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【学会発表】
坂野裕昭，瀧上秀威，勝村 哲，岡崎敦，齋藤知行．橈骨遠位端関節内骨折に対する VLP による透視
下整復固定術の鏡視下評価と術後成績．第 54 回日本手外科学会．青森．2011.4.15-7.31(Web 開催) ，
河野心範, 坂野裕昭, 安竹重幸, 岩村祐一 , 近藤総一, 三原久範, 青田洋一．高齢者腰椎変性すべり
症に対する後方進入腰椎椎間固定術後の5年以上成績-後期高齢者,前期高齢者,非高齢者の比較- ．第
40回日本脊椎脊髄病学会．東京都．2011.4.21-23.
河野心範, 坂野裕昭, 瀧上秀威, 勝村哲, 梅本裕介, 村上恭平, 渡邊太, 森山和の, 三木英之, 安竹重
幸， 岩村祐一．高齢者腰椎変性すべり症に対する後方進入腰椎椎間固定術後の5年以上成績-後期高
齢者,前期高齢者,非高齢者の比較- ．第84回日本整形外科学会学術総会．横浜市．2011.5.12-15．
坂野裕昭, 瀧上秀威, 勝村哲, 河野師範 , 岡崎敦 , 堀武生, 石川博之, 葉梨大輔, 齋藤知行, 伊藤り
え, 石井耕士．橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術におけるインプラント関連合併症と
対策 ．第84回日本整形外科学会学術総会．横浜市．2011.5.12-15．
坂野裕昭．瀧上秀威，勝村 哲，河野心範，渡邊太，安竹重幸，岡崎敦，堀武生，梅本裕介，折戸啓介，
伊藤りえ，石川博之，河原 ，齋藤知行． ，橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術関
連合併症．第37回日本骨折治療学会．横浜市．2011.７．
坂野裕昭．瀧上秀威，勝村 哲，河野心範，渡邊太，梅本裕介安竹重幸，，齋藤知行．橈骨遠位端骨折
に対する掌側ロッキングプレート固定術合併症の危険因子と対策．第37回日本骨折治療学会．横浜市．
2011.７
中村裕之，河野心範 ,岩村祐一，坂野裕昭, 三木英之，勝村哲,瀧上秀威,松本匡洋，安竹重幸．高齢者
腰椎すべり症に対する後方進入腰椎椎間固定術後の5年以上成績—後期高齢者，前期高齢書．非高齢者
の比較— ．第39回日本関節病学会．横浜市．2011.11.12-13．
瀧上秀威,坂野裕昭,勝村哲, 河野心範, 中村裕之，松本匡洋，三木英之，安竹重幸．齋藤知行．SNAC
wristに対するfour corner fusionに生体内吸収性プレートを用いて治療した例．第39回日本関節病学会．横
浜市．2011.11.12-13．
勝村哲,坂野裕昭, 瀧上秀威, 河野心範, 中村裕之，松本匡洋，三木英之，安竹重幸．齋藤知行．PIP関
節屈曲拘縮に対してdigito-lateral flapを使用した関節授動術の治療経験 ．第39回日本関節病学会．横浜
市．2011.11.12-13．
坂野裕昭, 瀧上秀威, 勝村哲, 河野心範 , 中村裕之，松本匡洋，三木英之，安竹重幸．齋藤知行．弾
発指に対する鏡視下腱鞘切開術の術式と術後成績．第 39 回日本関節病学会．横浜市．2011.11.12-13．
勝村哲, 坂野裕昭, 瀧上秀威, 河野心範, 梅本祐介, 村上恭平, 小野准平, 渡辺太, 三木英之, 安竹重
幸, 馬場紀行, 齋藤知行, 平瀬雄一．脛骨骨幹部後面に皮質骨欠損を伴う Gustilo III B 下腿重度開放骨折
に対して Ilizarov 創外固定器と遊離組織移植により治療した 1 例 ．第日本創外固定・骨延長学会．2012．１
東京．
瀧上秀威，坂野裕昭．勝村 哲，中村裕之．SNAC wristに対するfour corner fusionに生体内吸収性プレ
