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10月20日(土)
17：00～19：30

ホテルモントレグラスミア大阪 フレイルと人参養栄湯 －健康長寿に向けて－

鹿児島大学大学院
医歯学総合研究科 漢方薬理学講座
乾 明夫

大阪臨床整形外科医会 特別研修会･
堀口整形外科医院
堀口 泰輔 TEL:072-752-1420

2018年11月13日(火)
20：05～21：05

久留米大学筑水会館

人工膝関節置換術の手術手技と後療法

東京女子医科大学部
整形外科学教室
岡崎 賢

第14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

2018年11月13日(火)
19：05～20：05

久留米大学筑水会館

脊椎疾患の手術とリハビリテーション

久留米大学医学部整形外科学講座
佐藤 公昭

第14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

2018年11月17日(土)
18：00～18：00

ホテルイタリア軒

手外科と四肢機能再建（先天異常を含む）

琉球大学大学院医学研究科
整形外科学講座
金谷 文則

新潟地区整形外科教育研修会2018年･
新潟大学医学部整形外科学教室
谷藤 理 TEL:025-227-2272

2018年11月17日(土)
17：30～18：30

リーガロイヤルホテル大阪

スポーツ現場から医療現場へ
～スポーツ外傷・障害に対する治療戦略～

順天堂大学医学部
整形外科学講座
高澤 祐治

大阪臨床整形外科医会（第313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11月17日(土)
14：00～18：00

佐賀中部病院

災害リハ支援ＪＲＡＴの本質と重要性
～発災時外傷（脊髄損傷等）から
避難所生活不活発症まで：その戦略的対策～

長崎リハビリテーション病院
栗原正紀

第71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リハビリテーション科
浅見 豊子 TEL:0952-34-3285

2018年11月17日(土)
17：00～18：00

国立大学法人
北海道大学学術交流会館

関節リウマチ治療におけるBaricitinibへの期待

日本赤十字社松山赤十字病院
リウマチ膠原病センター リウマチ科
押領司 健介

2018年11月17日(土)
12：00～19：00

国立大学法人
北海道大学学術交流会館

新しいIL-6阻害製剤サリルマブの有用性

東邦大学医学部内科学講座
膠原病学分野
亀田 秀人

2018年11月18日(日)
8：30～16：00

国立大学法人
北海道大学学術交流会館

関節リウマチの手術と薬物療法
～生物学的製剤を含めて～

新潟県立リウマチセンター
石川 肇

2018年11月18日(日)
8：30～16：00

国立大学法人
北海道大学学術交流会館

関節リウマチにおける大関節障害のインパクト
―関節破壊と機能障害―

京都大学大学院医学研究科
感覚運動系外科学講座整形外科学
伊藤 宣

2018年11月18日(日)
8：30～16：00

国立大学法人
北海道大学学術交流会館

関節リウマチにおける骨関節破壊機序とその対策

大阪大学 整形外科
蛯名 耕介

2018年11月18日(日)
9：00～10：00

新潟医療人育成センター

岩手県における災害時リハ支援の活動報告と課題
～大規模災害から局地災害まで～

公益財団法人
いわてリハビリテーションセンター
大井 清文

2018年11月29日(木)
19：00～21：00

ＪＲホテルクレメント高松

フレイルと人参養栄湯ー健康長寿に向けてー

鹿児島大学大学院
医歯学総合研究科漢方薬理学講座
乾 明夫

香川県整形外科医会 学術講演会･
香川県立中央病院 整形外科
長野 博志 TEL:087－811-3333

2018年12月1日(土)
16：00～17：00

北海道大学学術交流会館

痛みと活動・動きがんリハビリテーションに期待すること-

埼玉医科大学緩和医療科
岩瀬 哲

第8回日本がんリハビリテーション研究会･
北海道大学病院リハビリテーション科
生駒 一憲 TEL:011-706-6066

１． 北海道大学大学院保健科学研究院
大槻 美佳
2018年12月8日(土)
9：05～10：05

神戸国際展示場2号館
3A会議室

１．進行性失語の概念と歴史
２．アルツハイマー病と前頭側頭型認知症の言語症状

2018年12月9日(日)
11：00～17：30

大正製薬株式会社2号館

地域包括ケアシステム構築に向けた公立森町病院の取り組み

２．財団法人浅香山病院
精神科・認知症疾患医療センター
繁信 和恵

公立森町病院
中村 昌樹
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第28回日本リウマチ学会
北海道・東北支部学術集会･
北海道大学大学院医学研究院
機能再生医学分野 整形外科学教室
高畑 雅彦 TEL:011-706-5934

第42回日本高次脳機能障害学会学術総会
サテライト・セミナー･
清山会医療福祉グループ顧問、いずみの杜診療所
松田 実 TEL:03-3673-1557

日本ヒューマンケア・ネットワーク学会
第18回学術集会･
埼玉医科大学総合医療センター
リハビリテーション科
山本 満 TEL:049-228-3529

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1月19日(土)
17：45～19：00

出雲医師会館

周術期がん患者におけるリハビリテーション治療の実際

和歌山県立医科大学
リハビリテーション医学講座
田島 文博

第23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:0853－20－2475

2019年1月25日(金)
18：30～19：30

山梨リハビリテーション病院
第一会議室

リハビリテーション栄養とサルコペニア

横浜市立大学附属
市民総合医療センター
若林 秀隆

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
リハビリテーション科
川上 純範 TEL:0553-26-3030

2019年1月26日(土)
15：00～16：00

仙台市中小企業
活性化センター

アスリートの足部障害
―その診断・治療とリハビリテーション―

慶應義塾大学
スポーツ医学研究センター
橋本 健史

第8回宮城県リハビリテーション医会･
東北医科薬科大学医学部
リハビリテーション学
伊藤 修 TEL:022-259-1221

2019年2月23日(土)
14：30～17：30

毎日インテンシオ
4階会議室

神経原性と特発性側弯症の脊椎構築の大きな相違

大阪大学大学院
運動器バイオマテリアル寄附講座
菅本 一臣

神経・筋疾患による脊柱変形に関する研究会(第5回)･
南大阪小児リハビリテーション病院
鈴木 恒彦 （秘書： 寺裏 庸加） TEL:06-6699-8731

※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。
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