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第31回日本肘関節学会学術集会　日程表 ［第１日目　2月８日（金）］

10:30～11:30

特別講演

Michael R. Hausman

座長：和田　卓郎

13：00～13：30
会長講演
和田　卓郎

座長：加藤　博之

13：00～13：30
会長講演

中継

開会式

16:20～17:50

パネルディスカッション1
重度肘不安定外傷
座長：今谷　潤也
　　　辻　　英樹

11：50～12：50

ランチョンセミナー１

矢島　弘嗣
座長：長岡　正宏

共催：三笠製薬株式会社

13：30～15：00

International 
Symposium

Elbow Arthroscopy
　座長：島田　幸造
　　　　Michael R. Hausman

9：00～10：12

 
主題1
基礎

座長：青木　光広
　　　森友　寿夫

13:38～14:23
エキスパートセッション1

骨軟部腫瘍
座長：上田　孝文
　　　江森　誠人

18:30～19:30

評議員会

15：10～16：10
アフタヌーンセミナー１

今谷　潤也
座長：稲垣　克記

共催：ジョンソン・エンド・
ジョンソン株式会社

9:00～9:49

一般1　体外衝撃波
座長：熊井　　司
　　　大歳　憲一

17:00～17:30
ポスター1　小児1（上腕骨遠位骨折）

座長：山崎　　宏

17:00～17:25
ポスター4　野球肘1（OCD・内側障害）

座長：佃　　幸憲

17:00～17:30
ポスター7　腱付着部症

座長：兒玉　　祥

17:30～17:55
ポスター2　小児2（骨折合併症・骨端症）

座長：金城　政樹

17:25～17:55
ポスター5　野球肘2（投球障害・スポーツ障害）

座長：石河　利広

17:30～18:00
ポスター8　二頭筋腱
座長：山内　大輔

17:55～18:30
ポスター3　小児3（骨折・脱臼）

座長：南野　光彦

17:55～18:30
ポスター6　野球肘3（OCD）

座長：森谷　浩治

18:00～18:30
ポスター9　炎症・関節症

座長：加地　良雄

9：00～11：00

18：30～19：00
ポスター撤去

11：00～17：00

13：30～16：30

ハンズオンセミナー１
Linked / Un-Linked人工肘関節ハンズオンセミナー

演者：岩澤　三康

テーブルインストラクター：永瀬　雄一
　　　　　　　　　　　　　藤田　浩二

共催：ジンマー・バイオメッド合同会社

ハンズオンセミナー会場（5F　海）

9:49～10:29

一般2　鏡視下手術
座長：中村　俊康
　　　近藤　　真

13:30～13:58
一般3　肘部管症候群1

座長：信田　進吾

13:58～14:26
一般4　肘部管症候群2

座長：谷口　泰德

14:35～15:10
一般5　野球肘1（健診）

座長：渡邊　幹彦
　　　谷口　　昇

9:00～9:49
一般9　成人外傷1（橈骨頭・頚部）

座長：池田　全良
　　　田中　利和

9:49～10:17
一般10　成人外傷2（肘頭）

座長：佐藤　　攻

10:17～10:45
一般11　成人外傷3（肘頭）

座長：浦部　忠久

10:45～11:27
一般12　基礎

座長：有野　浩司
　　　西田圭一郎

13:00～13:38
一般13　腫瘍・類似疾患

座長：谷澤　泰介

14:23～15:05

一般14　神経損傷・肘屈曲再建
座長：柿木　良介
　　　田尻　康人

15:10～15:59

一般15　小児1（肘関節周囲外傷）
座長：橋詰　博行
　　　仲尾　保志 

15:59～16:34
一般16　小児2（変形・感染）

座長：森澤　　妥
　　　松井雄一郎

16:34～17:16
一般17　関節症・拘縮・麻酔

座長：高瀬　勝己
　　　岡﨑　真人

17:16～18:05

一般18　脱臼・靱帯損傷
座長：麻田　義之
　　　本宮　　真

15:10～15:52
一般6　野球肘2（離断性骨軟骨炎）

座長：衛藤　正雄
　　　正富　　隆

15:52～16:34

一般7　野球肘3（離断性骨軟骨炎）
座長：中川　泰彰
　　　岩堀　裕介

16:34～17:16
一般8　野球肘4（離断性骨軟骨炎）

座長：佐藤　和毅
　　　古島　弘三

10:30～11:30

特別講演

中継

11：50～12：50

ランチョンセミナー2

岩崎　倫政
座長：高原　政利

共催：久光製薬株式会社

ポスター閲覧

ポスター貼付
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第31回日本肘関節学会学術集会　日程表 ［第２日目　2月9日（土）］

