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1月25日(木)
19:00～21:00

ラ・ヴィータ 8F
「ラ・ヴィータホール」

CKDにおけるフレイルの現状と対策

浜松医科大学医学部附属病院
血液浄化療法部
加藤 明彦

第2回 高知フレイル研究会・
高知大学医学部附属病院リハビリテーション部
永野靖典 TEL: 088-880-2490

2018年2月8日(木)
19:00～21:00

ホテルポートプラザ千葉

静脈血栓塞栓症の最新の話題

東邦大学医療センター
佐倉病院内科学講座
清水 一寛

第37回千葉県リハビリテーション医学懇話会・
千葉県千葉リハビリテーションセンター
吉永 勝訓 TEL: 043-291-1831

2018年2月14日(水)
19:00～21:00

八事サーウィンストンホテル

生活習慣病関連骨粗鬆症～管理と指導の実際～

藤田保健衛生大学医学部
鈴木 敦詞

八事整形会 骨粗鬆症分科会・
名古屋第二赤十字病院
佐藤 公治 TEL: 052-832-1121

2018年2月17日(土)
15:30～18:00

MRT micc

リウマチ診療における多職種連携の課題

まび記念病院
棗田 将光

第３３回宮崎県リウマチ研究会
第２６回リウマチのケア研究会・
国立病院機構 都城医療センター
税所 幸一郎 TEL: 0986-23-4111

2018年2月24日(土)
13:00～16:00

テクノプラザ テクノホール

社会的行動障害者の社会参加に向けた
リハビリテーションと支援

川崎医科大学
リハビリテーション医学教室
平岡 崇

第33回 臨床高次脳機能研究会えひめ・
松山リハビリテーション病院
木戸 保秀 TEL: 089-975-7431

2018年3月3日(土)
17:00～19:00

山形国際ホテル

人工股関節摺動面研究の動向

東京医科大学整形外科
山本 謙吾

山形整形外科研究会 股関節セミナー
（第16回 山形股関節セミナー）・
山形大学医学部 整形外科学講座
佐々木 幹 TEL: 023-628-5353

2018年3月3日(土)
17:30～18:30

ロコモティブシンドロームと運動器リハビリテーション

岡山大学整形外科学教室
総合リハビリテーション部
千田 益生

2018年3月3日(土)
16:30～17:30

中高齢者の慢性腰椎疾患の保存的治療

宝塚市立病院整形外科
兼 リハビリテーション科
森山 徳秀

2018年3月3日(土)
15:00～16:00

がん患者の運動器管理とリハビリテーション

神戸大学大学院医学研究科外科系講座
リハビリテーション機能回復学
酒井 良忠

2018年3月3日(土)
14:00～15:00

スポーツ障害治療の問題点と新たな取り組み

兵庫県立加古川医療センター
リハビリテーション科
柳田 博美

ラッセホール

日本運動器科学会平成29年度教育研修会・
兵庫医科大学整形外科学教室
圓尾 圭史 TEL: 0798-45-6452

2018年3月14日(水)
19:00～21:00

サーウィンストンホテル

「骨粗鬆症を伴った背骨変形治療
ー医療安全から見た合併症と痛みのコントロールー」

浜松医科大学 整形外科
松山 幸弘

第73回八事整形会・
名古屋第二赤十字病院 整形外科
佐藤 公治 TEL: 052-832-1121

2018年3月16日(金)
19:30～20:30

琉球大学医学部附属病院
臨床講義棟２階 大講義室

がんのリハビリテーション

神奈川県立がんセンター
水落 和也

沖縄県リハビリテーション医学会・協会・
琉球大学医学部附属病院
整形外科・リハビリテーション科
浅見 晴美 TEL: 098-895-1174

2018年3月17日(土)
14:00～19:00

長良川国際会議場

人工関節のインプラントテクノロジーを楽しもう；
セメントレスステム入門編

東京慈恵会医科大学附属
第三病院整形外科
大谷 卓也

第49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3月24日(土)
17:30～18:30

帝国ホテル大阪

老年内科医からみたサルコペニアの現状と課題

大阪大学大学院医学研究科
老年・総合内科
杉本 研

大阪臨床整形外科医会（第３０５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3月24日(土)
16:00～19:10

アークホテル岡山

関節リウマチ治療の変遷と最新情報

名古屋大学大学院
医学系研究科整形外科学
石黒 直樹

第49回岡山リウマチ研究会・
岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科 整形外科学
尾﨑 敏文 TEL: 086-235-7273

2018年3月24日(土)
13:00～18:00

名古屋今池ガスホール

膝関節内骨折の診断と治療

帝京大学附属病院外傷センター
黒住 健人

第64回東海整形外科外傷研究会・
森川整形外科医院
森川 圭造 TEL: 0568-77-1739

2018年3月31日(土)
18:00～19:00

宮崎県医師会館

こどもたちの運動器の諸問題
―運動器検診の現状と課題―

古谷整形外科
古谷 正博

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

2018年4月5日(木)
19:30～20:30

大森 東急REIホテル

運動器障害やロコモに対する
アスレティックリハビリテーション

早稲田大学スポーツ科学学術院
金岡 恒治

大田区整形外科医会総会・
田中整形外科
田中 弘美 TEL: 03-3726-0118

2018年4月18日(水)
18:45～20:00

ホテルメトロポリタン山形

秋田県におけるイリザロフ治療の導入と発展

秋田大学大学院医学系研究科医学専攻
機能展開医学系整形外科学講座
野坂 光司

山形整形外科研究会 外傷セミナー
（第80回山形整形外科セミナー）・
山形大学医学部 整形外科学講座
佐竹 寛史 TEL: 023-628-5355

2018年5月16日(水)
19:30～20:30

サーウィンストンホテル

運動器疼痛の治療戦略
～オピオイドの適正使用 医療安全の観点から～

医療法人社団翠明会
山王病院 整形外科
古志 貴和

八事整形慢性疼痛セミナー・
名古屋第二赤十字病院
佐藤 公治 TEL: 052-832-1121

※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 回の研修会につき取得単位は日本リハビリテーション医学会専門医が 20 単位、日
本専門医機構専門医が 2 単位を上限とします。
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