
日小整会誌 （J Jpn Ped Orthop Ass） 28 （3） ： 2019

第3日　11月23日（土）／Saturday, November 23

第2会場／Room 2

9：30～10：18　主題9／Topics 9 S88

DDH（治療）
DDH（therapy）

座長：品田　良之 （松戸市立総合医療センター���整形外科）

3-2-T9-1  先天性股関節脱臼に対するオーバーヘッド牽引法の治療成績
The clinical results of the overhead traction for developmental dysplasia of the hip

神奈川県立こども医療センター   整形外科 百瀬たか子

3-2-T9-2  当科におけるOverhead Traction法治療成績の検討
Examination of Overhead Traction treatment results in our department

昭和大学江東豊洲   整形外科 田邊　智絵

3-2-T9-3  乳幼児期DDH（完全脱臼）診断遅延例に対する関節鏡視下整復術－X線学的評価と合併症－
Arthroscopic reduction with limboplasty for the dislocated hips after walking age - 
radiological results and complications -

大阪市立総合医療センター   小児整形 北野　利夫

3-2-T9-4  福島県総合療育センターにおける広範囲展開法の長期治療成績
Long-term follow-up study of the extensive anterolateral approach in Fukushima rehabilitation 
center for children.

福島県総合療育センター 松尾　洋平

3-2-T9-5  DDH治療後 再脱臼・側方化の予測因子
Predictor of redislocation and lateralization after DDH treatment

長野県立こども病院   整形外科／諏訪赤十字病院   整形外科 泉水　康洋

3-2-T9-6  当院における発育性股関節形成不全（完全脱臼）に対する治療の変遷
Change of the strategy for Developmental Dysplasia of the Hip.

千葉県こども病院   整形外科 及川　泰宏

10：20～11：20　特別講演3／Special Lecture3 S4

成育医療等基本法と小児整形外科
Relation between Child Health and Development Fundamental law and Orthopedic 
Surgery

座長：大谷　卓也 （東京慈恵会医科大学附属第三病院���整形外科）

3-2-SL3-1  成育基本法と今後の子ども政策について
参議院議員・小児科専門医 自見はなこ
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3-2-SL3-2  成育医療等基本法と小児整形外科
Relation between Child Health and Development Fundamental law and Orthopedic Surgery

信濃医療福祉センター   整形外科 朝貝　芳美

11：30～12：30　パネルディスカッション5／Panel Discussion 5 S37

運動器検診の実際と二次検診でのアプローチ
Practice of musculoskeletal examination and approach in secondary screening

座長：日下部虎夫 （京都第二赤十字病院）
　　　内尾　祐司 （島根大学���整形外科）

3-2-PD5-1  学校における運動器検診と課題、そして現場のニーズ
Problems and needs of locomotive organs health in schools

たちいり整形外科 立入　久和

3-2-PD5-2  スクールトレーナーを活用した学校運動器検診の事後措置
How to improve a skeletal screening in school by utilizing school trainer.

島根大学   整形外科 門脇　　俊

3-2-PD5-3  少年野球検診における二次検診での対応
Secondary examination for screening in elementary school baseball players

徳島大学   整形外科 松浦　哲也

3-2-PD5-4  超音波を用いた成長期サッカー選手に対するオスグッド病検診
Prevention of Osgood-Schlatter disease for adolescent soccer players using ultrasonography

札幌医科大学   整形外科 神谷　智昭

3-2-PD5-5  超音波を用いたテニス検診の実際
Medical examination using ultrasonography among junior tennis players

三友堂病院   整形外科 原田　幹生

12：40～13：12　主題10／Topics 10 S91

DDH（検診）
DDH（screening）

座長：根本　菜穂 （埼玉県立小児医療センター���整形外科）

3-2-T10-1  健診で抽出するべき大腿皮膚溝非対称パターンの検討
What kinds of thigh skin crease asymmetry patterns should be extracted by medical checkup?

岩手県立療育センター   整形外科 北川　由佳

3-2-T10-2  奈良県の乳児股関節検診の現状
DDH screening in Nara prefecture

奈良県立医科大学   整形外科 米田　　梓
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3-2-T10-3  乳児股関節脱臼診断遅延の現状と推奨項目によるスクリーニングの有用性
Analysis of delayed diagnosis of DDH and effect of screening system using recommended 
point

あいち小児センター   整形外科 澤村　健太

3-2-T10-4  当院における乳児股関節検診の実態
Research of infant hip examination at our hospital

昭和大学横浜市北部病院   整形外科 伊藤　亮太

13：20～13：30　閉会の辞／Closing remarks
会長　川端　秀彦 （南大阪小児リハビリテーション病院）
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