ートを用いて治療した１例．第26回東日本手の外科研究会．盛岡市．2012.3.3
瀧上秀威, 坂野裕昭, 勝村哲, 中村祐之, 斎藤知行．Mayo clinic congruent elbow plate system を用いた
上腕骨遠位端骨折の治療成績．第 55 回日本手外科学会学術集会．2012.4 横浜
勝村哲, 坂野裕昭, 瀧上秀威, 中村祐之, 齋藤知行．外傷後の高度 PIP 関節屈曲拘縮に対して digito‐
lateral flap を併用した観血的授動術の術後成績．第 55 回日本手外科学会学術集会．2012.4 横浜

坂野裕昭．高精細デジタル C アームを使用した橈骨遠位端骨折治療 ．第 55 回日本手外科学会学術集
会．2012.4 横浜
坂野裕昭 ．掌側ロッキングプレート Stellar2system の開発と臨床応用―より強固な骨片固定と合併症低
減に向けて ．第 55 回日本手外科学会学術集会．2012.4 横浜
岡崎敦, 黒坂望, 坂野裕昭, 勝村哲 , 斎藤知行．橈骨遠位端骨折術後の手関節可動域と手根配列―掌
屈優位例と背屈優位例の比較．第 55 回日本手外科学会学術集会．2012.4 横浜
坂野裕昭 ．掌側ロッキングプレート固定術の術後成績と合併症からみた Stellar2 プレートの開発．第 55
回日本手外科学会学術集会．2012.4 横浜
坂野裕昭, 瀧上秀威, 勝村哲, 中村裕之, 安竹重幸 , 岡崎敦 , 堀武生, 石川博之, 齋藤知行 , 伊藤り
え , 三橋成行．撓骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術合併症の危険因子と対策．第85
回日本整形外科学会学術総会．京都，2012.5
瀧上秀威, 坂野裕昭, 勝村哲, 河野心範, 中村祐之, 松本匡洋, 三木英之, 安竹重幸 , 齋藤知行．Locking
compression plateの抜去困難例の検討．第85回日本整形外科学会学術総会．京都，2012.5
勝村哲, 坂野裕昭, 瀧上秀威, 河野心範, 中村祐史, 松本匡洋, 三木英之, 安竹重幸 (平塚共済病院 整
形手の外科), 齋藤知行．弾発指に対するトリアムシノロン腱鞘内注入量5mgと2.5mgの治療成績の比較検
討．第85回日本整形外科学会学術総会．京都，2012.5
河野心範, 坂野裕昭, 瀧上秀威, 勝村哲, 中村佑之, 松本匡洋, 三木英之, 安竹重幸, 岩村祐一, 藤原稔．
高齢者腰椎変性すべり症に対するPLIF術後の5年以上成績の検討―後期および前期高齢者,非高齢者の
比較―．第85回日本整形外科学会学術総会．京都，2012.5
澤泉卓哉, 金谷文則, 泉山公, 長田伝重, 面川庄平, 坂野裕昭, 南野光彦, 戸部正博, 長尾聡哉, 西浦康
正, 森友寿夫．日常診療に生かす橈骨遠位端骨折診療ガイドライン ．第85回日本整形外科学会学術総会．
京都，2012.5
竹元 暁 坂野裕昭 本田 淳 勝村 哲 岡崎 敦 中村祐之 井出 学 辻 雅樹，武川慶郎. 月状骨周
囲脱臼骨折の 1 例．第 40 回平塚共済病院・平塚市医師会合同臨床懇話会．2012.5. 平塚．
松本匡洋, 坂野裕昭, 瀧上秀威, 勝村哲, 河野心範, 中村祐之, 三木英之, 安竹重幸．大腿骨近位部骨折
手術における静脈血栓塞栓症の検討．第 38 回日本骨折治療学会．2012．6．東京．
勝村哲, 坂野裕昭, 瀧上秀威, 中村祐之, 河野心範, 松本匡洋, 三木英之, 安竹重幸, 齋藤知行．
VERSANAIL Proximal Humeral 髄内釘使用した上腕骨近位部骨折の治療成績．第 38 回日本骨折治療学
会．2012．6．東京．
