
日小整会誌（J Jpn Ped Orthop Ass）30（3）：2021

お知らせとお願い

参加者の皆様へ
１．参加受付

※ 本学術集会は完全WEB開催となりましたため、オンラインでの受付となります。必ず学会ホームペー
ジの「参加登録」よりご登録ください。

オンライン参加登録期間：11月10日（水）正午～1月15日（土）正午まで
　https://www.kwcs.jp/jpoa2021/

　　参加費
医師・企業：16,000円
初期研修医：6,000円
　　　　　　 （所属長または施設の証明書コピーを運営事務局（jpoa2021@wjcs.jp）までメールにてお送

りください。書式は自由です。）
コメディカル：6,000円
学　　　生：無料（学生証コピーを運営事務局（jpoa2021@wjcs.jp）までメールにてお送りください。）

1 参加証と領収書は、会期中、参加登録システムからダウンロードいただけます。
2 本学術集会への参加登録で、第33回日本整形外科学会骨系統疾患研究会（12月2日（木）～1月15日（土）

※予定、オンライン開催、樋口　周久会長）に参加できます。
　 尚、日整会骨系統疾患研究会については、日整会誌及び日整会ホームページ＞会員ページ＞日本整形

外科学会誌＞日整会誌第95巻11号からダウンロードできます。
3  第33回日本整形外科学会骨系統疾患研究会のみの参加の場合は2,000円となります。（骨系統疾患研究

会のみの参加の場合、学術集会にて開催するプログラムの視聴および日整会単位の取得はできません。）
※ 本学術集会は、小児整形外科学・医療に関心を抱くものが集まり、学問的研鑽をはかることを目的と

しております。従って、参加資格は医療・福祉・介護領域の関係者、あるいは主催者が特別に認めた
方に限定しております。なお、参加資格の有無を判断するために証明書の呈示をお願いする場合があ
りますのでご了承ください。

２．学会雑誌
学会雑誌は事前に学会員へ送付予定です。追加や別途ご希望の方には1部2,000円（送料別途）でお送りい
たします。但し、部数に限りがあります。

３．撮影・録画・録音の禁止について
配信された講演の撮影・録画・録音は禁止されております。

日本小児整形外科学会各種会議
理 事 会　12月1日（水）　18：30～20：30（オンライン開催）
社 員 総 会　12月2日（木）　19：15～20：15（オンライン開催）
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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（新入会・年会費納入受付）
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、日本小児整形外科学会ホームページの

「入会案内」＜http://www.jpoa.org/admission/＞をご覧のうえ、入会申込書を学会事務局までお送りく
ださい。あわせて令和4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。
※ 「入会申込書」と「会費」の双方が揃いませんと入会手続が完了しません。両方を必ずお送りください

ますようお願い申し上げます。

一般社団法人日本小児整形外科学会
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1　パレスサイドビル9F　㈱毎日学術フォーラム内
TEL：03-6267-4550　FAX：03-6267-4555
E-mail：jpoa@jpoa.org
ホームページ：http://www.jpoa.org/

主題・一般演題・英文ポスター口演・コメディカル演題の演者の方へ
当日は、お時間となりましたら事前にご案内したzoomのURLよりご入室をお願いいたします。
発表は、事前に提出いただく音声付パワーポイントスライド（発表動画）をライブ＋オンデマンド配信い
たします。
発表データの作成・登録方法は別途お送りするご案内をご確認ください。
質疑応答の時間となりましたら、マイクとカメラをオンにし、口頭でのご対応をお願いいたします。

