
日本手外科学会専門医制度　教育研修講演認定一覧（平成23年度10月開催分）

番号 会の名称及び主催者名 代表者 開催日 開催時間 会場 演題名 講師氏名 開催日 開催時間
付与
単位

担当者 所属 ＴＥＬ

11-064-01 第16回「目で見る整形外科」東
京コロキュアム

別府　諸兄 平成23年10月1日 15:00～17:00 大手町サンケイプラ
ザ

TFCC損傷に対する診断と治療 三浪　明男 平成23年10月1日 16:00～17:00 1 別府　諸兄 聖マリアンナ医科大
学整形外科学講座

044-977-8111

11-065-01 第25回福島手外科研究会 古月　顕宗 平成23年10月1日 16:00～19:00 郡山ビューホテル 手外傷における関節、軟部組織再建のコツ
とピットフォール

五谷　寛之 平成23年10月1日 18:00～19:00 1 田山　信敬 財団法人磐城済世
会松村総合病院

0246-23-2161

11-066-01 大分生体内吸収性材料セミ
ナー

内田　和宏 平成23年10月5日 18:30～21:30 大分全日空ホテルオ
アシスタワー

手外科領域における生体内吸収性プレート
を用いた治療

酒井　昭典 平成23年10月5日 19:30～20:30 1 内田　和宏 大分循環器病院整
形外科

097-532-1111

11-067-01 橈骨遠位端骨折マイクロネイル
セミナー

金谷　文則 平成23年10月6日 19:00～21:00 沖縄ハーバービュー
ホテル

橈骨遠位端骨折に対する治療戦略-マイクロ
ネイル法の適応と限界

衣笠　清人 平成23年10月6日 19:30～20:30 1 金谷　文則 琉球大学医学部附
属病院

098-895-1174

11-068-01 教育シンポジウム　やさしくわかる基礎研究1 久保田　義顕
坂井　靖夫

平成23年10月6・7日 14:00～15:30 1

11-068-02 教育シンポジウム　やさしくわかる基礎研究2 吉村　浩太郎
梅澤　明弘
秋元　正宇

平成23年10月6・7日 9:00～10:30 1

11-069-01 第30回武蔵南部整形外科研究
会学術講演会

別府　諸兄 平成23年10月13日 19:00～20:00 ホテルモリノ 小児における四肢再建 藤　哲 平成23年10月13日 19:00～20:00 1 別府　諸兄 聖マリアンナ医科大
学整形外科学講座

044-977-8111

11-070-01 母指CM関節症、STT関節症に対する鏡視下
手術

面川　庄平 平成23年10月8日 16:00～17:00 1

11-070-02 再生医療による神経移植の代替療法と月状
骨壊死に対する治療

落合　直之 平成23年10月8日 17:00～18:00 1

11-072-01 札幌整形外科研修セミナー(第
19回)

山下　敏彦 平成23年10月15日 17:30～18:30 札幌グランドホテル 末梢神経外科の新展開 平田　仁 平成23年10月15日 17:30～18:30 1 射場　浩介 札幌医科大学整形
外科

