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番号 会の名称及び主催者名 代表者 会の開催日 会の

開催時間
会場 演題名 講師氏名 教育研修

開催日
教育研修
開催時間

希望
単位

担当者 担当者所属 TEL

13-007-01 第357回ＭＯＣ会 岩本　幸英 2013/04/08 18:45～20:30 アクロス福岡　国
際会議場

肘軟骨損傷に対する治療の現
況と将来展望

岩崎　倫政 2013/04/08 19:00～20::00 1 脇山　みさ子 九州大学医学部
整形外科

092-642-5487

13-024-01 第4回 千葉手と小児の整形
外科合同研究会

六角　智之 2013/04/13 15:30～18:00 オークラ千葉ホ
テル

「裂手症」 福本　恵三 2013/04/13 17:15～18:15 1 六角　智之 千葉市立青葉病
院

043-227-1131

13-031-01 ガイドラインシンポジウム：
四肢再建

桜井　裕之
松浦　慎太郎
川勝　基久
楠原　廣久
松村　一
根本　充

2013/04/03 14:30～15:30 1

13-031-02 若手外科医の教育：マイクロ
サージャリ-

How-Yen Chiu
中塚　貴志
山本　有平
成澤　弘子
中島　英親

2013/04/03 16:10～17:50 1

13-032-01 ミニシンポジウム：
手の新鮮熱傷に対する治療

田中　克己
今井　龍太郎
根本　充
鳥谷部　荘八
仲沢　弘明

2013/04/04 8:30～9:50 1

13-032-02 ミニシンポジウム：
指尖損傷に対する治療方針

磯貝　典孝
福本　恵三
鳥谷部　荘八
岩澤　幹直
楠原　廣久

2013/04/04 10:00～11:20 1

13-033-01 指肢切断治療の最前線 平田　仁 2013/04/05 9:00～10:00 1

13-033-02 肘・手外傷の診断・治療とピット
フォール

金谷　文則 2013/04/05 17:30～18:30 1

13-034-01 手外科のおける保険診療の問
題点

前田　登 2013/04/11 18:30～19:30 1

13-034-02 上肢運動器障害における新世
代三次元評価とその臨床応用

村瀬　剛 2013/04/11 19:30～20:30 1

13-035-01 第11回手の外科懇話会 中村　俊康 2013/04/17 20:00～21:00 神戸ポートピアホ
テル

橈骨遠位端骨折の鏡視下手
術：手技の実際と得られた知見
からその必要性を考える

安部　幸雄 2013/04/17 20:00～21:00 1 中村　俊康 慶應義塾大学医
学部 整形外科

03-5363-3812

13-036-01 運動器痛ニューロイメージング 牛田　亭宏 2013/04/19 18:30～19:30 1

13-036-02 外傷性腕神経叢麻酔（神経引
き抜き損傷）後疼痛に対する脳
神経外科的治療

齋藤　洋一 2013/04/19 19:30～20:30 1

13-037-01 第56回日本手外科学会学術
集会

田中　寿一 2013/04/18～
4/19

7:50～18:30 神戸国際会議
場・神戸商工会
議所

シンポジウム1：
伝承したい私の手外科

上羽　康夫
石井　清一
長野　昭
荻野　利彦
平澤　泰介
土井　一輝

2013/04/18 8:30～10:30 1 田中　寿一 兵庫医科大学整
形外科学教室

0789-45-6542

河井　秀夫 河井　秀夫 四條畷学園大学・
短期大学

072-879-7231神戸国際会議場18:30～20:302013/04/19

06-6221-5933日本コンベンショ
ンサービス株式会
社

中村　祥二

第15回鶴舞手外科セミナー 052-744-2957名古屋大学大学
院医学系研究科
手の外科

平田　仁名鉄ニューグラン
ドホテル7階『扇』

18:20～20:302013/04/11

03-3964-12112013/04/03～
2013/04/05

14:30～11:20平林 慎一 京王プラザホテ
ル

平林　慎一 帝京大学形成外
科

第56回日本形成外科学会総
会・学術集会

8:40～16:152013/04/05～
04/06

吉田　宗人第120回中部整形外科災害
外科学会・学術集会

和歌山県民文化
会館・ホテルアバ
ローム紀の国

第36回末梢神経を語る会

平田　仁
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番号 会の名称及び主催者名 代表者 会の開催日 会の

