
小郡第一総合病院　人工関節センター業績

種別 演題名（論文名） 学会名（雑誌・講演名） 発表者 発表日

学会発表 TKA術後における早期積極的ROM訓練の効果について 第37回 日本人工関節学会 藤井裕之、土井一輝、徳重厚典 2007

学会発表 片側股関節固定術後の変形性股関節症の一例 第14回 山口関節外科症例検討会 藤井裕之 2007

学会発表
人工膝関節置換術における後十字靱帯の伸展・屈曲ギャップに与える影響に
ついて

第38回 日本人工関節学会 藤井裕之、橋口彰、土井一輝 2008

学会発表 著明なOAを呈した膝蓋骨不安定症の1例 第15回 山口関節外科症例検討会 橋口彰、藤井裕之 2008

学会発表 「整形外科を中心とした医療：小郡第一総合病院の場合」 第6回 山口整形外科フォーラム21 藤井裕之 2008

学会発表
Stress Epicondylar Viewを用いたTKA後の靱帯バランスの評価 -Measured
Resection 法とModified Dependent Cut法の比較-

第39回 日本人工関節学会 藤井裕之、橋口彰、土井一輝 2009

学会発表 MRIで診断された膝関節特発性骨壊死の予後についての検討 第82回 日本整形外科学会学術総会 藤井裕之、橋口彰、土井一輝 2009

学会発表 人工膝関節置換術に対するフォンダパリヌクス投与の影響について
第112回 中部日本整形外科災害外科学会学術集
会

藤井裕之、橋口彰、土井一輝、米
村浩、坂本相哲、茶川一樹

2009

学会発表 周術期大腿骨顆部骨折をきたしたTKAの3症例 山口関節外科症例検討会
東良和、藤井裕之、茶川一樹、土
井一輝

2009

学会発表 MIS-THAにおける前外側進入法と後外側進入法の比較 第40回 日本人工関節学会
藤井裕之、東良和、茶川一樹、土
井一輝

2010

学会発表
術前CT計測による大腿骨頸部前後壁角度と大腿骨頸部前捻角度の関係につい
て

第40回 日本人工関節学会
茶川一樹、土井一輝、藤井裕之、
東良和

2010

学会発表
大腿骨コンポーネントの屈曲位設置によると思われるPatella clunk
syndromeの1例

第40回 日本人工関節学会
東良和、藤井裕之、茶川一樹、土
井一輝

2010

学会発表 化膿性関節炎を続発した高度内反変形膝関節に対する人工関節置換術の経験 第36回 九州膝関節研究会 藤井裕之 2010

学会発表
Coronal stability of the knee after total knee arthroplasty with gap
-balancing technique

Combined Australian Orthopaedic
Association and New Zealand Orthopaedic
Association Annual scientific Meeting

Hiroshi Fujii 2011

学会発表
局所指標として仮想骨切り面を用いたセメントレス人工股関節置換術のステ
ム前捻角の精度

第41回 日本人工関節学会
藤井裕之、東良和、茶川一樹、大
川孝、森田周作、土井一輝

2011

学会発表
Modified gap technique での大腿骨後顆骨切り前後の伸展、屈曲ギャッ
プ、バランスの変化

第41回 日本人工関節学会
東良和、藤井裕之、森田周作、大
川孝、土井一輝

2011

学会発表 大腿骨骨幹部の冠状面における生理的彎曲の検討 第41回 日本人工関節学会
大川孝、東良和、藤井裕之、森田
周作、土井一輝

2011

学会発表
Gap balancing technique によるＴＫＡの大腿骨回旋設置角度と術後膝蓋大
腿関節の適合性について

第3回 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
（JOSKAS)

藤井裕之、東良和、大川孝、森田
周作、土井一輝

2011

学会発表 GAP-balancing technique によるTKAの術後早期靭帯バランス 第42回 日本人工関節学会
藤井裕之、東良和、吉田研三、土
井一輝

2012

学会発表 人工膝関節置換術術後出血に対する検討 第42回 日本人工関節学会
東良和、藤井裕之、吉田研三、土
井一輝

2012

学会発表
Coronal Stability of the Knee after Total Knee Arthroplasty with
Gap-Balancing Technique

第85回 日本整形外科学会学術総会
Hiroshi Fujii, Yoshikazu Azuma,
Kazuteru Doi

2012

学会発表 手術的治療をおこなった両側の膝離断性骨軟骨炎の1例 山口県関節症例検討会
東良和、藤井裕之、吉田研三、土
井一輝

2012

学会発表
人工膝関節全置換術後の静脈血栓塞栓症に対する内服予防薬エドキサバンの
使用経験

第4回 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
（JOSKAS)

