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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

2023年1月21日(土)
16：00～19：00

Web開催 手・肘領域のスポーツ障害
独立行政法人　地域医療機能推進機構
大阪病院　整形外科　外傷外科担当
轉法輪 光

大阪臨床整形外科医会　スポーツ研修会・
堀口整形外科医院
堀口 泰輔　TEL：072-752-1420

2023年1月21日(土)
16：00～19：00

Web開催 肩関節のスポーツ障害・外傷
独立行政法人　地域医療機能推進機構
大阪病院　整形外科
西本 竜史

大阪臨床整形外科医会　スポーツ研修会・
堀口整形外科医院
堀口 泰輔　TEL：072-752-1420

2023年1月28日(土)
13：00～17：00

筑波大学健康医科学イノベー
ション棟８階講堂

医工学融合研究におけるリハビ
リテーション科医の視点

筑波大学医学医療系
リハビリテーション医学
清水 如代

第19回茨城リハビリテーション医学研究会・
筑波大学附属病院リハビリテーション科
清水 如代　TEL：029-853-3795

2023年2月3日(金)
08：20～09：20

やまぎん県民ホール・
山形テルサ
(ハイブリッド開催)

離断性骨軟骨炎

泉整形外科病院
高原 政利/
Boston Children's Hospital,
Harvard Medical School
Donald S. Bae

第35回日本肘関節学会学術集会・
山形大学医学部 整形外科学講座
佐竹 寛史　TEL：023-628-5355

2023年2月4日(土)
09：50～10：50

やまぎん県民ホール・
山形テルサ
(ハイブリッド開催)

変形性関節症

JCHO大阪病院
島田 幸造/
Western University
Graham J. W. King

第35回日本肘関節学会学術集会・
山形大学医学部 整形外科学講座
佐竹 寛史　TEL：023-628-5355

2023年2月7日(火)
19：00～20：00

高知商工会館

「ガイドラインから見た腰痛に
対する薬物療法の現状と未来-
持続性疼痛治療剤ジクトルテー
プへの期待-｣

公立大学法人　福島県立医科大学
医学部整形外科学講座
二階堂 琢也

第24回土佐運動器＆生活期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 德和　TEL：088-894-6611

2023年2月11日(土)
18：00～19：00

ウインクあいち ２Ｆ 大ホール

腰椎疲労骨折（成長期腰椎分離
症）の診断と治療方針―リハビ
リの重要性を含め―

医療法人大場整形外科
大場 俊二

第45回東海スポーツ傷害研究会・
名古屋スポーツクリニック
杉本 勝正　TEL：052-859-1233

2023年2月18日(土)
16：00～18：20

あべのメディックス
(ハイブリッド開催)

肩関節疾患の診断と治療
大阪大学大学院医学系研究科
器官制御外科学（整形外科）
佐原 亘

第357回大阪臨床整形外科医会研修会・
堀口整形外科医院
堀口 泰輔　TEL：072-752-1420

2023年3月3日(金)
19：00～20：30

大手門パルズ
コンピュータ支援整形外科の歴
史と今後の展開 -骨粗鬆症診断
から手術支援まで

愛媛大学大学院医学系研究科
整形外科学
高尾 正樹

山形整形外科研究会　股関節セミナー
（第20回　山形股関節セミナー）・
山形大学医学部 整形外科学講座
伊藤 重治　TEL：023-628-5355

2023年3月4日(土)
17：00～18：00

奈良県医師会館
スポーツ傷害予防の最前線：リ
ハビリテーション室からスポー
ツ現場まで

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

令和４年度
奈良県医師会リハビリテーション医部会講演会・
奈良県立医科大学　リハビリテーション医学講座
城戸 顕　TEL：0744⁻22-3051

2023年3月4日(土)
15：30～16：30

奈良県医師会館 関節リウマチの診断と治療戦略
社会医療法人　高清会
香芝旭ヶ丘病院　リウマチ科
藤本 隆

令和４年度
奈良県医師会リハビリテーション医部会講演会・
奈良県立医科大学　リハビリテーション医学講座
城戸 顕　TEL：0744⁻22-3051

2023年3月4日(土)
16：00～19：00

鹿児島大学医学部（予定）
リハビリテーション医学からパ
ラスポーツの発展を目指して

宮崎大学医学部附属病院
リハビリテーション部
荒川 英樹

第36回鹿児島リハビリテーション医学研究会・
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
運動機能修復学講座リハビリテーション医学
衛藤 誠二　TEL：099-275-5339
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※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止・延期・Web 開催への変更などの可能性もありますので、詳細に関し 

 ては、主催者にお尋ねください。 

※1 講演につき認定臨床医は 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・学会につき認定臨床医が 20 単位、リハビリテーション科専門医が 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

2023年3月8日(水)
18：30～20：10

愛知医科大学
本館　3F 302講義室

地域連携パスに組み込む二次骨
折予防(FLS) -八事整形会の取
り組み-

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第二病院
佐藤 公治

第21回長久手整形外科医療連携会・
愛知医科大学病院 整形外科
池本 竜則　TEL：0561-62-3311

2023年3月9日(木)
19：00～20：30

日赤愛知災害管理センター棟
診療マニュアルに基づく骨粗鬆
症性椎体骨折治療と地域連携で
取り組む二次骨折予防

医療法人 蜂友会
はちや整形外科病院
吉岡 淳思

八事整形会・
日赤愛知医療センター 名古屋第二病院
小林 和克　TEL：052-832-1121

2023年3月11日(土)
15：20～19：00

JA  AZMホール　大研修室
アスリートのメディカルサポー
ト

国立スポーツ科学センター
中嶋 耕平

第68回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

2023年3月11日(土)
14：00～16：00

佐賀市保健福祉会館 ほほえみ館
末梢神経障害のリハビリテー
ション治療

群馬大学大学院医学系研究科
リハビリテーション医学
和田 直樹

第７７回佐賀リハビリテーション研究会・
佐賀大学医学部附属病院
村田 和樹　TEL：0952-34-3285

2023年3月18日(土)
18：00～19：00

岡山国際交流センター
関節破壊を標的にした関節リウ
マチ治療戦略

東京大学医学部付属病院
田中 栄

第53回岡山リウマチ研究会・
岡山大学学術研究院医歯薬学域　教授
生体機能再生・再建学講座（整形外科学）
尾﨑 敏文　TEL：086-252-7272

2023年3月21日(火)
11：40～12：40

アートホテル弘前シティ
脳卒中後遺症である麻痺と失語
症に対するリハビリテーション
治療戦略

東京慈恵会医科大学
リハビリテーション医学講座
安保 雅博

第9回青森県リハビリテーション医学研究会・
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　TEL：0172-39-5473


