
令和 2年 12月 吉日

賛助会員の皆様ヘ

日本 リハ ビリテーション医学教育推進機構 京都事務局
‐
丁EL:075-723-8510、  FAX075-723-8511

「総合力のつ くリハビリテーション専門職」研修会のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。当機構の運営にあたりましては、多大

なるご高配を賜 り誠にありがとうございます。

現在日本 リハビリテーション医学教育推進機構では、 リハビリテーション専門職を対象に

「総合力のつくリハビリテーション専門職」研修会の開催を予定 しております。

各専門職の領域を超えてリハビリテーション医学 。医療全般を幅広 く学ぶ内容でチーム医療の

中核メンバーとして幅広い視野をもつことができる研修を目指 しています。

この研修会は当初 12月 19、 20日 、3月 14日 を予定 しておりましたが、新型コロナウイルス感染

症の状況を鑑み、別紙のような講義を収録 しインターネットを介 して配信 (オ ンデマンド)いた

します。自宅のパソコンやモバイル機器などで受講でき、個人の学習スタイルに合わせてお好き

な時間に、繰 り返 しの受講が可能です。

つきましては、各職種の理解と専門性を学ぶことに関心のある医療専門職の方々に、本研修会

をお知らせいただき、参加をお薦めいただきたくお願い申し上げます。何卒よろしくお願い申し

上げます。

敬具

言己

◇申込期間 : 2021年 1月 11日 (月 )

◇配信期間 :第 1日 「総論」  2021年 1月 中旬～2月 初旬

第 2日 「各論」  2021年 1月 中旬～2月 初旬

第 3日 「教育体制 。管理運用、その他」 3月 中旬～3月 末

◇受講料 :【社員団体会員】2万 9千円 (参考テキス ト含む)

【 一  般 】3万 6千円 (参考テキスト含む)

※社員団体は別紙 研修案内の社員団体名簿をご参照ください。

テキス トは日本リハビリテーション医学教育推進機構がオリジナル作成した「総合力がつくリハ
ビリテーション医学 。医療テキスト」で、1月 中に受講者に送付予定です。

以 上
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「総合力のつくり八ビリテーション専門職」研修会

主  催 :一般社 団法 人 日本 り八 ビ リテ ーシ ∃ン医学教育推 進機構

公益社 団法 人 日本 り八 ビリテ ー シ ∃ン医学会

り八ビリテーシ∃ン医学とは、さまざまな疾患、障害、病態などにより低下した機能と能力を回復し、残存
した障害や不利益を克服するために、人々の活動を育む医学分野です。
「人々の活動を育む」リノヽビリテーシ∃ン医学に基づいたり八ビリテーシ∃ン医療においては、り八ビテー
シ∃ン科医師と各種の専門職がり八ビリテーシ∃ン医療チームを組み、患者さんの治療に取り組んでいます。
チーム医療では、お互いの役割を尊重し、理解し合うことが重要であります。すなわち、専門性の研鑽と職種
間の融合という2つのポイントがり八ビリテーシヨン医療では大切になります。これらの課題に対処していく
ためには、それぞれの職種が相互に理解し専門性を学ぶ機会が必要です。

「総合力がつくり八ビリテーシヨン専門職」研修会では、日本り八ビリテーシヨン医学教育推進機構が各専
門職の領域を超えてリノヽビリテーシ∃ン医学 。医療全般を幅広く学ぶために企画したものであり、指導的立場
に立つり八ビリテーシ∃ン専門職が知つておくべき項目を幅広く学べる研修を目指しています。

講師には、臨床経験が豊富で日本を代表する先生方にお願いし、体系的かつ具体的な研修会プログラムにし
ています。 本研修会の趣旨にご理解を頂き、多数の医療関連専門職の方々のご参加をお願い申し上げます。

久保 俊― 田島 文博 靖夫三上

酒丼 良忠

佐伯 覚 安保 雅博

幸夫三上行 秀西村

◆開催概要◆

1.研修会名

2.開催日程

総合力のつ くり八 ビリテーシ∃ン専門職研修会

オンデマンド配信 特設サイ ト記載の指定の期間内 お好きな時に視聴可
<酉己イ言夕」>
第1日 「総論」、第2日 「各論」   ・・ 。1月 中旬～2月初旬
第3日 「教育体制・管理運用、その他」・・・3月 中旬～3月末

3.会  場 :日本り八ビリテーシ∃ン医学教育推進機構オンライン特設サイ ト上での視聴となります。

4.参 カロ費 :日本り八ビリテーション医学教育推進機構社員団体の会員 29′ 000円
(税込み)*日 本り八 ビリテーシ∃ン医学教育推進機構社員団体の会員、社員団体法人会員関係者

