開催日時（開始）
赤字は変更あり
2018/04/18 19:00

講習会名

会場名

会場都道府県 郵便番号

三水会・日整会小児運動器疾患指導管理医師DVDセミナー

宮崎大学医学部 臨床講義室105教室

宮崎県

会場住所

講習会主催者

889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原5200

帖佐悦男

主催者の
主たる所属
大学

連絡先E-mail

連絡先電話番号

seikei@med.miyazaki-u.ac.jp

0985-85-0986

連絡先担当者名
島田まゆみ

2018/04/18 19:30

佐賀県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

佐賀メディカルセンター 4F

佐賀県

840-0054 佐賀県佐賀市水ケ江一丁目12番10号

草場謙

JCOA

staff-eguchi@saga.med.or.jp

0952-37-1414

江口英男

2018/04/20 19:30

第126回大分整形外科症例検討会

ホルトホール大分 二階 201会議室

大分県

870-0839 大分市金池南一丁目５番１号

津村弘

大学

msakamoto@oita-u.ac.jp

097-586-5876

岩﨑達也

2018/04/21 15:00

神奈川勤務医会主催

崎陽軒本店

神奈川県

236-0037 横浜市西区高島2-13-12

三原久範

勤務医会

hmihara@ruby.ocn.ne.jp

045-782-2101

三原久範

2018/04/21 16:00

岩手県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

盛岡グランドホテル

岩手県

020-8501 岩手県盛岡市愛宕下1-10

土井田稔

大学

kseikei@iwate-med.ac.jp

019-651-5111

佐藤瑠衣

2018/04/22 09:00

日整会小児運動器疾患指導管理医師「DVDセミナー」（第1回）

岡山大学医学部臨床講義棟 臨床第一講義室

岡山県

700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

尾崎敏文

大学

orthsurg@md.okayama-u.ac.jp

086-235-7270

梶尾ひとみ

2018/04/22 10:00

OCOA「小児運動器疾患指導管理医師DVDセミナー」大阪

上村ニッセイビル 中外製薬（株）12階会議室

大阪府

532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目3-31

梁裕昭

JCOA

mid-yang@tcct.zaq.ne.jp

E-mailのみ

梁裕昭（やん

2018/04/22 10:00

岐阜県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

岐阜大学医学部記念会館

岐阜県

501-1194 岐阜県岐阜市柳戸1－1

秋山治彦

大学

ujimiya@gifu-u.ac.jp

058-230-6333

青木隆明

2018/04/22 12:00

秋田県小児運動器疾患指導管理料DVD研修会

秋田大学附属病院 多目的室（2F)

