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≪ 2017年11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

付与
単位

担当者 担当者所属 TEL

17-052-01 第71回信州上肢外科研
究会

内山　茂晴 2017/11/18 14:30～19:00 信州大学医学
部附属病院新
外来棟4階大
会議室

手関節の鏡視下手術 安部　幸雄 2017/11/18 17:00～18:00 1 林　正徳 信州大学医学部運
動機能学教室（整
形外科）

0263-37-2659

17-053-01 大阪ハンドフォーラム
（第6回）

高松　聖仁 2017/11/18 15:30～18:00 ANAクラウンプ
ラザホテル大
阪

手関節鏡視下手術の実際―術後
の疼痛管理も含めて

中村　俊康 2017/11/18 17:00～18:00 1 高松　聖仁 淀川キリスト教病院
整形外科

06-6322-2250

17-064-01 第62回七隈ハンドカン
ファレンス

田中　祥継 2017/11/24 18:50～20:30 ホテルニュー
オータニ博多

肘部管症候群の診断と治療 加藤　博之 2017/11/24 19:30～20:30 1 田中　祥継 福岡大学医学部整
形外科学教室

092-801-1011

17-071-01 第12回かみつけ上肢を
熱く語る会

高岸　憲二 2017/11/04 16:05～19:30 群馬ロイヤルホ
テル

自家肋骨肋軟骨移植による上肢
関節再建術

佐藤　和毅 2017/06/04 18:30～19:30 1 田鹿　毅 群馬大学医学部附
属病院　整形外科

027-220-8269

17-072-01 第64回栃木上肢の外科
研究会

長田　伝重 2017/11/09 19:00～21:05 ホテル東日本
宇都宮

手関節尺側障害のバイオメカニク
スと治療戦略

面川　庄平 2017/11/09 20:00～21:00 1 長田　伝重 獨協医科大学日光
医療センター

0288-76-1515

17-073-01 第2回東信地区手の外
科カンファランス

石井　宣一 2017/11/10 19:00～20:30 セント・ルミエー
ルアンジュ

手・肘領域における解剖研究　最
新の知見

二村　昭元 2017/11/10 19:30～20:30 1 稲垣　淳司 中外製薬株式会社 0263-34-1373

17-074-01 西湘整形外科セミナー 坂野　裕昭 2017/11/11 16:00～18:10 大磯プリンスホ
テル

3Dを応用した上肢疾患治療の最
前線

村瀬　剛 2017/11/11 17:05～18:05 1 勝村　哲 国家公務員共済組
合連合会　平塚共
済病院

0463-32-1950

17-075-01 西新宿整形外科研究会
オータムセミナー2017

山本　謙吾 2017/11/18 14:45～18:00 京王プラザホ
テル

上肢末梢神経障害の電気診断と
治療

信田　進吾 2017/11/18 16:00～17:00 1 田中　英俊 東京医科大学整形
外科学分野

03-3342-6111

17-083-01 近畿手外科症例検討会
（第115回）

五谷　寛之 2017/11/04 15:00～18:15 大阪リバーサイ
ドホテル

筋肉移植術による腕神経叢損傷
機能再建の基礎と実際―術後の
疼痛管理も含めて―

服部　泰典 2017/11/04 17:15～18:15 1 五谷　寛之 大阪掖済会病院 06-6581-2881

17-084-01 第9回東京手の外科手
術手技研究会

三浦　俊樹 2017/11/11 17:30～19:00 東京ドームホテ
ル

手関節鏡は手外科医の必修項目
である

安部　幸雄 2017/11/11 18:00～19:00 1 三浦　俊樹 JR総合病院整形外
科

03-3320-2210

17-085-01 長崎手外科研究会 今村　宏太
郎

2017/11/18 18:00～19:00 長崎大学医学
部良順会館
ボードインホー
ル

手外科領域のマイクロサージャ
リー～機能回復と整容改善の両立
は可能か～

田中　克己 2017/11/18 18:00～19:00 1 宮村　須恵則 医療法人伴師会愛
野記念病院

0957-36-0015

17-086-01 第17回ASHULA　上肢・
手

稲垣　克記 2017/11/21 18:45～20:30 昭和大学江東
豊洲病院　9階
講堂

上肢麻痺・診療上の問題点―手
外科医からみた鑑別診断のポイン
トと腱移行の実際―

日高　典昭 2017/11/21 19:30～20:30 1 三ツ橋　宏佳 昭和大学整形外科 03-3784-8543

17-087-01 橈骨遠位端骨折：内固定材料の
選択と実践

坂野　裕昭 2017/11/30 19:00～20:00 1 名古屋大学大学院
医学系研究科手の
外科

052-744-2957第30回金鯱手外科セミ
ナー

平田　仁 2017/11/30 19:00～21:00 名古屋大学基
礎練　第1講義
室

川井　裕加
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17-087-02 先天異常手の握り・つまみの再建 射場　浩介 2017/11/30 20:00～21:00 1

17-091-01 上肢変形矯正システムによる手術
の実際

村瀬　剛 2017/11/18 15:00～16:00 1

17-091-02 上肢変形矯正シュミレーションとカ
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 2017/11/18 16:10～17:10 1

17-092-01 創傷治癒からみたDupuytren拘縮
の治療

柿木　良介 2017/11/27 16:15～17:15 1

17-092-02 瘢痕・瘢痕拘縮の治療―基本的
考えと応用、未来の展望まで

鈴木　茂彦 2017/11/28 11:00～12:00 1

　
　

　

上肢変形矯正システム
セミナー・ワークショップ
in京都

第47回日本創傷治癒学
会　同時開催：第12回瘢
痕・ケロイド治療研究会

村瀬　剛

鈴木　茂彦

2017/11/18

2017/11/27～
2017/11/28

帝人ナカシマメディ
カル株式会社

京都大学大学院医
学研究科形成外科
学

086-279-6278

075-751-3613

15:00～17:50

9:00～17:20

京都リサーチ
パーク4号館
（ルーム2/ルー
ム3）

メルパルク京都

藤田　圭生

鈴木　茂彦
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