
一般演題6　O6-1〜O6-6 
「脊椎1」

座長：菅野 晴夫、遠藤 寛興

一般演題7　O7-1〜O7-6 
「脊椎2」

座長：渡辺 慶、大山 素彦

一般演題8　O8-1〜O8-7
「外傷1」

座長：赤坂 俊樹、菅 重典

一般演題9　O9-1〜O9-6 
「外傷2」

座長：野坂 光司、宗像 秀樹

一般演題10　O10-1〜O10-6 
「脊椎3」

座長：富田 卓、沼田 徳生

一般演題11　O11-1〜O11-7 
「感染・その他」

座長：後藤 実、山部 大輔

　東北整災
　幹事会

主題3　M3-1〜M3-4
「早期変形性膝関節症に対する治療の工夫」

座長：山本 祐司、丸山 盛貴
主題4　M4-1〜M4-4

「手関節近傍骨折の治療の工夫」
座長：伊藤 博紀、田島 克巳

主題5　M5-1〜M5-4
「再断裂を回避するための肩腱板縫合の工夫」

座長：鶴田 大作、早川 敬

一般演題1　O1-1〜O1-5 
「膝関節 １」

座長：高橋 敦、一戸 貞文

一般演題2　O2-1〜O2-5 
「膝関節 ２」

座長：成田 淳、齊藤 英知

一般演題3　O3-1〜O3-5 
「肘関節」

座長：佐藤 光太朗、佐藤 琢哉

一般演題4　O4-1〜O4-5 
「腫瘍1」

座長：綿貫 宗則、多田 広志

一般演題5　O5-1〜O5-5 
「腫瘍2」

座長：永澤 博幸、菅原 正登

日　程　表
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〈1日目〉 6月21日（金）
第　１　会　場 第　２　会　場
小田島組☆ホール 8F 会議室 803

開会式

主題1　M1-1〜M1-5
「THA・人工骨頭術後脱臼を防止する手術方法の工夫」

座長：佐々木 幹、千葉 大介

主題2　M2-1〜M2-5
「骨盤骨折の治療の工夫」
座長：伊藤 雅之、高橋 学

シンポジウム １
「重度骨粗髭症症例に対する脊椎固定術の工夫」

座長：平野 徹、村上 秀樹
S1-1　熊谷 玄太郎　S1-2　菊池 一馬
S1-3　山部 大輔　　S1-4　嶋村 之秀
S1-5　舘田 聡　　　S1-6　八幡 健一郎
S1-7　小林 洋　　　S1-8　勝見 敬一

ランチョンセミナー １
「日常診療に伴う職業被曝と医療被曝

〜今すぐ役立つ被曝回避法と今後の展望〜」
座長：二階堂 琢也
演者：山下 一太

共催：株式会社サージカル・スパイン

総会、学生セッション・若手英語セッションの抽選

シンポジウム ２
「人工関節周囲骨折の治療の工夫」

座長：宮坂 大、小野寺 智彦
S2-1　山本 祐司　　S2-2　木島 泰明
S2-3　大竹 伸平　　S2-4　佐々木 幹
S2-5　千葉 大介　　S2-6　佐藤 法義
S2-7　鈴木 勇人　　勇人

特別講演 １
「私の膝関節外科　－38年の経験－」

座長：井樋 栄二
演者：黒坂 昌弘

特別講演 ２
「新しい手術を開発するコツは？

－TES：脊椎癌全摘術、Midline T－saw Laminoplasty, 
Recapping_L.p._etc. はどのように生まれ、育ったのか？」

座長：土井田 稔
演者：富田 勝郎

--8：00------------9：00------------10：00------------11：00------------12：00------------13：00------------14：00------------15：00------------16：00------------17：00------------18：00------------19：00-------

---8：00------------9：00------------10：00------------11：00------------12：00------------13：00------------14：00------------15：00------------16：00------------17：00------------18：00------------19：00------

8:30〜8:40
8:40〜9:25 8:40〜9:16 8:40〜9:28

9:16〜9：52

9:28〜10：16

9：52〜10：28

10：16〜11：12

10：35〜11：15

11：12〜12：0011：15〜11：55

13：50〜14：30 13：50〜14：38

14：30〜15：10
14：38〜15：34

15：10〜15：50

9:25〜10：10

10：20〜12：05

12：15〜13：15

13：25〜13：50

14：05〜15：45

15：50〜16：50

17：00〜18：00
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12：15〜13：15

9：00〜18：00

機器展示

　19：00〜　　　　　　　 居酒屋討論会　　ヌッフ・デュ・パプ（Neuf du Pape）

第　３　会　場 ハンズオンセミナー 幹事会 器械展示 会場
8F 研修室 812 8F 研修室 810 8F 研修室 811 8F 会議室 801 8F 会議室 804

日整会[14-5]