秋田県

010-0041 秋田市広面字蓮沼

44番2号

島田洋一

大学

seikei@doc.med.akita-u.ac.jp

018-884-6148

永澤博幸

2018/04/22 14:00

茨城県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第1回）

筑波大学医学医療系臨床講堂A

茨城県

305-8575 茨城県つくば市天王台1-1-1

山崎正志

大学

seikei@md.tsukuba.ac.jp

029-853-3219

鎌田浩史

2018/04/22 14:00

小児運動器疾患指導管理医師DVDセミナー

名古屋市医師会館（6階講堂）

愛知県

461-0004 愛知県名古屋市東区葵1－4－38

前田登

JCOA

seikei@med.email.ne.jp

052-253-7792

犬塚絵里子

2018/04/23 19:00

愛媛県南予地区小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第1回）

宇和島医師会館

愛媛県

798-0062 愛媛県宇和島市桜町1-50

河野洋平

JCOA

kohno.ortho.cl@beetle.ocn.ne.jp

0895-22-1822

河野洋平

2018/04/23 20:00

北九州地区小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

産業医科大学ラマツィーニ大ホール

福岡県

807-8555 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1

酒井昭典

大学

nao-k@med.uoeh-u.ac.jp

093-691-7444

2018/04/24 18:50

福岡県小児運動器疾患指導管理医師セミナー（第１回）

久留米大学筑水会館

福岡県

8300011

志波直人

大学

inayoshi_yumi@kurume-u.ac.jp

0942-31-7568

稲吉由美

2018/04/24 19:00

日整会小児運動器疾患指導管理医師セミナー 福岡地区DVD視聴会（第1回）

九州大学医学部 百年講堂 中ホール

福岡県

812-8582 福岡県福岡市東区馬出3-1-1

中島康晴

大学

himizu@ortho.med.kyushu-u.ac.jp

092-642-5488

水内秀城

2018/04/24 20:00

TCOA小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

東京都医師会館

東京都

101-8328 東京都千代田区神田駿河台2-5

奥村栄次郎

JCOA

office_tokyo@tcoa.jp

03-3518-2207

山川牧希

小児運動器疾患指導管理医師DVDセミナー

福岡県久留米市旭町67番地

寺田奈緒

2018/04/25 19:00

日整会小児運動器疾患指導管理医師セミナー（第1回）周南整形外科医会

ホテルサンルート

山口県

745-0025 山口県周南市築港町８－３３

黒川陽子

大学

sasaiyoko@hotmail.com

0834-29-1430

黒川陽子

2018/04/25 19:30

横浜市整形外科医会小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

横浜市医師会会議室

神奈川県

231-0062 横浜市中区桜木町１−１

紺野勉

JCOA

shige1a2h@yahoo.co.jp

045-911-7111

根上茂治

2018/04/26 16:00

愛媛県中予地区小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第1回）

愛媛県医師会館

愛媛県

790-8585 愛媛県松山市三番町4丁目5-3

相原忠彦

JCOA

matsumot@ehime.med.or.jp

089-943-7582

松本方志

2018/04/26 19:00

愛媛県東予地区小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第1回）

新居浜市医師会館

愛媛県

792-0811 愛媛県新居浜市庄内町4丁目7-54

宮下直之

JCOA

naomiya@shirt.ocn.ne.jp

0897-45-3833

宮下直之

2018/04/26 19:30

小児運動器疾患指導管理医師研修会

静岡市静岡医師会館

静岡県

420-8603 静岡県静岡市葵区東草深町3番27号

谷口正和

JCOA

tanim@sky.plala.or.jp

054-627-2020

谷口正和

2018/04/26 19:40

栃木県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）(TCOS)

