
講座名 リウマチセンター
番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1【原著論文】
矢野雄一郎、玉井和哉、野原裕、
浜田純一郎、吉崎邦夫、佐原亮、
遠藤和博、五十嵐絵美

肩挙上における2種類の肩甲骨運
動　－　上腕外旋角度と筋活動の
相違

肩関節 35 2 305 308 2011

2【原著論文】
亀田正裕、長田伝重、高井盛光、
浅野太志、玉井和哉、野原裕

小児橈骨頚部骨折の治療成績 日本肘関節学会雑誌 18 2 190 192 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1【総説等】 玉井和哉
最新原著レビュー：上腕骨近位端骨
折のfour-segment classification再
訪--509例の多施設研究

整形外科 62 6 583 587 2011

2【総説等】 玉井和哉 （五十肩）病態・診断 関節外科 30 11 1214 1219 2011

番号 見出し 執筆者名
執筆タイトル（分担執筆の場
合）

開始頁（分担執筆の場合）
終了頁
（分担執

書名
著者・
編集

出版者名 出版地 出版年 備考

1【学術書】 吉川勝久・玉井和哉 上腕骨近位端骨折 19 21
アトラス
骨・関節
画像診
断

戸山芳昭
（監修）、
山本謙吾
（編集）

中外医学
社

東京 2011

2【学術書】 玉井和哉
肩関節への直視下アプローチ--前方
進入法(deltopectoral approach)

2 8

整形外
科手術イ
ラストレイ
テッド　肩
関節の
手術

井樋栄二
（編集）

中山書店 東京 2011

3【学術書】 玉井和哉 外傷総論 680 710
標準整
形外科
学 第11
版

内田淳正
監修  中
村利孝・
松野丈
夫･ 井樋
栄二・馬
場久敏編
集

医学書院 東京 2011



4【学術書】 玉井和哉 骨折・脱臼（各論） 723 788
標準整
形外科
学 第11
版

内田淳正
監修  中
村利孝・
松野丈
夫･ 井樋
栄二・馬
場久敏編
集

医学書院 東京 2011

5【学術書】 玉井和哉 肩関節周囲炎（五十肩） 250 257
ガイドライ
ン外来診
療2011

泉孝英
（編集主
幹）

日経メディ
カル開発

東京 2011

6【学術書】 玉井和哉 肩痛・肩こりの鑑別診断の進め方 55 61

整形外
科臨床
パサー
ジュ10
肩こり・
頸部痛ク
リニカルプ
ラクティス

中村耕三
（総編集）
加藤博
之・川口
善治（専
門編集）

中山書店 東京 2011

番号 見出し 発表者名 論題 学会名 開催都市 年 月 日 備考

1【学会・研修会発表】

Masahiro Kameda, Denju Osada,
Morimitsu Takai,
Takuya Sukegawa, Futoshi Asano,
Kazuya Tamai,  Yutaka Nohara

Closed Continuous Irrigation for
Pyogenic Tenosynovitis of the
Hand --Saline w/ antibiotics
versus saline only --

日米手の外科合同会議 Hawaii 2011

2【学会・研修会発表】

Morimitsu Takai, Denju Osada,
Masahiro Kameda, Takuya
Sukegawa, Futoshi Asano, Kazuya
Tamai,  Yutaka Nohara

Clinical outcomes of radial
shortening osteotomy for
Kienbock disease: A comparison
between locking and non-lockinb
plates

日米手の外科合同会議 Hawaii 2011

3【学会・研修会発表】
Masahiro Kameda, Denju Osada,
Morimitsu Takai, Kanako Shiba,
Kazuya Tamai, Yutaka Nohara

Changes in the distance between
the flexor pollicis longus tendon
and the watershed line of the
radius in association with
positions of the fingers and the
wrist: An anatomical study using
MRI

アメリカ手の外科学会 2011



4【学会・研修会発表】

Yuicchiro Yano, Junichiro Hamada,
Kunio Yoshizaki, Kazuya Tamai,
Ryo Sahara, Kazuhiro Endo, Emi
Igarashi, Yutaka Nohara

