第 35 回埼玉膝・スポーツ医学研究会
［Ⅰ］情報提供

プログラム

【14:45～15:00】

『非ステロイド性消炎・鎮痛剤 セレコックス錠』

座長

森本祐介

1) 内側半月後根断裂に対する pull-out 縫合法の経験－MRI による術後早期の評価－
埼玉医科大学病院整形外科 1、埼玉医科大学かわごえクリニックスポーツ医学 2
杉田直樹 1、立花陽明 2、坂口勝信 1、織田弘美 1
2) 両側の hypermobile lateral meniscus に縫合術を行った 1 例
自治医科大学附属さいたま医療センター整形外科
朔伊作、福島崇、西村貴裕、神田翔太郎、秋山達
3) 選択的骨移植を行った Jones 骨折の成績
川口工業総合病院整形外科
吉原有俊、荻内隆司、窪田浩平、吉村英哉、林将也、高橋徹、伊東美栄子、宇土美於、
柳澤克昭、日山鐘浩、谷本貴大、山下理子、星野明穂
4) 陳旧性大腿四頭筋腱断裂の 1 例
防衛医科大学校整形外科学講座 1、自衛隊中央病院リハビリテーション技術課 2、
自衛隊中央病院整形外科 3
中山大輔 1、畔柳裕二 1、力武創 1、上西寛途 1、赤嶺宏樹 2、北田明良 3、千葉一裕 1
5) 足関節後方インピンジメント症候群に対する後足部鏡視下手術の経験
草加市立病院整形外科
結城新、佐藤啓、野木圭介、新関祐美

【15:35～16:05】

座長

立花陽明

脊椎疾患における診断と治療
～骨粗鬆症の最新知見とともに～
埼玉医科大学整形外科

- - - - - - - - - - - - - ［Ⅳ］一般演題Ⅱ 【16:15～17:00】
6)

講師

8)

化膿性膝関節炎に対する持続灌流使用例と非使用例の検討
埼玉医科大学病院整形外科 1、埼玉医科大学かわごえクリニックスポーツ医学 2
増澤泰佑 1、立花陽明 2、杉田直樹 1、坂口勝信 1、織田弘美 1

9)

ACL 再建術で Rectangular BTB を使用し、術後骨孔拡大を生じた一例
川口市立医療センター1、日本大学病院 2、日本大学医学部附属板橋病院 3、
埼玉小児医療センター4
岩間彦樹 1、洞口敬 2、佐藤仁 3、矢作善之 2、駿河誠 2、吉田明生 3、小松太一 2、
平良勝章 4、森本祐介 3

10) スポーツ選手の難治性鼠径部痛と関連する内転筋恥骨付着部 microtearing と恥骨浮腫
の検討
JIN 整形外科スポーツクリニック 1、じんどう整骨院アスリート 2
仁賀定雄 1、二瓶伊浩 1、牧野孝成 1、萬田雅 1、竹原良太朗 1、今村省一郎 1、
入江美友梨 1、吉田博子 1、鈴木陽介 1、村木亮子 1、森大志 1、世良田拓也 1、大町聡 1、
畠中陽介 1、草場優作 1、飯園翔太 1、深谷昂平 1、小林知里 1、鈴木薫 1、畑中仁堂 2

11) 膝関節開放脱臼骨折後の高度変形膝に対して TKA を行った１例
豊岡第一病院整形外科
田村航平、金子大毅、山根誓二、柏木忠範、小原由紀彦、田原健一、山根宏夫

［Ⅴ］特別講演

座長

平良勝章

ジョイントライン維持のための正確な TKA 手術手技と
術後疼痛対策による超早期リハビリテーション
船橋整形外科病院人工関節センター

- - - - - - - - - - - - - - 座長

【17:00～18:00】

人工膝関節部長 金山竜沢

先生

特別講演は、以下の研修会に認定されており、1 単位取得ができます。
・日本整形外科学会教育研修会
専門医資格継続単位【12】膝・足関節・足疾患、【13】リハビリテーション（理学療法、義肢装具を含む）
もしくは教育研修会スポーツ単位（S）
・日本医師会認定健康スポーツ医再研修会

釘宮典孝 先生

休憩（10 分）

Open wedge high tibial osteotomy 術後感染の 1 例
小川赤十字病院整形外科
山崎克彦、関端浩士、岡部真弓、藤澤裕幸

アステラス製薬株式会社

［Ⅱ］一般演題Ⅰ 【15:00～15:35】

［Ⅲ］教育講演

7)

林将也

β溶連菌による人工膝関節感染の一例
川口工業総合病院整形外科
山下理子、星野明穂、吉村英哉、林将也、高橋徹、伊東美栄子、宇土美於、
柳澤克昭、日山鐘浩、吉原有俊、荻内隆司

［Ⅵ］情報交換会

【会場地図】
埼玉県県民健康センター さいたま市浦和区仲町 3-5-1 ℡. 048-824-4801

第 35 回 埼玉膝・スポーツ医学研究会

日

時： 平成 29 年 12 月 16 日 (土) 15：00～18:00
14:45 よりアステラス製薬より情報提供があります。

場

所： 埼玉県県民健康センター 「大会議室 B」

●浦和駅から徒歩 15 分。中浦和駅から徒歩 20 分。
●お車でのご来館はご遠慮願います。

参加費： 1,000 円
○会の終了後、情報交換会を設けております。

一般演題発表の皆様へ
〇一般演題は発表 5 分、討論 2 分でお願いします。
〇埼玉県整形外科医会誌掲載用抄録原稿を 400 字程度でご用意願います。
メール送付いただいても結構です。
〇会場設置 PC は、OS：Windows 、アプリケーション：Power Point です。

○本研究会は、日本医師会生涯教育研修として 3 単位認定されます。
カリキュラムコード（CC）

8 感染対策、 57 外傷、 61 関節痛

○特別講演は、日整会教育研修会、日医認定健康スポーツ医学再研修会と
して認定されています。
なお、日整会教育研修会には、受講料 1,000 円がかかります。
※単位取得をご希望の方は IC 会員カードをご持参ください。

USB フラッシュメモリー、SD カード対応にしています。
○PC 持ち込み時の注意：ケーブルコネクタの形状は、ミニ Din-sub15pin コネクタです。
変換が必要な場合には付属アダプターは、各自でご用意ください。
AC アダプター（電源コード）も必ずご用意ください。

《共催》

埼玉膝・スポーツ医学研究会
埼玉県整形外科医会
埼玉県健康スポーツ医会
埼玉県体育協会スポーツ科学委員会
アステラス製薬株式会社