とちぎ健康の森 講堂

栃木県

320-0065 栃木県宇都宮市駒生町3337-1

小野誠

JCOA

m-ono@mua.biglobe.ne.jp

028-639-1087

小野誠

2018/04/27 18:30

愛媛小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

愛媛大学医学部創立40周年記念講堂

愛媛県

791-0295 愛媛県東温市志津川

三浦裕正

大学

orthop@m.ehime-u.ac.jp

089-960-5343

吉良史枝

2018/04/28 15:45

第113回千葉県臨床整形外科医会研修会

京成ホテルミラマーレ

千葉県

260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1

白土英明

JCOA

yashiro@fff.or.jp

047-425-5585

屋代絵里

2018/04/28 16:00

長野県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

長野市医師会

長野県

380-0928 長野市若里7-1-5

柳原光國

JCOA

amori@gray.plala.or.jp

026-228-9717

柳原光國

2018/04/28 16:00

日整会小児運動器疾患指導管理医師DVDセミナー北海道

札幌市医師会館

北海道

060-8581 北海道札幌市中央区大通西19丁目1

山崎生久男

JCOA

ikuoyamaz@dream.com

011-612-1133

佐藤清志

2018/04/28 16:35

兵庫県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

神戸市医師会館

兵庫県

650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通4丁目1-20

岡田幸也

JCOA

yoc8800@nike.eonet.ne.jp

079-426-8800

山下仁司

2018/04/28 17:00

熊本県小児運動器疾患指導管理医師セミナー（第１回）

熊本県医師会館 大会議室

熊本県

860-0806 熊本市中央区花畑町１番13号

松原三郎

JCOA

smatsu@horae.dti.ne.jp

096-214-0551

髙橋利郎

2018/04/28 18:00

日整会小児運動器疾患指導管理医師ＤＶＤセミナー

鹿児島県市町村自治会館４階ホール

鹿児島県

890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町７-４

橋口兼久

JCOA

kanehisa@po3.synapse.ne.jp

099-266-1721

橋口兼久

2018/04/28 18:00

日整会小児運動器疾患指導管理医師セミナー

ホテルニューキャッスル

青森県

036-8354 青森県弘前市上鞘師町24-1

石橋恭之

大学

wadak39@hirosaki-u.ac.jp

0172-39-5083

和田簡一郎

2018/04/28 18:30

広島県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

広島県医師会館

広島県

732-0057 広島県広島市東区二葉の里三丁目2番3号

安達伸生

大学

shinomi0123@yahoo.co.jp

082-257-5233

四宮陸雄

2018/04/30 11:00

埼玉医科大学主催「日整会小児運動器疾患指導管理医師DVDセミナー」

埼玉医科大学総合医療センター大講堂

埼玉県

350-8550 埼玉県川越市鴨田1981番地

織田弘美

大学

kwatarai@saitama-med.ac.jp

049-276-1238

渡會恵介

2018/05/01 19:00

日整会小児運動器疾患指導管理医師セミナー

福大メディカルホール

福岡県

814-0180 福岡県福岡市城南区七隈7-45-1

山本卓明

大学

kinopfukuoka@yahoo.co.jp

092-801-1011 (内線3465)

