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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

2019年7月19日(金)
19：00～21：00

ステーションホテル小倉 スポーツリハビリテーションにおけるエコーの役割
至学館大学健康科学部
健康スポーツ科学科
後藤 英之

第27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

2019年7月20日(土)
14：30～18：30

東京第一ホテル　錦 スポーツ選手の腰痛のプライマリケア
早稲田大学　スポーツ科学学術院
金岡 恒治

2019年7月20日(土)
14：30～18：30

東京第一ホテル　錦
柔道傷害へのメディカルアプローチ～ナショナル
チームドクターの立場から～

JCHO東京新宿メディカルセンター
紙谷 武

2019年7月20日(土)
17：30～18：30

浜松アクトタワー
カンファレンスセンター

変形性股関節症の治療とリハビリテーション

北里大学医療衛生学部
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
高平 尚伸

第192回静岡県整形外科医会・
順天堂大学医学部附属静岡病院
大林 治 TEL:055-948-3111

2019年7月27日(土)
13：00～18：00

中村記念病院講堂
狭窄率とプラーク性状評価に基づく頚動脈狭窄
症の外科治療 ―真に必要な患者さんに安全な
手術をー

京都大学大学院医学研究科
脳神経外科
吉田 和道

第51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

2019年8月3日(土)
17：45～19：00

出雲医師会館
ACL再建術の成績向上に向けて－再損傷予防と
してのリハビリテーション－

弘前大学大学院医学研究科
リハビリテーション医学講座
津田 英一

第24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:0853-20-2457

2019年8月23日(金)
19：30～21：00

横浜ベイシェラトンホテル
& タワーズ

近年の人工股関節全置換術の進歩と課題。術
後スポーツ活動とストレスシールディングに対す
る骨粗鬆症薬の効果。

横浜市立大学　整形外科
稲葉 裕

第２１回神奈川骨粗鬆症治療フォーラム・
国家公務員共済組合連合会
横浜南共済病院長
岡章平 TEL:045-473-7722

2019年8月24日(土)
13：30～18：05

J-Hall
（岡山大学鹿田キャンパス内）

移植細胞を用いない軟骨再生治療法の開発と臨
床応用

北海道大学大学院医学研究院
専門医学系部門機能再生医学分野
整形外科学教室
岩崎 倫政

2019年8月24日(土)
13：30～18：05

J-Hall
（岡山大学鹿田キャンパス内）

腱板断裂性関節症の病態と治療

鹿児島大学大学院
医歯学総合研究科
医療関節材料開発講座
谷口 昇

2019年8月24日(土)
18：40～19：40

豊橋商工会議所3Ｆホール 手の外科の最近のトピックスとリハビリテーション
名古屋掖済会病院
渡邉 健太郎

第25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

2019年8月24日(土)
17：30～18：30

ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪
診断・治療に難渋する上肢神経障害も診方、治
し方

市立奈良病院　四肢外傷センター
村田 景一

大阪臨床整形外科医会　第321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

2019年8月30日(金)
8：20～17：40

ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター

超高齢社会におけるスポーツ医学の役割
東京健康リハビリテーション総合研究
所
武藤  芳照

2019年8月31日(土)
9：10～10：10

ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター

パラリンピックにおけるドクターの役割
日本リハビリテーション専門学校
陶山 哲夫

2019年8月31日(土)
13：10～14：10

ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター

スポーツ事故（怪我）と医師の役割 …医療倫理を
太陽法律事務所
辻口 信良

2019年8月31日(土)
8：00～16：00

ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター

Motor Control機能不全による腰部障害
早稲田大学
スポーツ科学学術院
金岡 恒治

2019年8月31日(土)
8：00～16：00

ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター

障がい者スポーツと運動器リハビリテーションー
変形性膝関節症のリハビリテーション治療を含め
てー

和歌山県立医科大学
患者支援センター
田島 文博

第45回日本整形外科スポーツ医学会学術集会・
第45回日本整形外科スポーツ医学会学術集会
運営事務局（株式会社コングレ）
前川 教江 TEL:06-6229-2555

第29回　膝肩スポーツの会・重工記念病院
高橋 成夫 TEL:052-671-5161

2019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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※認定臨床医は 1 講演につき 10 単位、リハビリテーション科専門医は 1 単位を取得できます。  

※1 回の研修会につき認定臨床医は 20 単位、リハビリテーション科専門医は 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

2019年8月31日(土)
16：00～18：00

ホテルグランヴェール岐山 関節リウマチ患者の身体機能を考える
名古屋大学大学院医学系研究科
リウマチ学
小嶋 俊久

第39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

2019年8月31日(土)
16：50～17：50

金沢医科大学病院
展望大会議室

整形外科医に求められるリハビリテーション医
学・医療の基本事項

京都学際研究所（がくさい病院）所長
京都府立医科大学特任教授
久保 俊一

第13回金沢サンセットセミナー・
金沢医科大学整形外科学
市堰 徹 TEL:076-218-8138

2019年9月4日(水)
19：00～20：10

ホテルJALシティ宮崎
2F　「オルソ」

関節リウマチにおける最新足部手術
東京女子医科大学　整形外科
猪狩 勝則

ひむかRA Forum・
宮崎大学医学部整形外科学教室
濱田 浩朗 TEL:0985-85-0986

2019年9月7日(土)
14：00～16：20

名古屋市立大学
川澄キャンパスさくら講堂

腰痛疾患治療の現状と未来　画像診断を含めて
千葉大学・大学院医学研究院
整形外科学
大鳥 精司

第8回桜山リハビリテーション研究会・
名古屋市立大学大学院医学研究科
リハビリテーション医学分野
植木 美乃 TEL:052-853-8733

2019年9月14日(土)
14：00～18：00

長良川国際会議場 UKAの適応・疼痛管理・リハビリテーション
我汝会さっぽろ病院　整形外科
浜口 英寿

第52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

2019年9月28日(土)
14：00～17：00

プラサヴェルデ
高次脳機能障害患者に対する自動車運転再開
支援－リハビリテーション科にできること－

浜松市リハビリテーション病院
高次脳機能センター
昆 博之

2019年9月28日(土)
14：00～17：00

プラサヴェルデ 老化の制御と慢性疼痛
国立長寿医療研究センター整形外科
酒井 義人

2019年10月5日(土)
18：00～20：00

福山ニューキャッスルホテル
早期変形性膝関節症の診断と治療～軟骨保護
のための最新の知見～

千葉大学大学院医学研究院
総合医科学講座 特任教授
渡辺 淳也

第184回備後整形外科医会学術講演会・
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター　整形外科
松下 具敬 TEL:084-922-0001

静岡リハビリテーション医学会・
浜松医科大学医学部附属病院リハビリテーション
科
山内 克哉 TEL:053-435-2719


