
参 加 者 へ の お 知 ら せ

○参加受付
受付時間
　₃月₆日（金）12：30～19：00
　₃月₇日（土）₈：00～18：30
　₃月₈日（日）₈：00～11：00
受付場所：かがわ国際会議場ロビー
・�受付にて参加申込書に都道府県名・所属・氏名・宿泊先をご記入いただき、参加費を添えてお申し
込みください。参加証・領収書・参加証明書をお渡ししますので、所属・氏名をご記入のうえ、会
場内では必ずご着用ください。

○参加費
医師�7,000円、医師以外�4,000円
お支払いは現金のみです。

○抄録集
購入を希望の方は、一冊1,000円で販売いたします。数に限りがございますので、売切れの際はご了承
ください。

○FFN-J事務局受付
年会費・入退会・住所変更等はFFN-J事務局受付にてご案内いたします｡（年会費1,000円）

○録音・撮影
会場内では、許可なく写真撮影・ビデオ撮影（録画)、録音はできません。

○会場内でのご注意
会場内での携帯電話・スマートフォンでの通話はご遠慮ください。また、その他の電子機器（PC、タ
ブレット端末等）も音声が発生しないよう設定して下さい。会場内は禁煙です。

○スライドへの英語字幕表示のお知らせ
当学術集会では、ご講演やセミナー、シンポジウム、一般演題口演について、AI翻訳ソフト
“translator”による自動翻訳英語字幕を付ける予定です｡（演者の希望により非表示となる場合があ
ります）

○クローク
第₂小ホールのクロークをご利用ください。なお、貴重品はお預かりできません。
　₃月₆日（金）12：00～19：30
　₃月₇日（土）₈：00～19：00
　₃月₈日（日）₈：00～12：00



○駐車場
お車でお越しの方はサンポート地下駐車場（有料）等をご利用ください。

○ランチョンセミナー
₃月₇日（土）のランチョンセミナーでは昼食をご用意しております。ただし、弁当の数には限りが
ございますのでご了承ください。
※本セミナーは、整理券制です。
　配布場所：かがわ国際会議場（タワー棟₆階）参加受付
　配布日時：₃月₇日（土）₈：00～

○ドリンクサービス
第₂小ホール（ポスター・ディスカッション会場）にてご用意いたします。
出展企業様の提供により第一会場ロビーでもコーヒーをお楽しみいただけます｡（₃／₆PM・₃／₇)

○全員懇親会
日時：₃月₇日（土）19：00　開宴
会場：JRクレメントホテル高松　₃F「飛天」
参加証をご提示ください。参加費は無料ですので、奮ってご参加ください。

○理事会
日時：₃月₆日（金）12：30～13：20
会場：郷屋敷サンポート店

○総会
日時：₃月₆日（金）19：00～19：15
会場：かがわ国際会議場

○企業展示
日時：₃月₇日（日）8：00～19：00
展示可能な企業には₃月₆日（金）午後からお願いしています。
会場：かがわ国際会議場ロビー

○次回開催
第₉回日本脆弱性骨折ネットワーク学術集会
会長：大黒�正志
会期：2021年₃月₅日（金）～₇日（日）
会場：ホテル金沢

₂月14日現在、新型コロナウイルスの感染が拡大しつつあります。今後の状況により、本学術集会の
プログラムの内容に変更を余儀なくされる部分が生じる可能性がありますことを予めご了承下さい。
皆さま、健康に留意してお過ごしください。



