
第32回日本臨床整形外科学会学術集会・まほろば関西（62）

モーニングセミナー2 8：00～9：00

座長：小倉　　雅（社会医療法人恒心会 恒心会おぐら病院）

MS2 関節疾患の慢性疼痛に対するトラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠の

安全性を配慮した使い方

 千葉県済生会習志野病院　千葉関節外科センター（千葉県）　原田　義忠 …… 50

共催：持田製薬（株）

まほろばセミナー1 9：10～10：10

座長：堀口　泰輔（堀口整形外科医院）

まほろば1 医学史より見た医師の職業倫理

 今井整形外科・皮フ科（大阪府）　今井　　秀 …… 9

まほろばセミナー2 10：20～11：20

座長：相原　忠彦（医療法人相原整形外科）

まほろば2 臨床医が見逃してはならない小児の運動器疾患

 兵庫県立こども病院　整形外科（兵庫県）　薩摩　眞一 …… 10

まほろばセミナー3 11：30～12：30

座長：葛原　　啓（くずはら整形外科）

まほろば3 これだけは知っておきたい骨腫瘍の知識

 兵庫医科大学　整形外科（兵庫県）　麩谷　博之 …… 11

ランチョンセミナー8 12：40～13：40

座長：三宅　信昌（医療法人社団静岡三宅整形外科医院）

吉井　一郎（医療法人元湧会吉井病院）　　　　　

LS8 長引く痛みのコストと費用対効果

 横浜市立大学医学群　健康社会医学ユニット（神奈川県）　五十嵐　中 …… 59

共催：ファイザー（株）／エーザイ（株）

7月 15日（月・祝） 第１会場



（63）第32回日本臨床整形外科学会学術集会・まほろば関西

一般演題18 13：50～14：38

メディカルスタッフの取り組み

座長：前田　　登（前田整形外科クリニック）

O18-1 慢性疼痛患者に対して通所リハビリテーションにて看護師として心理的サポートを行い改善した1例

 横田整形外科リハビリセンター（和歌山県）　堀内　志穂 …… 185

O18-2 生物学的製剤の自己注射導入におけるシリンジ型とオートインジェクター型の比較

 医療法人弘昭会　大森整形外科リウマチ科　看護部（福井県）　野坂小百合 …… 185

O18-3 陸上競技の傷害における股関節筋力と可動域の左右差の比較

 あつい整形外科リウマチ科（兵庫県）　新谷　雅弥 …… 186

O18-4 クリニックが行う生活機能向上連携加算の取り組み

 おおや整形外科クリニック（静岡県）　金高　泰典 …… 186

O18-5 市内の中学校部活休養日翌日の疲労状態と睡眠、食事摂取状況の関係について

 医療法人　篠田整形外科（佐賀県）　前田　裕樹 …… 187

O18-6 理学療法（士）の将来を守るために－認知される時期ときっかけからの検討－

 関西医療学園専門学校　理学療法学科（大阪府）　熊崎　大輔 …… 187

閉会挨拶 14：38～

7月 15日（月・祝） 第１会場



第32回日本臨床整形外科学会学術集会・まほろば関西（64）

モーニングセミナー3 8：00～9：00

座長：西山　　徹（かつが整形外科クリニック）

MS3 脊椎関節炎（乾癬性関節炎を中心に）

 天理よろづ相談所病院 総合内科/膠原病センター（奈良県）　八田　和大 …… 51

共催：田辺三菱製薬（株）

シンポジウム7 9：10～10：40

運動器検診－各地の現状と問題点

座長：森山　正敏（医療法人社団正慈会森山整形外科）

奥村栄次郎（奥村整形外科）　　　　　　　　　

S7-1 東京での運動器検診の現状について

（内科学校医と東京都臨床整形外科医会会員に対するアンケート結果を踏まえて）　

 古岡整形外科（東京都）　古岡　邦人 …… 33

S7-2 大阪府における運動器検診の現状と問題点

 医療法人貴医会　貴島中央病院（大阪府）　貴島　浩二 …… 33

S7-3 富山県における「運動器検診」の現状と課題

 道振整形外科医院（富山県）　道振　義治 …… 34

S7-4 小児期の軽微な体育活動に起因する脊椎骨挫傷

 遠藤整形外科（徳島県）　遠藤　健次 …… 34

S7-5 運動器検診と子どもロコモ

 林整形外科（埼玉県）　林　　承弘 …… 35

