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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

2018年12月14日(金)
17：50～18：50

ウインクあいち
（愛知県産業労働センター）

脳性麻痺における三次元歩行分析（3D-GA）について
愛知県三河青い鳥医療療育センター
則竹 耕治

第29回日本小児整形外科学会学術集会・
株式会社コングレ中部支社
柳澤、梅山 TEL:052-950-3369

2018年12月14日(金)
17：50～18：50

ウインクあいち
（愛知県産業労働センター）

発育性股関節形成不全症における
軟骨変性の分子生物学的機序

岐阜大学大学院医学系研究科
整形外科学
秋山 治彦

第29回日本小児整形外科学会学術集会・
株式会社コングレ中部支社
柳澤、梅山 TEL:052-950-3369

2018年12月14日(金)
 11：50～12：50

ウインクあいち
（愛知県産業労働センター）

血友病治療の新時代／
当院における血友病性関節症診療の現状と課題

名古屋大学医学部附属病院輸血部
鈴木 伸明
名古屋大学大学院医学系研究科
整形外科
高橋 伸典

第29回日本小児整形外科学会学術集会・
株式会社コングレ中部支社
柳澤、梅山 TEL:052-950-3369

2018年12月14日(金)
11：50～12：50

ウインクあいち
（愛知県産業労働センター）

ロボットリハビリテーションの未来
─小児疾患に対する応用─

国立研究開発法人
国立長寿医療研究センター
近藤 和泉

第29回日本小児整形外科学会学術集会・
株式会社コングレ中部支社
柳澤、梅山 TEL:052-950-3369

2018年12月15日(土)
8：00～9：00

ウインクあいち
（愛知県産業労働センター）

子どもの足、下肢の発育、発達とその関連疾患
佐藤整形外科
佐藤 雅人

第29回日本小児整形外科学会学術集会・
株式会社コングレ中部支社
柳澤、梅山 TEL:052-950-3369

2018年12月15日(土)
8：00～9：00

ウインクあいち
（愛知県産業労働センター）

神経筋原性側弯症－どう治療する？－
国家公務員共済組合連合会
名城病院　整形外科
川上 紀明

第29回日本小児整形外科学会学術集会・
株式会社コングレ中部支社
柳澤、梅山 TEL:052-950-3369

2018年12月15日(土)
12：00～13：00

ウインクあいち
（愛知県産業労働センター）

治療可能となった脊髄性筋萎縮症（SMA）
-診断と治療における整形外科医の役割

国立精神・神経医療研究センター
トランスレーショナル・メディカルセンター
小牧 宏文

第29回日本小児整形外科学会学術集会・
株式会社コングレ中部支社
柳澤、梅山 TEL:052-950-3369

2018年12月15日(土)
19：00～21：00

レクザムホール
小ホール棟5F 『玉藻』

関節リウマチ女性患者の治療と留意点
島根大学医学部附属病院
膠原病内科
村川 洋子

第15回香川リウマチ研究会・
香川大学医学部
血液・免疫・呼吸器内科学
土橋 浩章 TEL:087-891-2145

2019年1月12日(土)
14：00～16：30

名古屋市立大学病院
大ホール

地域医療構想と地域包括ケアとリハ医療
医療法人社団　輝生会
石川 誠

第7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

2019年1月12日(土)
14：00～16：30

名古屋市立大学病院
大ホール

リハビリテーションの新たな展開～スマートリハ構想～
慶應義塾大学医学部
リハビリテーション医学教室
里宇明元

第7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

2019年1月19日(土)
17：00～18：00

ウインクあいち 肩関節外科－私の現況－
日本医科大学
整形外科
米田 稔

第25回東海関節鏡研究会・
藤田保健衛生大学ばんたね病院　整形外科
山田 光子 TEL:052-321-8171

2019年1月25日(金)
19：00～21：00

琉球大学医学部
臨床講義棟2階大講義室

高次脳機能リハビリテーションー子どもから高齢者までー
はしもとクリニック経堂
橋本 圭司

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　リハビリテーション部
金谷 文則 TEL:098-895-1174

2019年1月26日(土)
16：40～19：10

城山ホテル鹿児島 胸郭出口症候群は存在しないのか？

慶友整形外科病院
スポーツ医学センター長
兼 胸郭出口症候群治療センター長
古島 弘三

鹿児島地区整形外科教育研修会・
鹿児島市整形外科医会
増田 吉彦 TEL:099-226-3737

2019年2月02日(土)
17：00～18：00

京都ホテルオークラ フレイル・サルコペニア・骨粗鬆症から健康寿命を考える
奈良県立医科大学附属病院
リハビリテーション科
城戸顕

京都府立医科大学リハビリテーション医学教室
後援会セミナー・
京都府立医科大学大学院リハビリテーション医学
大橋 鈴世 TEL:075-251-5324

2019年2月02日(土)
16：00～18：00

岐阜グランドホテル 関節リウマチ治療の4本柱を再認識するために

名古屋市立大学大学院医学研究科
関節リウマチ制御
・機能再建外科学寄付講座
永谷 祐子

第38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2月02日(土)
19：00～20：00

ホテルサンシャイン徳島 投球スポーツにおける肩肘障害の診断と治療
横浜南共済病院
スポーツ整形外科
山﨑 哲也

第17回徳島スポーツ整形外科研究会・
徳島大学医学部脊椎関節機能再建外科学
松浦 哲也 TEL:088－633-7240
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※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。 

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2月03日(日)
8：55～17：05

同志社大学　寒梅館 最近のリウマチ治療とリハビリテーション
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
整形外科
西田 圭一郎

第５回京都リハビリテーション医学研究会学術集会・
京都府立医科大学大学院
リハビリテーション医学
伊藤 倫之 TEL:075-251-5324

2019年2月03日(日)
8：55～17：05

同志社大学　寒梅館 障がい者スポーツの歴史と将来への展望
大分中村病院
中村 太郎

第５回京都リハビリテーション医学研究会学術集会・
京都府立医科大学大学院
リハビリテーション医学
伊藤 倫之 TEL:075-251-5324

2019年2月07日(木)
19：00～21：00

名鉄ニューグランドホテル
７F　「扇の間」

小児脊髄疾患診療の醍醐味
愛知県心身障害者コロニー中央病院
長坂 昌登

第４９回　脊髄倶楽部・
名古屋大学医学部附属病院　整形外科
今釜 史郎 TEL:052-741-2111

2019年2月23日(土)
13：00～17：00

慶應義塾大学
信濃町キャンパス
北里講堂

リハビリテーションロボットの現状と展望
兵庫医科大学
リハビリテーション医学教室
道免和久

第27回高度先進リハビリテーション医学研究会・
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 TEL:03-5363-3833

2019年2月23日(土)
14：30～18：00

鹿児島県医師会館 上肢のスポーツ外傷・障害
鹿児島大学大学院
整形外科学
谷口 昇

第２７回鹿児島スポーツ医学研究会・
鹿児島県医師会　副会長
林 芳郎 TEL:099-254-8121

2019年3月03日(日)
10：45～12：00

ホテルニューキャッスル 変形性膝関節症の保存療法－運動療法を中心に－
岡山大学病院
総合リハビリテーション部
千田 益生

第4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


