
第１日目　９月19日（日）

セミナー番号 会場 セッション名 時　間 演　　題　　名 演　者 認定単位 必須分野 認定枝番

MS1 第1 モーニングセミナー1 8：00～9：00
疼痛を科学する
−最新トピックスから考える治療戦略− 稲毛  一秀 N 7, 8 001

基調 第1 基調講演 9：10～10：10 JCOAの歴史と今後の展望 藤野  圭司 N 14‒5 002

SL1 第1 特別講演1 10：20～11：20 ウィズ・ポストコロナ時代の整形外科 松本  守雄 N 14‒5 003

EL 第1 教育講演 11：30～12：30 腫瘍と移植医療・再生医療 川島  寛之 N 1, 5 004

LS1 第1 ランチョンセミナー1

12：40～13：40

変形性膝関節症の病態と治療 −最近の知見− 大森  　豪 N,Re 1,12 005

LS2 第2 ランチョンセミナー2 みんなで取り組む脆弱性骨折予防 風間 順一郎 N 4 007

LS3 第3 ランチョンセミナー3
慢性腰痛症の診断と治療
～慢性の痛みをいかに評価し、治療するか？～ 鈴木  秀典 N,SS 7,13 006

LS4 第4 ランチョンセミナー4 小児の足部診療update −痛みと変形を中心に− 仁木  久照 N 3,12 008

LS5 第5 ランチョンセミナー5
骨粗鬆症治療薬の使い分け
ー逐次療法、併用療法を含めてー 竹田  　秀 N 4 009

LS6 第6 ランチョンセミナー6
整形外科およびリハビリテーションで使用する
漢方薬 伊藤  友一 N 13 010

LS7 第7 ランチョンセミナー7
上肢の腰痛：手関節痛の診断と治療
～外来での診断・保存療法から手術療法まで～ 中村  俊康 N,S 2,10 011

SL2 第1 特別講演2 15：50～16：50 整形外科を含めた医療政策の展望 自見  英子 N 14‒4 012

ES1 第2 イブニングセミナー1

17：15～18：15

膝関節外科医からみたTKAの適応とタイミング
−患者満足度の更なる向上のために− 佐藤  　卓 N 12 014

ES2 第3 イブニングセミナー2
ロコモ原因疾患としての骨粗鬆症治療の現状と
展望 石島  旨章 N,Re 4,12 015

ES3 第4 イブニングセミナー3
ガイドラインを主軸においた腰痛診療の実際と、
腰痛研究の新たな標準 折田  純久 N,SS 1,7 016

ES4 第5 イブニングセミナー4

① エビデンスに基づく骨粗鬆症の運動療法と薬
物療法

② ロコモティブシンドロームの視点から展開す
る神経障害性疼痛治療

①宮腰 尚久 
②山崎 正志 N,Re 4,13 013

ES5 第6 イブニングセミナー5
二次性変形性膝関節症を予防するための半月板
治療 木村  由佳 N,S 2,12 017

◆９月19日（日）は、時間帯の組み合わせにご注意ください。

第34回日本臨床整形外科学会学術集会
日整会教育研修講演　単位一覧表（１単位  1,000円）

時間が並列しているプログラムについては、１つしかお申込みできません。
並列プログラムを除いて19日に取得可能な最大数は７単位です。
例）ランチョンセミナー１～７からはいずれかの１つのみお申込みが可能です。



