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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

付与
単位

担当者 担当者所属 TEL

13-084-01 肘関節鏡手術の基本と実践 和田　卓郎 2013/10/19 15:00～16:00 1

13-084-02 難治性末梢神経障害治療のホラ
イズン

平田　仁 2013/10/19 18:00～19:00 1

13-099-01 学術講演会－ロコモ
ティブシンドロームセミ
ナーin七隈－

内藤　正俊 2013/10/04 18:45～20:45 ホテルニュー
オータニ博多
4階　「鶴の
間」

リウマチ上肢の人工関節置換術 西田　圭一郎 2013/10/04 19:40～20:40 1 金澤　和貴 福岡大学医学部整形
外科学教室

092-801-1011

13-100-01 日本線維筋痛症学会
第5回学術集会

宮岡　等 2013/10/05～
2013/10/06

9:40～18:40
9:40～16:00

横浜市開港記
念会館　1階1
号室

運動器慢性疼痛のCRPSと維筋
痛症　薬物療法と運動療法

三木　健司 2013/10/05 17:40～18:40 1 佐竹　朋子 日本線維筋痛症学会
第5回学術集会　事務
局  アクセスブレイン内

03-3839-5036

13-101-01 第27回福島手外科研
究会

江尻　荘一 2013/10/12 16:00～19:00 郡山ビューホ
テル

整形外科外傷専門施設の構築と
重度上肢外傷治療の取り組み

辻　英樹 2013/10/12 18:00～19:00 1 江尻　荘一 福島県立医科大学医
学部  整形外科

024-547-1276

13-103-01 青森手の外科講話会 井上　貞宏 2013/10/19 15:00～18:00 ホテルニュー
キャッスル

肘関節支持組織の解剖とバイオ
メカニクス：スポーツ障害との関
連性

青木　光広 2013/10/19 17:00～18:00 1 工藤　悟 工藤さとる整形外科ク
リニック

0172-59-0345

13-104-01 第63回中国・四国手外
科症例検討会

加地　良雄 2013/10/26 14:00～18:00 サンポート
ホール高松

関節リウマチにおける手関節・手
指関節の手術治療について

中川　夏子 2013/10/26 17:00～18:00 1 加地　良雄 香川大学医学部整形
外科

087-891-2195

13-108-01 頚髄症の症状と病態分析-手の
しびれはどこからくるか-

田口　敏彦 2013/10/04 9:00～10:00 1

13-108-02 リウマチ手指変形の発症機序と
外科的再建の実際

西田　圭一郎 2013/10/04 12:20～13:20 1

13-109-01 長崎手外科研究会 今村　宏太郎 2013/10/22
※台風の影響
により変更

19:00～20:00 良順会館ボー
ドインホール

手根管症候群の診断と治療 宮﨑　洋一 2013/10/22
※台風の影響
により変更

19:00～20:00 1 宮村　須恵
則

医療法人伴帥会　愛
野記念病院

0957-36-0015

13-110-01 西新宿整形外科研究
会

山本　謙吾 2013/10/10 18:45～19:45 京王プラザホ
テル

テニス肘の病態,診断,治療に関
する最新の知見

和田　卓郎 2013/10/10 18:45～19:45 1 小山　尊士 東京医科大学整形外
科学教室

03-3342-6111

13-111-01 エビデンスに基づく橈骨遠位端
骨折の治療戦略

金谷　文則 2013/10/13 15:30～16:30 1

13-111-02 手外科における再生医療：神経
伸長法と月状骨壊死に対する骨
髄血移植術

落合　直之 2013/10/13 16:30～17:30 1

13-112-01 第32回佐賀手の外科・
外傷研究会

園畑　素樹 2013/10/19 17:00～19:00 ホテルニュー
オータニ佐賀

手・指外傷後拘縮の治療 牧　裕 2013/10/19 18:00～19:00 1 園畑　素樹 佐賀大学医学部整形
外科

0952-34-2343

13-113-01 第46回七隈ハンドカン
ファレンス

石河　利之 2013/10/25 18:50～20:30 ホテルニュー
オータニ博多
3階 「芙蓉の
間」

肘関節不安定症の治療 -
Complex Elbow Instability-

今谷　潤也 2013/10/25 19:30～20:30 1 石河　利之 福岡大学医学部整形
外科学教室

092-801-1011

13-114-01
※台風の影響
により中止

 第10回整形外科アップ
 デートセミナー

 高井　信朗 2013/10/26  15:45～19:15  東京ドームホ
 テル

 上肢軟骨損傷に対する治療戦略  岩崎　倫政 2013/10/26  17:15～18:15 1  河路　秀巳  日本医科大学整形外
 科

03-3822-2131

13-115-01 第29回奈良手の外科
懇話会

玉井　進 2013/10/26 17:30～18:30 菊水楼 末梢神経外科の原則と実際 平田　仁 2013/10/26 17:30～18:30 1 小畠　康宣 奈良県立医科大学
整形外科

0744-29-8873

13-116-01 手関節鏡手術の実際 建部　将広 2013/10/27 14:00～15:00 1

13-116-02 末梢神経外科の実際 平田　仁 2013/10/27 15:10～16:10 1

新井　猛 聖マリアンナ医科大学
整形外科学講座

044-977-8111第19回神奈川上肢外
科研究会

2013/10/19 13:00～19:00 横浜シンポジ
ア

別府　諸兄

第121回中部日本整形
外科災害外科学会

052-836-3511第121回中部日本整形
外科災害外科学会運
営事務局

三浦　裕子名古屋国際会
議場

9:00～17:002013/10/03～
10/04

石黒　直樹

15:30～17:302013/10/13平田　仁第16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　仁サンプレス
ガーデンホテ
ル

9:00～16:102013/10/27森田　哲正第13回三重県上肢外
科研修会

059-231-5022三重大学附属病院整
形外科

橋本　美佐鈴鹿回生病院
3階会議室


