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参加者の皆様へ
 1．参加受付 12月 4日（金）　7：45～ 18：00
 12月 5日（土）　7：45～ 16：00
　 場　　所 長良川国際会議場１階  ロビー
　 参 加 費 医師・企業 15,000円
 初期研修医＊・コメディカル  6,000円
 ＊所属長または施設の証明をご持参ください。体裁は自由です
 学生 無料（学生証をご提示ください）
　 1） 本誌巻頭の参加申込書に所定事項をご記入の上、参加費を添えて参加受付にお申し込

みください。事前登録はありません。
　 2） 参加証（兼領収書）をお渡しいたしますので、氏名と所属を記載し、会期中は必ずご

着用ください。
　 3） 本参加証で第 27回 日本整形外科学会骨系統疾患研究会に参加できます。
 2． 本誌は学会員へ送付しております。追加をご希望の方には 1部 2,000円（事前送付は送料
別途）で頒布いたします。但し、部数に限りがあります。

 3． 会場での呼出しは基本的にいたしません。総合受付の伝言板をご利用ください。
 4． 講演会場内では、携帯電話の電源を必ず切るかマナーモードに設定してください。
 5． 機器・書籍展示は 会期中、P会場（市民ギャラリー）で開催いたします。
 6． クロークは、1階ロビーにありますのでご利用ください。
 7． ランチョンセミナーにて弁当を用意いたします（数量に限りがあります）。隣接のホテル
や周辺レストランもご利用いただけます。

 8． 駐車場は、長良川国際会議場・岐阜都ホテル共同駐車場と周辺駐車場がございますが、
特別な割引はございません。詳細は長良川国際会議場のホームページをご参照ください。

 9． 講演会場内での撮影・録画・録音は必ず事務局の許可をとってください。
10．第 26回日本小児整形外科学会学術集会事務局
　 〒 501-1194 岐阜市柳戸 1-1
　 岐阜大学大学院医学系研究科整形外科学教室

　 第 26回日本小児整形外科学会学術集会事務取扱（お問合せ先）
　 〒 606-8172 京都市左京区一乗寺河原田町 37-1-512　UENO CONGRESS SERVICE内
　 TEL：075-201-8988　FAX：075-201-8987　E-mail：jpoa2015@uenocongress.jp

日本小児整形外科学会各種会議
国 際 委 員 会：12月 3日㈭　12：30～ 13：45 　3階　第 2会議室
学会あり方委員会：12月 3日㈭　12：30～ 13：45 　3階　第 4会議室
理　　事　　会：12月 3日㈭　14：00～ 16：45 　3階　第 1会議室
評　議　員　会：12月 3日㈭　17：00～ 18：00 　4階　大会議室（B会場）
総 　 　 　 会：12月 4日㈮　13：30～ 14：00 　1階　メインホール（A会場）
マルチセンタースタディ委員会：12月 4日㈮　 7：15～ 8：15 　3階　第 1会議室
社会保険委員会：12月 4日㈮　 7：15～ 8：15 　3階　第 2会議室
広 報 委 員 会：12月 4日㈮　 7：15～ 8：15 　3階　第 3会議室
スポーツ委員会：12月 4日㈮　12：20～ 13：20 　3階　第 1会議室
編 集 委 員 会：12月 4日㈮　12：20～ 13：20 　3階　第 2会議室
教育研修委員会：12月 4日㈮　12：20～ 13：20 　3階　第 3会議室
用 語 委 員 会：12月 5日㈯　 7：15～ 8：15 　3階　第 1会議室
財 務 委 員 会：12月 5日㈯　11：00～ 11：30 　3階　第 2会議室

お知らせとお願い
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全員懇親会
日　　時：2015年 12月 4日（金）19：15～ 20：30
場　　所：岐阜都ホテル 2階　ボールルーム
参 加 費： 医師・企業の方は参加証の着用でご参加いただけますので、自由に奮ってご

参加ください。
形　　式：立食

表　　彰
英文ポスター演題の中から、最優秀ポスター賞 1題を選出・表彰します。
（選出者は翌年の KPOS-TPOS-JPOA Exchange fellow候補となります。）

学会事務局
会期中、総合受付に「日本小児整形外科学会事務局デスク」を設置し、入会手続と年会費納
入を受付いたします。筆頭演者および共同演者で未入会の方など入会をご希望の方は、入会
申込用紙に所定事項をご記入の上、平成 28年度年会費 正会員 10,000円、準会員 6,000円を
納入してください。