第２日目　９月20日（月・祝）

セミナー番号 会場 セッション名 時　間 演　　題　　名 演　者 認定単位 必須分野 認定枝番

MS2 第2 モーニングセミナー2

8：00～9：00

重症骨粗鬆症における抗スクレロスチン抗体の
効果と課題 髙田  潤一 N 7 018

MS3 第3 モーニングセミナー3 非がん性慢性疼痛治療における強オピオイド鎮
痛薬の位置づけと適正使用 矢吹  省司 N 1, 8 019

TS1 第1 トキめきセミナー1 9：10～10：10 ヒトの骨組織を見る、知る、学ぶ
−骨形態計測から骨粗鬆症へ迫る− 山本  智章 N 1, 4 020

TS2 第1 トキめきセミナー2 10：20～11：20 日常診療における手外科診断 坪川  直人 N 8,10 021

スポーツ医 第5 スポーツ医懇談会
（教育研修講演） 10：30～11：30 サッカーにおける医学的管理と新型コロナウイ

ルス対策 立石  智彦 N,S 14‒2 022

SL3 第1 特別講演3 11：30～12：30 令和4年4月診療報酬改定に向けて
−今後の整形外科医療（開業医）が目指す方向性− 新井  貞男 N 14‒4 023

TS3 第2 トキめきセミナー3 11：30～12：30 頚椎神経根病変にもっともっと目を向けよう！ 山崎  昭義 N,SS 7,8 024

LS12 第5 スポーツ医懇談会
（ランチョンセミナー12）

12：40～13：40

車いすバスケットボールのメディカルサポート
−痛み、治療との関連− 六崎  裕高 N,S 2,9 032

LS8 第1 ランチョンセミナー8
運動器疾患におけるメカニカルな評価と治療
−運動や姿勢の評価に基づく治療と、疼痛治療
薬の位置づけ−

岸川  陽一 N,Re 7,13 027

LS9 第2 ランチョンセミナー9 更年期以降に多くみられる手外科疾患の治療 福本  恵三 N 10 028

LS10 第3 ランチョンセミナー10 今できる変形性膝関節症の病態に則した治療選
択の実際 石島  旨章 N 1,12 026

LS11 第4 ランチョンセミナー11 高尿酸血症・痛風の治療ガイドラインと、最近
の話題 近藤  直樹 N,R 6 029

LS13 第6 ランチョンセミナー13 変形性関節症における痛みとその治療 内尾  祐司 N 12 030

LS14 第7 ランチョンセミナー14
圧迫骨折の保存療法における新しい治療選択肢
−外来ですぐに使えるカバー付きキャスティン
グシステム−

大塚  聖視 N 4,7 031

LS15 第8 ランチョンセミナー15

① 腰痛やロコモ予防のための体幹モーターコン
トロール機能

② 中高齢者の慢性腰痛とロコモに対する腹部体
幹筋トレーニング

①金岡 恒治 
②加藤 仁志 N,Re 7,13 025

◆９月20日（月・祝）は、時間帯の組み合わせにご注意ください。

日本整形外科学会  単位　  Ｎ：専門医資格継続　  S：スポーツ　  R：リウマチ　  SS：脊椎脊髄病　  Re：運動器リハビリテーション

専門医必須14分野
[1] 整形外科基礎科学　[2] 外傷性疾患（スポーツ障害を含む）
[3] 小児整形外科疾患（先天異常、骨系統疾患を含む、ただし外傷を除く）　[4] 代謝性骨疾患（骨粗鬆症を含む）
[5] 骨・軟部腫瘍　[6] リウマチ性疾患、感染症　[7] 脊椎・脊髄疾患
[8] 神経・筋疾患（末梢神経麻痺を含む）　[9] 肩甲帯・肩・肘関節疾患　[10] 手関節・手疾患（外傷を含む）
[11] 骨盤・股関節疾患　[12] 膝・足関節・足疾患　[13] リハビリテーション（理学療法、義肢装具を含む）
[14-1] 医療安全　[14-2] 感染対策　[14-3] 医療倫理
[14-4] 指導医講習会、保険医療講習会、臨床研究/臨床試験講習会、医療事故検討会、医療法制講習会、医療経済（医療保健など）に関する
講習会など
[14-5] 医療全般にわたる講習会などで、14-1～14-4に当てはまらないもの（14-1～4は機構認定専門医共通講習、14-1, 2, 3は機構認定専門
医必須講習）

時間が並列しているプログラムについては、１つしかお申込みできません。
並列プログラムを除いて20日に取得可能な最大数は５単位です。
※セミナー番号TS2とスポーツ医も時間が重複しておりますのでどちらかとなります。


