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2017年11月1日(水)
19:00～20:30

山形国際ホテル

高齢者の転倒・骨折予防の基本理念と実践指導

日本転倒予防学会
武藤 芳照

2017年11月9日(木)
17:50～18:50

ウインクあいち
（愛知県産業労働センター）

下肢麻痺のリハビリテーション
－装具・ロボット・訓練－

藤田保健衛生大学医学部
リハビリテーション医学Ⅰ講座
才藤 栄一

2017年11月9日(木)
17:50～18:50

ウインクあいち
（愛知県産業労働センター）

子どもの足の発育・発達と注意が必要な疾患

佐藤整形外科
佐藤 雅人

2017年11月10日(金)
8:30～9:30

ウインクあいち
（愛知県産業労働センター）

すべてが変わった整形外科の診断と治療
－画像解析の進歩とともに－

大阪大学大学院医学系研究科
運動器バイオマテリアル寄附講座
菅本 一臣

2017年11月10日(金)
8:30～9:30

ウインクあいち
（愛知県産業労働センター）

日常診療やリハビリテーションに
役立つ足・足関節の機能解剖

奈良県立医科大学
整形外科学教室
田中 康仁

2017年11月14日(火)
18:45～21:15

久留米大学筑水会館

下肢のスポーツ傷害に対する診断と治療
―超音波診療によって何が変わってきたのかー

久留米大学医療センター
整形外科・関節外科センター
野口 幸志

研修会名称・
問い合わせ先
第7回大腿骨頚部骨折維持期連携の会・
山形県立中央病院
石川 朗 TEL:023-685-2626

第42回日本足の外科学会・学術集会・
株式会社コングレ 中部支社
柳沢、滝下 TEL:052-950-3369

第13回筑後整形外科・リハビリテーション研究会・
久留米大学医学部整形外科学講座
志波 直人 TEL:0942-35-3311

2017年11月14日(火)
18:45～21:15

久留米大学筑水会館

リウマチ患者での抗RANKL抗体治療の可能性
~関節の構造的損傷の防止について~

名古屋大学大学院
医学系研究科総合医学専攻
運動・形態外科学講座整形外科学
石黒 直樹

2017年11月18日(土)
17:30～19:30

ホテルメルパルク名古屋

軽度寛骨臼形成不全症の
慢性疼痛に対する治療戦略

浜松医科大学医学部整形外科
星野 裕信

第18回 Aichi Prospect 21・
愛知医科大学医学部整形外科学講座
岩堀 裕介 TEL:0561-62-3311

2017年11月19日(日)
11:00～12:00

電気ビルみらいホール

リハビリテーションロボットの医療、
そして介護における位置づけ

佐賀大学医学部附属病院
リハビリテーション科
浅見 豊子

第7回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会・
福岡リハビリテーション病院
入江 暢幸 TEL:092-812-1555

