第 36 回 埼玉膝・スポーツ医学研究会

日

時： 平成 30 年 12 月 8 日 (土) 15：00～18:15
14:45 よりアステラス製薬より情報提供があります。

場

所： TKP 大宮駅西口カンファレンスセンター
ホール 6A、カンファレンスルーム 6B

参加費： 1,000 円

○会の終了後、情報交換会を設けております。
○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 57 外傷、 62 歩行障害 、 73 慢性疾患・複合疾患の管理
○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。

《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
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一般講演Ⅰ

座長：坂口勝信

一般講演Ⅲ

座長：洞口敬
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教育講演

座長：野口英雄
演者：兒島憲一郎
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一般講演Ⅱ

座長：栃木祐樹

特別講演

座長：野口英雄
演者：倉 秀治
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一般演題発表の皆様へ
〇一般演題は発表 5 分、討論 3 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。
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
および HDMI 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。

プログラム
第一会場

ホール 6A

情報提供【14:45～15:00】
腎機能への影響を考慮した抗炎症治療
アステラス製薬株式会社
開会の辞

一般演題Ⅰ【15:00～15:50】

石井クリニック

座長

野口英雄

坂口勝信

１） ある小学校５年生の全児童に対する超音波検査によるオスグッド病の有病率と身体特性の検
討
埼玉医科大学総合医療センター 整形外科 1 リハビリテーション部 2
埼玉医科大学かわごえクリニック 3
田部雅之 1 星川淳人 1 岡本晴香 2 鈴木健太 2 小野功介 2 濱田勇志 2
後藤ちひろ 2 大塚梢 3 名塚健史 3 白岡岳人 3
２） 特発性膝関節血症に対する超音波ドップラー検査の経時的観察にもとづく治療法の考察
埼玉医科大学総合医療センター
佐藤慧 星川淳人 武井良太

整形外科

３） 膝関節鏡手術後における深部静脈血栓症・肺塞栓症発症についての検討
日本大学医学部 整形外科
大島洋平 森本祐介 吉田明生

佐藤仁

洞口敬

徳橋泰明

４） 人工膝関節術後感染における鏡視下およびオープンデブリドマン手術の検討
川口工業総合病院 整形外科、人工関節センター
野呂瀬美生 星野明穂 吉村英哉 林将也 高橋徹
松村恵津子 戸原遼 窪田浩平 荻内隆司

近藤伸平

日山鐘浩

５） ACL 再建術後脛骨骨髄炎に対して抗生剤含有リン酸カルシウム骨ペーストを用いて
治療した 1 例
日本大学病院 1 国立病院機構災害医療センター2 日本大学医学部附属板橋病院 3
埼玉県立小児医療センター4
後藤太聖 1 駿河誠 1 岩間彦樹 1 佐藤仁 1 矢作善之 2 小松太一 1 吉田明生 3
平良勝章 4 森本祐介 3 洞口敬 1
６） 当院で治療した腰椎分離症 90 症例の検討
医療法人幹誠会川久保整形外科クリニック

1

慶應義塾大学スポーツ医学総合センター

2

川久保誠 1

世良泰 2

小松秀郎 2

教育講演【15:50～16:20】

座長

野口英雄

慢性運動器疼痛の薬物治療 －腎臓専門医の観点から－
上尾中央総合病院 副院長 兒島憲一郎 先生
- - - - - - - - - - - - - -

休憩（15 分）

一般演題Ⅱ【16:35～17:15】

座長

- - - - - - - - - - - - - - -

栃木祐樹

７） ラグビー選手に生じた Ideberg type 3 肩関節窩骨折の１例
埼玉医科大学 整形外科
坂口勝信 立花陽明 杉田直樹

織田弘美

８） ジャンプパフォーマンスに関わる足部挙動の解析
早稲田大学 スポーツ科学学術院
阿久澤弘 金岡恒治
９） 受傷後早期に MRI で断裂形態を評価して修復しやすい損傷タイプに硬性装具を用いて
保護的早期運動療法を施行した新鮮 ACL 損傷の修復成績とスポーツ復帰
JIN 整形外科スポーツクリニック
仁賀定雄 森大志 鈴木薫
10） 母趾基節骨関節内骨折後の遺残疼痛を関節鏡視下処置で治療した 1 例
獨協医科大学埼玉医療センター
松本理沙 栃木祐樹 小川真人

第一整形外科
大橋正典 行實公昭

大関覚

11） 足関節内反捻挫後に残存した足根洞症候群に対する関節鏡視下骨間距踵靱帯補強術
の小経験
獨協医科大学埼玉医療センター
栃木祐樹 小川真人 大橋正典

特別講演【17:15～18:15】

第一整形外科
行實公昭 松本理沙

座長

大関覚

野口英雄

足関節外側靭帯再建術 ～より良い成績をめざして～

羊ヶ丘病院 院長
第二会場

倉 秀治 先生

カンファレンスルーム６B

一般演題Ⅲ【15:00～15:40】

座長

洞口敬

12) 両大腿部の巨大な骨化性筋炎に対して観血的膝授動術を施行した 1 例
川口工業総合病院 整形外科、スポーツ関節鏡センター
戸原遼 荻内隆司 吉村英哉 林将也 高橋徹 近藤伸平
野呂瀬美生 関芳衛 窪田浩平 星野明穂

日山鐘浩 松村恵津子

13) 当院における前後十字靭帯温存型 TKA の短期成績
豊岡第一病院 整形外科
田村航平 金子大毅 柏木忠範

小原由紀彦

山根誓二

14) 内側半月板後根損傷の pull out 修復術における内側側副靭帯解離の有用性について
新上三川病院 整形外科
朔伊作 西村貴裕 高徳賢三

関矢仁

大上仁志

15） 内側半月後角修復後の再鏡視所見
埼玉医科大学 整形外科
杉田直樹 立花陽明 坂口勝信

織田弘美

16) Adjustable-loop device (ALD)を用いた ACL 再建術の 2 年以上の成績
越谷市立病院 整形外科１ 順天堂大学 整形外科 2
金栄智 1,2 久保田光昭 1,2 殷鐘晃 1,2 土屋勝 1,2 高宮成将 1,2
大野隆一 1,2

第三会場

山口順一郎 1,2

ホール 5A

情報交換会【18:20～】

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
日本整形外科学会専門医資格継続単位[12] 膝・足関節・足疾患、[2] 外傷性疾患（スポーツ障害を含む）
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

【会場地図】
TKP 大宮駅西口カンファレンスセンター
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-8-1 ベルヴュオフィス大宮 〒330-0854
TEL：048-606-2608

●大宮駅か
ら徒歩 2 分。
●専用駐車
場、車止めは
ございませ
ん。
●土・日曜日
は渋滞が予
想されますの
で、お車での
ご来館はご
遠慮願いま
す。