S7-6 H30年度千葉県における運動器検診の現況とJCOA「運動器検診受診後アンケート」の結果

 あらい整形外科（千葉県）　新井　貞男 …… 35

パネルディスカッション 10：50～12：20

注射・採血時の神経損傷の対応

座長：渋谷真一郎（渋谷医院）

宇田　憲司（宇田医院）

座長発言

イントロダクション

 宇田医院（京都府）　宇田　憲司

PD-1 採血時の末梢神経損傷について

 十条武田リハビリテーション病院（京都府）　勝見　泰和 …… 36

PD-2 Nociplastic pain 注射が痛みの原因なのか？－国際疼痛学会の新しい痛みの定義－

 大阪行岡医療大学　医療学部／早石病院　整形外科・疼痛医療センター／　　　　　
 認定NPOいたみ医学研究情報センター（大阪府）　三木　健司 …… 36

指定発言 CRPS認容裁判例からみる判決の傾向について

 あやめ法律事務所（京都府）　福山　勝紀 …… 37

7月 15日（月・祝） 第２会場
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ランチョンセミナー9 12：40～13：40

座長：八木　知徳（医療法人知仁会八木整形外科病院）

LS9 アスリートの膝軟骨損傷に対する新しい手術療法 －Biological Knee Reconstruction　

 京都下鴨病院　整形外科（京都府）　小林　雅彦 …… 60

共催：大正製薬（株）

一般演題19 13：50～14：22

感染症・医療安全

座長：尾上　　寧（尾上整形外科医院）

O19-1 静脈血採血時の注射針による神経損傷の１例

 藤田整形外科医院（栃木県）　藤田　聡志 …… 188

O19-2 整形外科入院患者に発症した急性胆嚢炎についての検討

 佐世保共済病院　整形外科（長崎県）　烏山　和之 …… 188

O19-3 インプラント周囲感染におけるダプトマイシンとリネゾリドの使用経験

 関西医科大学　医学部　医学科（大阪府）　澤田　允宏 …… 189

O19-4 虐待児と思われた骨折の２症例

 北千葉整形外科（千葉県）　小泉　　渉 …… 189

7月 15日（月・祝） 第２会場



第32回日本臨床整形外科学会学術集会・まほろば関西（66）

主題13 9：10～9：37

整形外科医療機関における医療安全の工夫

座長：荒川　重光（山本整形外科）

井尻慎一郎（井尻整形外科）

主13-1 関節内注射における感染予防の工夫

 井尻整形外科（兵庫県）　井尻慎一郎 …… 112

主13-2 多職種連携による広島県呉市での骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ）実態調査と予防の取り組み

 呉市地域保健対策協議会　「骨粗しょう症地域包括医療体制検討小委員会」／　　　　　
 沖本クリニック（広島県）　沖本　信和 …… 112

主13-3 医師・医療従事者の長時間労働に関連する訴訟事例より

 宇田医院（京都府）　宇田　憲司 …… 113

主題14 10：20～11：05

疼痛治療薬の使用法のコツ

座長：八木　知徳（医療法人知仁会　八木整形外科病院）　　　　　　

辻本　和雄（つじもと整形外科リウマチ・リハビリテーション）

主14-1 デュロキセチンの自験例における効果と副作用

 井尻整形外科（兵庫県）　井尻慎一郎 …… 114

主14-2 私の考える疼痛分類と疼痛治療薬の使い方

 井尻整形外科（兵庫県）　井尻慎一郎 …… 114

主14-3 変形性関節症に対するエスフルルビプロフェン貼付剤の使用実態の検討－特定使用成績調査

（中間報告；層別集計）

 順天堂大学大学院　医学研究科　整形外科・運動器医学（東京都）　石島　旨章 …… 115

主14-4 体外衝撃波疼痛治療の小経験

 医療法人　中垣整形外科（奈良県）　中垣　公男 …… 115

主14-5 当院における漢方併用診療の実際と変遷－診療開始から10年を経過して－

 今村記念クリニック（秋田県）　田村　康樹 …… 116

7月 15日（月・祝） 第３会場
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主題15 11：10～11：55

