1日目
第 1 会場
能楽ホール（1F）

8：30

9：00

第 2 会場
レセプションホール（2F）

開会の辞

シンポジウム
足部変形矯正

p. 31 一般演題：小児 2
10：05 〜 11：25

座長：大関 覚、秋山 唯
演者：石井 朝夫、黒川 絋章、高田 宗知、小川 真人、
浅井 宣樹
11：00

p. 39
主題：足関節

12：00

機器展示会場

9：00 〜 9：40
9：00 〜 10：00 一般演題：小児 1
教育研修講演 1
座長：江口 佳孝、米田 梓
四肢再建に必要な骨接合の知識〜プレート固定
演者：齋藤 正憲、藤田 有紀、中川 誉之、大山 和生
と髄内釘の基本～ プレート固定編／髄内釘編
p. 84
座長：松下 隆、岡崎 裕司
演者：野田 知之、最上 敦彦

10：00

3月11日（金） 日程表

11：30 〜 12：20

座長：嶋 洋明、谷口 晃
演者：野坂 光司、西井 幸信、原田 将太、寺本 司

9：45 〜 10：25

座長：田村 太資、鬼頭 浩史
演者：宮本 達也、大森 直樹、引地 俊文、小松 繁允

p. 88

一般演題：大腿骨

10：30 〜 11：15

座長：高村 和幸、松原 秀憲
演者：江田 雄亮、金子 正憲、浅原 智彦、千田 秀一

p. 92
主題：一時創外固定

11：25 〜 12：15

座長：竹中 信之、前川 尚宜
演者：西野 雄一朗、荒川 郷彦、尾藤 博信、豊永 真人

p. 72
p. 63

13：00

12：30 〜 13：30
ランチョンセミナー 1
もうマスカレだけに頼らない！
高齢者でも安全確実な骨欠損治療
座長：前川 尚宜
演者：工藤 俊哉
共催：スミスアンドネフュー

総会

p. 58

13：35 〜 13：55

13：55 〜 14：55
14：00 主題：足部再建
座長：山崎 修司、二村 謙太郎
演者：二村 謙太郎、嶋 洋明、野澤 大輔、村上 悠人、
鮫島 勇毅

p. 67
15：00 教育研修講演 2

15：00 〜 16：00

小児先天性疾患に対する創外固定器を用いた
治療の基本
座長：藤井 宏真
演者：川端 秀彦

16：00

p. 33

16：10 〜 17：30
シンポジウム
創外固定装着期間の短縮を考える
～ Lengthening Over Nail と Conversion を
どう考えるか？～

座長：金 郁喆、藤井 宏真
17：00 演者：松原 秀憲、名倉 温雄、米田 梓、垣花 昌隆、
松原 光宏

p. 44

18：00

4

一般演題：感染

15：15 〜 16：15

座長：星 亨、大野 一幸
演者：星 亨、程原 誠、坂巻 裕太、米津 大貴、
結城 拓也

p. 96

機器展示

2日目
8：30

第 1 会場
能楽ホール（1F）

9：00 教育研修講演 3

第 2 会場
レセプションホール（2F）

座長：土屋 弘行
演者：野坂 光司

一般演題：下肢

座長：杉田 淳、原田 将太

座長：白濱 正博、石橋 恭之
11：00 演者：遠藤 渉、三田 基樹、善家 雄吉、
二村 謙太郎、福田 誠

p. 115

演者：渡邉 健太、井垣 龍、中村 弘毅、
松本 匡洋、堀江 直行、望月 猛

座長：小畠 康宣、小西 浩允
演者：細澤 幸輝、原 夏樹、
井上 智雄、安東 悟司、
高橋 翼、高木 基行、
p. 104
中谷 卓史

11：35 〜 12：20
特別企画
ビデオセッション「若手の先生に 主題：上肢・手関節拘縮 11：45 〜 12：20
知ってほしい外傷創外固定」
座長：矢島 弘嗣、五谷 寛之

p. 121

演者：宮島 佑介、小川 高志、田中 祥貴、
Hamidullah Salimi
p. 76

ランチョンセミナー 2 12：30 〜 13：30 ランチョンセミナー 312：30 〜 13：30
脆弱性骨折においてイリザロフ創外固 創外固定とマイクロサージャリー
定の長所を発揮させるためのコツ
融合手術による四肢再建への挑戦

13：00

座長：島田 洋一
演者：野坂 光司
共催：スミスアンドネフュー

p. 59

13：35 〜 14：35

一般演題：脆弱性骨折
14：00 教育研修講演 4

14：00 〜 15：00

四肢再建術における創外固定法の
可能性
座長：田中 康仁
演者：竹中 信之

15：00

機器展示

座長：前川 尚宜
演者：五谷 寛之
共催：手の造形手術研究会

p. 60

座長：普久原 朝海、棚橋 宏行
演者：三田 基樹、冨岡 立、加藤 成隆、
湯浅 悠介、松本 匡洋

14：00 〜 16：00

ハンズオンセミナー
p. 110 TrueLok Trauma セミナー

講師：前川 尚宜、野坂 光司、
北田 真平、中野 健一

14：45 〜 15：30 共催：日本メディカルネクスト
p. 35 
主題：創外固定を用いた尖足治療
株式会社
座長：野澤 大輔、黒川 紘章

シンポジウム 15：10 〜 16：10 演者：秋山 唯、杉田 淳、
金谷 孔明、東迎 高聖
小児のトータルマネージメント

16：00

演者：鈴木 雅生、佐藤 俊介、
柴田 暢介、江田 雄亮、
飯山 俊成、安田 知弘

10：10 〜 11：20

10：20 〜 11：45
一般演題：集学的治療

座長：加藤 成隆、河村 健二
一般演題：難治例

p. 53

12：00 座長：最上 敦彦 演者：普久原 朝海、
前川 尚宜、市原 理司
p. 36

機器展示会場

p. 101 座長：市原 理司、中野 健一
9：30 〜 10：00

p. 34 演者：安田 知弘、下川 寛右、山崎 修司

10：05 〜 11：30

パネルディスカッション
With コロナ時代の教育の在り方
～どのように教育していけばいいのか ? ～

第 3 会場
会議室 1・2（1F）

9：00 〜 10：10

一般演題：上肢

9：00 〜 10：00

四肢再建に必要な骨接合の知識
〜創外固定の基本〜

10：00

3月12日（土） 日程表

p. 80

座長：西須 孝、稲葉 裕
演者：高橋 光彦、岡 佳伸、宗圓 充、
永福 亜也子
閉会の辞

p. 49

17：00

18：00
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