講師・シンポジスト・一般演題口演発表者へのお知らせ

○口演時間
一般演題口演の発表時間は₇分間、質疑応答₃分間です。

○演者受付
₃月₆日（金）12：00～18：00
₃月₇日（土）₈：00～18：00
₃月₈日（日）₈：00～10：00

○発表データ受付
①口演発表は全てPCプレゼンテーションでお願いいたします｡（スクリーンは一面です｡）
②ご発表の30分前までに、必ず「PC受付」にてデータの受付をお済ませください。
　　受付場所：かがわ国際会議場₇階ロビー
③�PC受付開始時間は₈時00分です（₃月₆日は12：00～)。なお、₂日目・₃日目のご発表データも
前日に受付可能です。
④受付用のメディアは、USBフラッシュメモリまたはCD-R・DVD-Rです。
⑤事務局で用意しますPCは、Windows10。PowerPoint�2007/2010/2013/2016です。
　※Macintoshにてデータを作成された方は、ご自身のPCをご持参ください。
⑥動画を含むデータは、Windows�Media�Playerで再生可能な物に限ります。
　また、発表データは、作成したPC以外のPCで正常に動作するかご確認ください。
　※動画を使用される方は、ご自身のPCを必ず持参してください。
⑦音声は使用できません。
⑧発表演台には、液晶モニタ・マウスを準備いたします。
ご発表データの₁枚目を�スライドショー状態でスクリーンに映写しますので、ご自身でスライドの
送り操作を行ってください。
⑨最新のウイルス対策ソフトにてチェックをお願いします。
⑩�発表データは、会場のPCに一時保存させていただきますが、終了後、これらのデータは責任を持っ
て消去いたします。
⑪スライドへの英語字幕の表示のお知らせ
　当学術集会では、ご講演、セミナー、シンポジウム、また一般演題口演について、Microsoft社の
AI�翻訳ソフト“translator”が作成した自動翻訳英語字幕をスクリーンの下端（スライドの枠外）
に表示できます。�
　ご講演、ご発表は、通常通りに進めて頂ければ結構です。�
　なお、PC受付にAI翻訳ソフト“translator”を備えたPCを設置しますので、自動翻訳英語字幕
の機能をお試しください。スクリーン上の英語字幕の表示を希望されない場合には表示しませんの
で、その旨を担当者にお申し付けください。



○ご自身のノートPCで発表される方へのお知らせ 
①PC映像用コネクターについて
会場に用意したプロジェクター接続のコネクター形状はD-SUBミニ15ピン（VGA�コネクター）で
す。この形状に合ったPCをご用意いただくか、外付けの変換コネクターをご用意ください。
②ACアダプターについて
ACアダプターは、必ずご用意ください。AC電源が途中で抜ける等トラブルを想定しバッテリーの
充電も行っておいて下さい。

座 長 ・ 発 言 者 へ の お 願 い

座長は担当セッションの開始10分前までに「次座長席」にご着席ください。
進行、討論時間を厳守してください。
発言者は所属・氏名を必ず述べ、質問は簡潔にお願いいたします。
発言者はマイクの前に並んでお待ちください。質疑は座長の指示に従ってください。

ポ ス タ ー 発 表 者 へ の お 知 ら せ

ポスターサイズ：縦160cm、幅90cm
右図のパネルを用意いたします。上記サイズに収まる大きさのものであ
れば、様式は問いません。
演題番号は事務局で準備いたします。演題名・所属・演者名はご自身の
ポスター内に記載してください。
会場でのプリントアウトサービスはございません。
貼付のための画鋲等は事務局にてご用意いたします。

○ポスターパネルへの掲示場所・時間
　　場所：第₂小ホール（ホール棟₅階）
　　設置：₃月₇日（土）9：00～
　　撤去：₃月₇日（土）～19：00
撤去時間を過ぎても残っている場合、破棄いたしますのでご了承ください。

○ポスター・ディスカッション
　　₃月₇日（土）16：00～17：30
　　発表₄分、質疑応答₂分
₂つのグループに分け、それぞれ座長が順番に回ります。時間になりましたら、各自のポスターの前
で待機し、発表は簡潔にお願いいたします。
最優秀ポスター賞を閉会式の前に発表いたします。

No.

90cm

160cm



学 会 参 加 単 位 の ご 案 内

本学術集会の参加単位の申請には、参加証に付属する参加証明書をご利用下さい。

１．日本骨粗鬆症学会（認定医・骨粗鬆症マネージャー）
本学術集会は、日本骨粗鬆症学会の認定医および骨粗鬆症マネージャーの単位取得講演会として認定
されています（認定番号：190384)。資格更新手続きの際に参加証（コピー可）を日本骨粗鬆症学会に
提出してください。

２．日本理学療法士協会
本学術集会への参加により、関連学会への参加として日本理学療法士協会における履修ポイントが付
与されます。参加者は下記を参照の上、ポイントの登録を申請してください。
http://www.japanpt.or.jp/about/seminor/other/point/

３．日本作業療法士協会
本学術集会は、日本作業療法士協会生涯教育制度基礎ポイント研修対象学会と認定されています。参
加者は下記を参照の上、日本作業療法士協会へポイント申請してください。
http://www.jaot.or.jp/post_education/shougai.html

