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主催・共催 申請医師会 北海道医師会

①開催日時 ：令和2年5月13日 (水) 18:45-20:00

②受講資格 ：
③演　　題 ：

④単 位 数 ：1単位

⑤会　　場

⑥連 絡 先 011-611-4181

主催・共催 申請医師会 千葉県医師会

①開催日時 ：令和2年5月15日 (金) 20:00-21:00

②受講資格 ：
③演　　題 ：

④単 位 数 ：1単位

⑤会　　場

⑥連 絡 先 04-7128-5551

主催・共催 申請医師会 東京都医師会

①開催日時 ：令和2年5月16日 (土) 15:00-18:15

②受講資格 ：
③演　　題 ：

④単 位 数 ：3単位

⑤会　　場

⑥連 絡 先 03-3294-8821

主催・共催 申請医師会 東京都医師会

①開催日時 ：令和2年6月7日 (日) 10:00-16:40

②受講資格 ：
③演　　題 ：

④単 位 数 ：5単位

柏市整形外科医会学術講演会

日医認定健康スポーツ医他
１．上腕骨外側上顆炎(テニス肘)の診療ガイドラインについて
［筑波大学附属病院土浦市地域臨床教育センター教授　西浦康正］

ザ・クレストホテル柏

（柏市医師会）

東京都医師会

日本医師会認定健康スポーツ医制度健康スポーツ医学再研修会承認申請一覧

札幌市医師会・札幌市健康スポーツ医協議会

日医認定健康スポーツ医他
１．東京オリンピック2020札幌開催マラソン・競歩の医療体制について
［松田整形外科記念病院理事長、院長　菅原誠］

札幌市医師会館

（札幌市医師会）

１．救急処置と安全管理(講義)
［島津メディカルクリニック　大宮一人］
２．心肺運動負荷試験(講義)
［群馬県立心臓血管センター部長　安達仁］
３．血管合併症と血糖変動の深い関係-CGMデータの観点から-(講義)
［産業医科大学医学部第1内科学講座准教授・臨床研究推進センター副センター長　岡田洋
右］
４．心肺運動負荷試験(実習)
［榊原記念病院顧問　伊東春樹、他］
５．症例検討(講義)
［榊原記念病院顧問　伊東春樹、他］

日医認定健康スポーツ医
１．女性アスリートの健康管理
［東京大学医学部附属病院女性診療科・産科特任助教　能瀬さやか］
２．障がい者スポーツ、及び東京パラリンピック
［日本障がい者スポーツ協会医学委員長　陶山哲夫］
３．２０２０年東京オリンピック、パラリンピックに向けてのアンチ・ドーピング
［日本オリンピック委員会アンチ・ドーピング委員会委員　川原貴］

東京都医師会館

（東京都医師会）

ジャパンハートクラブ

日医認定健康スポーツ医他
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⑤会　　場

⑥連 絡 先 03-6909-7895

主催・共催 申請医師会 富山県医師会

①開催日時 ：令和2年5月16日 (土) 17:10-19:15

②受講資格 ：
③演　　題 ：

④単 位 数 ：2単位

⑤会　　場

⑥連 絡 先 076-266-0020

主催・共催 申請医師会 福井県医師会

①開催日時 ：令和2年5月28日 (木) 19:30-21:00

②受講資格 ：
③演　　題 ：

④単 位 数 ：1単位

⑤会　　場

⑥連 絡 先 0776-24-0387

主催・共催 申請医師会 長野県医師会

①開催日時 ：令和2年4月22日 (水) 19:30-20:30

②受講資格 ：
③演　　題 ：

④単 位 数 ：1単位

⑤会　　場

⑥連 絡 先 0263-72-2347

主催・共催 申請医師会 兵庫県医師会

①開催日時 ：令和2年5月30日 (土) 14:00-16:00

②受講資格 ：
③演　　題 ：

④単 位 数 ：2単位

⑤会　　場

⑥連 絡 先 06-6488-7400

主催・共催 申請医師会 香川県医師会

①開催日時 ：令和2年11月18日 (水) 19:00-21:00

②受講資格 ：
③演　　題 ：

筑波大学 東京キャンパス文京公社 134講義室

（ジャパンハートクラブ）

富山スプリングスポーツセミナー・富山県医師会

日医認定健康スポーツ医他
１．膝関節スポーツ外傷-前十字靭帯・半月板損傷診療の極意-
［岡山大学整形外科講師　古松毅之］
２．日常診療に役立つ股関節スポーツ障害の画像診断と鏡視下手術の実際
［産業医科大学若松病院整形外科スポーツ関節鏡センター診療教授　内田宗志］

（福井県医師会）

ホテルグランテラス富山

（富山スプリングスポーツセミナー）

福井県医師会

日医認定健康スポーツ医他
１．職域に生かす産科・婦人科の最新知見-生活習慣病と妊娠-
［福井県産婦人科医師連合会会長　山本宝　］

福井県医師会館

日医認定健康スポーツ医他
１．変形性膝関節症と壮年期スポーツ
［相澤病院整形外科スポーツ疾患科医長　大柴弘行］

安曇野市医師会館

（安曇野市医師会）

尼崎市医師会

日医認定健康スポーツ医
１．生理-解剖特性にもとづいて　筋力トレーニング
［近畿大学生物理工学部准教授　谷本道哉］

市民健康開発センター　ハーティ21

（尼崎医師会館）

香川県医師会

日医認定健康スポーツ医他
１．職場の糖尿病対策-運動支援を中心に-
［香川大学医学部衛生学准教授･香川産業保健総合支援センター産業保健相談員 宮武伸行、
他］

安曇野市医師会
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④単 位 数 ：2単位

⑤会　　場

⑥連 絡 先 087-823-0155

主催・共催 申請医師会 大分県医師会

①開催日時 ：令和2年4月21日 (火) 19:30-20:30

②受講資格 ：
③演　　題 ：

④単 位 数 ：1単位

⑤会　　場

⑥連 絡 先 097-582-0345

香川県医師会館

（香川県医師会）

大分県スポーツドクター協議会

日医認定健康スポーツ医他
１．アスリートの健康管理、鉄剤注射問題、そしてサプリメント
［丸紅(株)東京本社診療所所長　山澤文裕］

J:COMホルトホール大分

（宮崎医院）

 日本医師会認定健康スポーツ医制度では認定健康スポーツ医の資質向上を図るため、更新制度が設けら
れています。更新要件は、認定期間（5年間）中に、①健康スポーツ医学再研修会5単位以上受講、②健
康スポーツ医としての実践活動―であり、2つの要件を満たした医師は認定健康スポーツ医の更新ができ
ることになっています。
 このたび、令和元年度第6回認定健康スポーツ医制度運営委員会で承認された健康スポーツ医学再研修
会のうち令和2年4月20日以降に開催されるものを掲載しています。また、開始終了時刻は単位付与に関
する時間を記載しています。
　受講申込等詳細については、すべて連絡先へお問い合わせください。
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