開催時間
会場 演題名 講師氏名 教育研修

開催日
教育研修
開催時間

希望
単位

担当者 担当者所属 TEL

13-037-02 パネルディスカッション2：
手術する手外科開業医の楽し
みと苦しみ

麻生　邦一
山下　仁司
政田　和洋
吉村　光生
石黒　隆
貞廣　哲郎
後藤　均

8:30～10:30 1

13-037-03 ハンズオンセミナー1：
（1）今日から始める手外科外
来エコー（診断編）
（2）エコーガイドインターベー
ションの実際（治療編）

長田　伝重
長岡　正宏

9:30～10:30 1

13-037-04 ハンズオンセミナー3：
手指骨骨折に対する治療戦略
とロッキングプレートの有用性

大井　宏之 10:00～11:00 1

13-037-05 教育講演1：
肢のスポーツ障害・外傷（肩・
肘関節を除く）

伊藤　恵康 10:50～11:50 1

13-037-06 教育講演2：
手外科を目指す形成外科医
へ：手外科conceptから全身の
再建術が生まれる

光嶋　勲 10:50～11:50 1

13-037-07 ランチョンセミナー1：
手外科から膝関節外科に

越智　光夫 12:20～13:20 1

13-037-08 ランチョンセミナー2：
手関節外傷・疾患の病態・診
断・治療-最新の知見を含めて

中村　俊康 12:20～13:20 1

13-037-09 ランチョンセミナー3：
手の外科における保険診療

牧野　正晴 12:20～13:20 1

13-037-10 ランチョンセミナー4：
（1）手の外科専門病院におけ
る四肢専門 Optima MR430 s
1.5Tの使用経験
（2）デジタルフルオロガイド下
での橈骨遠位端骨折治療の戦
略と実践

坪川　直人
坂野　裕昭

12:20～13:20 1

13-037-11 ランチョンセミナー5：
手外科医が知っておきたい
CRPS

水関　隆也 12:20～13:20 1

13-037-12 ランチョンセミナー6アスリート
の手関節や手指の外傷と障害
－診断、治療、早期競技復帰
への支援－

中尾　悦宏 12:20～13:20 1

13-037-13 招待講演1 Sports injuries of
the Hand

Richard Alley
Berger

13:40～14:40 1

田中　寿一 兵庫医科大学整
形外科学教室

0789-45-6542第56回日本手外科学会学術
集会

2013/04/18～
4/19

田中　寿一 神戸国際会議
場・神戸商工会
議所

7:50～18:30 2013/04/18
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開催日
教育研修
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希望
単位