４．香川県病院薬剤師会
本学術集会は、香川県病院薬剤師会生涯研修単位の認定を受けています。各セミナー、アフタヌーン
セミナーでの研修内容を、生涯研修記録・認定申請書の表に記入し、年次報告の際に提出してくださ
い。

参加により取得できる単位
日本骨粗鬆症学会　　

日本理学療法士協会 日本作業療法士協会 香川県病院薬剤師会
認定医 マネージャー

学会参加
5単位

学会参加
3単位

参加　　　10ポイント
演題発表　  5ポイント
講師　　　10ポイント

参加　　　  2ポイント
演題発表　  1ポイント
講師　　　  2ポイント

参加　4.5単位
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3月6日（金） 3月8日（日）3月7日（土）

13:30～13:40　開会式
13:40～14:40　オープニングセッション

ベルランド総合病院　　　田中暢一
広瀬病院　　　　　　　　河瀬美砂
りんくう永山病院　　　　田中雅博

8:30～9:05　セミナー１
香川大学医学部付属病院腎臓内科
　　　　　　　　　　　　祖父江　理

11:00～11:50　招待講演　　　
National Taiwan University Hospital 　
　　　　　　　　　　　　Derrick Chan

12:00～12:40　ランチョンセミナー
放送大学長崎学習センター
　　　　　　　　　　　　伊東昌子

13:55～14:35　特別講演３
経済産業省　　　　　　　西川和見

17:40～18:15　セミナー３
川崎病院 循環器内科・血管内治療科
　　　　　　　　　　　　西堀祥晴

10:30～11:20　シンポジウム３
神奈川県済生会横浜市東部病院　　　　　林　綾野
川崎医科大学 脊椎･災害整形外科学　　　大成和寛
香川県立中央病院 リハビリテーション科　本田　透
香川県立中央病院 歯科･口腔外科　　　　助川信太郎

9:15～9:50　セミナー６
島根大学医学部内科学講座内科学第一
　　　　　　　　　　　　金沢一平

8:40～9:15　セミナー５
筑波大学 人間系　　　　  山田　実

10:00～10:15　そうえん整形外科 骨粗しょう症･リウマチクリニック　　　　　　　　　　　　　　　　　　宗圓　聰
10:15～10:25　シーメンスヘルスケア株式会社　金澤康史

18:15～18:50　セミナー４
東名古屋病院 脳神経内科　饗場郁子

14:40～15:15　アフタヌーン・セミナー３
岡山大学病院 整形外科　　三澤治夫

15:15～15:50　アフタヌーン・セミナー４
香川県立中央病院 整形外科
　　　　　　　　　　　　生熊久敬

12:50～13:50　一般演題　口演セッション

9:05～9:40　セミナー２
徳島大学糖尿病臨床･研究開発センター　　
　　　　　　　　　　　　松久宗英

9:50～10:50　シンポジウム２
新潟リハビリテーション病院　星野美和
富山市民病院                  犬嶋博美
磐田市立総合病院　　　　須藤久代
聖隷佐倉市民病院　　　　宮崎木の実　
大阪府済生会吹田病院　　日野祐子

14:50～15:25　アフタヌーン・セミナー１
自治医科大学 救命救急センター
　　　　　　　　　　　　松村福広

15:25～16:00　アフタヌーン・セミナー２
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科　
運動器外傷学講座　　　　野田知之

17:15～18:15　シンポジウム１
鳥取大学医学部附属病院　佐伯由美
沖本クリニック　　　　　沖本信和
富山市民病院　　　　　　重本顕史
聖隷佐倉市民病院　　　　加藤木丈英

16:30～17:10　特別講演１
日本医療研究開発機構（AMED)
　　　　　　　　　　　　末松　誠

18:20～19:00　特別講演２
参議院議員　　　　　　　石田昌宏

16:10～16:30　FFN-J委員会報告

19:00～19:15　総会

サンポートホール第2小ホール
16:00～17:30　一般演題　ポスター･ディスカッション

JRクレメントホテル高松 2階「桂」
7:30～8:15　大腿骨近位部骨折データベース(NHDB)説明会

11:20～11:30　閉会式

JRクレメントホテル高松 3階「飛天」
19:00～　懇親会

テーマ
～多職種でつなぐ脆弱性骨折予防の架け橋～

参
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参
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同時通訳あり