藤井裕之、東　良和、吉田研三、
土井一輝

2012
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学会発表 人工膝関節置換術術後出血に対する検討
第4回 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
（JOSKAS)

東良和、藤井裕之、吉田研三、土
井一輝

2012

学会発表 人工膝関節全置換術により治療した過伸展を伴う両変形性膝関節症の1例
第4回 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
（JOSKAS)

吉田研三、藤井裕之、東良和、土
井一輝

2012

学会発表 骨盤固定器の不良設置により生じたTHA後大腿神経不全麻痺の経験 第135回 山口県整形外科医会 藤井裕之、東良和、土井一輝 2012

学会発表 人工膝関節全置換術により治療した過伸展を伴う両変形性膝関節症の1例 第135回 山口県整形外科医会
吉田研三、藤井裕之、東良和、土
井一輝

2012

学会発表 骨盤固定器の不良設置により生じたTHA後大腿神経麻痺の経験 第39回 日本股関節学会 藤井裕之、東良和、土井一輝 2012

学会発表
大腿骨内反骨切後変形形性股関節症にMayo conservative hip prosthesisを
使用した２症例

第39回 日本股関節学会
東良和、藤井裕之、吉田研三、土
井一輝

2012

学会発表 人工膝関節全置換術後の膝関節可動域不良症例の検討 第43回日本人工関節学会
藤井裕之、東良和、吉田研三、土
井一輝

2013

学会発表 人工膝関節置換術後後方不安定性に対する検討-CR,PS型TKAの比較 第43回日本人工関節学会
東良和、藤井裕之、吉田研三、土
井一輝

2013

学会発表 大腿骨近位端骨折後運動器リハビリテーションの1日単位数の検証 第86回日本整形外科学会学術総会 東良和、藤井裕之、土井一輝 2013

学会発表
静脈血栓塞栓症既往患者の人工膝関節全置換術における術後血栓再発リスク
について

第86回日本整形外科学会学術総会
藤井裕之、東良和、吉田研三、土
井一輝

2013

学会発表 高度屈曲拘縮を伴う変形性膝関節症に対する人工膝関節置換術症例の検討
第5回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
（JSKAS)

藤井裕之、東良和、土井一輝 2013

学会発表 人工膝関節置換術術後機能軸の評価－生理的弯曲との関係－
第5回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
（JSKAS)

東良和、藤井裕之、土井一輝 2013

学会発表 高度屈曲拘縮を伴うOA膝に対するTKA 第137回山口県整形外科医会
藤井裕之、東良和、村上智俊、土
井一輝

2013

学会発表
Preoperative simulation images of the femoral neck-cut plane
improves the control of femoral stem anteversion during primacy
cementless total hip arthroplasty

8th combined Meeting of Orthopeadics
Research Societies

Hiroshi Fujii 2013

学会発表 足関節果部骨折に対する術後早期荷重療法 第38回日本足の外科学会・学術集会 藤井裕之、東良和、土井一輝 2013

学会発表 THAに対して行ったカクテル療法の検討 第40回日本股関節学会学術集会 東良和、藤井裕之、土井一輝 2013

学会発表
片側ずつ人工股関節全置換術を行った両側形成不全性変形性股関節症の立
位・臥位骨盤傾斜の経時的変化

第40回日本股関節学会学術集会 藤井裕之、東良和、土井一輝 2013

学会発表 TKA術後のPatellar Crepitation-診断、頻度、対策について- 第44回日本人工関節学会
藤井裕之、東良和、村上智俊、土
井一輝

2014

学会発表 両側人工膝関節置換術症例の検討－一期的（同時）と二期的の比較－ 第44回日本人工関節学会 東良和、藤井裕之、土井一輝 2014

学会発表
多剤カクテル療法を用いた人工膝関節置換術の術後疼痛コントロール-腰椎
麻酔・持続硬膜外麻酔併用療法との比較

第44回日本人工関節学会
村上智俊、藤井裕之、東良和、土
井一輝

2014

学会発表 小郡第一総合病院の将来ビジョンについて 第57回山口県農村医学会 藤井裕之 2014

学会発表 高度屈曲拘縮を伴う変形性膝関節症に対するTKA症例の検討 第139回山口県整形外科医会
藤井裕之、東良和、村上智俊、土
井一輝

2014

学会発表 当院で施行した膝後十字靱帯再建術の成績 第139回山口県整形外科医会 東良和 2014
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学会発表
ビスホスフォネート製剤長期使用患者に起こった大腿骨骨幹部疲労骨折症例
の検討

