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その他単位付与教育研修講演 

 

 

 

開催日時 会場 講　演　内　容 講　師
研修会名称・
問い合わせ先

2017年7月21日(金)
18：30～20：30

名古屋東急ホテル
マイクロサージャリーと手の造形手術による手部外傷再建
‐疼痛管理と術後リハビリテーションを含めて‐

一般社団法人
日本海員掖済会大阪掖済会病院
五谷 寛之

第６９回　瑞穂卒後研修セミナー・
名古屋市立大学整形外科
岡本 秀貴　TEL:052-851-5511

2017年7月22日(土)
14：30～18：30

東京第一ホテル　錦 整形外科医のための基礎知識（軟骨・腱・筋肉について）
名古屋大学医学部付属病院
酒井 忠博

第27回 膝肩スポーツの会・
三菱名古屋病院
高橋 成夫　TEL:052-671-5161

2017年8月6日(日)
10：00～16：20

金沢医科大学病院
がん患者に対する多職種連携による
リハビリテーション栄養の実際

一般社団法人愛生会山科病院
消化器外科部長
荒金 英樹

第1回北陸がんのリハビリテーション
推進フォーラム・
金沢医科大学病院リハビリテーションセンター
中木 哲也　TEL:076-286-2211

2017年8月7日(月)
19：00～20：00

ザ・ナハテラス リウマチ手の再建
広島県立障害者リハビリテーションセンター
水関 隆也

沖縄リウマチ医療の会・
琉球大学　整形外科
金谷 文則 TEL:098-895-1174

2017年8月19日(土)
14：30～18：45

雫石プリンスホテル 医療安全を配慮した早期リハビリテーション
岩手医科大学医学部
リハビリテーション医学科
西村 行秀

第２８回安比夏季セミナー・
岩手医科大学整形外科学教室
村上 秀樹　TEL:019-651-5111

2017年8月19日(土)
18：00～20：00

横浜ベイシェラトンホテル
＆タワーズ

骨粗鬆症リエゾンサービスの現状とＯＬＳ－７の使い方
藤田保健衛生大学 医学部
内分泌・代謝内科学
鈴木 敦詞

第19回神奈川骨粗鬆症治療フォーラム・
横浜南共済病院
長岡 章平　TEL:045-782-2101

2017年8月27日(日)
9：00～13：00

福井医療大学 関節エコーによるリウマチ評価の実践
千葉大学附属病院アレルギー
膠原病内科
池田 啓

福井県リウマチケア研究会・
福井総合病院
尾島 朋宏　TEL:0776-59-1300

2017年9月2日(土)
14：00～17：40

江崎ホール 小児股関節における注意すべき病態と治療戦略
浜松医科大学附属病院整形外科
星野 裕信

2017年9月2日(土)
14：00～17：40

江崎ホール 新しい健康概念とリハビリテーションの倫理
静岡大学大学院特任教授・名誉教授
松田  純

2017年9月2日(土)
14：00～17：40

江崎ホール
コンタクトスポーツにおける頭部外傷
～病態、治療、安全対策～

聖隷三方原病院　脳神経外科
佐藤 晴彦

2017年9月8日(金)
12：30～13：30

シーガイア
コンベンションセンター

障害者の運動生理学上の特質
―健康寿命延伸のための運動指導でも応用出来る知見―

和歌山県立医科大学
リハビリテーション医学講座
田島 文博

2017年9月9日(土)
13：40～14：40

シーガイア
コンベンションセンター

The Paralympic Athlete
 ―Common Performance Issues

Loughborough University, UK
Vicky Goosey-Tolfrey

2017年9月9日(土)
18：00～20：00

滋賀県立リハビリテーションセン
ター 研修室

地域包括ケアにおけるリハビリテーション医療とは
医療法人社団健育会
ねりま健育会病院
酒向 正春

滋賀県のリハビリテーションを推進する医師の会・
滋賀県立成人病センター
リハビリテーション科
中馬 孝容　TEL:077-582-5031

2017年9月16日(土)
14：00～18：00

長良川国際会議場
人工股関節全置換術における