13：00～13：30
会員総会

閉会式

14:30～16:00

パネルディスカッション2
小児橈骨頭脱臼

座長：堀井恵美子
　　　射場　浩介

11：50～12：50
ランチョンセミナー3

島村　安則
堀田　知伸

座長：坪川　直人
共催：スミス・アンド・ネフュー株式会社

10:00～11:30

シンポジウム
テニス肘最新の治療戦略

座長：別府　諸兄
　　　副島　　修

13:30～14:30

特別シンポジウム
日本肘関節外科学会 

新時代への発信

座長：和田　卓郎

8:45～9:39

主題2
肘外傷のリハビリテーション

座長：原田　康江
　　　白戸　力弥

16:10～17:04

エキスパートセッション2
Nightmare in Elbow 

Surgery
座長：池上　博泰
　　　村瀬　　剛

14:30～15:30

アフタヌーンセミナー2
末永　直樹

座長：加藤　博之
共催：帝人ナカシマメディカル株式会社

8:45～9:20
一般19　シンポジウム関連演題・上顆炎1

座長：新井　　猛
　　　佐竹　寛史

9:20～9:41
一般20　シンポジウム関連演題・上顆炎2

座長：西中　直也
9:39～10:28

一般27　成人外傷4（上腕骨通顆骨折）
座長：浅見　昭彦
　　　長田　伝重

10:28～11:17

一般28　成人外傷5（上腕遠位）
座長：金谷　文則
　　　入船　秀仁

13:30～14:11
一般29　小児3（橈骨頭脱臼）

座長：高山真一郎
　　　尼子　雅敏

13:50～14:20
ポスター10　成人外傷1（脱臼骨折）

座長：小林　由香

13:50～14:05
ポスター13　成人外傷4（肘頭骨折）

座長：石垣　大介

13:50～14:20
ポスター16　拘縮・その他
座長：入江　弘基

14:20～14:55
ポスター11　成人外傷2（上腕骨遠位骨折）

座長：岩本　卓士

14:05～14:35
ポスター14　腕橈関節
座長：建部　将広

14:20～14:50
ポスター17　神経

座長：長谷川　和重

14:55～15:25
ポスター12　成人外傷3（橈骨近位骨折）

座長：長田　龍介

14:35～15:05
ポスター15　陳旧性脱臼
座長：古町　克郎

15：25～16：00
ポスター撤去

10：00～13：50

8：00～10：00

13:30～15:30

ハンズオンセミナー2
野球肘に対するエコーを用いた診断と治療

コーディネーター：山崎　哲也

インストラクター：土屋　篤志
　　　　　　　　　中井　大輔

共催：Arthrex Japan 合同会社

ハンズオンセミナー会場（5F　海）

8:45～9:34

一般21　野球肘5（内側）
座長：藤岡　宏幸
　　　船越　忠直

9:34～10:23

一般22 野球肘6（病態・診断）
座長：白井　久也
　　　松浦　哲也

10:23～11:05
一般23 野球肘7（その他）

座長：入江　　徹
　　　戸祭　正喜

13:30～14:05
一般24　人工肘関節1（基礎、外傷）

座長：大野　義幸
　　　難波　二郎

15:10～15:58

一般31　小児5（上腕骨顆上骨折）
座長：六角　智之
　　　谷野　善彦15:40～16:15

一般25　人工肘関節2（RA・非拘束型）
座長：水関　隆也
　　　秋田　鐘弼

16:15～16:50
一般26 人工肘関節3（RA・拘束型）

座長：野口　政隆
　　　三部　順也

15:58～16:46

一般32　成人外傷6（難しい外傷）
座長：佐々木　勲
　　　土田　芳彦

14:11～15:00

一般30　小児4（上腕遠位）
座長：代田　雅彦
　　　坪　　健司

11：50～12：50
ランチョンセミナー4

宮武　和馬
座長：中島　祐子

共催：コニカミノルタジャパン株式会社
/ アルケア株式会社

ポスター閲覧

ポスター貼付