第139回山口県整形外科医会
村上智俊、藤井裕之、東良和、坂
本相哲、米村浩、服部泰典、土井
一輝

2014

学会発表
Gap-balancing法を用いた初回PS型人工膝関節全置換術の3Dテンプレーティ
ング術前計画との一致率

第87回日本整形外科学会学術集会
藤井裕之、東良和、村上智俊、土
井一輝

2014

学会発表
大腿骨近位端骨折術後運動器リハビリテーションの1日単位数の無作為化比
較試験

第51回日本リハビリテーション医学会地方会 東良和 2014

学会発表 人工膝関節置換術後のPatellar Crepitation 診断のための徒手検査
第6回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
（JOSKAS)

藤井裕之、東良和、村上智俊、土
井一輝

2014

学会発表 人工膝関節置換術における後方関節包剥離による伸展、屈曲ギャップの変化
第6回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
（JOSKAS)

東良和、藤井裕之、村上智俊、土
井一輝

2014

学会発表 両膝離断性骨軟骨炎に対し骨釘固定法を施行した1例
第6回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
（JOSKAS)

村上智俊、東良和、藤井裕之、土
井一輝

2014

学会発表
Gap-balancing法を用いた初回PS型TKAの3Dテンプレーティング術前計画との
一致率

第6回TKAカンファレンス広島 藤井裕之、東良和、土井一輝 2014

学会発表
CHANGES IN PERVIC TILT FOLLOWING TWO -STAGED BILATERAL TOTAL HIP
ARTHROPLASTY

18th Biennial Congress of Asis Pacific
Orthopaedic Association

H Fujii, Y Azuma, K Doi 2014

学会発表
Comparative  Analysis of Blood Loss Associated with Total Knee
Arthroplasty-Effect of Tranexamic Acid Injection Administered by
Different Modalities

18th Biennial Congress of Asis Pacific
Orthopaedic Association

Y Azuma, H Fujii, K Doi 2014

学会発表 血管柄付き腓骨移植術により治療した大腿骨ステム周囲骨折後偽関節の1例 第41回日本股関節学会
村上智俊、藤井裕之、東良和、土
井一輝

2014

学会発表 後側方進入による人工股関節全置換術における術後神経麻痺例の検討 第41回日本股関節学会 藤井裕之、東良和 2014

学会発表
関節鏡補助によるドリリング、病巣掻爬、逆行性海面骨移植で加療した嚢腫
を伴う距骨滑車内側骨軟骨障害の1例

第39回日本足の外科学会学術集会 藤井裕之 2014

学会発表 高齢者の橈骨遠位端関節内骨折における鏡視下整復固定術 第32回中部手外科研究会
坂本相哲、土井一輝、服部泰典、
下江隆司

2015

学会発表
NexGen LPS Flex を用いた人工膝関節置換術後の Patellar Crepitation ―
徒手誘発テストによる検索―

第45回日本人工関節学会 藤井裕之、東良和、土井一輝 2015

学会発表
内側型変形性関節症に対するTKAの術中関節内所見の検討 ―UKAで対処可能
な症例についての考察―

第7回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
藤井裕之、武藤正記、末冨裕、東
良和

2015

学会発表 臼蓋形成不全股に対する臼蓋側塊状骨移植併用セメントレスTHAの短期成績 第42回日本股関節学会 藤井裕之、武藤正記、東良和 2015

学会発表 変形性股関節症における骨頭形態と骨盤後傾の関連性 第42回日本股関節学会 武藤正記、藤井裕之、末富裕 2015

学会発表 後外側支持機構損傷に対する解剖学的再建術の治療経験 第143回山口県整形外科医会
武藤正記、藤井裕之、土井一輝、
服部泰典、米村浩、坂本相哲、末
富裕、目昭人

2015

学会発表 脛骨近位内側の骨圧潰により人工膝関節再置換に至った2例 第7回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 末冨裕、藤井裕之 2015

学会発表 術後転位により再手術に至った大腿骨転子部骨折の1例 第24回山口県骨折治療研究会
末冨裕、村上智俊、下江隆司、油
形公則、米村浩、坂本相哲、服部
泰典、藤井裕之、土井一輝

2015

学会発表 特発性距骨壊死に対する人工距骨置換術による治療経験 第142回山口県整形外科医会 末冨裕、藤井裕之、武藤正記 2015

学会発表 足関節内果副核癒合障害に対して骨接合術を行った1例 第40回日本足の外科学会・学術集会 末冨裕、藤井裕之、土井一輝 2015

論文 TKA術後における早期積極的ROM訓練の効果について 日本人工関節学会誌.37:384-385 藤井裕之、土井一輝、徳重厚典 2007
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論文
人工膝関節置換術における後十字靭帯切除の伸展・屈曲ギャップに与える影
響について