学校検診における運動器検診の現状と展望 

座長：柴田　輝明（医療法人社団天徳会　北本整形外科）

満田　基温（みった整形外科）　　　　　　　　　

主15-1 H31年度に改定された問診票を使用した葛飾区における整形外科専門医による

運動器検診についての検討 第4報

 医療法人社団高志会　よつぎ整形外科（東京都）　飯塚　佑香 …… 117

主15-2 姫路市における側弯検診の検討

 吉田整形外科／姫路市医師会学校保健（運動器検診）部会／　　　　　
 姫路市医師会学校保健（脊柱判定）部会（兵庫県）　吉田悌三郎 …… 117

主15-3 奈良市における脊柱側弯症検診28年間の結果

 長谷整形外科クリニック（奈良県）　長谷　隆生 …… 118

主15-4 山口県宇部市・山陽小野田市の側弯症検診から運動器検診へのつながり

 小野整形外科クリニック（山口県）　小野　直司 …… 118

主15-5 運動器検診では頚椎の後弯変形が忘れられている

 いずみ整形外科（広島県）　泉　　恭博 …… 119

主題16 12：00～12：27

乳児股関節脱臼（DDH）を見逃さないために

座長：橋口　兼久（医療法人 兼垂会 橋口整形外科）

北野　達郎（北野整形外科・外科）　  　　　

主16-1 助産師会との連携によるDDH早期スクリーニング

 秋津鴻池病院　リハビリテーション科（奈良県）　奥村　元昭 …… 120

主16-2 乳幼児健診における股関節の健診に関するアンケート調査

 医）慶仁会　やました整形外科（兵庫県）　山下　仁司 …… 120

主16-3 兵庫県神戸市における乳児股関節健診への取り組み

 兵庫県立こども病院　整形外科（兵庫県）　薩摩　眞一 …… 121

ランチョンセミナー10 12：40～13：40

座長：西本　　章（医療法人西本整形外科）

LS10 長引く膝・腰の痛みに開業医でもできる集学的診療で対処しよう －案外多い侵害受容性疼痛－

 大阪行岡医療大学　医療学部／早石病院　整形外科・疼痛医療センター／　　　　　
 認定NPOいたみ医学研究情報センター（大阪府）　三木　健司 …… 61

共催：ムンディファーマ（株）

7月 15日（月・祝） 第３会場



第32回日本臨床整形外科学会学術集会・まほろば関西（68）

一般演題20 13：50～14：14

在宅・介護

座長：廣瀬　哲司（ひろせ整形外科クリニック）

O20-1 認知症を有する独居高齢者が肘頭骨折を受傷しリハビリテーション介入が遅延した課題

 なんよう訪問看護リハビリステーション中村（愛知県）　渡邊　弘幸 …… 190

O20-2 当院における維持期リハ患者と短時間通所リハ利用者の実態調査

 医療法人誠仁会　栗本整形外科（大阪府）　松永　裕貴 …… 190

O20-3 外来リハビリから短時間通所リハビリの移行者の身体機能の変化

 医療法人社団　栄成会　おおや整形外科クリニック（静岡県）　遠藤　　領 …… 191

7月 15日（月・祝） 第３会場
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主題17 9：10～10：04

