
学術業績 – 2019年 

（A） 論文発表 

 

1) 吉田直記,佐藤亮,対比地加奈子,二村謙太郎,土田芳彦：緊急血行再建を要する整形外科的緊急疾患

において、ヘリ搬送は８０km遠方でも許容時間内の受傷１２０分以内に病院到着が可能である.  

日本外傷学会雑誌 33(3)：319-323 2019.7 

2) 大橋有香,大渕あかり,今井智也,村上裕子,土田芳彦：右母指切断後、示指の母指化術を施行した症例

のセラピイ経験.  

日本ハンドセラピィ学会誌 １１（４）：１４０-１４４ ２０１９.７ 

3) 吉田直記,二村謙太郎,綾部真一,白川哲也,村上裕子,土田芳彦：四肢開放骨折の皮膚軟部組織損傷に

対する植皮術不成功の要因.  

骨折 ４１（４）：１５３４-１５３６ ２０１９.９ 

4) 対比地加奈子,鈴木崇史,二村謙太郎,白川哲也,村上裕子,土田芳彦：下腿骨幹部開放骨折Gustilo 

typeⅢA/ⅢB境界領域の治療戦略.  

骨折 ４１（４）：１５２８－１５３３ ２０１９．９ 

5) 佐々木淳,二村謙太郎,西田匡宏,土田芳彦：鎖骨骨幹部骨折に対する髄内スクリュー固定は安定した

成績が獲得できる.  

整形・災害外科 62(13)：1623-1628 2019.12 

6) Sato R,Tsuihiji K,Suzuki T,Hasegawa M,Futamura K,Shirakawa T,Murakami 

H,Tsuchida Y :Fracture Dislocation of the Ankle With Posterior Tibial Tendon 

Entrapment Within theTibiofibular Interosseous Space.  

Trauma Case Reports ２３（２０１９）：１００２３５ 2019.10 

 

（B） 学会発表 

 

1) 対比地加奈子：Posterior Monteggia lesionに対する複数皮切・段階的 fragment-specific 

approach.  

第３１回日本肘関節学会学術集会 小樽,２０１９年２月 

2) 佐藤亮：重度下腿開放骨折における皮弁術と ILIZAROV創外固定の併用治療.  

第３２回日本創外固定・骨延長学会学術集会 秋田,２０１９年３月 

3) 佐藤亮：重度下腿開放骨折における Frames surgeryとMicrosurgeryの融合戦略.  

第３２回日本創外固定・骨延長学会学術集会 秋田,２０１９年３月 

4) 佐藤亮：重度下腿開放骨折の骨再建に対する髄内釘併用骨移動術の報告.  

第３２回日本創外固定・骨延長学会学術集会 秋田,２０１９年３月 

5) 対比地加奈子：外傷センターにおける上肢創外固定のあり方.  

第３２回日本創外固定・骨延長学会学術集会 秋田,２０１９年３月 

 



6) 対比地加奈子：重度下腿開放骨折に対して Acute shortening and gradual lengtheningと

遊離皮弁の融合治療を行った２症例.  

第３２回日本創外固定・骨延長学会学術集会 秋田,２０１９年３月 

7) 土田芳彦：私が AOから学んだこと、これからの外傷整形外科教育を考える.  

第３２回日本創外固定・骨延長学会学術集会 秋田,２０１９年３月 

8) 土田芳彦：重度四肢外傷における最短・最良の治療とは？イリザロフとマイクロの壁を打ち破る.  

第３２回日本創外固定・骨延長学会学術集会 秋田,２０１９年３月 

9) 長谷川真之：筋骨格系外傷術後感染に対する新たな治療戦略～高濃度抗生剤局所投与の可能性.  

第３２回日本創外固定・骨延長学会学術集会 秋田,２０１９年３月 

10) 土田芳彦：挫滅手（重度上肢外傷）の再建とハンドセラピィ.  

第３１回日本ハンドセラピィ学会学術集会 札幌,２０１９年４月 

11) 長谷川真之,土田芳彦：職業性手指切断術後の職場復帰.  

第６２回日本手外科学会学術集会 札幌,２０１９年４月 

12) 原敬,長谷川真之,村上裕子,土田芳彦：ロッキングプレートを用いて治療した第１中手骨基部骨折の検討.  

