
第 17 回日本側彎症学会研修セミナー WEB 開催プログラム 

 

2021 年 7 月 17 日(土) 8:30〜18:00 

主催：日本側彎症学会研修委員会 

セミナーホスト：飯田尚裕 (渓仁会 手稲渓仁会病院 ・ 獨協医科大学 埼玉医療センター) 

受講料：医師 10,000 円  メディカルスタッフ 5,000 円  学生・教育関係者 3,000 円 

 

 

 

8:15 ~ Web オープン                         司会進行 飯田尚裕 / 辻太一 

8:30  開会の挨拶                    日本側彎症学会 理事 信州大学 高橋 淳 

セミナーホスト 飯田尚裕 

8:35~9:00 -session1- 

1.はじめに 脊柱とは (10 分)解剖 機能                              信州大学   高橋 淳  

2.側弯症 疾患概念  (10 分)                              金沢大学   出村 諭 

質疑応答 

 

9:00~9:40 - session 2- 

3.特発性側弯症 (10 分)                         手稲渓仁会病院 飯田尚裕 

4.側弯症の発症時期 児の成長について (10 分)                  宇都宮病院   茶薗昌明 

5.側弯症の原因、遺伝 (10 分)                         杏林大学  細金直文 

質疑応答 

 

9:40~10:20 - session 3- 

6.神経・筋原性側弯症 (10 分)                                             岩手医科大学  村上秀樹 

7.先天性側弯症 (10 分)                                   福岡市立こども病院  山口 徹 

8.早期発症側弯症 (10 分)                        神戸医療センタ－  鈴木哲平 

質疑応答 

 

10:20~10:50 - session 4- 

9. 側弯症の症状及び診察の仕方と注意点  (10 分)                   名古屋大学    中島宏彰 

10. 側弯症の画像所見とその見方 (10 分)                        えにわ病院   安倍雄一郎 

質疑応答 

 

10:50~11:30 - session 5- 

11.側弯症の治療 ( 10 分)                                           鹿児島赤十字病院   山元拓哉                                             

12.側弯症 装具療法について (10 分)             秋田県立医療療育センター    三澤晶子 

13.側弯症 手術療法について (10 分)                   信州大学    大場悠己 

質疑応答 

 

11:30~12:05 - session 6-              座長 学校保健委員会 委員長 宮崎東病院 黒木浩史 

14.側弯症 学校検診について (10 分)                   土居整形外科   藤原憲太 

指定発言                                                                   宇都宮病院  茶薗昌明 

秋田県立医療療育センター三澤晶子 

 

  



12:05~12:20  ビデオ供覧 座長 岩手医科大学  村上秀樹 

早期発症側弯症治療 Casting 治療                     豊田厚生病院 辻 太一 

     

12:20~12:40 企業プレゼンテーション 5 分 x 4 社 

 

12:40 ~13:40 ランチョンセミナー (特別講演)                        座長 手稲渓仁会病院 飯田尚裕 

思春期脊柱側彎症に対する治療の極意 -親・患者との関わり方と倫理-   獨協医科大学名誉教授 野原 裕                   

 

13:40~14:30 – ASD session -７ 

15. 成人期以降の脊柱変形：基礎的事項・アライメント (20 分)      新潟脊椎外科センター    長谷川和宏 

16.成人脊柱変形 概念・治療 合併症(20 分)          獨協医科大学埼玉医療センター 片柳順也 

質疑応答 

 

14:30~16:00 側弯症マネージメント シンポジウム 1 看護-座長-髙橋 淳 / 聖隷佐倉市民病院 小谷俊明 

1. 問題提起 ( 2 分)                                                        豊田厚生病院   辻 太一 

2. 側弯症外来での留意点(15 分)                                       聖隷佐倉市民病院  木村弘美 

3. 多職種での取り組み (15 分)                                  信州大学 病棟    土屋優美 

4. 手術室での留意点 (15 分)                       信州大学 手術室  渡辺リカ 

全員討論 

 

16:00~16:45 側弯症マネージメント シンポジウム 2 リハビリテーション-               座長-飯田尚裕- 

1. 問題提起 ( 2 分)                                                        豊田厚生病院   辻 太一 

2. 術前術後のリハのポイント(15 分)                  聖隷佐倉市民病院  加藤木丈英 

3.側弯症に対するリハビリテーション(15 分)     獨協医科大学埼玉医療ｾﾝﾀｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 飛永敬志 

全員討論 

 

16:45~17:45 側弯症マネージメント シンポジウム 3 装具療法-座長 -辻 太一- 

1. 問題提起 (2 分)                                                        豊田厚生病院   辻 太一  

2.私の装具療法 (10 分)(Cheneau)                                    神戸医療ｾﾝﾀｰ  鈴木哲平 

3.私の装具療法 (10 分)(OMC)                                             土居整形外科   藤原憲太 

4.義肢装具士からみた装具療法の実際(AC brace / Boston) (10 分)              松本義肢製作所  水谷公洋 

5.義肢装具士からみた装具療法の実際(OMC) (10 分)                             永野義肢  永野 徹 

全員討論 

 

17:45~17:55  

総合討論   質問コーナー        

 

17:55 理事長挨拶              日本側彎症学会 理事長 北海道医療センター 伊東 学 

   閉会の挨拶              日本側彎症学会 理事       信州大学  高橋 淳 

セミナーホスト  飯田尚裕 

18:00 終了 

 

＊上記は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。 

＊問い合わせ先：日本側彎症学会研修セミナー事務局 jss@soteria.cc 