日本小児整形外科学会
〒 113-0033　東京都文京区本郷 2-40-8　THビル 2階
TEL：03-5803-7071　FAX：03-5803-7072　E-mail：jpoa@jpoa.org
ホームページ：http://www.jpoa.org/

口演発表の演者の方へ
■発表時間

発表形式 発表時間 討論時間
特別講演 1・招待講演・綾仁冨彌セミナー
ランチョンセミナー・イブニングセミナー 60分 発表時間に含む

座長に一任

特別講演 2 30分 発表時間に含む
座長に一任

シンポジウム・パネルディスカッション 7分 一括討論
Fellowship報告 10分 －－－－
主題・一般口演 5分 座長に一任
＊発表時間を必ず厳守してください。
＊発表時間の終了の合図：1分前 黄ランプ　発表時間終了時 赤ランプ
＊次演者は、前演者が登壇されましたら、必ず次演者席で待機してください。
　なお、発表時間を超過した場合は、途中でも打ち切らせていただきます。

■発表データの作成
　1．Windows版 PowerPoint2003、2007、2010、2013 に限ります。
　2． 文字フォントは OS標準のもののみご使用ください。※指定外のフォントを使用した場

合、文字、段落のずれ、文字化け、表示されないなどのトラブルが発生する可能性があ
ります。（Macintosh-PCのフォントや特殊なフォントには対応できません）

　3． 液晶プロジェクターの解像度は XGA（1024× 768dpi）です。全講演会場とも一面映写
です。

ucs
テキストボックス
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教育研修講演を受講される先生方へ
教育研修講演の受講だけに入場される場合も学術集会の参加登録が必要です。
18頁「教育研修講演一覧」の表記のとおり、以下の研修単位が認められています。巻頭に綴
込みの該当の受講申込用紙に必要事項をご記入の上、受講料（1,000円 /講演）を添えて教
育講演受付にお申し込みください。受講料は講演の中止以外は払い戻しいたしません。
※ 受講証明不要の方の受講料は不要ですが、満員の場合は受講者を優先する場合があります
のでご了承ください。

1．日本整形外科学会
　1）受講証明書
　 　 2015年 1月 1日から、研修会単位取得報告を従来の受講証明書からデジタル方式へと

完全に移行しておりますので、受講の際は必ず日整会 IC 会員カードをご持参ください。
「日整会保存用」の受講証明書はありませんので受講後に証明書を提出する必要はあり
ません。

　2）日本整形外科学会からのお知らせ
　 　 研修会を受講される方へ
　 　　 IC会員カードが必要になりますので、必ずご持参ください（平成 25年 4月に全会員

に発行済です）。現在、カードがお手元にない方は、日整会事務局までお問合せくだ
さい（03-3816-3671）。

　 　 必須分野番号の選択について
　 　　 単位の必須分野番号を研修会当日に選択することはできません。後日、会員専用ペー

ジ内の「単位振替システム」を利用して、ご自身でご希望の必須分野番号へ振替を
お願いいたします。

　3）専門医認定資格を得るための研修期間の会員の方の受講について
　 　（1） IC会員カードまたは研修手帳を必ずご持参ください。
　 　（2） 教育研修講演受付で申込書に必須事項をご記入の上、受講料（1,000円 /講演）を

添えて教育講演受付にお申し込みください。
　 　（3） 研修手帳の場合は、研修手帳に必須事項をご自身でご記入の上、受付に研修手帳

をご提出ください。研修手帳は教育講演受講後に必ずお引き取りください。
　4）ご注意
　 　 会場には講演開始後 10分までに入場してください。10分後に入場されましても受講単

位は認められません。また、途中退場される場合も受講単位は認められません。

2．日本リハビリテーション医学会 専門医・認定臨床医生涯教育研修単位
　研修会参加証
　　 研修会参加証は大切に保管して、年度末の自己申請の際に日本リハビリテーション医学

会事務局にお送りください。

3．日本リウマチ学会 教育研修単位
　申込の注意点
　　講演の当日のみ受け付けます。
　受講証明書
　　 証明書は専門医手帳に添付してください。未認定者は、保管し専門医申請時に専門医申

