日本整形外科学会 学術集会等 開催予定表
回数

学術集会名

開催年月日

2022年
2022年 6月8日（水）～7月7日(木）
第95回 日本整形外科学会学術総会
・会長： 大川 淳
・主催： 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科先端医療開発学講座整
形外科学分野
・ホームページ：https://joa2022.jp/index.html

2022年6月13日更新
開催場所
オンデマンド配信
・開催通知：日整会誌 第95巻 第5号
・演題募集：日整会誌 第95巻 第7号
・演題申込期間：令和3年7月12日（月）正午～9月
13日（月）正午

第55回 日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会 2022年 7月14日（木）・15日（金）
7月16日(土)～8月31日(水)
・会長： 川井 章
・主催： 国立がん研究センター中央病院骨軟部腫瘍・リハビリテーション科
・ホームページ：https://site.convention.co.jp/joa-tumor2022/

タワーホール船堀（東京）
オンデマンド配信
・開催通知：日整会誌 第95巻 第7号
・演題募集：日整会誌 第95巻 第10号
・演題申込期間：令和3年11月24日（水）～1月13日
（木）正午予定

2022年 10月13日（木）・14日（金）
第37回 日本整形外科学会基礎学術集会
・会長： 帖佐 悦男
・主催： 宮崎大学医学部感覚運動医学講座整形外科学分野
・ホームページ：https://site2.convention.co.jp/joakiso2022/

シーガイアコンベンションセンター（宮崎市）
・開催通知：日整会誌 第95巻 第10号
・演題募集：日整会誌 第95巻 第12号
・演題申込期間：令和4年1月6日（木）～3月17日
（木）予定

2023年
2023年 5月11日（木）～14日(日）
第96回 日本整形外科学会学術総会
・会長： 尾﨑 敏文
・主催： 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生体機能再生・再建学講座（整
形外科）
・ホームページ：https://joa2023.jp/index.html

パシフィコ横浜（横浜市）
・開催通知：日整会誌 第96巻 第5号
・演題募集：日整会誌 第96巻 第7号
・演題申込期間：令和4年7月12日（火）正午～9月
13日（火）正午

第56回 日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会 2023年 7月13日（木）・14日（金）
・会長： 西田 淳
・主催： 東京医科大学整形外科学分野
・ホームページ：

京王プラザホテル（東京）
・開催通知：日整会誌 第96巻 第7号
・演題募集：日整会誌 第96巻 第10号
・演題申込期間：

2023年 10月19日（木）・20日（金）
第38回 日本整形外科学会基礎学術集会
・会長： 山崎 正志
・主催： 国立大学法人筑波大学医学医療系整形外科
・ホームページ：

つくば国際会議場（つくば市）
・開催通知：日整会誌 第96巻 第10号
・演題募集：日整会誌 第96巻 第12号
・演題申込期間：

2024年
2024年 5月23日（木）～26日(日）
第97回 日本整形外科学会学術総会
・会長： 松本 守雄
・主催： 慶應義塾大学医学部整形外科学教室
・ホームページ：

福岡国際会議場（福岡市）
・開催通知：日整会誌 第97巻 第5号
・演題募集：日整会誌 第97巻 第7号
・演題申込期間：

第57回 日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会 2024年 7月11日（木）・12日（金）
・会長： 松峯 昭彦
・主催： 福井大学学術研究院医学系部門医学領域器官制御医学講座整形外
科学分野
・ホームページ：

フェニックス・プラザ（福井市）
・開催通知：日整会誌 第97巻 第7号
・演題募集：日整会誌 第97巻 第10号
・演題申込期間：

2024年 10月17日（木）・18日（金）
第39回 日本整形外科学会基礎学術集会
・会長： 仁木 久照
・主催： 聖マリアンナ医科大学整形外科学講座
・ホームページ：

京王プラザホテル（東京）
・開催通知：日整会誌 第97巻 第10号
・演題募集：日整会誌 第97巻 第12号
・演題申込期間：

2025年
2025年 5月22日（木）～25日(日）
第98回 日本整形外科学会学術総会
・会長： 岩崎 倫政
・主催： 北海道大学医学部整形外科学教室
・ホームページ：

東京国際フォーラム（東京）
・開催通知：日整会誌 第98巻 第5号
・演題募集：日整会誌 第98巻 第7号
・演題申込期間：

第58回 日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会 2025年
・会長： 朴木 寛弥
・主催： 奈良県立医科大学 骨軟部腫瘍制御・機能再建医学
・ホームページ：

・開催通知：日整会誌 第98巻 第7号
・演題募集：日整会誌 第98巻 第10号
・演題申込期間：

2025年
第40回 日本整形外科学会基礎学術集会
・会長： 石橋 恭之
・主催： 弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座
・ホームページ：

・開催通知：日整会誌 第98巻 第10号
・演題募集：日整会誌 第98巻 第12号
・演題申込期間：

＜日整会主催の研究会等＞
会の名称
回数

開催年月日

2022年（令和3年）
2022年 12月10日（土)
第33回 日本整形外科学会骨系統疾患研究会
・会長： 瀬川 裕子
・主催： 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科先端医療開発学講座整
形外科学分野
＜日整会主催の研修会＞
回数
会の名称
2022年（令和4年）
第37回 日整会リウマチ研修会
（資格取得、継続）

開催年月日

開催場所
パシフィコ横浜（横浜市）
・開催通知：日整会誌96巻第4号
・演題募集：日整会誌96巻第5号
・抄録原稿提出期限：令和4年7月29日（金）必着
開催場所

2022年 7月17日（日）

オンライン開催（定刻ライブ配信）
会告：日整会誌96巻第5号

第49回 日整会スポーツ医学研修会
（資格取得・各論）

2022年 9月3日（土）・4日（日）

オンライン開催（定刻ライブ配信）
会告：日整会誌96巻第3号

日整会 スポーツ医資格継続のための研修会

2022年 9月4日（日）予定

オンライン開催（定刻ライブ配信）
会告：日整会誌96巻第3号

第17回 日整会運動器リハビリテーション研修会
（資格取得）

2022年 10月16日（日）

オンライン開催（定刻ライブ配信）
日整会誌96巻第3号

第14回 日整会運動器リハビリテーション医資格
継続のための研修会

2022年 10月15日（土）

オンライン開催（定刻ライブ配信）
日整会誌96巻第3号

第20回 日整会脊椎脊髄病医研修会
（資格取得、資格継続）

2022年 8月28日（日）

オンライン開催（定刻ライブ配信）
会告：日整会誌96巻第3号

＜日整会専門医試験＞
回数
会の名称
2023年（令和5年）
第35回 日整会専門医試験

開催年月日
2023年 1月21日（金） 本試験
2月 4日（金） 追試験

開催場所
全国のCBT会場
・会告：日整会誌 第96巻 第4号
・申込期間：令和4年7月1日～7月31日

