
第 16 回日本側彎症学会研修セミナーBasic course プログラム 

 

2019 年 6 月 14 日(金) 14:00〜19:00 ・ 15 日(土) 8:30〜14:00 

主催：日本側彎症学会研修委員会 会場：岩手教育会館（盛岡市大通一丁目 1 番 16 号） 

受講料：医師 15,000 円 メディカルスタッフ 10,000 円 

 

■第 1 日 6 月 14 日(金) 

 

13:30 ~ 受付                            司会進行 村上秀樹 / 辻太一 

13:50  開会の挨拶                北海道医療ｾﾝﾀｰ 伊東 学・岩手医科大学 村上秀樹 

 

14:00 ~ 基調講演 1  

1.はじめに 側弯症とは (10 分)                       北海道医療ｾﾝﾀｰ 伊東 学 

2. 側弯症の自然経過 (10 分)                       金沢大学   出村 諭  

3 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 

 

14:40 ~ 基調講演 2 

4.学校検診 (10 分)                                            大阪医科大学  藤原憲太 

5. 特発性側弯治療の紹介 (10 分)                        神戸医療ｾﾝﾀｰ  鈴木哲平 

 

休憩  

 

15:15 ~  側弯症マネージメント シンポジウム 1 外来、病棟 

1. 問題提起                                                          豊田厚生病院   辻 太一 

2. 側弯症外来の留意点                                             聖隷佐倉市民病院 木村弘美  

3. 病棟での留意点 (パスについて)                  大阪医科大学病棟看護師 松野木千鶴 

全員討論 

 

16:00 ~ 基調講演 3 成人脊柱変形 

1. 成人側弯症の基礎的事項：病態および立位全身アライメント・バランス(20 分)  

                                    新潟脊椎外科ｾﾝﾀｰ    長谷川和宏 

2.成人脊柱変形 概念・治療等 (20 分)                 群馬脊椎脊髄病ｾﾝﾀｰ  清水敬親 

休憩 

 

17:00 ~  側弯症マネージメント シンポジウム 2 手術室 

1. 問題提起                                                          豊田厚生病院   辻 太一 

2.手術室看護師から：セッティング・留意点(15 分)         神戸医療センタ－手術室 藤原真樹 

3.手術室看護師から：セッティング・留意点(15 分)        北海道医療センター手術室 西本宏美 

 

18:00 ~  側弯症マネージメント シンポジウム 3 リハビリテーション 

1. 問題提起                                                              豊田厚生病院   辻 太一 

2. 術前術後のリハのポイント(20 分)                   聖隷佐倉市民病院 加藤木丈英 

全員討論 

 

18:30 終了 

18:45 ~ 全員懇親会 

 



 

 

■第 2 日 6 月 15 日(土) 

 

7:45~ 受付                               司会進行 村上秀樹／辻太一 

8:20~ ごあいさつ                           岩手医科大学教授 土井田稔 

 

8:30 ~ 基調講演 4 側弯症各論 

1.特発性側弯症  (10 分)                     獨協医科大学埼玉医療ｾﾝﾀｰ 飯田尚裕 

2.症候性側弯症  (10 分)                           岩手医科大学  村上秀樹 

3.先天性側弯症 (10 分)                                               福岡市立こども病院  柳田晴久 

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

 

9:10 ~ 基調講演 5 側弯症各論  

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

2. 側弯症の症状及び診察の仕方と注意点  (10 分)                  豊田厚生病院   辻 太一 

3. 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   

4.側弯症 装具療法について (10 分)                    大阪医科大学  藤原憲太 

 

休憩 

 

10:00 ~  特別講演  

側弯症装具療法（仮題）(30 分)                     いわて脊椎側弯ｾﾝﾀｰ 山崎 健  

   

10:45 ~  特別実演                                                 座長 岩手医科大学  村上秀樹 

早期発症側弯症治療 Casting 実演           自治医科大学とちぎ子ども医療ｾﾝﾀｰ 吉川一郎 

 共催：メドトロニックソファモアダネック株式会社 

 

11:45 ~ ランチタイムシンポジウム 

私の装具療法タイムスケジューリング                                                座長 藤原憲太 

清水敬親 / 出村 諭 / 茶薗昌明 / 飯田尚裕 / 安倍雄一郎 / 細金直文 / 鈴木哲平 

 

12:30~ 側弯症マネージメント シンポジウム 4  装具採型〜適合 

株式会社 松本義肢製作所  AC brace / Milwaukee (担当 辻太一） 

有限会社 永野義肢        Boston / OMC （担当 藤原憲太） 

株式会社 神療義肢          Cheneau （担当 鈴木哲平） 

 

13:30~ 14:00 

総合討論   質問コーナー    

         

14:00 閉会の挨拶                           岩手医科大学  村上秀樹 

        