日 程 表
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3月6日（金） 3月8日（日）3月7日（土）

13:30～13:40　開会式
13:40～14:40　オープニングセッション

ベルランド総合病院　　　田中暢一
広瀬病院　　　　　　　　河瀬美砂
りんくう永山病院　　　　田中雅博

8:30～9:05　セミナー１
香川大学医学部付属病院腎臓内科
　　　　　　　　　　　　祖父江　理

11:00～11:50　招待講演　　　
National Taiwan University Hospital 　
　　　　　　　　　　　　Derrick Chan

12:00～12:40　ランチョンセミナー
放送大学長崎学習センター
　　　　　　　　　　　　伊東昌子

13:55～14:35　特別講演３
経済産業省　　　　　　　西川和見

17:40～18:15　セミナー３
川崎病院 循環器内科・血管内治療科
　　　　　　　　　　　　西堀祥晴

10:30～11:20　シンポジウム３
神奈川県済生会横浜市東部病院　　　　　林　綾野
川崎医科大学 脊椎･災害整形外科学　　　大成和寛
香川県立中央病院 リハビリテーション科　本田　透
香川県立中央病院 歯科･口腔外科　　　　助川信太郎

9:15～9:50　セミナー６
島根大学医学部内科学講座内科学第一
　　　　　　　　　　　　金沢一平

8:40～9:15　セミナー５
筑波大学 人間系　　　　  山田　実

10:00～10:15　そうえん整形外科 骨粗しょう症･リウマチクリニック　　　　　　　　　　　　　　　　　　宗圓　聰
10:15～10:25　シーメンスヘルスケア株式会社　金澤康史

18:15～18:50　セミナー４
東名古屋病院 脳神経内科　饗場郁子

14:40～15:15　アフタヌーン・セミナー３
岡山大学病院 整形外科　　三澤治夫

15:15～15:50　アフタヌーン・セミナー４
香川県立中央病院 整形外科
　　　　　　　　　　　　生熊久敬

12:50～13:50　一般演題　口演セッション

9:05～9:40　セミナー２
徳島大学糖尿病臨床･研究開発センター　　
　　　　　　　　　　　　松久宗英

9:50～10:50　シンポジウム２
新潟リハビリテーション病院　星野美和
富山市民病院                  犬嶋博美
磐田市立総合病院　　　　須藤久代
聖隷佐倉市民病院　　　　宮崎木の実　
大阪府済生会吹田病院　　日野祐子

14:50～15:25　アフタヌーン・セミナー１
自治医科大学 救命救急センター
　　　　　　　　　　　　松村福広

15:25～16:00　アフタヌーン・セミナー２
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科　
運動器外傷学講座　　　　野田知之

17:15～18:15　シンポジウム１
鳥取大学医学部附属病院　佐伯由美
沖本クリニック　　　　　沖本信和
富山市民病院　　　　　　重本顕史
聖隷佐倉市民病院　　　　加藤木丈英

16:30～17:10　特別講演１
日本医療研究開発機構（AMED)
　　　　　　　　　　　　末松　誠

18:20～19:00　特別講演２
参議院議員　　　　　　　石田昌宏

16:10～16:30　FFN-J委員会報告

19:00～19:15　総会

サンポートホール第2小ホール
16:00～17:30　一般演題　ポスター･ディスカッション

JRクレメントホテル高松 2階「桂」
7:30～8:15　大腿骨近位部骨折データベース(NHDB)説明会

11:20～11:30　閉会式

JRクレメントホテル高松 3階「飛天」
19:00～　懇親会
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同時通訳あり
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3月6日（金） 3月8日（日）3月7日（土）

13:30～13:40　開会式
13:40～14:40　オープニングセッション

ベルランド総合病院　　　田中暢一
広瀬病院　　　　　　　　河瀬美砂
りんくう永山病院　　　　田中雅博

8:30～9:05　セミナー１
香川大学医学部付属病院腎臓内科
　　　　　　　　　　　　祖父江　理

11:00～11:50　招待講演　　　
National Taiwan University Hospital 　
　　　　　　　　　　　　Derrick Chan

