う前脛骨筋裂離損傷の1例
2018/11/1, 2 木更津 第43回 日本足の外科学会学術集会 池田　起也　他 足関節果部骨折AO:44-Cに対する術後即時全荷重療法症例の検討

2018/9/1 札幌 第138回北海道整形外科外傷研究会 山本　真弘　他 Bicondylar tibial plateau fractureへのplate固定後転位を来した1例