Scapular kinematics of healthy
subjects during arm elevation

第7回アジア肩関節学会 Naha 2011

5【学会・研修会発表】
玉井和哉，阿久津みわ，富沢一
生，矢野雄一郎，吉川勝久，野原
裕，守重昌彦

Biomet Bio-modular人工肩関節
第84回日本整形外科学会学術
総会

横浜市 2011 5 12〜15

6【学会・研修会発表】
山本格、玉井和哉、阿久津みわ、
富沢一生、司馬洋、山口雄史、浅
野太志、野原裕

鏡視下腱板修復術後に肺塞栓症
を生じた稀な症例

第3回日本関節鏡・膝・スポーツ
整形外科学会

札幌市 2011 6 16〜18

7【学会・研修会発表】
矢野雄一郎、玉井和哉、阿久津み
わ、富沢一生、吉川勝久、大江真
人、野原裕

野球選手に発生した骨盤外側寛骨
臼裂離骨折の1例

第3回日本関節鏡・膝・スポーツ
整形外科学会

札幌市 2011 6 16〜18

8【学会・研修会発表】
吉川勝久、玉井和哉、加藤仲幸、
阿久津みわ、富沢一生、柴佳奈
子、浅野太志、野原裕

脆弱性骨折が原因と思われる上腕
骨頭の圧潰--2例の報告

第22回栃木県骨・カルシウム代
謝研究会

宇都宮市 2011 6 24

9【学会・研修会発表】
山本格、玉井和哉、阿久津みわ、
富沢一生、司馬洋、山口雄史、浅
野太志、野原裕

鏡視下腱板修復術後に肺塞栓症
を生じた稀な症例

第6回肺血塞栓症研究会 宇都宮市 2011 6 24

10【学会・研修会発表】
玉井和哉，阿久津みわ，富沢一
生，矢野雄一郎，吉川勝久，野原
裕

人工肩関節置換術の治療効果の
分析

第55回 日本リウマチ学会学
術集会

神戸市 2011 7 18〜20



11【学会・研修会発表】
矢野雄一郎、玉井和哉、吉川勝
久、野原裕

上腕骨近位部の骨密度と他部位の
骨密度との比較検討

第38回日本肩関節学会 福岡市 2011 10 7〜8

12【学会・研修会発表】
矢野雄一郎、浜田純一郎、佐原
亮、吉崎邦夫、玉井和哉

前挙・肩甲骨面挙上・外転における
上腕骨外旋角度の比較

第38回日本肩関節学会 福岡市 2011 10 7〜8

13【学会・研修会発表】
玉井和哉、前澤玲華、阿久津み
わ、岡田春告、倉沢和宏、大和田
高義、新井聡子

リウマチセンターの6か月 第39回獨協医学会
獨協医科
大学

2011 12 3

14【学会・研修会発表】 玉井和哉 関節リウマチの肩関節 第81回関節疾患フォーラム 東京都 2011 2 15

15【学会・研修会発表】 玉井和哉 上腕骨近位端骨折の治療戦略
平成23年度熊本肩関節研究会
特別講演会

熊本市 2011 4 15

16【学会・研修会発表】 玉井和哉 上腕骨近位部骨折へのアプローチ
第84回日本整形外科学会学術
総会

横浜市 2011 5 12〜15

17【学会・研修会発表】 玉井和哉 肩の鏡視下手術 東大整形外科医局研究会 東京都 2011 6 30



18【学会・研修会発表】 玉井和哉
肩の診察・画像診断・治療　--保
存療法を中心に--

栃木県臨床整形外科医会研修
会

宇都宮市 2011 7 21

19【学会・研修会発表】 玉井和哉
肩関節の診かた—これから肩を始め
る人のために

第4回東大肩診勉強会 東京都 2011 8 13

20【学会・研修会発表】 玉井和哉 関節リウマチの集学的治療 第26回栃木リウマチ研究会 宇都宮市 2011 9 9

21【学会・研修会発表】 玉井和哉 五十肩
第3回日本肩関節学会教育研
修会

福岡市 2011 10 9

22【学会・研修会発表】 玉井和哉 肩のリウマチと関節症 とちぎ肩関節フォーラム 宇都宮市 2011 10 14

番号 見出し 氏名 備考1 備考2 備考3 備考4 備考5 年 月 日 種類

1【新聞記事・書評等】 玉井和哉
＜書評＞ 菅谷啓之編 『実践・反
復性肩関節脱臼--鏡視下バンカー
ト法のABC--』

整形外科 62(3) 227 2011

2【新聞記事・書評等】 玉井和哉 ＜喫茶ロビー＞ババンスキー問題 整形外科 62(12) 1328 2011

3【新聞記事・書評等】 玉井和哉
インピンジメント症候群の病態と治療
Ⅱ 肩関節

日整会広報室ニュース 第87号 6 2011
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