掲載原稿の提出
学術集会における発表内容は日本小児整形外科学会雑誌に掲載することを原則とします。
掲載原稿は令和4年1月末迄にHPに掲載の日本小児整形外科学会雑誌に投稿規定に準じてご投稿ください。
主著者および共著者は学会員に限られていますので、HPに掲載の入会案内に準じて手続きしてください。
未入会の方は学会誌に氏名が掲載されませんのでご注意ください。
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教育研修講演を受講される先生方へ
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い（1,000円/1
講演）をお済ませください。また、該当する講演動画を視聴後、設問に合格する必要がございます。
※教育研修講演だけを受講される場合も学術集会の参加登録が必要です。
※受講料は講演中止の場合以外は払い戻しいたしません。
※日本整形外科学会教育研修単位を取得されない方は受講料不要です。

＜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。
　https://www.kwcs.jp/jpoa2021/
　※6桁の日整会会員IDが必要となりますので、予めご用意をお願いいたします。

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。
　【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
　※ライブ配信終了後、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。

　【オンデマンド配信の場合】
　・申込済み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。

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。
※ スマートフォン・タブレットでの視聴の場合、正確な受講履歴が残りません。必ずPCでの閲覧をお願

いいたします。
※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。
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日本整形外科学会教育研修講演一覧
日本整形外科学会教育研修講演一覧（N：専門医単位）

日時 会場 セッション名 演題名 講師名 認定番号 必須分野

12
月
2
日（
木
）

  9:50-10:50 第1会場 招待講演1
Limb Lengthening and 
Reconstruction: is the External 
Fixator Obsolete?

John E. Herzenberg 21-1289-001 N-3 
N-12

11:00-12:00 第1会場 教育研修講演 岡山大学小児整形外科の伝統と継承 赤澤　啓史 21-1289-002 N-3 
N-11

12:10-13:10

第1会場 ランチョンセミナー1 小児整形外科領域の痙縮治療 
～バクロフェン髄注療法の現状～ 伊藤　弘紀 21-1289-003

N-8 
N-13 
Re

第2会場 ランチョンセミナー2 小児科における軟骨無形成症診療とガイ
ドライン 長谷川高誠 21-1289-004 N-1 

N-3

第3会場 ランチョンセミナー3 基礎からの骨系統疾患学 －「骨系統疾
患を治す時代」に取り残されないために 池川　志郎 21-1289-005 N-1 

N-3

第4会場 ランチョンセミナー4 野球医学2021 　～成長学・栄養学・
コーチング学の進化から～ 馬見塚尚孝 21-1289-006 N-9 

S

16:30-17:30 第1会場 招待講演2
DDH in the world Hip sonography, 
technique, common mistakes, 
screening results, politics

Reinhard Graf 21-1289-007 N-3 
N-11

18:00-19:00 第1会場 文化講演 バリアバリュー 垣内　俊哉 21-1289-008 N-13

12
月
3
日（
金
）

10:10-11:10 第1会場 招待講演3 Osteogenesis Imperfecta -Our 
Experience. Haim Shtarker 21-1289-010 N-3

11:20-12:20 第1会場 特別講演 上肢先天異常の治療から学んだこと、貢
献できたこと、伝えたいこと 高山真一郎 21-1289-011 N-3 

N-10

12:30-13:30

第1会場 ランチョンセミナー5

低ホスファターゼ症患者に対する運動機
能評価の実際 田村　太資

21-1289-012
N-4 
N-13 
Re周産期良性型の成人期低ホスファターゼ

症の自然経過および治療導入時の運動機
能評価

神谷　武志

第2会場 ランチョンセミナー6 小児骨折治療のControversy 松村　福広 21-1289-013 N-2 
N-13

第3会場 ランチョンセミナー7 子どもの関節炎を見たらどのような疾患
を疑うか（小児リウマチ医の視点から） 八代　将登 21-1289-014

N-3 
N-6 
R

14:30-15:30 第1会場 招待講演4
Technology commercialization 
of R&D occurring in university 
hospitals

Hae-Ryong Song 21-1289-015 N-3

オンデマンド ─ 教育研修講演 骨系統疾患の単純X線診断：知っておき
たいエッセンス 宮嵜　　治 21-1289-009 N-3

N-4

※同日程で開催するセッションについては、複数受講しても1単位の付与となります。

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
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