日常診療における困った症例、稀な症例、注意すべき症例（症例報告）⑥（膝）

座長：麻生　邦一（医療法人一淑会　麻生整形外科クリニック）

麻生　伸一（あそうクリニック）　　　　　　　　　　　

主17-1 脛骨近位部CT値による骨萎縮の診断

 医療法人知仁会　八木整形外科病院　整形外科（北海道）　八木　知徳 …… 122

主17-2 変形性膝関節症として紹介されてきた症例

 いわた整形リウマチクリニック（兵庫県）　岩田　康男 …… 122

主17-3 活動的な壮年女性にみられた特発性膝関節血症の一例

 医療法人社団　ひろせ整形外科クリニック（兵庫県）　廣瀬　哲司 …… 123

主17-4 TKA術後頻回血腫を認めた1症例

 近畿大学　医学部　整形外科学教室（大阪府）　井上　紳司 …… 123

主17-5 膝後十字靭帯粘液変性（PCL－MD：mucoid degeneration）の治療経験

 上板整形外科クリニック（徳島県）　井上　　昭 …… 124

主17-6 ６cmの骨欠損を伴う下腿骨開放骨折に対してMasquelet法を行った１例

 春秋会　城山病院　整形外科（大阪府）　熊野　穂積 …… 124

一般演題21 10：40～11：20

足関節①

座長：岸本　成人（医療法人岸本整形外科）

O21-1  そがわ式爪矯正法による沈下爪著効例の2例

 そがわ医院（香川県）　十川　秀夫 …… 192

O21-2 陥入爪における爪を剥がさない観血的治療の経験

 そがわ医院（香川県）　十川　秀夫 …… 192

O21-3 巻き爪矯正の工夫【超弾性ワイヤーを爪甲近位に装着するための考案】

 中村医院（大阪府）　中村　　孝 …… 193

O21-4 重度肉芽を伴う陥入爪に対するシリコンガター法

 高田馬場病院整形外科（東京都）　町田　英一 …… 193

O21-5 そがわ式爪矯正法における3種の神技（器）の紹介

 そがわ医院（香川県）　十川　秀夫 …… 194

7月 15日（月・祝） 第４会場
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一般演題22 11：20～12：16

足関節②

座長：厚井　　薫（あつい整形外科・リウマチ科）

O22-1 新鮮アキレス腱皮下断裂の保存療法に経時的なMRI・エコーを行った結果からの

安全な保存療法の提案

 米田病院　整形外科（愛知県）　米田　　實 …… 195

O22-2 当院におけるアキレス腱新鮮断裂に対する手術療法の成績

 医療法人社団研宣会　広瀬病院　整形外科（香川県）　廣瀬　友彦 …… 195

O22-3 足関節骨折術後の底屈可動域制限および第1-2趾間背側の感覚鈍麻に対し、

短母趾伸筋のStiff nessの改善が有効であった一症例

 社会医療法人宏潤会　大同病院　リハビリテーション科（愛知県）　松井　謙祐 …… 196

O22-4 有痛性外反母趾の手術経験

 大森整形外科医院／岡田整形外科医院／松田病院（岡山県）　大森　正之 …… 196

O22-5 足荷重分布からみた中足骨不顕性骨折の発症要因の検討

 東京医科歯科大学　整形外科（東京都）　山本　尚輝 …… 197

O22-6 高校生女子バスケットボール選手に対する母趾外転筋トレーニングによる足関節安定性効果の検証

 奈良県立医科大学　整形外科（奈良県）　宮本　拓馬 …… 197

O22-7 足底腱膜炎に対する拡散型体外衝撃波の治療経験

 医療法人健祥会　山本整形外科（大阪府）　松田　剛典 …… 198

ランチョンセミナー11 12：40～13：40

座長：二階堂元重（医療法人二階堂医院）

LS11 関節リウマチの最新治療戦略と合併症対策　－感染症対策をふくめて－

 大阪市立大学医学部附属病院　整形外科（大阪府）　乾　健太郎 …… 62

共催：小野薬品工業（株）／ブリストル・マイヤーズ　スクイブ（株）

7月 15日（月・祝） 第４会場
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主題18 9：00～10：30