担当者 担当者所属 TEL

13-037-14 シンポジウム3：
我が国の橈骨遠位端骨折の治
療の現況

楊　鴻生
高畑　智嗣
澤泉　卓哉
西脇　正夫
建部　将広
櫛辺　勇

13:40～15:40 1

13-037-15 パネルディスカッション3：
ビデオで伝えたい私の手術手
技

砂川　融
坂本　相哲
今谷　潤也
村瀬　剛
村田　景一
恵木　丈
飯田　昭夫
島田　幸造
矢島　弘嗣

13:40～15:40 1

13-037-16 ハンズオンセミナー4：
橈骨遠位端骨折に対するロッ
キングプレート固定-DVRアナト
ミックプレートを用いて

橋本　二三男 14:00～15:00 1

13-037-17 シンポジウム2：
手のスポーツ傷害

射場　浩介
佐藤　和毅
石突　正文
古島　弘三
藤尾　圭司
石黒　隆
辻原　隆是

14:50～16:50 1

13-037-18 ハンズオンセミナー2：
Polyaxial locking Plateの有用
性

川崎　恵吉
石井　英樹
山口　和男
森田　晃造
岡崎　真人

15:00～17:00 1

13-037-19 パネルディスカッション1：
橈骨遠位端骨折に対する内固
定のコツとピットフォール

坂野　裕昭
森谷　浩治
安部　幸雄
池上　博泰
富田　一誠
渡邉　健太郎
戸羽　直樹
長田　伝重

15:50～17:50 1

13-037-20 招待講演2：
（1）Osteochondral
Reconstruction In The Radio-
Carpal Joint
（2）Advace in Arthroscopic
Surgery of the Wrist -from
Misty to Mighty

Duke Whan
Chug
Pak-Cheong
Ho

17:00～18:00 1

13-037-21 特別講演：
怪我からの復活－その時アス
リートはこう考える！－

森末　慎二 17:00～18:00 1

2013/04/18神戸国際会議
場・神戸商工会
議所

0789-45-6542兵庫医科大学整
形外科学教室

田中　寿一第56回日本手外科学会学術
集会

田中　寿一 2013/04/18～
4/19

7:50～18:30
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担当者 担当者所属 TEL

13-038-01 シンポジウム4：
母子CM関節症の治療-ビデオ
手技と中長期臨床成績-

水関　隆也
林　正徳
奥野　宏昭
牧野　正晴
藤原　浩芳
小平　聡
面川　庄平

8:00～10:00 1

13-038-02 パネルディスカッション7：
高齢社会における手外科診療

小野　浩史
内山　茂晴
福本　恵三
田中　利和
櫛田　学
鈴木　修身

8:00～10:00 1

13-038-03 招待講演3：
Hand Clinic for the Aged
People

Robert Morris
Szabo

10:00～11:00 1

13-038-04 ハンズオンセミナー5：
手外科領域における骨軟部組
織延長の現状と課題

五谷　寛之 10:00～11:00 1

13-038-05 ハンズオンセミナー7：
橈骨遠位端骨折に対する掌側
ロッキングプレート固定の変遷

森谷　浩治 10:00～11:00 1

13-038-06 シンポジウム5：
舟状骨骨折・偽関節の治療

佐々木　孝
村瀬　剛
大井　宏之
常深　健二郎
川崎　恵吉
坪川　直人

10:00～12:00 1

13-038-07 招待講演4：
（1）Volar and Dorsal Ligaments
Reconstruction for Scapho-
Lunate　Iｎstability
（2）Correction of malunion of
the distal radius and ulna

（1）Beng Hai
Lim
（2）Dietmar
Penning

11:00～12:00 1

13-038-08 ランチョンセミナー7：
Fusion versus arthroplasty in
the treatment of destructed
finger joints

Daniel Herren 12:20～13:20 1

13-038-09 第51回手の先天異常懇話会 香月　憲一 2013/04/19 12:20～13:20 神戸国際会議
場・神戸商工会
議所

ランチョンセミナー8：
“母指多指症”再建のコツ・成
績不良例の検討

- 2013/04/19 12:20～13:20 1 田中　寿一 兵庫医科大学整
形外科学教室

0789-45-6542

13-038-10 ランチョンセミナー9：
橈骨遠位端骨折に対する掌側
ロッキングプレート固定術の最
近の話題

今谷　潤也 12:20～13:20 1

13-038-11 ランチョンセミナー10：
「成長期から考える骨粗鬆症予
防と治療」-橈骨遠位端骨折後
には薬物療法が必要である-

清水　弘之 12:20～13:20 1

13-038-12 ランチョンセミナー11：
Challenges and Complications
in Distal Radius Fractures.