第６２回日本手外科学会学術集会 札幌,２０１９年４月 

13) 村上裕子：手指デグロービング損傷後の後天性合指症指間形成における創外固定延長器の有用性. 

第６２日本手外科学会学術集会 札幌,２０１９年４月 

14) 土田芳彦：骨折治療Update 成人骨折治療Update.  

第９２回日本整形外科学会学術総会 横浜,２０１９年５月 

15) Tsuihiji K：Fragment-Specific approach for Posterior Monteggia Lesion using 

multiple skin incisions. 

AOTrauma Asia Pacific Scientific Congress Taipei,２０１９年５月 

16) 二村謙太郎：超広範囲骨軟部組織欠損を合併した脛骨開放骨折GustiloⅢＢに対して、acute 

shortening and gradual lengtheningにより再建しえた１例.  

AOTrauma Asia Pacific Scientific Congress Taipei,２０１９年５月 

17) 木下大輔：大腿骨近位部骨折受傷時の外力方向の特徴とその予防策. 

第３３回日本外傷学会総会・学術集会 八戸,２０１９年６月 

18) 佐藤亮：上肢阻血肢の“劇的”救肢後、機能再建はなされているか？  

第３３回日本外傷学会総会・学術集会 八戸,２０１９年６月 

19) 土田芳彦：トップナイフから学べ「重度四肢外傷はこう治せ」  

第３３回外傷学会総会・学術集会 八戸,２０１９年６月 

20) 二村謙太郎：広範囲骨欠損を合併した下腿開放骨折Gustilo3Bに対する orthoplastic 

approachの治療成績.  

第３３回日本外傷学会総会・学術集会 八戸,２０１９年６月 

21) 対比地加奈子：シンポジウム整形外傷女性医師の活躍「女性医師問題の憂鬱」  

第４５回日本骨折治療学会学術集会 福岡,２０１９年６月 

22) 土田芳彦：重度四肢外傷はこう治せ！完結編.  

第４５回日本骨折治療学会学術集会 福岡,２０１９年６月 

 



23) 二村謙太郎：広範囲骨欠損を合併した下腿開放骨折Gustilo3Bの治療成績.  

第４５回日本骨折治療学会学術集会 福岡,２０１９年６月 

24) 二村謙太郎：骨盤輪骨折.  

第４５回日本骨折治療学会学術集会 福岡,２０１９年６月 

25) 二村謙太郎：大腿骨逆行性髄内釘.  

第４５回日本骨折治療学会学術集会 福岡,２０１９年６月 

26) 桂川泰明,大橋有香,土田芳彦：高齢者に ICAM法を用いた手指伸筋腱損傷術後の治療経験. 

第５３回日本作業療法学会 福岡,２０１９年９月 

27) 長谷川真之：筋骨格系外傷術後感染に対する高濃度抗生剤局所投与の治療成績.  

第４２回日本骨・関節感染症学会学術集会 横浜,２０１９年１１月 

28) 小暮敦史：逆行性腓腹動脈皮弁による下肢外傷の軟部組織再建.  

第４６回日本マイクロサージャリー学会学術集会 東京,２０１９年１１月 

29) 佐藤亮：上肢major切断およびGustiloⅢＣ開放骨折に対する治療戦略.  

第４６回日本マイクロサージャリー学会学術集会 東京,２０１９年１１月 

30) 二村謙太郎：開放 Pilon骨折に対するOrthoplastic approach.  

第４６回日本マイクロサージャリー学会学術集会 東京,２０１９年１１月 

 

( C ) 著書・総説 

 

1) 二村謙太郎：【下肢のインプラント周囲骨折 外傷外科医と股関節外科医の両者に学べ！】 手術のバ

リエーション Interprosthetic femoral fracturesの特徴と治療指針.  

整形外科Surgical Technique 9(1)：62-67 2019.2 

2) 二村謙太郎：【足関節果部骨折の診断と治療の最新アップデート】 足関節果部骨折の手術療法の適

応と実際（Weber typeC）.  