社員団体は裏面の社員名簿をご参照ください。

上記以外の一般申し込み  36′ 000円

5.募集期間 :～2021年 1月 11日 (月 )まで

6.申込資格 :原則り八ビリテーシ∃ン医療チームの構成員である専門職 (理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
看護師等)の方

フ.申込方法 :参加申込書に必要事項を入力してお申し込み下さい。
*詳細は別途記載情報をご確認ください。
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◆研修プログラム◆

(第 1日 )総論

No.
演題等

(各30分 )

講 師

所 属 氏名

総論 | 日本 リハビリテーション医学教育推進機構 理事長 久保 俊―

ｎ
∠ 総論 ‖ 京都府立医科大学 教授 三 上 靖 夫

う
０ 理学療法 和歌山県立医科大学 療法士長 小池 有美

И
４ 東京慈恵会医科大学 講師 竹川 徹

☆ 感染対策について 和歌山県立医科大学 講師 梅本 安則

言語聴覚療法 和歌山県立医科大学 言語聴覚士 宮崎 友理

ｒ
Ｏ ナーシング 産業医科大学 看護師長 細田 悦子

７

′ 義肢装具療法 済生会和歌山病院 部長 坂野 元彦

Ｏ
Ｘ〕 薬物療法 宮崎大学医学部 講師 荒川 英樹

Ｏ

υ 栄養管理 和歌山県立医科大学 講師 梅本 安則

10 手術療法 奈良県立医科大学 教授 城 戸 顕

11 患者心理 産業医科大学 准教授 松嶋 康之

12 ソーシャルワーク 産業医科大学 教授 佐伯 覚

No.
演題等

(各 30分 )

講 師

氏名所 属

脳血管障害・頭部外傷 和歌山県立医科大学 助教 吉川 達也

う
∠ 神経筋疾患 品川 リハビリテーション病院 部長 高木 聡

つ
０ 脊髄損傷 吉備高原医療リハビリテーションセンター副院長   古澤 成

′
４ 脊髄疾患・運動器疾患 岩手医科大学 教授 西村 行秀

リウマチ性疾患・骨粗霧症 京都府立医科大学 講師 遠山 将吾

′
υ 切 断 ちゅうぎん病院 部長 尾川 貴洋

７

′ が ん 神戸大学 教授 酒井 良忠

Ｑ
Ｕ 循環器疾患 東京慈恵会医科大学 助教 奥山 由美

9 呼吸器疾患 聖マ リアンナ医科大学 教授
佐々木 信

幸

10 腎疾患・内分泌代謝性疾患 京都府立医科大学 講師 河崎 敬

,I, IE], ) ' )L 田辺記念病院 副部長 石田 和也

12 消化器周術期/ICU 済生会和歌山病院 部長 坂野 元彦

13 摂食哄下障害 和歌山県立医科大学 教授 隅谷 政

14 訪問 リハ ビリテーシ ョン 伏虎 リハビリテーション病院 院長 中谷 匡登

(第2旦L各論

作業療法



◆研修プログラム◆
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合計 3日間分プログラムの研修受講と認定試験受験により修了となります
*プログラムは都合によリー部変更することがあります。

No
演題等

(各 30分 )

講 師

所 属 氏名

フ レイル他 和歌山県立医科大学 准教授 三 上 幸 夫

つ
乙 疼痛 岩手医科大学 教授 西村 行秀

う
０ 認知症 和歌山県立医科大学 教授 田島 文博

４

‐ 福祉用具他 岐阜市民病院 部長 佐々木 裕介

ロボット 国際医療福祉大学三田病院 木村 郁夫

′
一） 痙縮治療 東京慈恵会医科大学柏病院 医長 山田 尚基

教育 。研究体制 横浜市立大学 教授 中村 健

０
０ 管理運用 宝塚医療大学 教授 上西 啓裕

Ｏ

υ まとめの講義 和歌山県立医科大学 准教授 三 上 幸夫

修了認定試験

日本り八ビリテーシヨン医学教育推進機構

高齢化が進んだ日本において、り八 ビリテーション医学 。医療が対象とする疾患や障害は、脳血
障害、運動器疾患、循環器や呼吸器などの内部障害、摂食嚇下障害、小児疾患、がんなど広範囲

こ及び、その重要性がきわめて大きくなつています。
り八 ビリテーション医学・医療の質を高め、幅広い疾患や障害に対処 していくためには、標準的

キ ス 卜の作成 レバtノ レの高し 研ヽ修会の開催、幅広 く学ベ る e― lea rn n g レ ′
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「教育体制」が必要です

