
セミナーのご
本年も宮城手の研究会主催の宮城手の外科セミナーを開催いたします。プログラムは毎回改訂

しており、今回も新ししヽテーマと次の世代を担う若手の演者を加えて refreshし ました。今回は基

本的事項を中心に掲げ、日常診療でよく遭遇する疾患や治療のピットフォールを勉強できるように

しました。ショー トレクチャーを中心とし、エコーのハンズオンを含めた幅広い内容を 1日 で網羅

しています。当日配布の講演内容のテキス トもあり、有意義なディスカッションができることを期

待しています。

教育研修講演 (日 整会 1単位、日手会 1単位、各々取得可能)は、3人の先生にお願いしまし

た。まず同門の後藤 均先生に、「失敗例から学ぶ手外科の初期治療」の講演をして頂きます。手

の治療では初期対応がよくないと、後で救済するのが非常に困難になることが多々あり、やっては

いけない治療の「べからず集」となる講演が期待されます。招待講演の 1人 目は新潟手の外科研究

所病院院長の坪川直人先生に「手外科外来診療におけるポイントとピットフォール」のご講演を頂

きます。先生は手外科全般の豊富な経験をお持ちですので、外来で遭遇する手外科疾患の診療の実

際を凝縮して教えて頂ける絶好の機会と考えます。招待講演の 2人 目は日本医科大学形成外科主任

教授の小川 令先生に「手外科における創傷・願痕治療の最新理論と実践」の演題でお話しいただ

きます。日常診療に明日からすぐに役に立つ内容であると期待しております。

1年 に 1度 、手の外科を集中して学べる貴重な機会ですので、多数の先生方のご参加をお願

いいたします。今までご参加されたことのない先生方も、

さい (単位受講費だけで OKで塾 。多 くの方々に手の外科を啓蒙するのが本会の趣旨です。

教育研修講演受講費も含まれますので参加費は決 して高 くはないと思います !

当日参加も可能ですが、テキス トの部数に限りがあります。参加ご希望の方は事務局まで FAXま

たは E一mallで お申し込み下さい。

宮城手の研究会事務局 仙塩利府病院 整形外科 長谷川和重

TEL.022-355-411l  FAX.022-355-4192    hasekazuOmuh.bigiobei ne 」p

選レ 第 16回 (2018)宮 城手の州ヽ科セ ミナー

日 時 :平成 30年 9月 29日 (上)9i30～ 18:30
場 所 :エ ーザイ仙台コミュニケーシ ョンオ フィス 4階 仙台市青葉区上杉 1-17-

7 仙台上杉ビル 4階 (地下鉄「北四番丁」近く) 昨年と場所が異なります !!

医 師 5000円 (教育研修講演受講費含む )、

パラメディカル  3000円

プログラム : 別紙参照

参加費 :

共催 :宮 城 手 の研究 会 /エーザイ株式会社



第 16回 宮城手の外科セミナープログラム

日 時 :平成 30年 9月 29日 (上) 9:30～ 18:30
場 所 :エーザイ仙台コミュニケーションオフィス 4階
仙台市青葉区上杉 1-17-7 仙台上杉ビル 4階 (地下鉄「北四番丁」近く)

TEL:080-9889-4111(エ ーザイ株式会社 多田)

参加費 :5,000円 (医師以外 3,000円 )

ご挨拶  (9:30～ 9:35) 仙塩利府病院 整形外科 宮坂 芳典

【一般演題】
～末梢神経障害の鑑別診断に必要な事項～ (9:35～ 9:55)1.上肢の神経解剖学

                      仙塩利府病院 整形外科 長谷川 和重
2.ご紹介いただいた携骨遠位端骨折の治療経過 (9:55～ 10:15)

仙台市立病院 整形外科 佐々木 大蔵
3.中手骨頚部骨折 (Boxer骨折)の治療 (10:15～ 10:35)

仙塩利府病院 整形外科 林 耕宇
【休憩 10分】

4.母指 CM関節症の手術治療 (10:45～ 11:05)

東北大学病院 整形外科 人田
5。 手指屈筋腱断裂術後の超短期入院 。自己早期運動療法の試み (11:05～ 11:25)

仙台市立病院 整形外科 佐々木
6口 手関節鏡・肘関節鏡の基本的事項 (11:25～ 11:45)

東北大学病院 整形外科 品川
7.外傷性腕神経叢麻淳に対する神経移植術、神経移行術の経験 (11:45～ 12:05)

仙塩利府病院 整形外科 長谷川
【昼食～13:10】 製品紹介 経口抗真菌剤 「ネイリン」について

8,上肢の超音波診断 (ハ ンズオン) (13:10～ 14:00) 東北大学病院 整形外科
9.手根管症候群のエコー診断 (14:00～ 14:20) ごとう整形外科/手外科クリニック

10。 手の巧績性障害を伴う上肢末梢神経麻淳の華
【10分休憩】

～平成 30年度東北大学員陵同窓会・高橋記念冒
気生理学的診断と治療に関する研究
i受賞講演～ (14:30～ 14:50)

東北労災病院 整形外科 信田進吾

11.重症四肢外傷を極める !～切断指肢からfix and flapま で～ (14:50～ 15:20)

仙台医療センター 形成外科手外科 鳥谷部荘八
【10分休憩】
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【教育研修講演】
『失敗症例から学ぶ手外傷の初期治療』 15:30～ 16:30

【座長】仙塩利府病院 整形外科 長谷川 和重

【演者】ごとう整形外科/手外科クリニック 院長 後藤 均 先生

『手外科外来診療におけるポイントとピットフォール』 16:30～ 17:30

【座長】仙塩利府病院 整形外科 宮坂 芳典 先生

【演者】新潟手の外科研究所病院 院長 坪川 直人 先生

『手外科における創傷・瀬痕治療の最新理論と実践』 17:30～ 18:30

【座長】仙台医療センター 形成外科手外科 鳥谷部 荘八 先生

【演者】日本医科大学 形成外科学教室 主任教授 小川 令 先生

日本整形外科学会教育研修会として1単位に認定されております。  :2 外傷、10 手関節・手疾患 (外傷を含む)(受講料 1単位 :1,000円 )

日本手外科学会教育研修講演として1単位が認定されております。(受講料 1単位 11,000円 )

※単位受講料はセミナー参加費 5,000円 に含まれております。なお、特別講演のみの受講の際は単位分の受講料を頂きます。
※当日はお弁当を準備しております。(なお、国公立の施設にご所属の先生方におきましては、事前にご所属施設の規則等をご確認の上、ご対応お願い

共催 :宮 城手の研究会/エーザイ株式会社
宮城手の研究会事務局 :仙塩利府病院 整形外科 長谷川和重

TEL:022-355-411l    FAX:022-355-4192

申し上げます。)