岡崎敦, 黒坂望, 坂野裕昭, 中澤明尋, 齋藤知行．橈骨遠位端骨折術後早期の手関節可動域による術後
1 年の手関節可動域の予測．第 38 回日本骨折治療学会．2012．6．東京．
井出 学 坂野裕昭 本田 淳 勝村 哲 岡崎 敦 竹元 暁，中村祐 之 辻 雅樹．Kienbock 病に合
併した手根管症候群の 4 例．第 382 回横浜市大整形外科同門会談話会．2012.8.横浜．
井出 学 坂野裕昭 本田 淳 勝村 哲 岡崎 敦 竹元 暁，中村祐之 辻 雅樹．Crowned dens
syndrome の 1 例．平塚市医師会整形外科部会症例検討会 2012.9．平塚．
竹元 暁 坂野裕昭 本田 淳 勝村 哲 岡崎 敦 中村祐之 井出 学 辻 雅樹. Ulnar parametacarpal
flap を用いて治療した Dupuytren 拘縮の 2 例．第 18 回神奈川上肢外科研究会．2012.10. 横浜．
勝村哲, 坂野裕昭, 岡崎敦, 竹元暁, 平瀬雄一, 山口利仁, 齋藤知行．下腿遠位 1/3 の GustiloIII 開放骨折
における軟部組織欠損に対して,受傷側遊離腓腹筋筋弁を用いた組織再建．日本マイクロサージャリー学
会．2012．12．小倉．

井出 学 坂野裕昭 本田 淳 勝村 哲 岡崎 敦 竹元 暁，中村祐 之 辻 雅樹．Kienbock 病に合
併した手根管症候群の 4 例．第 148 回神奈川整形災害外科研究会．2013.3.9．横浜
坂野裕昭、Stellar 2 plateによる掌側ロッキングプレート固定術のknack and Pitfall ．第56回日本手外科
学会． 2013.4 18 神戸．
勝村哲, 坂野裕昭, 岡崎敦, 竹元暁, 中村祐之．Ulnar parametacarparl flapを併用したDupuytren拘縮手術
の治療成績，．第56回日本手外科学会． 2013.4 19 神戸．
岡崎敦，DASH、Quick DASH、PRWE、Mayo wrist scoreによる橈骨遠位端骨折術後の機能評価 ．第56
回日本手外科学会． 2013.4 18 神戸．
竹元暁, 坂野裕昭, 勝村哲, 岡崎敦，齋藤知行．橈骨遠位端骨折変形治癒に対する掌側ロッキングプレ
ートとβ -TCP補填による矯正骨切り術の術後成績 ．第56回日本手外科学会． 2013.4 18 神戸
竹元暁, 勝村哲, 坂野裕昭, 本田淳, 岡崎敦, 中村祐之, 井出学, 辻雅樹 ．Ulnar parametacarpal flapを用
いて治療したDupuytren拘縮の1例 ．第56回日本手外科学会． 2013.4 18 神戸．
勝村哲, 坂野裕昭, 本田淳, 岡崎敦, 竹元暁, 中村祐之, 井出学, 辻雅樹 , 齋藤知行．高度手指関節屈曲
拘縮に対してtransposition flapを併用した手術治療成績． 第86回日本整形外科学会 ． 2013.5.25 ．広
島．
坂野裕昭, 勝村哲, 岡崎敦, 竹元暁, 中村祐之, 瀧上秀威, 齋藤知行．掌側ロッキングプレート固定術の合
併症 ．第86回日本整形外科学会 ． 2013.5.25 ．広島．
岡崎敦, 坂野裕昭, 本田淳, 勝村哲, 竹元暁, 中村祐之, 井出学, 辻雅樹, 黒坂望, 齋藤知行．大腿骨転子
部骨折に対するshort femoral nail手術における骨折型および整復位とsliding量の関係 ．第86回日本整形
外科学会 ． 2013.5.24 ．広島
岡崎敦, 坂野裕昭, 本田淳, 勝村哲, 竹元暁, 中村祐之, 井出学, 辻雅樹, 齋藤知行．肩鎖関節脱臼に対
するClavicle Hook Plate術後の再転位と臨床成績 ．第39回日本骨折治療学会．2013.6．久留米．
坂野裕昭, 勝村哲, 岡崎敦, 竹元暁, 中村祐之, 井出学, 辻雅樹, 齋藤知行．橈骨遠位端関節内骨折に対