011-611-2111

11-073-01 第38回七隈ハンドカンファレン
ス

石河　利之 平成23年10月21日 18:20～20:00 タカクラホテル福岡 手関節捻挫ってなに？慢性手関節痛の診断
と治療

安部　幸雄 平成23年10月21日 19:00～20:00 1 石河　利之 福岡大学医学部整
形外科学教室

092-801-1011

11-074-01 第26回佐賀手の外科・外傷研
究会

浅見　昭彦 平成23年10月22日 17:00～19:00 ホテルニューオータ
ニ佐賀

上肢骨軟部腫瘍の診断と治療 浅見　昭彦 平成23年10月22日 18:00～19:00 1 浅見　昭彦 佐賀社会保険病院 0952-28-5311

東京医科大学病院
形成外科

03-3342-6111

兵庫県手外科症例検討会特別
講演会

田中　寿一 平成23年10月8日 15:45～18:00 神戸ポートピアホテ
ル

田中　寿一 兵庫医科大学整形
外科学教室

0798-45-6452

第20回日本形成外科学会基礎
学術集会

渡辺　克益 平成23年10月6・7日 10月6日
8:55～18:00

10月7日
8:00～17:30

ハイアットリージェン
シー東京

松村　一



日本手外科学会専門医制度　教育研修講演認定一覧（平成23年度10月開催分）

番号 会の名称及び主催者名 代表者 開催日 開催時間 会場 演題名 講師氏名 開催日 開催時間
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担当者 所属 ＴＥＬ

11-075-01 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプ
レート-合併症回避の工夫-

今谷　潤也 平成23年10月22日 17:15～18:15 1

11-075-02 橈骨遠位端骨折に対する治療戦略 金谷　文則 平成23年10月22日 16:05～17:05 1

11-076-01 屈筋腱損傷の治療 牧　裕 平成23年10月22日 15:00～16:00 1

11-076-02 RA上肢に対する人工関節置換術 三浪　明男 平成23年10月22日 18:00～19:00 1

11-077-01 第11回大分外傷研究会 中村　英次郎 平成23年10月27日 19:00～20:00 大分全日空ホテルオ
アシスタワー

成人の肘関節周辺骨折の治療 池上　博泰 平成23年10月27日 19:00～20:00 １ 中村　英次郎 明野中央病院 097-558-3211

11-078-01 New visions on Neuropathic
pain:pathophysiology,diagnosis and therapy

Thomas R.TÖ
llE

平成23年10月28日 11:00～12:00 1

11-078-02 運動器慢性痛への対応-薬物療法とその課
題-

牛田　享宏 平成23年10月28日 14:00～15:00 1

11-078-03 整形外科領域における感染症の治療戦略 古川　恵一 平成23年10月28日 16:00～17:00 １

11-078-04 痛みの比較文化論 池田　光穂 平成23年10月29日 11:00～12:00 1

11-078-05 橈骨遠位端関節内骨折治療における二つの
キーワード-掌側ロッキングプレート固定と鏡
視下手術-

安部　幸雄 平成23年10月29日 12:00～13:00 １

11-078-06 韓国プライベートホスピタルにおける手外科
と手外科専門医教育および 近の韓国医療
保険事情

Sang-Hyun
Woo

平成23年10月29日 15:30～16:30 1

11-079-01 第27回慶大手の外科研修セミ
ナー

池上　博泰 平成23年10月29日 15:00～17:00 慶應義塾大学医学
部信濃町キャンパス

CRPSの診断と治療-手外科医の立場からの
小経験

西浦　康正 平成23年10月29日 16:00～17:00 1 池上　博泰 慶應義塾大学医学
部整形外科

03-5363-3812

11-080-01 第341回MOC会 岩本　幸英 平成23年10月31日 19:00～20:30 アクロス福岡国際会
議場

上肢（手関節部・手指）の骨端線損傷の基礎
と臨床

麻生　邦一 平成23年10月31日 19:00～20:00 1 脇山　みさ子 九州大学医学部整
形外科

092-642-5487

山口大学大学院医
学系研究科整形外
科学

0836-22-2266第117回中部日本整形外科・災
害外科学会学術集会

田口　敏彦 平成23年10月28・29日 学術集会全体
のスケジュール
は担当者へお
問合せください

宇部全日空ホテル 重冨　充則

新井　猛 聖マリアンナ医科大
学整形外科学講座

田嶋　光 熊本整形外科病院 096-366-3666

044-977-8111

熊本全日空ホテル
ニュースカイ

第17回神奈川上肢外科研究会 別府　諸兄 平成23年10月22日 13:00～19:00 横浜シンポジア

熊本上肢の外科研究会 田嶋　光 平成23年10月22日 16:00～19:00


