
大阪臨床整形外科医会 
               スポーツ研修会(WEB開催) 
                     日時：202３年 1月 21日（土）午後 4時～7時 

 

 

会長挨拶：一般社団法人 大阪臨床整形外科医会 会長 藤本 啓治 先生 

 

講演 I（16：00～17：00）：座長 岸本整形外科 岸本 成人 先生                                       

『     『膝スポーツ傷害 臨床の最前線 -基本から最新の知見まで-』                                                        

独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院 スポーツ医学担当部長  北 圭介 先生    

講演Ⅱ（17：00～18：00）：座長 堀口整形外科医院 堀口 泰輔 先生                                     

『肩関節のスポーツ障害・外傷』                                                                

独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院 整形外科医長  西本 竜史 先生 

講演Ⅲ（18：00～19：00）：座長 医療法人敬仁会辺見クリニック 邊見 俊一 先生                                                     

『手・肘領域のスポーツ障害』       

独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院 整形外科 外傷外科担当部長  轉法輪 光 先生 

日本医師会認定健康スポーツ医  講演Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 各々1単位                                                                 
日本整形外科学会教育研修単位  講演Ⅰ【2,12,S】講演Ⅱ【9,13,S】講演Ⅲ【9,10,S】              

日本リウマチ学会教育研修単位  講演Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 各々１単位                                                                 

日本手外科学会         講演Ⅲ 1単位                                                                                                     

日本リハビリテーション医学会   講演Ⅱ・Ⅲ 各々専門医 1単位 認定臨床医 10単位                                                                         
日本医師会生涯研修単位     講演Ⅰ (0,9) 講演Ⅱ (15,61) 講演Ⅲ (57,73) 

   お知らせ 【 会員とはすべて、大阪臨床整形外科医会（ OCOA ）の会員です 】 
参加費：会員無料、非会員 1,000 円。 参加は医師に限らせていただきます 

受講料：日本医師会認定健康スポーツ医：単位数にかかわらず 1,000円 

日本整形外科学会：会員は単位数にかかわらず 1,000 円 

                 非会員は単位数にかかわらず 3,000 円 

        日本リウマチ学会：会員・非会員ともに講演Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ各々1単位 1,000 円 

        日本手外科学会 ：会員・非会員ともに講演Ⅲ1単位 1,000 円 

        日本リハビリテーション医学会：会員・非会員ともに講演Ⅱ・Ⅲ各々1,000 円 

＊Zoom ウェビナーによる聴講で e-test を行います。テストへの回答がなければ単位の付与はできません。   
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【申込方法】E-mail のみ(事前申込制) 

下記の何れかで、大阪臨床整形外科医会ホームページから視聴ならびに専門医単位申請の申し込みを行ってください。 

下記の URL から直接申し込む 

     https://ocoa.jp/ （研修会案内） 

申し込み期間：1 月 5 日（木）から 1 月 16 日（月）まで〖記載不備の場合、受付不可〗 

【出席確認】 

WEB のシステムを用いて出席を確認します。欠席の場合、単位申請は不可です。 

また遅刻・早退の場合、各学会等が定めた基準に従って単位申請の可否がなされます。 

(理由の如何に関わらず、返金は一切できませんのでご了承下さい) 

【問合せ】E-mail のみ 

申込後のキャンセル・変更、振込後の返金、WEB 受講方法等についての質問には回答できません。 

WEB 受講方法についての質問はベンダー（ローカルサポート）へお願いします。 

以下の場合、ベンダー（ローカルサポート）へ E-mail にて問合せ下さい。〖ベンダー：makimoto@local-s.net〗 

    ■OCOA 会員で受講申し込み後 4 日経っても WEB 受講方法の連絡が無い場合 

    ■OCOA 非会員で振込後２日経っても WEB 受講方法の連絡が無い場合 

    ■日整会・大阪府医師会以外の学会・医師会等への受講証明書・参加証を希望の方で研修会終了後 

        2 週間経っても送られていない場合 

【その他注意事項】 

Ⅰ. OCOA ホームページに、WEB 研修会についての説明がありますので参照して下さい。 

Ⅱ. OCOA 会員には、申込後にベンダー（ローカルサポート）より受講方法の E-mail があります。 

      OCOA 非会員には、申込・入金後にベンダー（ローカルサポート）より受講方法の E-mail があります。 

Ⅲ. 申込時の E-mail に各種ご案内をお送りしますので、迷惑メール設定等により返信不可にならないように 

      ご注意下さい。(返信不可の場合は、受付不可です) 