12:00～12:40　ランチョンセミナー
放送大学長崎学習センター
　　　　　　　　　　　　伊東昌子

13:55～14:35　特別講演３
経済産業省　　　　　　　西川和見

17:40～18:15　セミナー３
川崎病院 循環器内科・血管内治療科
　　　　　　　　　　　　西堀祥晴

10:30～11:20　シンポジウム３
神奈川県済生会横浜市東部病院　　　　　林　綾野
川崎医科大学 脊椎･災害整形外科学　　　大成和寛
香川県立中央病院 リハビリテーション科　本田　透
香川県立中央病院 歯科･口腔外科　　　　助川信太郎

9:15～9:50　セミナー６
島根大学医学部内科学講座内科学第一
　　　　　　　　　　　　金沢一平

8:40～9:15　セミナー５
筑波大学 人間系　　　　  山田　実

10:00～10:15　そうえん整形外科 骨粗しょう症･リウマチクリニック　　　　　　　　　　　　　　　　　　宗圓　聰
10:15～10:25　シーメンスヘルスケア株式会社　金澤康史

18:15～18:50　セミナー４
東名古屋病院 脳神経内科　饗場郁子

14:40～15:15　アフタヌーン・セミナー３
岡山大学病院 整形外科　　三澤治夫

15:15～15:50　アフタヌーン・セミナー４
香川県立中央病院 整形外科
　　　　　　　　　　　　生熊久敬

12:50～13:50　一般演題　口演セッション

9:05～9:40　セミナー２
徳島大学糖尿病臨床･研究開発センター　　
　　　　　　　　　　　　松久宗英

9:50～10:50　シンポジウム２
新潟リハビリテーション病院　星野美和
富山市民病院                  犬嶋博美
磐田市立総合病院　　　　須藤久代
聖隷佐倉市民病院　　　　宮崎木の実　
大阪府済生会吹田病院　　日野祐子

14:50～15:25　アフタヌーン・セミナー１
自治医科大学 救命救急センター
　　　　　　　　　　　　松村福広

15:25～16:00　アフタヌーン・セミナー２
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科　
運動器外傷学講座　　　　野田知之

17:15～18:15　シンポジウム１
鳥取大学医学部附属病院　佐伯由美
沖本クリニック　　　　　沖本信和
富山市民病院　　　　　　重本顕史
聖隷佐倉市民病院　　　　加藤木丈英

16:30～17:10　特別講演１
日本医療研究開発機構（AMED)
　　　　　　　　　　　　末松　誠
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参議院議員　　　　　　　石田昌宏

16:10～16:30　FFN-J委員会報告
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サンポートホール第2小ホール
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同時通訳あり

日本整形外科学会 教育研修単位
期日 セミナー名 必須分野番号
3月6日 アフタヌーン・セミナー　1+2 2 or 4

3月7日
セミナー　1+2 1 or 4

アフタヌーン・セミナー　3+4 4 or 7
セミナー　3+4 1

3月8日 セミナー　5+6 1 or 14-5

日本医師会 生涯研修講座 認定単位
期日 カリキュラムコード 取得可能単位数

3月6日 3 0.5単位×1
57 0.5単位×2

3月7日
2 0.5単位×1
73 0.5単位×4
77 0.5単位×3

3月8日 19 0.5単位×1
77 0.5単位×1

研 修 単 位 の ご 案 内
₁．日本整形外科学会教育研修単位
本学術集会では、₂題のセミナーを受講すること
により日本整形外科学会教育研修単位をそれぞれ
₁単位取得できます（右表参照)。
申込方法
単位受付にて、申込書に取得ご希望の単位を
チェックし、受講料（₁単位1,000円）を添えてお申し込みください。
会場入り口での手続き
セミナー開始10分前から開始後10分までに、IC会員カードをカードリーダーにかざして受講登録を
行ってください。10分を過ぎても受講登録が完了していない場合や途中退場された場合には単位取得
はできません。必ずIC会員カードをお持ちください。
日本整形外科学会専門医の研修単位受講歴について
ご登録から₂週間程度で日本整形外科学会会員専用ページの『会員マイページ』の専門医単位・認定
医単位一覧表に新規取得単位が反映されます。複数の必須分野の認定を受けている単位については、
自動的に小さなほうの分類番号で登録されています。ご確認の上、必要に応じ、他の必須分野に振替
えて下さい。

２．日本医師会生涯学習研修単位
日本医師会の会員は、本学術集会へのご参加によ
り、その日に認定されている研修単位（右表参
照）を取得できます。
参加日毎に会場入り口でIC会員カードをカード
リーダーにかざして参加登録を行ってください。