木下浩一

2018/05/01 19:00

沖縄県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

琉球大学医学部 臨床講義棟1F

沖縄県

903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原２０７

金谷文則

大学

fkanaya@med.u-ryukyu.ac.jp

098-895-1174

神谷武志

2018/05/01 19:00

高知県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

高知大学医学部実習棟３階 第２講義室

高知県

783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮

池内昌彦

大学

im35@kochi-u.ac.jp

088-880-2386

永野靖典

2018/05/08 19:30

香川県小児運動器疾患指導管理医師ＤＶＤセミナー（第1回）

サンポートホール高松 61会議室

香川県

760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー

山本哲司

大学

sanutetu@med.kagawa-u.ac.jp

087-891-2195

2018/05/08 19:30

神奈川県臨床整形外科医会小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

神奈川県総合医療会館 ７階講堂

神奈川県

231-0037 横浜市中区富士見町３−１

蓑手善哉

JCOA

shige1a2h@yahoo.co.jp

045-911-7111

根上茂治

2018/05/09 19:30

小児運動器疾患指導管理医師セミナー

富山市医師会健康管理センターホール

富山県

930-0951 富山市経堂4丁目1-36

高野治雄

JCOA

takano42@ea.mbn.or.jp

076-423-9814

高野治雄

2018/05/10 19:00

小児運動器管理料セミナー

DVD視聴会

DVD視聴会

栃木県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第1回）

4階会議室

小講義室

自治医科大学附属病院

栃木県

横浜市健康福祉総合センター６階

329-0498 栃木県下野市薬師寺3311⁻1

ホール棟6階

竹下克志

大学

y-jima@omiya.jichi.ac.jp

0285-58-7374

真柴賛

飯島裕生

2018/05/10 19:00

小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第1回）

杏林大学医学部付属病院 臨床講堂

東京都

181-8611 東京都三鷹市新川6-20-2

市村正一

大学

seikei@ks.kyorin-u.ac.jp

0422-47-5511 内線3622

大城美奈子

2018/05/10 20:00

福井県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

福井県医師会館

福井県

910-0001 福井県福井市大願寺3-4-10

片山元

JCOA

a-tanaka@tanaka-hosp.jp

0776-22-8500

田中章善

2018/05/11 19:00

大阪小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

大阪大学

銀杏会館

大阪府

565-0871 大阪府吹田市山田丘２－２

吉田清志

大学

yoshida-kiyoshi@umin.ac.jp

06-6879-3552

吉田清志

2018/05/12 15:00

日整会小児運動器疾患指導管理医師ＤＶＤセミナー

浜松市医師会館

静岡県

430-0935 浜松市中区伝馬町311-2

渡邊勝典

JCOA

watanabe-seikei@mtc.biglobe.ne.jp

0538-43-7111

渡邊勝典

2018/05/12 15:30

京都小児運動器疾患指導管理医師DVDセミナー（第１回）

京都大学芝蘭会館 稲盛ホール

京都府

606-8315 京都市左京区吉田近衛町 京都大学医学部構内

原浩史

JCOA

haraseikei@hera.eonet.ne.jp

075-492-6006

原浩史

2018/05/13 10:30

TCOA小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第２回）

東京都医師会館

東京都

101-8328 東京都千代田区神田駿河台2-5

奥村栄次郎

JCOA

office_tokyo@tcoa.jp

03-3518-2207

山川牧希

2018/05/13 15:00

小児運動器疾患指導管理DVD講習会

東海大学伊勢原キャンパス松前記念講堂

神奈川県

259-1193 伊勢原市下糟屋143 東海大学病院

渡辺雅彦

大学

a.hiyama@tokai-u.jp

0463-93-1121

檜山明彦

2018/05/19 15:30

京都小児運動器疾患指導管理医師DVDセミナー（第2回）

京都府医師会館212・213会議室

京都府

604-8585 京都市中京区西ノ京栂尾町 6

原浩史

JCOA

haraseikei@hera.eonet.ne.jp

075-492-6006

原浩史

2018/05/19 16:30

TCOA小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第３回）

東京都医師会館

東京都

101-8328 東京都千代田区神田駿河台2-5

奥村栄次郎

JCOA

office_tokyo@tcoa.jp

03-3518-2207

山川牧希

2018/05/19 17:00

大分県臨床整形外科医会(平成30年度大分県臨床整形外科医会総会)

大分県医師会館 ６階 研修室１

大分県

870-8563 大分市大字駄原2892の1

津村弘

大学

msakamoto@oita-u.ac.jp

097-586-5876

岩﨑達也

2018/05/19 18:00

TCOA小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第４回）

東京都医師会館

東京都

101-8328 東京都千代田区神田駿河台2-5

奥村栄次郎

JCOA

office_tokyo@tcoa.jp

03-3518-2207

山川牧希

2018/05/20 09:00

日整会小児運動器疾患指導管理医師「DVDセミナー」（第2回）

岡山大学医学部臨床講義棟 臨床第一講義室

岡山県

700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

尾崎敏文

大学

orthsurg@md.okayama-u.ac.jp

086-235-7270

梶尾ひとみ

2018/05/21 19:45

医局研究会

日本大学医学部記念講堂

東京都

173-8610 東京都板橋区大谷口上町３０－１

德橋泰明

大学

nakahashi.masahiro@nihon-u.ac.jp

03-3972-8111(PHS 8236)

中橋昌弘

2018/05/30 19:00

栃木県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第2回）

獨協医科大学

栃木県

321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林880番地

洋種市

大学

seikei@dokkyomed.ac.jp

0282-87-2161

市田紫弓

2018/06/13 19:00

香川県小児運動器疾患指導管理医師ＤＶＤセミナー（第2回）

香川大学医学部臨床講義棟1階

香川県

761-0793 香川県木田郡三木町池戸1750-1

山本哲司

大学

sanutetu@med.kagawa-u.ac.jp

087-891-2195

真柴賛

2018/06/13 19:00

八戸市小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

八戸プラザホテル

青森県

031-0081 青森県八戸市柏崎１丁目6-6

荒井久典

JCOA

hisakun@world.ocn.ne.jp

0178-71-3000

荒井久典

2018/06/13 19:30

小児運動器疾患指導医医師セミナー

富士市医師会館

静岡県

417-0061 静岡県富士市伝法2850

北條博

JCOA

hiroshinobu-h@tx.thn.ne.jp

0545-52-1868

北條博

2018/06/16 15:00

長野県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

信州大学

長野県

390-8621 長野県松本市旭３－１－１

加藤博之

大学

seikei@shinshu-u.ac.jp

0263-37-2659

岡本正則

2018/06/16 16:45

山梨県臨床整形外科小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

アーバンヴィラ古名屋ホテル

山梨県

400-0032 山梨県甲府市中央1丁目7－15

赤岡啓二

JCOA

akaoka@maple.ocn.ne.jp

055-273-1231

赤岡啓二

2018/06/23 17:00

第2回大分県整形外科医会

レンブラントホテル大分 2階

大分県

870-0816 大分市田室町9-20

津村弘

大学

msakamoto@oita-u.ac.jp

097-586-5876

岩﨑達也

小児運動器疾患指導医管理医師セミナー

臨床医学棟10階講堂

旭総合研究棟 （９階講義室）
久住の間

信州大学

ゆそ）

DVDは田中眞希（413205）へ送付