成長期のスポーツ障害とその対応

座長：田中洋次郎（医療法人洋洲会　田中ファミリークリニック）

白須　幹啓（しらす整形外科医院）　　　　　　　　　　　

主18-1 横浜市における野球肘検診（１コイン検診）の現状と未来

 潤生会岩間整形外科（神奈川県）　岩間　　徹 …… 125

主18-2 野球検診の現状と問題点in岡山

 名越整形外科医院（岡山県）　名越　　充 …… 125

主18-3 再発を繰り返していた野球肘症例

 さくらい悟良整形外科クリニック　リハビリテーション科／　　　　　
 西奈良中央病院　リハビリテーション科（奈良県）　榮崎　彰秀 …… 126

主18-4 腰椎疲労骨折の診療経験

 みひらRクリニック（石川県）　三平　伸一 …… 126

主18-5 成長期腰椎疲労骨折の早期診断とその治療成績

 村上整形外科クリニック（滋賀県）　兼子　秀人 …… 127

主18-6 片側が終末期の腰椎両側分離症が保存治療により骨癒合した学童期の2症例

 北千葉整形外科　リハビリテーション部（千葉県）　都丸　泰助 …… 127

主18-7 腰椎分離症を有する成長期スポーツ選手のタイトネスの特徴と早期運動療法の効果

 東部島根医療福祉センター　整形外科（島根県）　縄田　耕二 …… 128

主18-8 当院における腰椎分離症患者の予後調査～アンケート調査結果から～

 北千葉整形外科　リハビリテーション部（千葉県）　塚本友里子 …… 128

主18-9 横浜市におけるスポーツリズムトレーニングの普及とその効果について一考察

 潤生会岩間整形外科／横浜市整形外科医会（神奈川県）　岩間　　徹 …… 129

主18-10 リズムトレーニングの継続実施が体力及び保健室利用数に与える影響について

 あそうクリニック（滋賀県）　森　　宜裕 …… 129

第17回JCOAスポーツ医懇談会 10：45～14：30

座長：麻生　伸一（JCOAスポーツ・学校保健委員会委員長、あそうクリニック）　

河村　英徳（JCOAスポーツ・学校保健委員会担当理事、カワムラ整形外科）

第17回JCOAスポーツ医懇談会ご案内 ……………………………………………………………………………… 41

10：45～11：45

スポーツ医 フィギュアスケートにおけるジュニア育成－医学的管理における現状と課題－

 東京慈恵会医科大学スポーツ・ウェルネスクリニック（東京都）　油井　直子 …… 42

スポーツ医 「サッカーにおけるジュニア育成」－医学的管理における現状と課題－

 医療法人　大場整形外科（大分県）　大場　俊二 …… 43

12：00～13：00

LS12 水泳選手の医事管理の現状と課題

 早稲田大学スポーツ科学学術院／公益財団法人日本水泳連盟理事（埼玉県）　金岡　恒治 …… 44

13：00～14：30

ディスカッション ラグビーにおけるジュニア育成 －医学的管理における現状と課題－

 古谷整形外科（神奈川県）　古谷　正博 …… 45

ディスカッション 野球におけるジュニア育成－医学的管理における現状と課題

 潤生会岩間整形外科（神奈川県）　岩間　　徹 …… 46

共催：久光製薬（株）

7月 15日（月・祝） 第５会場



第32回日本臨床整形外科学会学術集会・まほろば関西（72）

一般演題23 9：10～9：58

リハビリテーション①

座長：大谷　卓弘（大谷整形外科眼科）

O23-1  超音波診断装置を用いた後頸部の等尺性収縮に関する検討

 文京学院大学 保健医療技術学部（埼玉県）　上田　泰久 …… 199

O23-2 肘関節拘縮に対する焦点型体外衝撃波治療

 勝田整形外科医院（茨城県）　軍司　　晃 …… 199

O23-3 橈骨遠位端骨折を呈した、全身性強皮症患者に対するリハビリテーション

～鉱泥浴と徒手療法の併用での介入～

 九州大学病院別府病院　慢性疾患診療部（大分県）　野尻龍太郎 …… 200

O23-4 重度手根管症候群患者の握力と関連するHand20の20項目の検討

 社会医療法人恒心会　恒心会おぐら病院　リハビリテーション部（鹿児島県）　久原　義浩 …… 200

O23-5 Over useによって生じた手根管症候群・環指腱鞘炎に対してスプリント療法及び

管理指導が有効だった1症例

 医療法人社団橘会　整形外科米澤病院　リハビリテーション部（石川県）　下田　逸平 …… 201

O23-6 頸椎・胸椎アライメントが下肢痛へ影響を与えていた一症例

 筑波学園病院　リハビリテーション科（茨城県）　小林　貴太 …… 201

一般演題24 9：58～10：46

リハビリテーション②

座長：篠田　　侃（篠田整形外科）

O24-1 質問紙法を用いたリスクマネジメントの意識調査における臨床経験年数別での検討

 北水会記念病院　リハビリテーション科（茨城県）　仲山　　勉 …… 202

O24-2 3次元動作解析からみた理学所見の重要性の検討

医療法人　光仁会　あいづ整形外科リハビリテーションクリニック　リハビリテーション部（福島県）　酒井　翔太 …… 202

O24-3 大腿骨近位部骨折の地域連携パスの現状と課題

 副島整形外科病院（佐賀県）　森澤　佳三 …… 203

O24-4 当院における水中運動療法の効果

医療法人社団　おると会　浜脇整形外科リハビリセンター リハビリテーション科（広島県）　宮崎　寛史 …… 203

O24-5 岸和田リハビリテーション病院における機能訓練の実態

 岸和田リハビリテーション病院（大阪府）　黒田　晃司 …… 204

O24-6 岸和田リハビリテーション病院におけるリハビリテーションによる機能改善について

 岸和田リハビリテーション病院（大阪府）　黒田　晃司 …… 204

7月 15日（月・祝） 第６会場
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一般演題25 10：46～11：26

