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１．概要
　2014年12月31日のスタッフは、常勤医【三重野琢磨（小児）、山内健一（関節、外傷）、藤田護（膝肩、
外傷）、三矢聡（手外科、外傷）】で専攻医【岡田貴士、磯野正晶、尾島未来、宮入祐一、長谷川純也、
福井順】である。専攻医は、６か月毎に整形外科、脊椎外科、リウマチ科をローテートしており、名大
整形外科と人事交流を行っている。
　専門外来は、小児整形（名大整形鬼頭准教授）、骨軟部腫瘍（名大整形外科腫瘍グループ）が月１回
である。手足の先天異常の手術は、井上五郎先生や申正樹先生の指導を受けている。また、大腿骨頚部
骨折地域連携パスを運用し、市内の急性期・回復期病院と連携しているほか、豊橋市こども発達センタ
ー（ほいっぷ）に三重野が週１回出張している。
　豊橋整形外科研修セミナーを主催し、２月は名大整形の小澤英史先生、８月は名大整形の関泰輔先生
に講演して頂いた。東三整会、三河関節、三河骨軟部、名静会などの研究会に参加し、近隣の整形医療
機関との交流も行っている。

（第一部長　三重野　琢磨）

整形外科

骨折 1,209件（30.3％）

関節及び靱帯の脱臼 240件（6.0％）

関節症 550件（13.8％）

表在損傷 727件（18.2％）

膝内障とその他関節内障 100件（2.5％）

後天性変形 119件（3.0％）

骨粗しょう症 206件（5.2％）

その他 497件（12.5％）

関節炎 94件（2.4％）

単神経炎 123件（3.1％）

滑膜炎及び腱鞘炎 122件（3.1％）

●疾患別頻度 総件数：3,987件

●骨折

病　　　名 件　数（件） 疾　患　名 件　数（件）
１ 下腿（足首を含む） ２４４ ５ 手首及び手 ７６
２ 大腿骨 ２２３ ６ その他 ２５５
３ 肩及び上腕 ２１１ 計 １, ２０９
４ 前腕 ２００
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患者状況

　　　年間外来患者数　　 46,591人（リウマチ科・脊椎外科を含む）
　　　年間入院患者数　　　1,193人（リウマチ科・脊椎外科を含まない）

手術症例 1,296件
麻酔別症例件数

①関節外科（ア＋イ） 214件
　ア人工関節

　イ関節鏡視下手術

②手の外科（重複あり） ③骨軟部外傷

④切断術（手指を除く） 19件
⑤腫瘍 22件
⑥骨髄炎･感染症 39件
⑦その他 77件

名　　称 件　数（件）
全身麻酔 ２８５
腰椎麻酔 ５０６
伝達麻酔 ３２２
局所麻酔 １４７
その他 １２

計 １, ２７２

名　　称 件　数（件）
股関節 １０１
膝関節 ３３
肩関節 １

計 １３５

名　　称 件　数（件）
肩関節 １０
膝関節 ４４
手関節 ２３
足関節 ２

計 ７９

名　　称 件　数（件）
（ア）肘 ･ 前腕 １５７
（イ）手関節 １３
（ウ）手指 １８６
（エ）マイクロサージャリー ０
（オ）手指、足趾、多合指（趾） ２７

計 ３８３

名　　称 件　数（件）
（ア）鎖骨－上腕 ６９
（イ）骨盤－大腿骨頚部 ４３
（ウ）大腿－膝 １８０
（エ）下腿 ７８
（オ）足関節－足 ４２
（カ）抜釘 １３０

計 ５４２

関節外科
214件（16.5％）

軟骨部外傷
542件（41.8％）

手の外科
383件（29.6％）

骨髄炎・感染症
39件（3.0％）

切断術
（手指を除く）
19件（1.5％）

その他 77件（5.9％）

腫瘍 22件（1.7％）
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学会発表（医局）
＜整形外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 発表年月日

1
複数回のインサート交換を行った
人工膝関節全置換術（Interax）の
１例

筆頭演者 藤田　　護 第44回日本人工関節学会　
Scientifi c Art -次の世代へ- 2014/2/21

2
手－骨盤架橋創外固定を用いた上
肢挫滅損傷に対する腹部有茎皮弁
の固定法

筆頭演者 三矢　　聡 第27回日本創外固定・骨延長
学会学術集会 2014/3/7

3
手－骨盤架橋創外固定を用いた上
肢挫滅損傷に対する腹部有茎皮弁
の固定法

筆頭演者 三矢　　聡
「TrueLok-HEX ハンズオン
セミナー」-principle of　
Hexapod external fi xator-

2014/3/9

4
神経移植のための膀胱鏡と腹腔鏡
用鉗子を利用した鏡視下腓腹神経
採取法

筆頭演者 三矢　　聡 第122回中部日本整形外科災
害外科学会・学術集会 2014/4/11

5
内外側後方骨片が転位している脛
骨プラトー骨折に対して後方アプ
ローチを用いて骨接合術を行った
１例

筆頭演者 宮入　祐一 第40回日本骨折治療学会 2014/6/27

6
踵骨関節内骨折に対してpolyaxial 
locking plateから載距突起にスク
リューを刺入する骨接合術

筆頭演者 磯野　正晶 第40回日本骨折治療学会 2014/6/27

7 前方および後方アプローチで手術
を行った脛骨プラトー骨折 筆頭演者 藤田　　護 第40回日本骨折治療学会 2014/6/27

8
骨盤輪骨折・寛骨臼骨折に対する
内固定時に追加併用する恥骨上枝
cerclage wiringの有用性

筆頭演者 三矢　　聡 第40回日本骨折治療学会 2014/6/27

9
外側型変形性膝関節症に対して大
腿骨遠位部内反骨切り術を行った
１例

筆頭演者 藤田　　護 第６回日本関節鏡・膝・スポ
ーツ整形外科学会 2014/7/25

10
遊離深下腹壁動脈穿通枝皮弁
（DIEP fl  ap）を用いて再建を行っ
た前腕・手部挫滅損傷

筆頭演者 三矢　　聡 第123回中部日本整形外科災
害外科学会・学術集会 2014/10/3

11 当院の大腿骨側impaction bone graftの中期成績 筆頭演者 山内　健一 第41回日本股関節学会学術集
会 2014/11/1

12
上肢挫滅損傷に対して有茎鼠径皮
弁を行う際の上肢骨盤間創外固定
を用いた新しい固定法

筆頭演者 三矢　　聡 第41回日本マイクロサージャ
リー学会学術集会 2014/12/4