日本人工関節学会誌.38:374-375 藤井裕之、土井一輝、橋口彰 2008

論文 人工関節置換術（TKA）に対するフォンダパリヌクス投与の影響について 中部日本整形災害外科学会誌.52(4):855-856 藤井裕之 2009

論文 大腿骨骨幹部の冠状面における生理的彎曲の検討 中国・四国整形外科学会雑誌
大川孝、東良和、藤井裕之、土井
一輝

2010

論文
術前CT計測による大腿骨頸部前後壁角度と大腿骨頸部前捻角度の関係につい
て THAステム設置時の術中局所指標としての可能性

日本人工関節学会誌.40:388-389
茶川一樹、土井一輝、藤井裕之、
東良和

2010

論文
大腿骨コンポーネントの屈曲位設置によると思われるpatella clunk
syndromeの1例

日本人工関節学会誌
東良和、藤井裕之、茶川一樹、土
井一輝

2010

論文 大腿骨顆部骨壊死 Question 9 暮らしと健康 相談室 藤井裕之 2010

論文 化膿性関節炎を続発した高度内反変形膝関節に対する人工関節置換術の経験 整形外科と災害外科 藤井裕之 2010

論文
MIS-THA における前外側進入法と後外側進入法の比較 -前外側進入法導入後
の成績について-

日本人工関節学会誌
藤井裕之、東良和、茶川一樹、土
井一輝

2010

論文 色素性絨毛性結節性滑膜炎 暮らしと健康 藤井裕之 2011

論文
術前CT計測による大腿骨頸部前後壁角度と大腿骨頸部前捻角度の関係につい
て -THAステム設置時の術中局所指標としての可能性-

日本人工関節学会雑誌
茶川一樹、藤井裕之、東良和、土
井一輝

2010

論文
大腿骨コンポーネントの屈曲位設置によると思われる Patella clunk
syndrome の1例

日本人工関節学会雑誌
東良和、藤井裕之、茶川一樹、土
井一輝

2010

論文
Modified gap techniqueでの大腿骨後顆骨切前後の伸展、屈曲ギャップ、バ
ランスの変化

日本人工関節学会誌.41:272-273
東良和、藤井裕之、吉田研三、土
井一輝

2011

論文
局所指標として仮想骨切り面を用いたセメントレス人工股関節置換術のステ
ム前捻角の精度

日本人工関節学会誌.41:624-625
藤井裕之、東良和、茶川一樹、大
川孝、森田周作、土井一輝

2011

論文
人工関節置換術（ＴＫＡ）に対するフォンダパリヌクス投与の有用性につい
て

日本人工関節学会誌.41:168-169
森田周作、大川孝、東良和、藤井
裕之、土井一輝

2011

論文 大腿骨骨幹部の冠状面における生理的彎曲の検討 日本人工関節学会誌.41:396-397
大川孝、藤井裕之、東良和、森田
周作、土井一輝

2011

論文
Gap Balancing Technique によるTKAの大腿骨回旋設置角度と術後膝蓋大腿
関節の適合性について

日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
(JOSKAS).37(1):188-189

藤井裕之、東良和、大川孝、森田
周作、土井一輝

2012

論文 初回膝蓋骨脱臼に対して行った内側膝蓋大腿靱帯縫合術の検討
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
(JOSKAS).37(1):148-149

東良和、藤井裕之、吉田研三、土
井一輝

2012

論文 Gap-balancing technique によるTKAの術後早期靭帯バランス 日本人工関節学会誌.42:687-688
藤井裕之、東良和、大川孝、森田
周作、土井一輝

2012

論文
人工膝関節全置換術後の静脈血栓塞栓症に対する内服予防薬エドキサバンの
使用経験

JOSKAS.38(2):200-201
藤井裕之、東良和、吉田研三、土
井一輝

2013

論文 TKA術後出血に対する検討 JOSKAS.38(2):214-215
東良和、藤井裕之、吉田研三、土
井一輝

2013

論文 人工膝関節全置換術により治療した過伸展を伴う両変形性膝関節症の1例 JOSKAS.38(2):256-257
吉田研三、藤井裕之、東良和、土
井一輝

2013

論文 骨盤固定器の不良設置によると思われるTHA後大腿神経麻痺の経験 Hip Joint.39:816-818 藤井裕之、東良和 2013

論文
大腿骨内反骨切後変形性股関節症にMayo conservative hip prosthesisを使
用した2症例

Hip Joint.39:1171-1174 東良和、藤井裕之、土井一輝 2013
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論文 人工膝関節全置換術後の膝関節可動域不良症例の検討 日本人工関節学会誌.43:471-2
藤井裕之、東良和、吉田研三、土
井一輝

