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■ 会　　場

第4回 OECアドバンスコース
2012年10月21日（日）

■本研修会のお問合せ先

人工関節置換術の実践と応用
～ 人工関節全置換術を究める ～

2012
Orthopaedic Education Committee

主催：Orthopaedic Education Committee（OEC）

下記ウェブサイトの「研修会」のページからお申し込みください。
http://www.oec-course.jp/kensyukai.htm
先着申し込み順です。
20,000円
50名　※定員になり次第締め切りとさせていただきます。
2012年 9月28日（金）
●参加権利の譲渡はご遠慮願います。申し込みされたご本人以外の受講はできません。
●振込期限を過ぎますと、理由如何にかかわらず自動的にキャンセル扱いとさせていただき、
キャンセル待ちの先生を繰り上げ当選とさせていただきます。

●JR 飯田橋駅／東口より徒歩 8分　●都営大江戸線／飯田橋駅／C3出口より徒歩 8分
●東京メトロ／飯田橋駅／B1 出口より徒歩 8分

■

■
■
■
■
■
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■代表世話人　勝呂  　徹　
東邦大学  名誉教授

■事務局代表　中田  活也　
大阪厚生年金病院  整形外科部長（人工関節担当）

大川  孝浩
久留米大学医療センター  整形外科・関節外科センター  准教授

菅野  伸彦
大阪大学大学院医学系研究科運動器医工学治療学  教授

長嶺  隆二
相生会  杉岡記念病院  院長

松田  秀一
京都大学医学部附属病院  整形外科  教授

稲葉  　裕
横浜市立大学  整形外科  准教授

加畑  多文
金沢大学医学部附属病院  整形外科  准教授

田中  　栄（KNEEアドバンスコース担当世話人）
東京大学医学部附属病院  整形外科・脊椎外科  教授

中村  卓司
東邦大学医療センター大森病院  整形外科  准教授

世　話　人

2012　Orthopaedic Education Committee

ご　挨　拶

　Orthopaedic Education Committee（以下OEC）は、人工関節手術に関する医療の向上と普及を目的と
して2009年4月に設立されました。

　人工関節がもたらす、患者のADLやQOLの向上は、すでに十分周知されており、最も重要なことは基本知
識と基本手技であるとされています。しかしながら手技は、整形外科医の経験により様々であり、手技習得の
ための教育も大学や施設により濃淡があるのが現状です。OECは、若手整形外科医の知識及び手技と質の
標準化、人工関節領域の次世代を担うインプラントエキスパートおよびオピニオンリーダーの育成を目指して
います。その目的を実現するために、人工関節の手術計画、標準的手技から先進的手技を習得すべく、研修
会、ワークショップ、ビデオディスカッションなどを企画していきます。

　2009年と2010年にTKA・THAのOECスタンダードコースを各1回ずつ開催し、2011年度は「人工関節置
換術をきわめる」と題してTKA・THAアドバンスコースも開催しました。2012年度からは新たに5人の先生を
世話人にお迎えして、より豊富な知識と高度な手術手技に基づいた内容を提供できるようコースを充実させ
ていきたいと考えています。

　本コースで学んだ知識が先生の診療の一助になれば幸甚です。
OEC 代表世話人 　勝　呂　　徹

東邦大学 名誉教授

KNEE
アドバンスコース

特  別  講  師

小林  章郎 先生
白庭病院  整形外科  関節センター長

冨田  哲也 先生
大阪大学大学院医学系研究科運動器バイオマテリアル学 (整形外科 ) 准教授

中川  　匠 先生
帝京大学医学部附属病院  整形外科  教授

西野  仁樹 先生
西野整形外科・リウマチ科

五十音順・敬称略（平成 24年 8月現在）

五十音順・敬称略（平成 24年 8月現在）



2012　Orthopaedic Education Committee

KN
EE

 ア
ド
バ
ン
ス
 コ
ー
ス
1
0
月
2
1
日（
日
）

09:00 ̶ 09:05　　開会挨拶   　　　　　　　　　  勝呂 　徹 先生
09:05 ̶ 09:50　　セッション１：温故知新  　　   講師：西野 仁樹 先生 

人工膝関節の歴史　 
人工膝関節のタイプと選択のコンセプト（CR, PS, MB etc.）

09:50 ̶ 10:30　　セッション２：人工膝関節手術のための基礎知識　  講師：冨田 哲也 先生
TKAのための機能解剖   　　
TKAのためのバイオメカニクス 