      下記ドメインからの E-mail が受信できるように設定ください。 

       《 kenshu-kai@ocoa.jp 》 《 makimoto@local-s.net 》 

Ⅳ. 参加費と単位申請費を合算にて振り込んで下さい。振込控を領収書代わりにして下さい。 

      一旦振り込まれた参加費・単位申請費は理由の如何に関わらず一切返金できません。 

      (PC のトラブル等により欠席になった場合等も含みます) 

Ⅴ. 振込人は必ず、２１＋フルネーム・誕生日を記入して下さい。 

      (例；大阪太郎 2月 23 日生：２１オオサカタロウ０２２３) 

      但し、字数制限を超えた場合は誕生日が途中で切れても結構です。病院名等では確認できず単位申請不可 

      となりますが、返金は致しません。振込手数料は参加者負担です。 

Ⅵ. 各講演における日整会単位の振替は、従来通り日整会ホームページにて各自行って下さい。 

      なお、日整会会員マイページへの単位反映は、WEB 研修会ではかなり時間がかかります。 

Ⅶ. 本研修会に関わる著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為及びデータの撮影、録音 

      録画その他の不正利用･二次利用は固くお断りいたします 

 

大阪臨床整形外科医会 スポーツ研修会（WEB開催） 2023年 1月 21日（土）午後 4時から 

 

 

https://ocoa.jp/


申込・入金時の注意事項 

１ 申請された研修会の確認 

・スポーツ研修会 1 月 21 日（土）OCOA単独開催 

２ 入金する口座の確認 

・各々の研修会で口座が違います。案内状を参照ください。 

３ 振込人の記載方法の確認 下記番号＋フルネーム＋誕生日 

【記入例：大阪太郎 2 月 23 日(誕生日)】 

・スポーツ研修会：先頭に２１を必ず記載して下さい。２１オオサカタロウ０２２３ 

但し、字数制限を越えた場合は誕生日が途中で切れても結構です。 

＊申込の際、記載不備の場合又は二重申込をされた場合は受付できず返金もできかねる場合があり

ますのでご了承ください。 

＊何れの研修会に申込をしたのかをメモされることをお勧めします。 

＊規定により口座の入金確認などに関わる事務作業を共催会社に委託することができないため 

 少人数の大阪臨床整形外科医会役員が受付などを行っております。 

視聴される先生方には、煩雑な手続きをお願いすることになりますが、 

ご理解・ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

大阪臨床整形外科医会 WEB 研修会事務局＜kenshu-kai@ocoa.jp＞ 
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スポーツ研修会（１月２１日開催）の振り込みの案内 

締切日１月１８日（水） 

＊振込口座と振込人の記載方法は各研修会で異なりますので、ご注意ください。 

振込先：大阪府医師信用組合 

      店名 本店 

店番 001 

預金種目 普通預金 

口座番号 2070891 

口座名 一般社団法人 大阪臨床整形外科医会 

          シャ）オオサカリンショウセイケイゲカイカイ 

 ◎振込人の記載方法は、２１＋フルネーム＋誕生日 です。 

先頭に２１を必ず記載して下さい。 

【記入例：大阪太郎 2 月 23 日(誕生日)；２１オオサカタロウ０２２３】 

但し、字数制限を越えた場合は誕生日が途中で切れても結構です。 

◎参加費と単位申請費を合算して振り込んで下さい。振込控が領収書代わりです。 

   一旦振り込まれた参加費・単位申請費は理由の如何にかかわらず一切返金できません。 

＊会員区分は日整会会員では

なく大阪臨床整形外科医会の会

員か非会員です。 

大阪臨床整形外科医会 

会員 非会員 

参加費 無料 1,000 円 

日整会・専門医機構 

（単位数関係なし） 

1,000 円 3,000 円 

日本医師会認定健康スポーツ医

（単位数関係なし） 

1,000 円 1,000 円 



リウマチ学会（講演Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

各々1 単位） 

各 1 単位 1,000 円 各 1 単位 1,000 円 

日本リハビリテーション医学会

（講演Ⅱ、Ⅲ各々1 単位） 

各 1 単位 1,000 円 各 1 単位 1,000 円 

日本手外科学会 1,000 円 1,000 円 

 