関節外科 38(4)：400-411 2019.4 

3) 岩田大河,鈴木浩介,滝正徳,田中健太郎：脛骨天蓋骨折に対して一期的に足関節固定した１例.  

静岡整形外科医学雑誌 12(1)：84 2019.7 

4) 二村謙太郎：【大腿骨転子部骨折 もう怖くない不安定型の手術テクニック】 手術法解説 大腿骨転子

間骨折の治療戦略.  

整形外科Surgical Technique 9(4)：422-429 2019.8 

5) 二村謙太郎：【骨盤輪骨折の治療 初期対応から最新トピックスまで】 確定的治療 内固定の適応 

Controversyを踏まえて.  

整形外科Surgical Technique 9(6)：673-681 2019.12 

 

 ( D ) セミナー・研究会・講演会 

 

1) 大谷昇：膝窩動脈再建後に distally based lesser saphenous-neuroadipofascial 

pedicled fasciocutaneous(V-NAF)皮弁を行った１例.  

第１回徳洲会外傷整形外科部会 京都,２０１９年１月 



2) 小暮敦史：Schatzker TypeⅣ類似脛骨プラトー骨折の１例.  

第１回徳洲会外傷整形外科部会 京都,２０１９年１月 

3) 二村健太郎：伸展型受傷の脛骨近位端骨折(AO41C3)に対する single incision approach. 

第１回徳洲会外傷整形外科部会 京都,２０１９年１月 

4) 土田芳彦：コーディネーター  

第２回重度四肢開放骨折 Peer review meeting in関西 大阪,２０１９年１月 

5) 二村謙太郎：右下腿ⅢB症例（Best case/Worst case）  

第５回重度四肢開放骨折 Peer review meeting 東京,２０１９年１月 

6) 長谷川真之：職業性手指切断後術後の職場復帰.  

第３３回東日本手外科研究会 新潟,２０１９年２月 

7) 原敬：上腕骨骨幹部開放骨折と抗凝固薬内服に伴う血腫から軟部組織損傷が生じ有茎広背筋皮弁を

施行した１例.  

第３３回東日本手外科研究会 新潟,２０１９年２月 

8) 土田芳彦：コーディネーター  

第５回重度四肢開放 Peer review meeting 東京,２０１９年１月 

9) 土田芳彦：コーディネーター  

第１回重度四肢開放骨折 Peer review meeting in Ibaraki つくば,２０１９年２月 

10) 大谷昇：閉鎖性膝窩動脈損傷の治療戦略.  

重度四肢開放骨折 Peer review meeting in群馬 前橋,２０１９年３月 

11) 大谷昇：症例；下腿開放骨折.  

重度四肢開放骨折 Peer review meeting in群馬 前橋,２０１９年３月 

12) 対比地加奈子：Gustilo typeⅡ開放 Pilon骨折の一例-最適な骨接合から考える治療戦略.  

重度四肢開放骨折 Peer review meeting in群馬 前橋,２０１９年３月 

13) 土田芳彦：足関節周囲骨折に対する double flapの１例.  

第２回九州重度四肢外傷 Peer review会議 福岡,２０１９年３月 

14) 大谷昇：膝窩動脈単独損傷の血行再建後に軟部組織再建を要した３例.  

第６回ＪＳＥＴＳ日本重度四肢外傷シンポジウム 札幌,２０１９年９月 

15) 倉繁智明：重度下腿開放骨折の遅延搬送例についての検討.  

第６回ＪＳＥＴＳ日本重度四肢外傷シンポジウム 札幌,２０１９年７月 

16) 小暮敦史：足関節骨折に合併する軟部組織欠損の再建.  

第６回ＪＳＥTＳ日本重度四肢外傷シンポジウム 札幌,２０１９年７月 

17) 佐藤亮：イリザロフとマイクロサージェリーの融合症例とは？！-GustiloⅢＢ下腿開放骨折のケース

シリーズから  

第６回ＪＳＥＴＳ日本重度四肢外傷シンポジウム 札幌,２０１９年７月 

18) 対比地加奈子：下腿骨幹部開放骨折のGustiloⅢA/B境界領域の治療戦略～タイムアウト法の検証. 

