
日本整形外科学会　教育研修受講確認書
（必ず事前に学会ホームページよりお申し込みください）

ウェブ教育研修会での単位取得方法について
……………………………………………………………………………………………………………………………
日本整形外科学会教育研修単位の取得を希望される方は、必ず事前に学術集会ホームページより参加登録
を行い、日整会単位申込および受講料支払（1,000 円 / 1 講演）をお済ませください。また、該当する講
演の受講後に表示される設問に合格する必要があります。

＜ウェブ教育研修会での単位取得手順＞
１．学術集会ホームページの「参加登録」ページより参加登録および日整会単位申込を行う。
URL：https://site2.convention.co.jp/jpoa31/registration.html
※ 6 桁の日整会会員番号が必要です。
※教育研修講演一覧は裏面に記載してあります。

２．会期中にオンライン学術集会ページにログインして該当する講演を受講する。
【オンデマンド配信の場合】
・申込済の講演を最後まで視聴する。※初回視聴時は早送りができません。
・視聴終了後、設問に解答する。正解するまで繰り返し解答可能。
【ライブ配信の場合】
・該当講演の開催日時に、ライブ配信ページにアクセスし、申込済の講演を最後まで視聴する。
・視聴終了後、設問に解答する。正解するまで繰り返し解答可能。
※以下の場合は単位取得が認められませんのでご注意ください。
・≪視聴開始≫ボタンまたは≪視聴終了≫ボタンが押されていない場合
・視聴開始履歴がセッション開始 10 分前、視聴終了履歴がセッション終了 10 分を過ぎている場合
※ライブ後オンデマンド配信となるセッションは、オンデマンド視聴でも単位を取得できます。

３．運営事務局にて、お申込内容と受講履歴を日本整形外科学会に提出し、後日単位が付与される予定です。

※受講履歴（視聴ログ）を残すことで単位が認められます。
※必ず安定したインターネット環境で参加をお願いいたします。



日本整形外科学会教育研修講演一覧（N：専門医単位）
……………………………………………………………………………………………………………………………
必ず事前に学会ホームページより参加登録を行い、日整会単位申込および受講料支払（1,000 円 / 1 講演）
をお済ませください。

配信形式 セッション名 演題名 講師名 必須分野番号

オンデマンド 特別講演 日本整形外科学会の取り組み
－全世代の運動器の健康をめざして－ 松本　守雄 N-01

N-14-5 

オンデマンド 招待講演 Ultrasonography changes a treatment strategy 
for DDH Reinhard Graf N-03

N-11

オンデマンド 教育研修講演 1

日本人工関節登録制度から JOANRへ 秋山　治彦
N-03
N-14-5

JPOA レジストリ－：小児整形外科領域の希少
疾患について、医師が知りたいこと・患者さん
が知りたいこと

北野　利夫

オンデマンド 教育研修講演 2
Congenital pseudarthrosis of the tibia Tae-Joon Cho N-04

N-12先天性下腿偽関節症の基礎的研究 神谷　宣広

オンデマンド 教育研修講演 3
小児骨腫瘍へのアプローチと Pitfall 尾﨑　敏文 N-03

N-05小児軟部腫瘍の特徴とピットフォール 片桐　浩久

オンデマンド 教育研修講演 4
Physeal Injury: From Birth to Skeletal Maturity Deborah M 

Eastwood N-02
N-10
S小児骨折に対する観血的治療法

－骨端線損傷を中心に－ 佐藤　　徹

オンデマンド 教育研修講演５

周産期脳障害に対する幹細胞療法の開発
～脳性麻痺撲滅を目指して～ 佐藤　義朗

N-01
N-08脳性麻痺児の一期的多関節レベル手術

～三次元歩行分析の活用～ 則竹　耕治

オンデマンド 教育研修講演 6
新型コロナウイルス感染症UpToDate 手塚　宣行

N-14-2 
小児の新型コロナウイルス感染症について 伊藤　健太

【ライブ配信】 
12 月 5 日（土） 
9：30 ～ 10：30

教育研修講演 7 忘れえぬ症例－外科医が背負うカルマ－ 西須　　孝 N-02
N-09

オンデマンド アフタヌーンセミナー 1
（共催：東名ブレース株式会社） 先天性内反足の治療のこれまでと今後 北　　　純 N-03

N-12

【ライブ配信】
12 月 4 日（金）
15：00 ～ 16：00

アフタヌーンセミナー 2
（共催：株式会社松本義肢製作所） 小児の脊髄腫瘍と脊柱変形 今釜　史郎

N-07
N-13
SS

オンデマンド
ランチョンセミナー 1

（共催：アレクシオンファーマ合
同会社）

小児整形外科医が診断にかかわる遺伝性の
骨系統疾患－ ALP低値の臨床的意義－ 鬼頭　浩史 N-01

N-04

【ライブ配信】
12 月 3 日（木）
12：00 ～ 13：00

ランチョンセミナー 2
（共催：ジョンソン・エンド・ジョ
ンソン株式会社）

思春期特発性側弯症治療のコツとポイント　
装具から手術まで 関　　庄二

N-07
N-13
SS

【ライブ配信】
12 月 4 日（金）
12：00 ～ 13：00

ランチョンセミナー 3
（共催：第一三共株式会社）

緊張の包括的評価と痙縮に対する薬物治療 荒井　　洋 N-03 
N-08 
Re小児痙縮治療における整形外科医の役割 吹上　謙一

【ライブ配信】
12 月 3 日（木）
18：00 ～ 19：00

イブニングセミナー 1
（共催：中外製薬株式会社） 若年性特発性関節炎の診断と治療 岩田　直美

N-06 
N-08 
R

【ライブ配信】
12 月 4 日（金）
18：00 ～ 19：00
※ライブ後オンデマンド

イブニングセミナー 2
（共催：Bio Marin Pharmaceutical 
Japan 株式会社）

MPS: Reducing the delay to diagnosis and 
orthopaedic management

Deborah M 
Eastwood

N-01
N-04

オンデマンド イブニングセミナー 3
（共催：協和キリン株式会社）

FGF23 関連低リン血症性くる病・骨軟化症の
診断と治療 大薗　恵一 N-04 

N-12

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 肩甲骨・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］医学全般にわたる
講演会などで、14-1 ～ 14-4 に当てはまらないもの
専門医取得単位
N：専門医単位、S：スポーツ医単位、R：リウマチ医単位、SS：脊椎脊髄病医単位、Re：運動器リハビリテーション医単位