2017年12月5日(火)
19:00～21:00

久留米大学筑水会館

がんリハビリテーション最前線
～エビデンス & プラクティス

慶應義塾大学医学部
リハビリテーション医学教室
辻 哲也

第9回筑後地区リハビリテーション研究会・
久留米大学医学部整形外科学講座
志波 直人 TEL:0942-35-3311

2017年12月6日(水)
19:15～21:15

平塚プレジール 6階 「大山」

デュピイトレン拘縮治療の最前線
～注射治療からリハビリまで～

整形外科・手外科センター
勝村 哲

平塚茅ヶ崎整形外科 診療連携の会・
平塚共済病院 整形外科・手外科センター
リハビリテーション科
勝村 哲 TEL:0463-32-1950

2017年12月9日(土)
17:30～18:30

岡山プラザホテル

骨軟部腫瘍2017

国立がん研究センター中央病院
骨軟部腫瘍・リハビリテーション科
川井 章

第10回岡山運動器フォーラム・
岡山大学整形外科
西田 圭一郎 TEL:086-227-4628

2017年12月16日(土)
16:00～17:00

埼玉県県民健康センター
５階 大会議室

高齢者脆弱性骨折の現状とリハビリテーション

帝京大学医学部
リハビリテーション科
緒方 直史

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
富岡 佑太 TEL:048-824-2611

2017年12月23日(土)
9:30～11:00

愛媛県医師会館

診療報酬と介護報酬同時改定に
向けてのリハビリテーションの在り方

東京湾岸リハビリテーション病院
近藤 国嗣
愛媛県リハビリテーション研究会学術集会・
伊予病院
藤田 正明 TEL:089-983-2222

2017年12月23日(土)
11:00～12:00

愛媛県医師会館

高齢者のフレイルとリハビリテーション

国立長寿医療研究センター
近藤 和泉

2018年1月12日(金)
18:30～19:30

山梨リハビリテーション病院
第一会議室

神経可塑性を誘導する
新しいニューロリハビリテーション

順天堂大学大学院医学研究科
リハビリテーション医学
藤原 俊之

山梨県リハビリテーション医会・
山梨リハビリテーション病院
川上 純範 TEL:0553-26-3030

2018年1月13日(土)
14:00～16:50

名古屋市立大学病院大ホール

脳卒中後遺症に対する
反復性経頭蓋磁気刺激とボツリヌス療法

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5回桜山リハビリテーション研究会・
名古屋市立大学リハビリテーション医学分野
植木 美乃 TEL:052-853-8733
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研修会名称・
問い合わせ先

2018年1月20日(土)
15:00～19:00

鹿児島県医師会館

慢性疾患治療法としての
運動と運動模倣薬の可能性

北翔大学大学院
生涯スポーツ学研究科
沖田 孝一

第２６回鹿児島スポーツ医学研究会・
鹿児島県医師会常任理事
林 芳郎 TEL:099-254-8121

2018年1月20日(土)
13:00～19:00

ウインクあいち

靭帯を考える
－肩関節機能再建のために－

東北大学整形外科
山本 宣幸

第24回東海関節鏡研究会・
愛知医科大学病院整形外科
岩堀 裕介 TEL:0561-62-3311

2018年1月27日(土)
17:45～19:00

出雲医師会館

リハビリテーション医学における
インスリン抵抗性の臨床的意義

埼玉医科大学医学部
リハビリテーション科
間嶋 満

第21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科
馬庭 壯吉 TEL:0853-20-2242

2018年2月1日(木)
19:00～21:00

名鉄ニューグランドホテル

神経診断学から考える腰痛，
下肢痛．ピットフォールも含めて

千葉大学・大学院医学研究院
整形外科学
大鳥 精司

第47回脊髄倶楽部・
愛知医科大学 整形外科
神谷 光広 TEL:0561-63-1087

2018年2月3日(土)
18:00～19:00

ウインクあいち

アスリートの手関節、手指外傷と障害
-競技や選手の環境に配慮した治療、
リハビリテーション、復帰支援-

中日新聞社健康保険組合中日病院
整形外科・名古屋手外科センター
中尾 悦宏

第40回東海スポーツ傷害研究会・
やまが整形外科
山賀 寛 TEL:058-264-8822

2018年2月8日(木)
19:00～21:00

横浜ロイヤルパークホテル
タワー棟 70F 「オーロラ」

地域包括ケアシステムにおける
関節リウマチ治療とケアの問題点

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40回横浜リウマチフォーラム・
横浜市立大学医学部リハビリテーション科学
中村 健 TEL:045-787-2713

2018年4月7日(土)
17:45～19:00

岡山プラザホテル

RA治療の新しい可能性
－骨破壊ゼロを目指す－

名古屋大学大学院医学系研究科
整形外科学
石黒 直樹

第61回岡山県整形外科勤務医会学術講演会・
笠岡第一病院
橋詰 博行 TEL:0865-67-0211

※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。）
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