2013

論文 人工膝関節置換術後後方不安定性に対する検討-CR,PS型TKAの比較 日本人工関節学会誌.43:475-6
東良和、藤井裕之、吉田研三、土
井一輝

2013

論文
TKAにおける大腿骨コンポーネント外転設置角の評価-大腿骨冠状面生理的彎
曲との関係-

JOSKAS.39(2):372-373 東良和、藤井裕之 2014

論文 高度屈曲拘縮を伴う変形性膝関節症に対する人工膝関節置換術症例の検討 JOSKAS.39(2):374-375 藤井裕之、東良和 2014

論文
片方ずつ人工股関節全置換術を行った両側形成不全性変形性股関節症の臥
位・立位骨盤傾斜の経時的変化

Hip Joint.40:663-665 藤井裕之、東良和 2014

論文 THAに対する多剤カクテル療法の検討 Hip Joint.40:1000-1003 東良和、藤井裕之 2014

論文
多剤カクテル療法を用いた人工膝関節置換術の術後疼痛コントロール－腰椎
麻酔・持続硬膜外麻酔併用療法との比較－

日本人工関節学会誌.44:177-178
村上智俊、藤井裕之、東良和、土
井一輝

2014

論文 両側人工膝関節置換術症例の検討－一期的（同時）と二期的の比較－ 日本人工関節学会誌.44:361-362 東良和、藤井裕之、土井一輝 2014

論文 TKA術後のPatellar Crepitation－診断、頻度、対策について－ 日本人工関節学会誌.44:403-404
藤井裕之、東良和、村上智俊、土
井一輝

2014

論文 人工膝関節置換術後のPatellar Crepitation 診断のための徒手検査 JOSKAS.40(2):284-285
藤井裕之、東良和、村上智俊、土
井一輝

2015

論文 人工膝関節置換術における後方関節包剝離による伸展、屈曲ギャップの変化 JOSKAS.40(2):308-309 2015

論文 後側方進入による人工股関節全置換術における術後神経麻痺症例の検討 Hip Joint.41:1028-1030 藤井裕之、東良和 2015

論文
NexGen LPS Flex を用いた人工膝関節置換術後のPatellar Crepitation
―徒手誘発テストによる検索―

日本人工関節学会誌.45:711-712 藤井裕之、東良和、土井一輝 2015

論文 脛骨近位内側の骨圧潰により人工膝関節再置換に至った2例 JOSKAS.41(2):420-1 末冨裕、藤井裕之 2015

講演 関節外科領域の最近のトピックスについて 第65回 山口県臨床整形外科医会教育研修会 藤井裕之 2009

講演 整形外科領域におけるVTE予防の新しい展開 サノフィ・アベンティス社内勉強会 藤井裕之 2009

講演 膝関節の原因疾患 -膝関節周囲骨壊死について- 第1回山口県運動器疾患研究会 藤井裕之 2010

講演 人工関節置換術 -その背景と当院の取り組みについて-
（社）日本オストミー協会山口県支部 生活訓
練研修会

藤井裕之 2010

講演
Modified gap technique with tensor device for total knee
arthroplasty

62nd Annual International Conference of
the Egyptian Orthopaedic Association

藤井裕之 2010

講演 Spontaneous osteonecrosis of the knee
62nd Annual International Conference of
the Egyptian Orthopaedic Association

藤井裕之 2010

講演 変形性関節症とその治療 第2回高齢者学級講座 藤井裕之 2011

講演 変形性関節症とその治療 市民健康講座 藤井裕之 2011

講演 人工関節と当科の症例について 第19回山口県診療情報管理研究会 藤井裕之 2012
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講演 変形性関節症と人工関節置換術について 平成23年度山口県放射線技師会春季講習会 藤井裕之 2012

講演 スポーツと膝関節痛 高知県医師会スポーツ医研修会 藤井裕之 2012

講演 変形性膝関節症とその治療 市民公開講座：ひざの健康講座 藤井裕之 2012

講演 小郡第一総合病院整形外科 -整形外科特化型総合病院の現状- 山口市整形外科痛みの研究会 藤井裕之 2012

講演 ワンポイントアドバイス｢日常的に遭遇する膝関節疾患」 山口グランドホテル（山口市） 藤井裕之 2013

講演 やさしく理解する　股関節／ひざ関節の病気 山口県健康づくりセンター（山口市） 藤井裕之 2013


