
≪ 2013年5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
単位

担当者 担当者所属 TEL

13-042-01 第86回日本整形外科
学会学術総会

越智　光夫 2013/05/23～26 8:00～19:50 広島グリーンアリーナ モーニングセミナー4：
(1）手舟状骨骨折・偽関節治療
(2）橈骨遠位端骨折の治療と最近の話
題 -掌側ロッキングプレート法を中心と
して-

田中　寿一
長田　伝重

2013/05/23 8:00～9:00 1 名倉　一則 株式会社コングレ 06-6229-2777

13-042-02 ランチョンセミナー4：
Vascularized composite
allotransplantation : Implications for
extremity reconstruction

L. Scott Levin 2013/05/23 11:55～13:05 1

13-042-03 招待講演8：
（1）Treatment of the upper extremity
cerebral palsy (CP)
（2）Treatment of adult brachial plexus
injury

Lars B. Dahlin
kiat Witoonchart

2013/05/23 16:30～17:30 1

13-042-04 招待講演7：
（1）Reconstruction of the medial
collateral ligament using the tibial arm
of the semi-membranosus and part of
the adductor magnus tendons
（2）肘内側側副靭帯損傷に対する治療

Bertram Zarins
伊藤　恵康

2013/05/23 17:45～18:45 1

13-042-05 招待講演13：
（1）Minimal Invasive Approach in
Managing Scaphoid Fracture and
Nonunion:Role of Wrist Arthroscopy
（2）難治性上腕骨外側上顆炎に対する
鏡視下手術

Pak-Cheong Ho
別府　諸兄

2013/05/23 17:45～18:45 1

13-043-01 教育研修講演6：
(1）上肢末梢神経障害の診断と治療　-
如何にすれば的確な診断を得ることが
出来るか-
（2）上肢末梢神経障害の診断と治療
-小児おける末梢神経障害-

落合　直之
川端　秀彦

2013/05/24 8:00～9:00 1

13-043-02 ランチョンセミナー14：
マイクロサージャリーの歴史における
日本の貢献

玉井　進 2013/05/24 12:15～13:25 1

13-043-03 イブニングセミナー2：
整形外科領域における手術部位感染
の現状と問題点

榎本　宏之 2013/05/24 17:50～19:00 1

13-044-01 招待講演16：
（1）Treatment of peripheral nerve
injury with robots: Gadget or tool ？
（2）MISM技術を用いた機能再建

Philippe
A.Liverneaux
平田　仁

2013/05/25 8:00～9:00 1

13-044-02 招待講演17：
(1）The microsurgical  reconstructive
ladder:An orthoplastic approach
（2）マイクロサージャリーによる再建外
科の現況

L.Scott Levin
土井　一輝

2013/05/25 9:15～10:15 1

13-044-03 ランチョンセミナー24：未来への扉-手-
（1）他人から手を移植する、という挑戦
（2）未来への扉-手-3Dが変える近未
来の手外科

村松　慶一
村瀬　剛

2013/05/25 12:10～13:20 1

13-044-04 招待講演26：
(1）Mobile apps for the pediatric
orthopaedic and limb deformity
surgeon
（2）骨切りも創外固定も必要としない骨
延長術

John E.Herzenberg
安井　夏生

2013/05/25 13:35～14:35 1

13-044-05 彰住察来講演10：
（1）手関節部痛の診断と治療・歴史と
展望
（2）手関節部痛の診断と治療・歴史と
展望-未来への展望-

三浪　明男
中村　俊康

2013/05/25 14:50～15:50 1
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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

13-044-06 第86回日本整形外科
学会学術総会

越智　光夫 2013/05/23～26 8:00～19:50 広島グリーンアリーナ 彰住察来講演6：
（1）再建外科におけるマイクロサージャ
リーの歴史
（2）マイクロサージャリー　-世界への
発信と未来への展望-

生田　義和
光嶋　勲

2013/05/25 17:15～18:15 1 名倉　一則 株式会社コングレ 06-6229-2777

13-044-07 教育研修講演20：
若い整形外科医に伝えたいこと　整形
外科の短くて長い歴史のなかで -義肢
装具と手術のはざまでの半世紀-

山内　裕雄 2013/05/26 13:10～14:10 1

13-044-08 イブニングセミナー9 ：
NSAIDs関連消化管傷害　-消化性潰
瘍診療ガイドラインに見る対策　from A
to Z-

木下　芳一 2013/05/25 18:40～19:50 1

13-044-09 イブニングセミナー12：
感染症診療ガイドラインの実際

大毛　宏喜 2013/05/25 18:40～19:50 1

13-045-01 教育研修講演35：
（1）手関節鏡下手術の現況
（2）手外科とマイクロサージャリー

岩崎　倫政
砂川　融

2013/05/26 8:00～9:00 1

13-045-02 教育研修講演36：
(1）血管柄付き腓骨移植による広範囲
骨欠損の再建
（2）Bone transport　法による広範囲骨
欠損の再建

藤　哲
白濵 正博

2013/05/26 9:15～10:15 1

13-045-03 教育研修講演19：
若い整形外科医に伝えたいこと-卒後
60年の挑戦-

津下　健哉 2013/05/26 10:30～11:30 1

13-045-04 ランチョンセミナー35：
症例から学ぶ手外科

牧　裕 2013/05/26 11:45～12:55 1

13-045-05 ランチョンセミナー38：
症例から学ぶ整形外科領域の画像診
断

粟井 和夫 2013/05/26 11:45～12:55 1

13-045-06 ランチョンセミナー40：
症例から学ぶ神経内科疾患

松本　昌泰 2013/05/26 11:45～12:55 1

13-049-01 手指PIP関節の機能障害への対応 河野　正明 2013/05/30 18:30～19:30 1

13-049-02 スポーツによる手関節痛と難治性テニ
ス肘について

別府　諸兄 2013/05/30 19:30～20:30 1

内尾　祐司第17回しまね手の外
科・末梢神経セミナー

ホテル一畑 山本　宗一郎 島根大学医学部整形
外科学教室

0853-20-224118:15～20:302013/05/30
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