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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

2018年6月23 日(土)
8：55 ～18：00

沖縄コンベンションセンター
「関節リウマチのリハビリテーション
-とくにハンドリハとフットリハ―」

新潟県立リウマチセンター
村澤 章

第30回日本運動器科学会・
琉球大学医学部整形外科
當銘 保則　TEL：098-895-1174

2018年6月23 日(土)
9：10 ～10：10

沖縄コンベンションセンター
プロフェッショナルによる運動器リハビリテーション治療でロコモを克服
ーメディカルチェックをした上での熟練療法士施行の運動療法ー

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

第30回日本運動器科学会・
琉球大学医学部整形外科
當銘 保則　TEL：098-895-1174

2018年6月27 日(水)
19：30 ～21：10

報徳会館 コンタクト・コリジョンスポーツ選手における肩関節疾患
東海大学医学部
外科系整形外科
内山 善康

西湘整形外科セミナー・
国家公務員共済組合連合会
平塚共済病院整形外科
勝村 哲　TEL：0463-32-1950

2018年7月7 日(土)
16：00 ～17：00

埼玉県県民健康センター 認知症リハビリテーションのエビデンスと課題
帝京大学ちば総合医療センター
リハビリテーション科
田中 尚文

埼玉県リハビリテーション医会特別講演会・
埼玉県リハビリテーション医会
天草 万里　TEL：048-824-2611

2018年7月12 日(木)
19：00 ～20：30

サーウィンストンホテル チームドクターと臨床外来‐診断・治療の融合と挑戦‐
医療法人ＡＲ‐Ｅｘ
林 英俊

八事整形会
（第10回八事整形スポーツメディスン研究会）・
名古屋第二赤十字病院整形外科
安藤 智洋　TEL：052-832-1121

2018年7月12 日(木)
19：00 ～20：00

ラフレさいたま
「肩甲骨・上肢に多彩な症状を発現する　“胸郭出口症候群”」
「肘関節周辺骨折のリハビリテーションに際し、留意すべきこと」

さいたま赤十字病院
代田 雅彦

さいたまスポーツフォーラム・
上尾二ツ宮クリニック
石橋 俊郎　TEL：048-773-4994

2018年7月12 日(木)
20：00 ～21：00

ラフレさいたま アスリートの膝を診るということ
聖路加国際病院
北村 信人

さいたまスポーツフォーラム・
上尾二ツ宮クリニック
石橋 俊郎　TEL：048-773-4994

2018年7月14 日(土)
9：50 ～11：30

パシフィコ横浜
アネックスホール

ブローカ失語と超皮質性運動失語
/ウェルニッケ失語と超皮質性感覚失語

北海道大学大学院保健科学研究院
大槻 美佳
清山会医療福祉グループ顧問、
いずみの杜診療所
松田 実

一般社団法人日本高次脳機能障害学会
２０１８年夏期教育研修講座
Aコース「失語症候とその対応」・
北海道医療大学リハビリテーション科学部
言語聴覚療法学科
中川 賀嗣　TEL：03-3673-1557

2018年7月15 日(日)
10：55 ～12：35

パシフィコ横浜
アネックスホール

空間認知の障害とその対応
/道具使用の障害、パントマイムの障害と着衣の障害と、その対応

札幌医科大学医学部
リハビリテーション医学講座
石合 純夫
北海道医療大学
リハビリテーション科学部
言語聴覚療法学科
中川 賀嗣

一般社団法人日本高次脳機能障害学会
２０１８年夏期教育研修講座
Bコース「神経心理症候とその対応」・
北海道医療大学リハビリテーション科学部
言語聴覚療法学科
中川 賀嗣　TEL：03-3673-1557

