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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9月21日(土)
19：00 ～21：00

岡山済生会総合病院
4F 「さいゆうホール」

腰殿部痛に対する超音波を駆使した病態評価と運動療法
運動器機能解剖学研究所
林 典雄

第16回もも運動器リハビリテーション研究会・
岡山赤十字病院 整形外科
小西池 泰三　TEL:086-222-8811

2018年9月22日(日)
18：30 ～19：30

長良川国際会議場 股関節学のポイント
京都府立医科大学整形外科学教室
久保 俊一

整形外科リバーサイドフォーラム・
久光製薬㈱医薬事業部岐阜ブロック
舩戸 芳雄　TEL:052-761-3111

2018年9月22日(日)
14：00 ～18：15

長良川国際会議場 TKA後の患者満足度を向上させるための手術手技
愛媛大学大学院医学系研究科
整形外科学
三浦 裕正

第50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

2018年9月22日(日)
14：00 ～18：15

長良川国際会議場
岐阜人工関節フォーラムと私
－第50回を迎えて－

大橋・谷整形外科
大橋 俊郎

第50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

2018年9月28日(金)
19：00 ～20：00

鹿児島県医師会館 市中在住痙縮者への装具ボツリヌス併用療法
医療法人社団　甲友会
西宮協立リハビリテーション病院
勝谷 将史

鹿児島県リハビリテーション施設協議会　平成30年度
第2回研修会・
鹿児島県リハビリテーション施設協議会
副会長　小倉 雅　TEL:099-254-8121

2018年9月29日(土)
16：30 ～18：35

ホテル　アゴーラ
リージェンシー堺

チームで臨むリウマチ治療
～薬物療法からリハビリテーションまで～

神戸大学大学院　保健学研究科
リハビリテーション科学領域
三浦 靖史

第18回阪和リウマチ研究会・
医療法人交詢医会　大阪リハビリテーション病院
井川 宣　TEL:072-473-2000

2018年10月13日(土)
16：00 ～17：00

リーガロイヤルホテル小倉
脳血管障害リハビリテーション治療における
痙縮コントロールの有用性

大阪医科大学　総合医学講座
リハビリテーション医学教室
佐浦 隆一

第39回北九州リハビリテーション医会・
産業医科大学リハビリテーション医学講座
松嶋 康之　TEL:093-691-7266

2018年10月20日(土)
10：00 ～17：10

金沢商工会議所 RA医療におけるユニバーサルデザインの創造
城北病院リウマチ科
村山 隆司

第33回日本RAのリハビリ研究会学術集会・
城北病院リウマチ科
中﨑 聡　TEL:076-251-6111

2018年10月20日(土)
10：00 ～17：10

金沢商工会議所 リウマチのリハビリテーションとミオカイン
城北病院リウマチ科
中﨑 聡

第33回日本RAのリハビリ研究会学術集会・
城北病院リウマチ科
中﨑 聡　TEL:076-251-6111

2018年10月20日(土)
15：00 ～18：00

ＪＰタワー5階
セミナールーム

先天性・麻痺性足部変形の病態と靴・装具による治療
宮城県立こども病院
整形外科
落合 達宏

第22回東海足と靴の研究会・
名古屋市立大学　整形外科
若林 健二郎　TEL:052-853-8236

2018年10月21日(日)
10：00 ～16：00

山口大学医学部
第3講義室

股関節のキネマティクスとリハビリテーション
山口大学大学院医科学系研究科
整形外科
坂井 孝司

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

2018年10月31日(水)
8：30 ～9：30

かずさアカデミアホール Chronic ankle instability: A big wave is coming!

Sport's Clinic
Stephane Guillo

Dept. of Arthroscopy, Boca Juniors
Athletic Club, Argentina
Centro Artrosc・pico Jorge Batista SA,
Buenos Aires
Jorge Pablo Batista

第43回日本足の外科学会学術集会/5th Ankle
Instability Group Annual Meeting　合同会議・
重城病院　CARIFAS足の外科センター
髙尾 昌人　TEL:0438-40-0801

2018年11月1日(木)
17：00 ～18：00

かずさアカデミアホール 小児足部病変の治療戦略
宮城県立こども病院 整形外科
落合 達宏

第43回日本足の外科学会学術集会/5th Ankle
Instability Group Annual Meeting　合同会議・
重城病院　CARIFAS足の外科センター
髙尾 昌人　TEL:0438-40-0801

2018年11月1日(木)
18：20 ～20：00

新潟グランドホテル
5階「常盤」

ロコモとサルコペニアに対するリハ栄養
横浜市立大学附属市民総合医療セン
ターリハビリテーション科
若林 秀隆

第17回新潟運動器QOL研究会・
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人　TEL:025-227-2272

2018年11月2日(金)
12：30 ～13：30

かずさアカデミアホール
足部に好発する軟骨性腫瘍-診断・治療
-Bone and soft tissue tumors on foot & ankle

東北公済病院 整形外科
羽鳥 正仁

第43回日本足の外科学会学術集会/5th Ankle
Instability Group Annual Meeting　合同会議・
重城病院　CARIFAS足の外科センター
髙尾 昌人　TEL:0438-40-0801

2018年11月3日(土)
12：40 ～13：40

かずさアカデミアホール

Biomechanical study for open
vs arthroscopic and Brostrom
vs Brostrom & Gould Repair
 / We need to enjoy foot and ankle anatomy

Massachusetts　General Hospital
Christopher DiGiovanni /

Barcelona University
Xavier Martin Oliva

第43回日本足の外科学会学術集会/5th Ankle
Instability Group Annual Meeting　合同会議・
重城病院　CARIFAS足の外科センター
髙尾 昌人　TEL:0438-40-0801
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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11月9日(金)
15：00 ～16：00

岡山コンベンションセンター
The care of the rheumatoid hand and wrist,
controversies and outcomes

Department of Surgery,
University of Michigan Medical School,
USA
Kevin C. Chung

第46回日本関節病学会・
第46回日本関節病学会　運営事務局
滝澤 明子　TEL:086-259-5578

2018年11月10日(土)
12：20 ～13：20

岡山コンベンションセンター
変形性膝関節症に対する保存療法
－HA関節内投与療法の意義―

愛知医科大学整形外科
出家 正隆

第46回日本関節病学会・
第46回日本関節病学会　運営事務局
滝澤 明子　TEL:086-259-5578

2018年11月10日(土)
18：10 ～19：10

サンプラザ・シーズン
骨粗鬆症性椎体骨折の診断と
リハビリテーションを含めた治療の現状

大阪市立大学大学院
医学研究科整形外科学
中村 博亮

第19回Aichi Prospect 21・
愛知医科大学整形外科学教室
森島 達観　TEL:0561-62-3311