Joerg
Gruenert

12:20～13:20 1

田中　寿一

2013/04/18～
4/19

田中　寿一

第56回日本手外科学会学術
集会

第56回日本手外科学会学術
集会

神戸国際会議
場・神戸商工会
議所

7:50～18:302013/04/18～
4/19

7:50～18:30

0789-45-6542

神戸国際会議
場・神戸商工会
議所

0789-45-6542兵庫医科大学整
形外科学教室

田中　寿一2013/04/19

兵庫医科大学整
形外科学教室

田中　寿一2013/04/19

4



≪2013年4月　教育研修講演申請リスト≫

≪ 2013年4月　教育研修講演申請リスト　≫
番号 会の名称及び主催者名 代表者 会の開催日 会の

開催時間
会場 演題名 講師氏名 教育研修

開催日
教育研修
開催時間

希望
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担当者 担当者所属 TEL

13-038-13 パネルディスカッション4：
キーンベック病の治療の現況

谷口　泰徳
中尾　悦宏
森友　寿夫
大井　雄紀
池上　博泰
西浦　康正
河村　健二
柿木　良介

13:40～15:40 1

13-038-14 パネルディスカッション6：
難渋する舟状骨骨折・偽関節
の治療

内山　茂晴
石河　利之
大迎　知宏
池田　和夫
香月　憲一
砂川　融

13:40～15:40 1

13-038-15 パネルディスカッション8：
女性外科医のcarrer build up

小林　由香
原田　香苗
有光　小百合
奥山　訓子
堀井　恵美子

13:40～15:40 1

13-038-16 ハンズオンセミナー6：
stellar 2 plateを用いた橈骨遠
位端骨折治療

坂野　裕昭 14:00～15:00 1

13-038-17 パネルディスカッション5：
腱鞘炎に対する超音波診断と
治療

重松　浩司
亀山　真
國府　幸洋
豊泉　泰洋
清水　弘之
齊藤　晋

15:40～17:40 1

13-038-18 教育講演3：
へバーデン結節・ブシャール結
節・母子CM関節症治療と予防

堀内　行雄 15:50～16:50 1

13-039-01 第10回神経因性疼痛研究会 平田　仁 2013/04/19 12:00～13:00 神戸国際会議場 痛みの分子メカニズム 野口　光一 2013/04/19 12:20～13:20 1 平田　仁 名古屋大学大学
院医学系研究科
手の外科学

052-744-2957

13-040-01 手外科領域の創外固定の応用 澤泉　卓哉 9:00～10:00 1

13-040-02 バイオメカから見た手関節疾患 森友　寿夫 10:00～11:00 1

13-040-03 肘周辺骨折-小児から成人ま
で

信田　進吾 11:10～12:10 1

13-040-04 上肢の広範囲軟部組織欠損に
対する治療～アルゴリズムに
沿った再建法～

田中　克己 13:20～14:20 1

13-040-05 CRPSを取り巻く諸問題（医原
性神経損傷を含めて）

古瀬　洋一 14:20～15:20 1

13-040-06 生物学的製剤時代を迎えたリ
ウマチ手の治療

小畠　康宣 158:30～16:30 1

13-041-01 第1回琉球整形外科フォーラ
ム

金谷　文則 2013/04/27 16:00～19:30 沖縄県医師会館 手関節尺側部痛の診断と治療 平田　仁 2013/04/27 17:10～18:10 1 金谷　文則 琉球大学医学部
整形外科

098-895-1174

第56回日本手外科学会学術
集会

田中　寿一

一般社団法人　日本手外科
学会　第19回春期教育研修
会

田中　克己 2013/04/20

神戸国際会議
場・神戸商工会
議所

7:50～18:302013/04/18～
4/19

9:00～16:30 日本手外科学会
事務局

03-5216-5569神戸国際会議場
3階（301）

2013/04/20

田中　寿一2013/04/19 0789-45-6542兵庫医科大学整
形外科学教室
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