低侵襲化と３Dプリンターの応用

独立行政法人地域医療機能推進機構
大阪病院整形外科
中田 活也

第48回岐阜人工関節フォーラム・
大橋・谷整形外科
大橋 俊郎 TEL:058-272-0011

2017年9月23日(土)
14：00～17：20

鳥取大学医学部　記念講堂
これからの脳卒中診療
～これまでの地域連携を踏まえて～

鳥取大学医学部
脳神経内科
古和 久典

2017年9月23日(土)
14：00～17：20

鳥取大学医学部　記念講堂
ロボットスーツHAL®医療用下肢タイプを用いた
医療保険適用「歩行運動処置」が神経・筋疾患患者の
歩行障害におよぼす治療効果

独立行政法人国立病院機構
徳島病院
高田 信二郎

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会・
宮崎大学医学部整形外科
帖佐 悦男　TEL:0985-85-0986

第29回リハビリテーション研究会　in　Yonago・
鳥取大学医学部附属病院リハビリテーション部
尾崎 まり　TEL:0859-38-6862

静岡リハビリテーション医学会・
浜松医科大学附属病院リハビリテーション科
美津島 隆　TEL:053-435-2719
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※日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医・認定臨床医は１講演につ

き 10 単位を取得できます。（日本専門医機構専門医 1 単位に相当します。） 

 

開催日時 会場 講　演　内　容 講　師
研修会名称・
問い合わせ先

2017年10月14日(土)
16：50～17：50

宮日会館　宮日ホール（11階）
新しいかたちの運動器スポーツ障害治療
‐チーム医療とメディカルフィットネスの活用‐

早稲田大学
スポーツ科学学術院
熊井 司

宮崎県スポーツ学会・
宮崎大学医学部整形外科
田島 卓也  TEL:0985-85-0986

2017年10月14日(土)
15：50～17：10

常葉大学
静岡キャンパス水落校舎

骨格筋の損傷と再生
- 筋肉痛は避けるべきか？

東北大学大学院医工学研究科
永富 良一

第39回臨床歩行分析研究会定例会・
東京女子医科大学リハビリテーション科
和田 太　TEL:03-3353-8111

2017年10月27日(金)
19：00～21：00

北九州貿易商工会館
人工知能を用いた最先端の動作分析
～投球障害を例にして～

松戸整形外科病院
石井 壮郎

第24回北九州スポーツリハビリテーション研究会・
北九州市立医療センター
西井 章裕　TEL:093-541-1831

2017年10月29日(日)
10：00～16：00

YICリハビリテーション大学校 大規模災害リハビリテーションについて
一般社団法人　是真会
長崎リハビリテーション病院
栗原 正紀

山口県リハビリテーション研究会・
山口大学医学部附属病院
リハビリテーション部
小笠 博義　TEL:0836-22-2651

2017年11月11日(土)
19：30～20：30

高松国際ホテル
早期復帰を目指した足関節・
足部疾患に対する最小侵襲手術

医療法人社団明敬会
重城病院 CARIFAS足の外科センター
高尾 昌人

第30回香川県関節外科セミナー・
香川大学医学部整形外科
真柴 賛  TEL:087-891-2195

2017年11月12日(日)
9：00～13：30

新潟医療人育成センター
熊本地震における、大規模災害リハビリテーション支援活動、
そして、現在の災害リハビリテーション活動について

山鹿温泉リハビリテーション病院
田代 桂一

第3回新潟県災害リハビリテーション研修会・
新潟大学医歯学総合病院
リハビリテーション科
木村 慎二　TEL:025-227-0369

2017年11月25日(土)
18：00～19：00

ホテルオークラ東京 整形外科医が知っておくべきリハビリテーション医学
京都府立医科大学
整形外科
久保 俊一

順天堂大学　整形外科セミナー・
順天堂大学医学部附属浦安病院　整形外科
前澤 克彦　TEL:047-353-3111