第６回ＪＳＥＴＳ日本重度四肢外傷シンポジウム 札幌,２０１９年７月 

19) 対比地加奈子：膝窩動脈損傷に対して後脛骨動脈のみを再建した症例は、下腿の広範な壊死を生じ

る危険性がある.  

第６回ＪＳＥＴＳ日本重度四肢外傷シンポジウム 札幌,２０１９年７月 



20) 土田芳彦：日本の重度四肢外傷治療に期待すること.  

第６回ＪＳＥＴＳ日本重度四肢外傷シンポジウム 札幌,２０１９年７月 

21) 長谷川真之：壊死すべき領域の判断が遅延し骨軟部組織再建が遅れた足関節周囲開放骨折の１症例. 

第６回ＪＳＥＴＳ日本重度四肢外傷シンポジウム 札幌,２０１９年７月 

22) 長谷川真之：筋骨格系外傷術後感染に対する高濃度抗生剤局所投与の治療成績.  

第６回ＪＳＥＴＳ日本重度四肢外傷シンポジウム 札幌,２０１９年７月 

23) 二村謙太郎：開放ピロン骨折の治療戦略-ORTHOPLASTIC APPROACH-. 

 第６回ＪＳＥＴＳ日本重度四肢外傷シンポジウム 札幌,２０１９年７月 

24) 二村謙太郎：巨大骨欠損をさらに上回る超巨大軟部欠損を合併した下腿開放骨折GustiloⅢBの２

例-Best&Worst-.  

第６回ＪＳＥＴＳ日本重度四肢外傷シンポジウム 札幌,２０１９年７月 

25) 山田佳世：内固定後に生じた skip soft tissue defectの軟部組織再建が悩ましかった１例.  

第６回ＪＳＥＴＳ日本重度四肢外傷シンポジウム 札幌,２０１９年７月 

26) 土田芳彦：座長  

基礎から学ぶ重度四肢外傷セミナー 東京,２０１９年９月 

27) 対比地加奈子：ちょっと待った！その皮膚縫って良いですか？ 

 基礎から学ぶ重度四肢外傷セミナー 東京,２０１９年９月 

28) 小暮敦史：半分壊死した橈骨動脈穿通枝プロペラ皮弁.  

形成外科のトップナイフが教える Soft-Tissue Management Seminar～外傷治療における軟

部組織管理のポイント 東京,２０１９年９月 

29) 白川哲也：足背皮膚欠損の１例.  

形成外科のトップナイフが教える Soft-Tissue Management Seminar～外傷治療における軟

部組織管理のポイント 東京,２０１９年９月 

30) 鈴木崇史：足底皮膚・軟部組織の修復と再建に苦慮した一例.  

形成外科のトップナイフが教える Soft-Tissue Management Seminar～外傷治療における軟

部組織管理のポイント 東京,２０１９年９月 

31) 長谷川真之：症例提示.  

形成外科のトップナイフが教える Soft-Tissue Management Seminar～外傷治療における軟

部組織管理のポイント 東京,２０１９年９月 

32) 土田芳彦：Open fracture with soft tissue and bone loss/Soft tissue handling 

-Vacuum&Irrigation.   

Orthopaedic Trauma Management Fix and Flap Surgery 東京,２０１９年９月 

33) 二村謙太郎：師曰く、バランスを極めなさい-凡才の重度四肢外傷治療.  

TMED２０１９ 東京,２０１９年１０月 

34) 土田芳彦：コーディネーター  

軟部組織Management Seminar-Basic 東京,２０１９年１１月 

35) 佐藤亮：Mechanisms of soft-tissue injury/Regional flaps-principles and specific 

flap.  

軟部組織Management Seminar-Basic 東京,２０１９年１１月 



36) 対比地加奈子：Complications.  

軟部組織Management Seminar-Basic 東京,２０１９年１１月 

37) 土田芳彦：コーディネーター  

第８回重度四肢外傷microsurgery meeting 東京,２０１９年１１月 

38) 二村謙太郎：１０才女児 両側下腿GustiloⅢBの１例.  

第８回重度四肢外傷microsurgery meeting 東京,２０１９年１１月 

39) 土田芳彦：座長  

第６回九州重度四肢外傷治療セミナー 佐賀,２０１９年１１月 