10:30 ̶ 10:40　　Coffee Break   
10:40 ̶ 11:25　　セッション３：TKAの実際（１）術前計画    講師：長嶺 隆二 先生

TKAの適応 
TKA術前計画 

11:25 ̶ 12:05　　セッション４：TKAの実際（２）アプローチと展開  講師：中村 卓司 先生
皮切・アプローチ  
関節の展開 

12:05 ̶ 13:00　　　昼　　食
13:00 ̶ 14:15　　セッション５：TKAの実際（３）骨切・コンポーネント設置他

骨切のコンセプト      講師：長嶺 隆二 先生
コンポーネントの設置（１）大腿骨コンポーネント  講師：中川 　匠 先生
コンポーネントの設置（２）脛骨コンポーネント  講師：中川 　匠 先生
軟部組織バランス      講師：長嶺 隆二 先生
TKAの合併症とその対策     講師：中村 卓司 先生

14:15 ̶ 14:35　　セッション６：術後評価     講師：中村 卓司 先生
術後成績評価  

14:35 ̶ 14:45　　Coffee Break   
14:45 ̶ 16:15　　セッション７： TKAのコツとピットフォール

（ビデオの解説とフリーディスカッション）
進行：長嶺 隆二先生　講師：世話人講師一同

16:15 ̶ 16:30　　総括・総合質問      長嶺 隆二 先生
16:30 ̶ 16:35　　修了証授与 / 閉会挨拶

9:00 ̶ 　9:05　　開会挨拶

9:05 ̶ 10:15　　セッション１： 人工膝関節手術の考え方

より優れた臨床成績獲得のために
～すべての TKAは primary TKAの延長～
　　手術手技で生じやすい問題と対策

TKAの世界の動向と様々な論点
～人工関節置換術をどうとらえているか？～

本邦における TKAをめぐる様々な論点

Q＆A

10:15 ̶ 10:55　　セッション２： 術前計画

術後成績を確実にするための templating

術前 templating とmiss match の対策

Q＆A 

10:55 ̶ 11:10　　休 憩

11:10 ̶ 12:00　　セッション３： TKA応用編

変形のタイプに合わせた手術手技の工夫
　～内反、外反、拘縮膝に対する考え方～

重度変形に対する手技の理論とその工夫
　～骨欠損に対する対応～
　～可動域向上のための工夫～

Q & A

12:00 ̶ 13:00　　昼食 / 3D templatingソフト展示 ・ハンズオン

13:00 ̶ 14:05　　セッション4： TKAにおける新しい動向

ナビゲーションがもたらす TKAの臨床成績への恩恵

患者への侵襲の減少を図るには何が必要か？　　　

術前評価および計画と術後機能の動的評価との比較
～臨床成績に結びつく因子は？～

Q & A

14:05 ̶ 14:50　　セッション5： 人工膝関節再置換術

本邦における人工膝関節再置換の可能性と対策
～再置換における機種選択の重要性～

TKA再置換術の適応と実際

Q & A

14:50 ̶ 15:00　　休　憩

15:00 ̶ 16:05　　セッション6： TKA再置換のコツとピットフォール
（症例相談・ビデオの解説・フリーディスカッション）

16:05 ̶ 16:30　　4th OEC Advanced Course の総括、総合質問

16:30 ̶ 16:35　　修了証授与 / 閉会挨拶

　5分　　勝呂 　徹　　東邦大学 名誉教授

15分　　勝呂 　徹　　東邦大学 名誉教授

15分　　西野 仁樹　　

30分　　長嶺 隆二　　杉岡記念病院

10分

15分　　小林 章郎　　白庭病院関節センター

15分　　中川 　匠　　帝京大学

10分

15分　

20分　　中村 卓司　　東邦大学

20分　　長嶺 隆二　　杉岡記念病院

10分

60分

20分　　田中 　栄　　東京大学

20分　　冨田 哲也　　大阪大学

15分　　冨田 哲也　　大阪大学

10分

15分　　西野 仁樹　　

20分　　松田 秀一　　京都大学

10分

10分

65分　進行：田中 栄 先生・長嶺 隆二 先生　講師：世話人講師一同

※本プログラムの一部は予告なしに変更される事をご了承下さい。

西野整形外科・
リウマチ科

西野整形外科・
リウマチ科
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