日整会[12]R

日整会[7][5]SS

10：00〜11：30
ハンズオンセミナー1

「大腿骨頚部骨折の治
療におけるセメントイ
ンプラントの基本とセ
メントテクニック」
講師：佐々木 幹
共催：日本ストライカー
　　 株式会社

14：00〜15：30
ハンズオンセミナー2

「Around the Knee 
Osteotomy (DFO)」
講師：竹内 良平
　　 丸山 盛貴
共催：オリンパステルモ
　　 バイオマテリアル
　　 株式会社



一般演題15　O15-1〜O15-5 
「肩関節」

座長：一戸 克明、及川 伸也

一般演題16　O16-1〜O16-6 
「股関節」

座長：小野寺 智彦、田島 育郎

一般演題17　O17-1〜O17-6
「足・足関節」

座長：干田 秀一、菅原 敦

一般演題18　O18-1〜O18-6 
「小児」

座長：青木 恵、北川 由佳

日本整形外科勤務医会
日本整形外科勤務医会東北地区総会・研修会総会

報告会：伊藤 淳二

日本整形外科勤務医会東北地区総会・研修会
研修会「運動器慢性疼痛に対するオピオイド治療薬の選択肢、

　　　　  適正使用と倫理観」
座長：鈴木 善明　演者：河野 達郎

Case Report Award セッション2
C2-1〜C2-6

座長：橋本 淳一、本郷 道生

Case Report Award セッション3
C3-1〜C3-6

座長：岩渕 真澄、保坂 正美

一般演題12　O12-1〜O12-6
「手 ・手関節 １」

座長：佐々木 規博、村上 賢也

一般演題13　O13-1〜O13-6
「手 ・手関節 ２」

座長：成田 裕一郎、大内 修二

一般演題14　O14-1〜O14-6
「関節リウマチなど」

座長：安藤 貴信、大竹 伸平

東北小児整形外科研究会
東北小児整形外科研究会

開会の挨拶：一戸 貞文、座長（司会）：北川 由佳

東北小児整形外科研究会
教育講演1　「症候性側弯症について」

座長：田島 育郎、演者：村上 秀樹

東北小児整形外科研究会
教育講演2　「小児の膝疾患の診断と治療」

座長：田島 育郎、演者：一戸 貞文

東北小児整形外科研究会
特別教育講演　「骨形成不全症と軟骨無形成症」

座長：一戸 貞文、演者：鬼頭 浩史

東北小児整形外科研究会
閉会の挨拶：一戸 貞文　座長（司会）：北川 由佳
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〈2日目〉 6月22日（土）
第　１　会　場 第　２　会　場
小田島組☆ホール 8F 会議室 803

Case Report Award セッション1
C1-1-C1-6

座長：大谷 晃司、和田 簡一郎

学生セッション
座長：佐竹 寛史、田島 吾郎

小笠原 拳斗　　石垣 佑樹　　前多 優頼
三浦 裕希　　　金谷 淳平　　林 亮将・塚原 整
上村 周平・袰主 正太郎　　　松田 侑里

若手英語セッション
座長：橋本 功、三又 義訓

Ishibashi, K.　 　Abe, K.　 　Chiba, Y.
Murakami, S.　　Etoh, T.　　Otaki, H.
Yamada, M.

スポンサード教育研修講演
「感染性偽関節：Induced membrane techniqueを

　　　用いた新時代の治療」
座長：島田 洋一
演者：渡部 欣忍

共催：帝人ファーマ株式会社

ランチョンセミナー2
「スポーツ現場におけるプレホスピタルケア

〜国際スポーツイペントを控えて世界から求められること〜」
座長：石橋 恭之
演者：髙澤 祐治

共催：大正製薬株式会社

学生セッション、若手英語セッション、
Case Report Award セッション 表彰式　閉会式

--8：00------------9：00------------10：00------------11：00------------12：00------------13：00------------14：00------------15：00------------16：00------------17：00------------18：00------------19：00-------

8:30〜9：18

9:20〜10：16

10：26〜11：22

11：30〜12：30

12：40〜13：40

13：50
 〜14：10

8:30〜9:18

9:18〜10：06

10：06〜10：54

10：54〜11：42

11：42〜12：30

14：20〜14：35

14：35〜15：35

15：45〜16：45

16：55〜17：55

17：55〜18：05

---8：00------------9：00------------10：00------------11：00------------12：00------------13：00------------14：00------------15：00------------16：00------------17：00------------18：00------------19：00------

第　３　会　場 ハンズオンセミナー 器械展示 会場
8F 研修室 812 8F 研修室 810 8F 研修室 811 8F 会議室 804

8:30〜9:10

9:10〜9：58

9：58〜10：46

10：46〜11：24

15：15
〜15：30
15：30〜16：30

9：00〜13：00

機器展示

10：00〜11：30
ハンズオンセミナー3

「VRハンズオン　－X
-Core2® System を
用いた椎体置換術－」
講師：遠藤 寛興
共催：ニューベイシブ
　　 ジャパン株式会社
　　 株式会社
　　 ジョリーグッド

日整会[2][6]

日整会[2][13]S

日整会[3][7]SS

日整会[3][12]

日整会[3][13]

日整会[1]


