
日本整形外科学会教育研修講演のご案内

　招待講演，AOTrauma セミナー，教育講演，モーニングセミナー，ヌーンタイムレク
チャー，イブニングセミナーは，日本整形外科学会教育研修講演単位が認められています（詳
細は P14，15 を参照してください）．
　受講単位は，1 講演（1 時間）につき 1 単位です．また，各会場受講者数の制限がござい
ますので，お早めに単位受付をお済ませください．
　なお，単位を取得されない場合は，本会参加者は無料で聴講いただけます．

１．受講受付
以下のとおり教育研修講演単位受付を設置いたします．
場　所：福岡国際会議場　1F　エントランスホール
日　時：6 月 28 日（金）　7：30 ～ 17：00
　　　　6 月 29 日（土）　7：15 ～ 15：00

２．申込方法
１）…単位受付にて本誌巻頭綴じこみの「日整会教育研修講演受講申込書」に必要事項を

ご記入のうえ，講演開始 10 分前までに受講料（1 講演：1,000 円）を添えてお申込
みください．

２）受講証明
　　①…講演開始 10 分前から，開始後 10 分以内に IC 会員カードまたは仮 IC カードを講

演会場入口のカードリーダーにかざして出席登録を行ってください．10 分を過ぎ
た場合，受付での手続きが完了していない場合，途中退場された場合は，単位取
得はできません．

　　②…学会終了から 1 週間程度で，日整会ホームページの取得単位確認画面の単位振替
システムでご自身の取得状況を確認できます．

　　　※…単位の必須分野番号を当日選択することはできません．ご自身でご希望の必須
分野番号への振替をお願いいたします．

３）…研修手帳をお持ちの方も，IC 会員カードで出席確認を行うため，日整会ホームペー
ジの会員専用ページの単位取得履歴に記録が残ります．このため，受講証明印を受
ける必要はありません．該当する必須分野のページに必要事項を記入し，受講証明
印の欄に「会員カード」または「HP 参照」と記入してください．更新時に，取得
履歴と照合いたします．

※ …IC カードがお手元にない方は，日本整形外科学会事務局（03-3816-3671）までお問い合
わせください．

※…本会は現金決済のみとなります．クレジット機能はご使用いただけませんので，ご了承
ください．
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日本手外科学会教育研修講演のご案内

　一部の講演では，日本手外科学会教育研修講演単位が認められています（詳細は P14，
15 を参照してください）．
　受講単位は，1 講演（1 時間）につき 1 単位です．また，各会場受講者数の制限がござい
ますので，お早めに単位受付をお済ませください．
　なお，単位を取得されない場合は，本会参加者は無料で聴講いただけます．

１．受講受付
以下のとおり教育研修講演単位受付を設置いたします．
場　所：福岡国際会議場　1F　エントランスホール
日　時：6 月 28 日（金）　7：30 ～ 17：00
　　　　6 月 29 日（土）　7：15 ～ 10：00

２．申込方法
１）…単位受付にて本誌巻頭綴じこみの「日手会教育研修講演受講申込書」に必要事項を

ご記入のうえ，講演開始 10 分前までに受講料（1 講演：1,000 円）を添えてお申込
みください．

２）受講証明
　①受付時に受講証明書をお渡ししますので，必要事項をご記入ください．
　②…講演終了後に，「日手会提出用」を講演会場出口の係員にお渡しください．「受講者

控え」は各自で保管してください．

＜日本整形外科学会・日本手外科学会　教育研修講演一覧＞

日程 開始…
時間

終了…
時間 会場 セッション種類 演題名 演者 取得…

単位
必須…
分野

手外
科

28日（金）13:40 14:40 第1会場 招待講演1 Current…Concepts…of…Acetabular…Fracture…
Management Dana…C.…Mears N 2・11

28日（金）10:15 11:15 第3会場 招待講演2 Hip…fracture…in…the…USA… Simon…C.…Mears N 2・11

28日（金）11:20 12:20 第5会場 招待講演3 Management…of…extensive…soft…tissue…and…
bone…loss…in…Severe…Limb…Injuries

S.…Raja…
Sabapathy N 2・10

29日（土）10:10 11:20 第3会場 招待講演4

How…can…we…succeed…in…the…treatment…of…
scaphoid…fracture…nonunion?

Jong…Woong…
Park

N 2A…new…treatment…protocol…for…severe…open…
type…III…fractures…
The…Experiences…of…E-DA…hospital

Ching-Hou…Ma

29日（土）11:00 12:00 第5会場 招待講演5 Strategy…for…treatment…of…proximal…Humerus…
Fractures Michel…Brax N 2・9

29日（土）14:00 15:00 第6会場 招待講演6 Ilizarov…法とNRD法と創外固定があれば難治
骨感染は治せる 曲　龍 N 2・6

28日（金）16:20 17:20 第6会場 AOTrauma…Seminar1

A…total…solution…concept…in…the…treatment…of…
tibial…plateau…fractures Cong…Feng…Luo

N 2・12
軟部組織を考慮したピロン骨折の治療－安全
にプレート固定を行うために－ 衣笠　清人

29日（土） 9:00 10:00 第6会場 AOTrauma…Seminar2

Induced…membrane…technique:…What…have…
we…learned?