するdouble raw掌側ロッキングプレート単独固定術の有用性
第39回日本骨折治療学会．2013.6．久留米．
辻雅樹, 坂野裕昭, 本田淳, 勝村哲, 岡崎敦, 竹元暁, 中村祐之, 井出学, 松本匡洋 , 齋藤知行．大腿骨
近位部骨折周術期における経口エドキサバン投与による静脈血栓塞栓症の予防効果の検討 ．第39回日
本骨折治療学会．2013.6．久留米．
勝村哲, 坂野裕昭, 本田淳, 岡崎敦, 竹元暁, 井出学, 坂口彰, 佐々木佳奈子，齋藤知行．舟状骨偽関節
に対し偽関節部展開の延長皮切で行った血管柄付き骨移植術の治療成績 ．第 会神奈川整形災害外科
研究会． 2013.06.01．横浜．
竹元 暁，坂野裕昭 ，本多 淳，勝村 哲，岡崎敦，井出 学，坂口 彰，佐々木佳奈子，齋藤知行．新
鮮舟状骨骨折に対して血管丙付き骨移植術を行った2例．第19回神奈川上肢外科研究会．2013.10.19．横
浜．
坂野裕昭, 本田淳, 勝村哲, 岡崎敦, 竹元暁, 井出学, 坂口彰, 佐々木佳奈子．橈骨遠位端関節内骨折に
対するdouble raw掌側ロッキングプレート固定術の有用性の検討 ．第62回共済医学会 ．2013.10．23．,熊
本．
坂野裕昭, 勝村 哲，本田淳, 岡崎敦, 中村祐之, 井出学, 辻雅樹 ．橈骨遠位端関節内骨折に対する透
視下整復固定術の整復精度と術後成績―前向き研究― ．第57回日本手外科学会． 2014.4.17 宜野湾．
竹元暁, 坂野裕昭, 勝村哲，岡崎敦, 齋藤知行 ．JuggerKnotソフトアンカー1.0mmミニを用いた手指およ
び手関節靭帯損傷の治療経験 ．第57回日本手外科学会．2014.4.17 宜野湾．．

岡崎敦, 坂野裕昭, 勝村哲，竹元暁, 齋藤知行 ．舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術の治療成
績 ．第57回日本手外科学会．2014.4.18 宜野湾．
勝村哲, 坂野裕昭．岡崎敦, 竹元暁,齋藤知行．高度手指関節屈曲拘縮に対してtransposition flapを併用
した手術治療成績，第57回日本手外科学会．2014.4.18 宜野湾．
坂野 裕昭, 本田 淳, 勝村 哲, 岡崎 敦, 竹元 暁, 井出 学, 坂口 彰, 佐々木 佳奈子, 齋藤 知行．
橈骨遠位端関節内骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術の術後成績：1rowと2rowプレート固定術の
後ろ向き比較研究 ．第87回日本整形外科学会． 2014.5.24．神戸．
坂野裕昭 ，橈骨遠位端骨折に対するFixed angle locking plate固定術．第40回日本骨折治療学会．
2014.6.27．熊本．
竹元 暁，坂野裕昭，勝村 哲，岡崎 敦，井出 学，坂口 坂口彰，齋藤知行．大腿骨骨幹部インプラン
ト周囲骨折に対し大腿骨全置換術を行った1例．第40回日本骨折治療学会．2014.6.27．熊本．
岡崎 敦，坂野裕昭，勝村 哲，竹元 暁，井出 学，坂口 坂口彰，齋藤知行．骨性マレット指術後に再
手術を要した症例の検討．第40回日本骨折治療学会．2014.6.28．熊本．
竹元 暁，坂野裕昭，勝村 哲，岡崎敦，馬場紀行、井出 学，坂口 彰，井上徹彦．単純切除術により良
好な結果を得たcarpal bossの1例．第151回神奈川整形災害外科研究会．2014.6．14．横浜
井出 学，坂野裕昭，勝村 哲，岡崎敦，馬場紀行、竹元 暁，坂口 彰，井上徹彦．JuggerKnot soft
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