2018年7月21 日(土)
14：30 ～18：30

東京第一ホテル　錦 膝靭帯損傷‐解剖学的再建をめざして
三菱名古屋病院
黒河内 和俊

第28回　膝肩スポーツの会・
三菱名古屋病院
高橋 成夫　TEL：052-671-5161

2018年7月21 日(土)
16：00 ～18：30

長良川国際会議場
関節リウマチとサルコペニアの関連性
～筋肉量と筋機能解析～

大阪市立総合医療センター
多田 昌弘

第17回岐阜整形外科セミナー・
医療法人大輪会　大橋・谷整形外科
大橋 俊郎　TEL：058-272-0011

2018年7月21 日(土)
13：00 ～18：00

北海道大学臨床大講堂
薬物相互作用を念頭においた脳梗塞とてんかんの治療
-poststroke seizure & epilepsy-

熊本市立熊本市民病院 神経内科
橋本 洋一郎

第50回北海道脳卒中研究会・
北海道大学脳神経外科
中山 若樹　TEL：011-706-5987

2018年7月26 日(木)
18：45 ～20：00

高知商工会館 手外科領域の骨折治療とリハビリテーション
岡山済生会総合病院　整形外科
今谷 潤也

第16回土佐運動器リハビリテーション研究会・
医療法人永島会永井病院
市川 徳和　TEL：088ｰ894ｰ6611

2018年7月28 日(土)
18：40 ～19：40

ホテル阪急インターナショナル
日常診療で遭遇する足部・足関節のスポーツ障害
-その診断と治療-

大阪医科大学整形外科学
嶋 洋明

大阪臨床整形外科医会（第309回研修会）・
医療法人孝瑛会　西沢整形外科クリニック
西澤 徹　TEL：072-288-2001

2018年7月28 日(土)
10：00 ～20：00

弘前市民文化交流館ホール 野球肘検診の歴史と今後の課題
徳島大学大学院医歯薬学研究部
松浦 哲也

第７回野球肘研究会夏合宿in弘前・
泉整形外科病院
高原 政利　TEL：022-373-7377

2018年7月28 日(土)
16：30 ～18：30

奈良ホテル
よりよい膝前十字靱帯再建術を目指して
～変形性関節症を起こさない膝を再建する～

東京大学東京大学大学院
整形外科学
武冨修治

第21回　奈良スポーツ医学研究会・
奈良県立医科大学　整形外科学教室
田中康仁　TEL：0744-22-3051

2018年8月18 日(土)
17：45 ～19：00

出雲医師会館
慢性疼痛に対するリハビリテーション診療のコツ
ー認知行動療法追加による効果アップー

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

第22回出雲リハビリテーション研修会・
島根大学リハビリテーション医学講座
馬庭 壯吉　TEL：0853－20－2242

2018年8月18 日(土)
16：30 ～18：30

グランヴェール岐山 プライマリケアにおけるリウマチ性疾患の早期発見の意義とポイント
独立行政法人地域医療機能推進機構
中京病院
小寺 雅也

第37回岐阜リウマチ研究会・
医療法人大輪会 大橋・谷整形外科
佐藤 正夫　TEL：058-272-0011

2018年8月18 日(土)
13：30 ～18：00

MUSCAT CUBE 3F
（岡山大学鹿田キャンパス内）

大腿骨頭軟骨下脆弱性骨折の診断と治療
福岡大学医学部整形外科学教室
山本 卓明

平成30年度岡山大学整形外科桃整会夏季セミナー・
岡山大学整形外科
西田 圭一郎　TEL：086-227-4628

2018年8月18 日(土)
13：30 ～18：00

MUSCAT CUBE 3F
（岡山大学鹿田キャンパス内）

人工股関節周囲の生体反応
山形大学医学部整形外科学講座
高木 理彰

平成30年度岡山大学整形外科桃整会夏季セミナー・
岡山大学整形外科
西田 圭一郎　TEL：086-227-4628
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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。）   

※1 回の研修会につき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

定臨床医が 20 単位、日本専門医機構専門医が 2 単位を上限とします。 

開催日時 会場 講　演　内　容 講　師
研修会名称・
問い合わせ先

2018年9月1 日(土)
18：40 ～19：40

豊橋商工会議所9Ｆ大ホール 人工股関節置換術とリハビリテーション
名古屋整形外科・人工関節クリニック
藁科 秀紀

第23回東三河運動器リハビリテーション研究会・
豊橋整形外科向山クリニック
嘉森 雅俊　TEL：0532-66-0011

2018年9月1 日(土)
17：30 ～18：30

豊橋商工会議所9Ｆ大ホール 骨盤、股関節周囲のスポーツ障害
名古屋グランパスエイトクリニック
深谷 泰士

第23回東三河運動器リハビリテーション研究会・
豊橋整形外科向山クリニック
嘉森 雅俊　TEL：0532-66-0011

2018年9月12 日(水)
18：45 ～20：30

サーウィンストンホテル
生物学的製剤時代のRA手術療法とリハビリテーション
―骨・関節温存手術、術後感染予防のための周術期管理、
QOL向上を目指したリハビリ介入－

富山大学附属病院
整形外科・リハビリテーション部
松下 功

第75回　八事整形会・
名古屋第二赤十字病院
安藤 智洋　TEL：052-832-1121

2018年9月15 日(土)
18：00 ～19：30

名古屋マリオットアソシアホテル
運動療法、薬物療法を踏まえた
下肢静脈血栓予防と骨粗鬆症治療のファーストチョイス

岐阜大学大学院医学系研究会整形外科
秋山 治彦

藤田保健衛生大学整形外科同門会セミナー・
医療法人蜂友会　はちや整形外科病院
蜂谷 裕道　TEL：052-751-8197