リハビリテーション③

座長：加藤　裕之（医療法人社団医彩会　かとう整形外科医院）

O25-1 運動器不安定症における機能評価基準の検討

 医療法人　幸仁会　いちはし整形外科（福井県）　呉服　健一 …… 205

O25-2 変形性膝関節症患者に対するロコモーショントレーニング指導の有用性

 やまもと整形外科医院（大阪府）　山本　善哉 …… 205

O25-3 膝前十字靭帯再建術後のリバウンドジャンプパワーと膝最大伸展筋力における回復時期の比較

 社会医療法人恒心会　恒心会おぐら病院　リハビリテーション部（鹿児島県）　中畑　敏秀 …… 206

O25-4 knee-inにおける縫工筋、薄筋、半腱様筋の筋活動に関する調査

 医療法人誠幸会　わだ整形外科クリニック　リハビリテーション部（大阪府）　高尾　耕平 …… 206

O25-5 保存的治療の膝蓋骨脱臼における独歩の安定性が向上した症例

 やまだ整形外科クリニック（兵庫県）　井村　光児 …… 207

一般演題26 11：26～12：14

リハビリテーション④

座長：神藤　佳孝（しんとう整形外科・リウマチクリニック）

O26-1 股装具による股関節の可動域に対する制動性

 医療法人弘昭会　大森整形外科リウマチ科　リハビリテーション部（福井県）　栗田健太郎 …… 208

O26-2 通常歩行とT字杖歩行とノルディックウォークの比較

 医療法人慈幸会　こもと整形外科（愛知県）　梅原　昇汰 …… 208

O26-3 当院におけるノルディックポール使用者の移動能力と継続使用者の追跡調査（第2報）

 医療法人社団橘会　整形外科米澤病院　リハビリテーション部（石川県）　堂井　康平 …… 209

O26-4 階段降段方法の違いによる大腿四頭筋の筋活動について

 医療法人　誠幸会　わだ整形外科クリニック　リハビリテーション部（大阪府）　藤岡　　学 …… 209

O26-5 TKA施行患者における術前のQOL評価と機能的因子の関連性

 医療法人社団おると会　浜脇整形外科リハビリセンター　リハビリテーション科（広島県）　井出本憲克 …… 210

O26-6 端坐位での前方リーチ距離（端坐位FRT）と重心の軌跡長との関係性

 北水会記念病院　リハビリテーション科（茨城県）　池田　拓未 …… 210

ランチョンセミナー13 12：40～13：40

座長：前田　　登（前田整形外科クリニック）

LS13 腰痛診療ガイドラインを深く知って現場で活かす

 自治医科大学　整形外科（栃木県）　竹下　克志 …… 63

共催：第一三共（株）

7月 15日（月・祝） 第６会場
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一般演題27 11：50～12：30

医院経営

座長：堀口　泰輔（堀口整形外科医院）

O27-1 山口県の整形外科診療所における理学療法士雇用の実態調査－山口県臨床整形外科スタディ－

 とよた整形外科クリニック（山口県）　豊田耕一郎 …… 211

O27-2 診療所で療法士を獲得するために

～大阪臨床整形外科医会療法士会アンケートから得た傾向より対策を考える～

 医療法人　妻鹿整形外科（大阪府）　上山　知子 …… 211

O27-3 当院受診の外国人患者に対する調査研究

 社会医療法人　松田整形外科記念病院（北海道）　菅原　　誠 …… 212

O27-4 当院の医療の周辺の2018年までの状況

 赤松クリニック（兵庫県）　赤松　俊浩 …… 212

O27-5 学術集会会計からJCOA学術集会の運営を考える

 JCOA学術研修委員会（大阪府）　長谷川利雄 …… 213

ランチョンセミナー14 12：40～13：40

座長：子田　純夫（東京都臨床整形外科医会）

LS14 腎機能、動脈硬化の視点からみた運動器変性疾患の手術成績と鎮痛剤の安全な使い方

 地域医療機能推進機構　大阪病院（大阪府）　坂浦　博伸 …… 64

共催：帝人ファーマ（株）

7月 15日（月・祝） 第７会場
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産業医資格継続研修会 9：00～12：00

 ………………………………………………………………………………………………………………………… （25）

ランチョンセミナー15 12：40～13：40

座長：大橋　輝明（医療法人大橋整形外科クリニック）

LS15 脊髄性筋萎縮症が変わる　－整形外科との連携－

 久留米大学病院　小児科（福岡県）　弓削康太郎 …… 65

共催：バイオジェン・ジャパン（株）

7月 15日（月・祝） 第８会場