請書と共に提出してください。

4．日本リウマチ財団　教育研修単位
　 単位取得証明書をお渡しいたしますので、受講者名および勤務先名を受講者各自で記入し、
新規登録・更新時まで自己保管し、紛失しないようにしてください。また、申込時に、氏
名、所属、都道府県を名簿にご記入ください。
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日本医師会生涯教育講座について
本学術集会は日本医師会生涯教育講座に認定されており、下記の単位とカリキュラムコード
が取得できます。医師会にご加入の先生には参加証を発行いたしますので、巻頭の参加申込
用紙の下の部分にご記入いただき、ご提出ください。年度末の申告に必要になりますので、
大切に保管してください。紛失されても再発行はいたしません。

教育研修講演一覧
（日本整形外科学会・日本リウマチ学会・日本リウマチ財団・日本リハビリテーション医学会）

月
日

講演時間
（会場名）

セッション名
（演題番号） 演題名／講師名 日整会 その他認定内容 単位数

12
月
4
日
㈮

11：10～12：10
（A会場）

特別講演1
（SL1）

Experience in the use of Magnetically Controlled 
Growing Rod in the treatment of Scoliosis
 Kenneth Cheung

N-01
N-03
SS

1

12：20～13：20
（A会場）

ランチョン
セミナー1（L1）

整形外科医が知っておきたい小児リウマチ疾患
 伊藤　秀一

N-03
N-06
R

1
日本リウマチ学会
日本リウマチ財団

12：20～13：20
（B会場）

ランチョン
セミナー2（L2）整形外科領域における低ホスファターゼ症 鬼頭　浩史 N-03

N-04 1

15：40～16：40
（C会場）

綾仁冨彌
セミナー1（EL1）小児骨腫瘍の診断と治療 尾崎　敏文 N-03

N-05 1

16：50～17：50
（C会場）

綾仁冨彌
セミナー2（EL2）小児の脊椎疾患 吉川　一郎

N-03
N-07
SS 

1

18：00～19：00
（A会場）

イブニング
セミナー1（E1）日常診療で気を付けたい小児整形外科疾患 櫻吉　啓介 N-03

N-06 1

18：00～19：00
（B会場）

イブニング
セミナー2（E2）

成長期のアスリートの股関節痛に対する股関節鏡視下手術
 内田　宗志

N-02
N-11
S

1

12
月
5
日
㈯

08：30～09：30
（C会場）

綾仁冨彌
セミナー3（EL3）

大腿骨頭すべり症の診断と治療　
─近年の動向と注意すべき点─ 大谷　卓也

N-04
N-11 1

09：40～10：40
（C会場）

綾仁冨彌
セミナー4（EL4）小児の足部疾患 北　　　純 N-03

N-12 1

10：50～11：50
（C会場）

綾仁冨彌
セミナー5（EL5）成長期における肘・肩スポーツ障害 戸祭　正喜

N-02
N-09
S

1 日本リハビリテー
ション医学会

12：10～13：10
（A会場）

ランチョン
セミナー3（L3）上肢先天異常の治療 ─治療の進歩と展望─ 高山真一郎 N-03

N-10 1

12：10～13：10
（B会場）

ランチョン
セミナー4（L4）

Early Onset Scoliosis; Predicted outcomes and possible 
complications: what to expect from different techniques
 René M. Castelein

N-07
SS 1

12：10～13：10
（C会場）

ランチョン
セミナー5（L5）

Surgical Management and Consideration of Morquio A
 Deborah M. Eastwood

N-03
N-04 1

14：00～15：00
（C会場）

綾仁冨彌
セミナー6（EL6）先天性股関節脱臼の治療 西須　　孝 N-03

N-11 1

14：00～15：00
（A会場）

招待講演
（IL）

Therapies for the bone in mucopolysaccharidoses
 戸松　俊治

N-01
N-03 1

日本整形外科学会
取得単位：N	専門医単位、S	スポーツ単位、R	リウマチ単位、SS	脊椎脊髄病単位、Re	運動器リハビリテーション単位
必須分野：	［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］医療倫理・医療安全・医療制度等

取得単位および取得カリキュラムコード
12 月 4日（金）8：30 ～ 19：00　　　5単位
カリキュラムコード：5医師－患者関係とコミュニケーション、8医療の質と安全、15臨床問題解決の
プロセス、19身体機能の低下、59背部痛、61関節痛、62歩行障害、72成長・発達の障害
12 月 5日（土）8：30 ～ 17：00　　　5単位
カリキュラムコード：8医療の質と安全、15臨床問題解決のプロセス、19身体機能の低下、61関節痛、
72成長・発達の障害


