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2022年6月25日(土)
13：30～14：30

パシフィコ横浜

骨折に対する治療上の工夫―
いしぐろ整形外科
拘縮を予防する早期運動療法
石黒 隆
の大切さについて―

第48回日本骨折治療学会学術集会・
東邦大学医学部整形外科学講座
望月 雄大 TEL：03-3468-1251

2022年7月9日(土)
14：30～16：30

岐阜グランドホテル

信州大学医学部
関節リウマチの骨関節マネジ
運動機能学教室
メントと薬物療法
中村 幸男

第20回岐阜整形外科セミナー・
大橋・谷整形外科
大橋 俊郎 TEL：058-272-0011

2022年7月14日(木)
19：00～20：00

日本赤十字社愛知医療セ
ンター名古屋第二病院
日赤愛知災害管理セン
ター棟

アスリートの手関節、手指の
中日新聞社健康保険組合
外傷と障害－競技特性や選手
中日病院
の環境に配慮した治療、復帰
中尾 悦宏
支援－

第12回 八事スポーツメディスン研究会・
日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第二病院 整形外科
安藤 智洋 TEL：052-832-1121

2022年7月16日(土)
14：30～18：25

東京第一ホテル錦2F
ブリランテ

当院における投球肩・肘障害 横浜南共済病院
に対する診療～学童野球から 上肢スポーツ整形外科
プロ野球選手まで～
明田 真樹

第31回膝肩スポーツの会・
名古屋大学
平岩 秀樹 TEL：052-744-1908

2022年7月16日(土)
14：30～18：25

東京第一ホテル錦2F
ブリランテ

膝肩関節疾患の治療を考える
朝日大学病院整形外科
～16年間の大学生活を振り
平岩 秀樹
返って～

第31回膝肩スポーツの会・
名古屋大学
平岩 秀樹 TEL：052-744-1908

2022年7月18日(月)
08：00～09：00

アスティとくしま

徳島大学大学院
(無)重力感知の分子メカニズ
医歯薬学研究生体栄養学
ムとその制御による筋萎縮と
宇宙栄養研究センター
骨粗鬆症の抑制
二川 健

第35回日本臨床整形外科学会学術集会・
第35回日本臨床整形外科学会学術集会 運営事務局
担当：熊本 麻由 TEL：06-6377-2188

2022年7月18日(月)
10：20～11：20

アスティとくしま

子供の運動と骨の健康

2022年7月23日(土)
15：00～17：00

埼玉県医師会
大会議室

肘離断性骨軟骨炎 -診断・治 慶應義塾大学医学部
療から予防としてのリハビリ スポーツ医学総合センター
テーションまで佐藤 和毅

2022年7月23日(土)
15：00～16：00

埼玉県医師会
大会議室

医療法人真正会・社会福祉法人 埼玉県リハビリテーション医会 学術講演会・
埼玉県のリハビリテーション
真正会
埼玉県リハビリテーション医会
医療の現状と課題
齊藤 正身
黒木 千津 TEL：048-824-2611

2022年7月30日(土)
14：30～18：05

岡山大学鹿田会館講堂
（医学部 旧生化学棟）

国立がん研究センター中央病院
ゲノム医療から骨盤内蔵全摘
骨軟部腫瘍・
術まで－骨軟部腫瘍の広大な
リハビリテーション科
世界－
川井 章

令和4年度
岡山大学整形外科桃整会夏季セミナー・
岡山大学整形外科
西田 圭一郎 TEL：086-227-4628

岡山大学鹿田会館講堂
（医学部 旧生化学棟）

岡山大学病院
総合リハビリテーション部・
運動器のがんリハビリテー リハビリテーション科
ション /
濱田 全紀
癌種ごとの骨転移の経過の違 /
い（癌種や癌治療が骨関連事 国立病院機構四国がんセンター
象に及ぼす影響）
骨軟部腫瘍整形外科・
リハビリテーション科
杉原 進介

令和4年度
岡山大学整形外科桃整会夏季セミナー・
岡山大学整形外科
西田 圭一郎 TEL：086-227-4628

2022年7月30日(土)
14：30～18：05

東京大学大学院
総合文化研究科
今井 一博
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第35回日本臨床整形外科学会学術集会・
第35回日本臨床整形外科学会学術集会 運営事務局
担当：熊本 麻由 TEL：06-6377-2188

埼玉県リハビリテーション医会 学術講演会・
埼玉県リハビリテーション医会
黒木 千津 TEL：048-824-2611

開催日時

会場

講

演

内

容

講

師

研修会名称・
問い合わせ先

2022年7月30日(土)
13：30～19：00

笠岡第一病院
多目的ホール

名古屋大学 人間拡張・手の外 第17回上肢外科サマーセミナー in Kasaoka・
超高齢社会における手外科診
笠岡第一病院
科学
療～Hand OAを中心に～
橋詰 博行 TEL：0865-67-0211
山本 美知郎

2022年7月30日(土)
13：30～19：00

笠岡第一病院
多目的ホール

上肢の最少侵襲手術―私の経 岡山赤十字病院
験
小西池 泰三

第17回上肢外科サマーセミナー in Kasaoka・
笠岡第一病院
橋詰 博行 TEL：0865-67-0211

2022年7月30日(土)
13：30～19：00

笠岡第一病院
多目的ホール

肘関節手術に必要な臨床機能 岡山済生会総合病院
解剖
今谷 潤也

第17回上肢外科サマーセミナー in Kasaoka・
笠岡第一病院
橋詰 博行 TEL：0865-67-0211

2022年8月20日(土)
17：45～19：00

出雲医師会館

スポーツによる脊髄損傷

京都府立医科大学大学院
医学研究科
リハビリテーション医学
三上 靖夫

第29回出雲リハビリテーション研修会
（対面・オンライン併用の予定です）・
島根大学リハビリテーション医学講座
馬庭 壯吉 TEL：0853-88-3047

※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止・延期・Web 開催への変更などの可能性もありますので、詳細に関し
ては、主催者にお尋ねください。
※1 講演につき認定臨床医は 10 単位、リハビリテーション科専門医は 1 単位を取得できます。
※1 回の研修会・学会につき認定臨床医が 20 単位、リハビリテーション科専門医が 2 単位を上限とします。
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