＜2019年3月 教育研修講演申請リスト＞ ※開催日順で掲載
認定番号

平田 仁

2019/03/01

19:30～20:30

付与
単位
1

15:00～18:00

ホテルオークラ福岡 3階「メ 末梢神経疾患の診断と治療
イフェア」
TKP品川カンファレンスセン 上肢変形矯正システムによる手術の実際
ター
上肢変形矯正シミュレーションとカスタムガイドを使った手術の実際（実演・実習を含む）

村瀬 剛

2019/03/02

15:00～16:00

1

16:10～17:10

1

2019/03/02

15:30～18:30

奈良ロイヤルホテル

自家肋骨軟骨移植術による関節形成術-上肢の骨軟骨損傷治療を中心に-

佐藤 和毅

2019/03/02

17:30～18:30

1

重松 浩司

酒井 昭典

2019/03/07

19:00～20:30

リーガロイヤルホテル小倉

手外科医として歩んできた軌跡：手外科医へのメッセージ

金谷 文則

2019/03/07

19:30～20:30

1

寺田 奈緒

坂野 裕昭

2019/03/07

19:30～20:45

辻 英樹

2019/03/07

19:45～20:45

1

坂野 裕昭

大井 宏之

2019/03/08

14:00～20:00

横浜ベイシェラトンホテル＆ 重度上肢外傷治療の取り組み ～補助療法としてのLIPUSの有用性
タワーズ
ホテルコンコルド浜松
不成功例から学ぶ手外科

神田 俊浩

2019/03/08

14:00～15:00

1

大井 宏之

18-119-02

手の外傷の診断と治療方針の決め方

向田 雅司

15:00～16:00

1

18-119-03

手の複合損傷後のセラピイの考え方－症例をとおして－

原田 康江

16:15～17:15

1

18-119-04

代表的手外科疾患へのアプローチ

大井 宏之

17:15～18:15

1

18-119-05

手指の皮弁を極める！－実際に使える皮弁の基本から応用まで－

鳥谷部 荘八

19:00～20:00

1

18-084-01

会の名称

代表者

会の開催日

会の開催時間

第15回福岡上肢の外科研究 中島 康晴
会
上肢変形矯正システム セミ 村瀬 剛
ナー・ワークショップ

2019/03/01

18:50～20:30

2019/03/02

18-117-01

第40回奈良手の外科懇話会 玉井 進

18-127-01

第100回北九州手外科セミ
ナー
第14回Yokohama Hand
Club特別講演会
Hand Masters Course in
Hamamatsu （第7回）

18-124-01
18-124-02

18-131-01
18-119-01

会場名

演題名

講師

講演日

村瀬 剛

講演時間

担当者
脇山 みさ子

第65回埼玉手外科研究会

福本 恵三

2019/03/09

15:00～18:15

埼玉県県民健康センター

救済手術を実施した症例から養う初療時に次の一手を講じる力

森谷 浩治

2019/03/09

17:15～18:15

1

福本 恵三

18-126-01

第119回近畿手外科症例検 恵木 丈
討会
第10回岡山手外科研究会 今谷 潤也

2019/03/09

15:00～18:15

大阪リバーサイドホテル

手外科領域におけるリウマチ性疾患の鑑別と治療の現状

小畠 康宣

2019/03/09

17:15～18:15

1

中村 哲也

2019/03/09

15:00～18:30

ホテルグランヴィア岡山

手関節鏡治療の実際-合併症と限界、今後の課題-

面川 庄平

2019/03/09

17:30～18:30

1

15:30～18:30

オークラ千葉ホテル

乳児期の上肢疾患の診かた

川端 秀彦

2019/03/09

17:30～18:30

16:00～18:00

慶應義塾大学北里講堂

上肢の関節リウマチに対する人工関節全置換術

池上 博泰

2019/03/09

18-118-01

第10回千葉手と小児の整形 原 章
2019/03/09
外科合同研究会
第89回慶大整形外科整形 佐藤 和毅
2019/03/09
外科公開セミナー
第13回東四国ハンドクラブ 日比野 直仁 2019/03/09

17:00～20:00

ホテルグランドパレス徳島

「くびれ」を伴う末梢神経障害と、関節リウマチ患者における骨粗鬆症治療の必要性

越智 健介

18-130-01

第29回青森手の外科懇話会 石橋 恭之

2019/03/16

15:00～18:00

橈骨遠位端骨折診療ガイドライン2017と今後の展望、パスにおける感染防止を含めて

安部 幸雄

18-108-01

第66回静岡手外科マイクロ 荻原 弘晃
サージャリー研究会
第34回金鯱手外科セミナー 平田 仁

2019/03/23

15:00～18:30

弘前大学医学部コミュニ
ケーションセンター
もくせい会館

手指外傷における私の治療指針

2019/03/28

19:00～21:00

2019/03/30

16:30～19:30

18-116-01
18-107-01

18-129-01
18-129-02
18-128-01

第20回京滋手外科・末梢神 藤原 浩芳
経セミナー

ＴＥＬ
092-642-5487

塩見 理沙子 帝人ナカシマメディカル株式会社 086-279-6278

18-121-01

18-125-01

所属
九州大学医学部整形外科

しげまつ整形外科・手の外科クリ
ニック
産業医科大学整形外科

06-6787-5252
093-691-7258

国家公務員共済組合連合会平塚 0463-32-1950
共済病院
聖隷浜松病院
053-474-2222

0493-23-1221

今谷 潤也

埼玉成恵会病院 埼玉手外科研
究会
久光製薬株式会社 大阪支店医
薬部
岡山済生会総合病院

1

原 章

順天堂大学浦安病院

047-353-3111

16:00～17:00

1

2019/03/09

19:00～20:00

1

2019/03/16

17:00～18:00

1

岡崎 真人

2019/03/23

17:30～18:30

1

鹿島 美由紀 慶應義塾大学医学部整形外科学
教室
西良 浩一
徳島大学大学院医歯薬学研究部
運動機能外科学
上里 涼子
弘前大学大学院医学研究科整形
外科
荻原 弘晃
浜松赤十字病院 整形外科

名古屋大学基礎棟第１講義 上肢骨骨折後変形に対する最新の治療－Patient-Matched Instrument を用いた3次元矯正骨切り
室
術－
エコーで分かってきたこと－手外科・マイクロサージャリー

岡 久仁洋

2019/03/28

19:00～20:00

1

川井 裕加

名古屋大学大学院医学系研究科 052-744-2957
手の外科

20:00～21:00

1

メルパルク京都

髙山 真一郎

2019/03/30

18:30～19:30

1

奥村 泉

京都大学整形外科

上肢先天異常の治療
-2000件の手術から学んだこと、貢献できたこと、伝えたいこと-

四宮 陸雄

06-6252-2741
086-252-2211

03-5363-3812
088-633-7239
0172-39-5083
053-401-1111

075-366-7734