Peter…V.…
Giannoudis

N 2
骨盤輪骨折の初期治療 宮本　俊之

28日（金）11:20 12:20 第3会場 教育講演1 重度四肢外傷はこう治せ！：完結編 土田　芳彦 N 2・12
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日程 開始…
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終了…
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単位
必須…
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手外
科

28日（金）10:35 11:35 第6会場 教育講演2 股関節の機能評価と股関節疾患の早期機能回
復のために 帖佐　悦男 N・Re 11・13

28日（金）15:15 16:15 第6会場 教育講演3 交通事故診療における自賠責保険・労災保険
の後遺症診断書について 藤川　謙二 N 14-4

29日（土） 9:00 10:00 第5会場 教育講演4 小児肘関節周囲骨折の治療 池上　博泰 N 3・10 ●

29日（土）13:40 14:40 第5会場 教育講演5 各種ガイドラインからみた外傷手術でのSSI
対策 山田　浩司 N 2・6

29日（土）15:10 16:10 第6会場 教育講演6 医療における説明と「医療安全」 宗像　雄 N 14-1

28日（金）12:30 13:30 第1会場 ヌーンタイム…
レクチャー1

革新的SFNによる大腿骨近位部骨折に対する
挑戦 白濵　正博 N 2・11

28日（金）12:30 13:30 第2会場 ヌーンタイム…
レクチャー2

人工大腿骨頭置換術に対する上方アプローチ…
…-…アプローチの変遷…- 加茂　健太

N 2・11
上方進入法を用いたMIS人工骨頭置換術～合
併症とその対策～ 渡邉　信

28日（金）12:30 13:30 第3会場 ヌーンタイム…
レクチャー3

インプラント周囲骨折に対する内固定術 松村　福広
N 2・11

インプラント周囲骨折に対する創の切開と閉
鎖：きずあとを目立たなくするために 杠　俊介

28日（金）12:30 13:30 第4会場 ヌーンタイム…
レクチャー4

手指骨折に対する私の治療方針　～新鮮外傷
から陳旧例まで～ 岡崎　真人 N 2・10 ●

28日（金）12:30 13:30 第5会場 ヌーンタイム…
レクチャー5

橈骨遠位端骨折の最新治療　－いかに難治性
骨折と対峙すべきか？－ 今谷　潤也 N 2・10 ●

28日（金）12:30 13:30 第6会場 ヌーンタイム…
レクチャー6

下肢骨折に対する一時的創外固定骨折治療術
のコツとピットフォール 宮本　俊之 N 2・12

28日（金）12:30 13:30 第9会場 ヌーンタイム…
レクチャー7

高齢者大腿骨近位部骨折の治療向上を目指して…
…～多職種による二次骨折予防～ 重本　顕史

N・Re 2
健康長寿に向けた多職種協働による二次骨折予防…
-回復期リハビリテーション病棟の立場から- 田中　雅博

28日（金）12:30 13:30 第10会場 ヌーンタイム…
レクチャー8

股関節外科医から見た安心・安全な大腿骨頸部
骨折に対する骨セメント使用の人工骨頭置換術 岩瀬　敏樹 N 2・11

29日（土）12:30 13:30 第2会場 ヌーンタイム…
レクチャー9

リバース型人工肩関節全置換術ガイドライン
を中心に 池上　博泰

N 2・9
上腕骨近位端粉砕骨折に対する反転型人工肩
関節全置換術のコツ 末永　直樹

29日（土）12:30 13:30 第3会場 ヌーンタイム…
レクチャー10 FNSを用いた大腿骨頚部骨折に対する治療戦略 松村　福広 N 2・11

29日（土）12:30 13:30 第4会場 ヌーンタイム…
レクチャー11

大腿骨転子部骨折の治療戦略…
～髄内釘長選択の考え方と後外側骨片の取り
扱い～

寺田　忠司 N 2・11

29日（土）12:30 13:30 第5会場 ヌーンタイム…
レクチャー12 高齢者の大腿骨近位部骨折に対してのステム選択 平澤　直之 N 2・11

29日（土）12:30 13:30 第6会場 ヌーンタイム…
レクチャー13

大腿骨顆部・顆上骨折の髄内釘治療…～これま
でとこれから（From…the…Past…to…the…Future）
～

最上　敦彦 N 2・12

29日（土）12:30 13:30 第9会場 ヌーンタイム…
レクチャー14

骨粗鬆症の病態・椎体骨折の鑑別診断と薬物治療…
－知っておくべきポイント－ 宮腰　尚久 N 4・7

29日（土）12:30 13:30 第10会場 ヌーンタイム…
レクチャー15 大腿骨頚部骨折に対するTHA 高尾　正樹 N 2・11

28日（金）17:30 18:30 第3会場 イブニングセミナー1 下腿遠位部骨折に対する内固定の基本とPitfall
-…後方プレートを含めた治療戦略…- 前川　尚宜 N 2・12

28日（金）17:30 18:30 第6会場 イブニングセミナー2
病態に基づく骨脆弱性骨折防止のための治療
選択肢…
～疼痛への対応も含めて～

宮本　健史 N 2・４

29日（土） 7:50 8:50 第4会場 モーニングセミナー1 iMAP,…iSAPによる感染制御は骨折治療に変革
をきたすか？ 圓尾　明弘 N 2・6

29日（土） 7:50 8:50 第6会場 モーニングセミナー2 その壁を乗り越える助けになりたい！寛骨臼
骨折手術習得へのステップアップ 普久原　朝海 N 2・11

－…15…－


