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2018/05/29 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2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

2018/05/30 19:00

栃木県小児運動器疾患指導管理医師セミナー（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

種市洋

大学

seikei@dokkyomed.ac.jp

0282-87-2161

市田紫弓

2018/05/30 19:30

徳島県小児運動器疾患指導管理医師DVDセミナー(第1回)

徳島県医師会館

徳島県

770-8565 徳島市幸町３丁目６１

岡田祐司

JCOA

daimon@tokusilma.med.or.jp

088-622-0264

大門基夫

2018/05/30 19:30

佐賀県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第2回）

佐賀メディカルセンター４F城内記念ホール

佐賀県

840-0054 佐賀県佐賀市水ヶ江1丁目12番10号

草場謙

JCOA

staff-eguchi@saga.med.or.jp

0952-37-1414

江口英男

2018/05/31 18:00

第1回埼玉県整形外科医会小児運動器疾患指導管理医師DVDセミナー

埼玉県県民健康センター

埼玉県

330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1

鮫島弘武

JCOA

tomioka@office.saitama.med.or.jp

048-824-2611

富岡佑太

2018/06/02 13:00

高知県小児運動器疾患指導管理医師セミナー（第２回）

高知城ホール４階

高知県

780-0850 高知県高知市丸ノ内２丁目１番１０号

池内昌彦

大学

im35@kochi-u.ac.jp

088-880-2386

永野靖典

2018/06/02 14:50

関東地区整形外科勤務医会教育研修会（第68回）

AP東京八重洲通り

東京都

104-0031 東京都中央区京橋1-10-7

中川照彦

大学

naka0208@oak.ocn.ne.jp

03-3625-6381

中川照彦

2018/06/08 19:00

南大阪小児運動器疾患指導管理医師DVDセミナー（第1回）

大阪市立大学医学部学舎

大阪府

545-8585 大阪市阿倍野区旭町1-4-3

中村博亮

大学

seikei@med.osaka-cu.ac.jp

06-6645-3851

星

2018/06/09 15:00

宮城県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー

江陽グランドホテル

宮城県

980-0014 仙台市青葉区本町1-3-1

井樋栄二

大学

secretary@ortho.med.tohoku.ac.jp

022-717-7245

高橋柚香里

2018/06/09 17:00

千整会小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

京成ホテルミラマーレ

千葉県

260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉15-1

大鳥精司

大学

njonedr@chiba-u.jp

043-226-2117

中村順一

2018/06/09 18:00

茨城県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第2回）

総合病院土浦協同病院２階講堂

茨城県

300-0028 土浦市おおつ野四丁目1番1号

山崎正志

大学

seikei@md.tsukuba.ac.jp

029-853-3219

鎌田浩史

2018/06/10 14:00

東京都西部小児運動器疾患指導管理医師DVDセミナー（第１回）

慶應義塾大学医学部北里講堂

東京都

160-8582 東京都新宿区信濃町35

松本守雄

大学

hikokanaji@gmail.com

03-5363-3812

金治有彦

2018/06/11 19:00

埼玉県東部地区小児運動器疾患指導医管理医師セミナー第1回

獨協医大埼玉医療センター4号館会議室

埼玉県

343-8555 埼玉県越谷市南越谷2ー１ー50

大関覚

大学

skywalker085070@gmail.com

048-965-1111

小川 真人

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 19:00

青森市小児運動器疾患指導管理医師DVDセミナー（第1回）

青森県医師会館

青森県

030-0801 青森県青森市新町2丁目8－21

井上貞宏

JCOA

ino.orth@isis.ocn.ne.jp

017-761-5522

井上貞宏

2018/06/13 19:30

小児運動器疾患指導医師セミナー

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管理医師セミナー（第１回）

信州大学

（９階講義室）

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 15:30

東京都東部小児運動器疾患指導医管理医師DVDセミナー（第１回）

東京医科歯科大学医学部

鈴木章夫記念講堂

東京都

113-8519 東京都文京区湯島1-5-45 東京医科歯科大学M&Dタワー2F

大川淳

大学

seikei.orth@tmd.ac.jp

03-5803-5279

瀬川裕子

2018/06/16 16:45

山梨県臨床整形外科小児運動器疾患指導管理医師セミナー（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

2018/06/18 18:00

三重県小児運動器疾患指導管理医師セミナー（第１回）

プラザ洞津

三重県

514-0042 三重県津市新町

山添好宏

JCOA

takashi-clinic@clock.ocn.ne.jp

059-233-6800

山﨑隆

2018/06/19 19:30

福島県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

福島県立医科大学

福島県

960-1295 福島市光ヶ丘1番地 福島県立医科大学 8号館 N301

紺野愼一

大学

kinshi@fmu.ac.jp

024-547-1276

加藤欽志

2018/06/21 19:00

鳥取県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第１回）

鳥取大学医学部臨床講義棟2階

鳥取県

683-8503 鳥取県米子市西町８６

永島英樹

大学

osakim@med.tottori-u.ac.jp

0859-38-6587

尾崎まり

2018/06/21 19:30

聖マリアンナ医科大学主催「日整会小児運動器疾患指導管理医師DVDセミナー」

聖マリアンナ医科大学

神奈川県

216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1

仁木久照

大学

torii@marianna-u.ac.jp

044-977-8111 内線3435

鳥居良昭

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

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

2018/06/24 12:00

日整会小児運動器疾患指導管理医師DVDセミナー北海道

旭川市大雪クリスタルホール

北海道

070-8003 旭川市神楽3条7丁目1

伊藤浩

大学

hokusei135@asahikawa-med.ac.jp

0166-68-2511

赤字は変更あり

臨床医学棟10階講堂

1F 大会議室A

多目的ホール
4階中講義室1
6F ローズルーム

旭総合研究棟

421講義室

病院3階大講堂
2階

久住の間

信州大学

1-6-28

主たる所属

学

小林徹也

2018/06/30 15:45

第110回奈良県医師会整形外科部会総会・教育研修講演会

奈良県医師会館

奈良県

634-0804 奈良県橿原市内膳町５－５－８

藤井宏真

大学

t2-oshima@hhc.eisai.co.jp

090-7003-2249

大島大志

2018/07/08 10:00

小児運動器疾患指導医管理医師セミナー宮城

宮城県立こども病院愛子ホール

宮城県

989-3126 仙台市青葉区落合4-3-17

落合達宏

大学

ochiai@jade.dti.ne.jp

022-391-5111

落合達宏

2018/07/21 14:00

静岡県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第1回）

サーラシティー浜松

2018/07/21 15:30

鳥取県小児運動器疾患指導医管理医師セミナー（第2回）

ANAクラウンプラザホテル米子

2階

静岡県

430-0926 静岡県浜松市中区砂山町155－1

大石強

勤務医会

t-ohishi@ken.ja-shizuoka.or.jp

053-453-1111

大石強

鳥取県

683-0824 鳥取県米子市久米町53-2

永島英樹

大学

osakim@med.tottori-u.ac.jp

0859-38-6587

尾崎まり