日本 り八 ビリテーション医学教育推進機構は、このような状況のもと、り八 ビリテーション医学・
医療に関係する25の社員団体が集まり2018年 10月 に設立されました。各社員団体が力を合わせ、
り八 ビリテーション医学・医療の教育体制の充実に尽力 しています。

社員名簿

日本リハビリテーション医学会 久保 俊― 理事長 日本スティミュレーションセラピー学会 安保 雅博 理事長

日本急性期リハビリテーション医学会 田島 文博 理事長 日本骨髄間葉系幹細胞治療学会 本望 修 代表理事

日本回復期リハビリテーション医学会 才藤 栄― 理事長 日本骨転移研究会 酒井 良忠 幹事

日本生活期リハビリテーション医学会 水間 正澄 代表理事 日本慢性期医療協会 武久 洋三 会長

日本義肢装具学会 芳賀 信彦 理事長 日本リハビリテーション病院・施設協会 斉藤 正身 会長

日本脊髄障害医学会 島田 洋一 理事長 回復期リハビリテーション病棟協会 三橋 尚志 会長

日本集中治療医学会 西田 修 理事長 慢性期リハビリテーション協会 橋本 康子 会長

日本股関節学会 杉山 肇 理事長 地域包括ケア病棟協会 会長

日本在宅医療連合学会 石垣 泰則 代表理事副会長 全国老人保健施設協会 東 憲太郎 会長

日本耳鼻咽喉科学会 村上 信五 理事長 日本理学療法士協会 半田 ―登 会長

日本生体電気・物理刺激研究会 徳永 大作 幹事 日本作業療法士協会 中村 春基 会長

日本リウマチリハビリテーション研究会 佐浦 隆― 代表世話人 日本言語聴覚士協会 深浦 順一

日本CAOS研究会 菅野 伸彦 会長 日本義肢装具士協会 野坂 利也 会長
京都リハビリテーション医学会 三上 靖夫 副理事長

社員団体名 社員代表者 社員団体役職 社員団体名 社員代表者 社員団体役職

仲井 培雄

会長



◇申込方法

研修会に参加ご希望の方は、日本り八ビリテーシ∃ン医学教育推進機構のHPに掲載された

「研修会の案内」より参加申込豊をダウンロー ド頂き、必要事項をご記入後、メール、

または郵送にてご送付をお願いいたします。

申込の際には病院長もしくはり八 ビリテーション科長の推薦の署名のある方を優先させて

いただきます。 (推薦の無い方でも参加は可能です)

折 り返 し参加費のお振込み先をご連絡いたします。

入金確認後、受講証と領収書を発行いたします。

日本 り八 ビリテーション医学教育推進機構のHP

<お申込みから登録までの流れ>

参加登録終了

特設サイ トのご案内を

参加登録者個人あてに

メール連絡いたします。

◇申込書の送付先
・メールの場合:Iehablli― kik⊆【ユコ望工墨m

・郵1送σ)1場合 :¬=606-0001
京都市左京区岩倉大鷺町 422国 立京都国際会館内

日本 り八ビリテーシ∃ン医学教育推進機構研修会担当宛

◇申し込み後のキヤンセルについて

研修会申込後にキャンセルされる場合は、必ずメールにてご連絡をお願いします。

ご指定の回座に振込手数料を差し引いた金額を返金いたします。

但し、1月 11日 二星L以隆のキヤンセルについては返金はいたしません。

参加者のお名前連絡先等

必須事項をご記入頂き

事務局に送付 ください。

・申込内容確認後、指定

送付先へご請求書を

発行送付いたします。

・参加者各個人あてに

参加登録完了のご案内

メールを発送いたします。

●尋燿二入日本リハビリテーション医学薇青植遭ほ構

参加申込書送付
入金確認

参加登録
事務局にて確認

ご請求書発行

◆参加申込に関して◆

研修会に関するお問い合わせ先

研修会運営事務局 〒106-0032 東京都港区六本木6-15-21(株式会社レイ内)

メールア ドレス :rehabili二 kikoL亙コIm⊆≦⊆p

り′、ビリテーショ 社会に山はする・ A薇の本
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監修

一般社団法人 日本リハビリテーション医学教育推進機構

一般社団法人 日本リハビリテーシヨン病院 。施設協会

一般社団法人 日本慢性期医療協会

公益社団法人 日本理学療法士協会

一般社団法人 日本作業療法士協会

一般社団法人 日本言語聴覚士協会

公益社団法人 日本義肢装具士協会

公益社団法人 日本リハビリテーシヨン医学会

総編集

久保俊―

田島文博

編集

日本リハビリテーション医学教育推進機構理事長
日本リハビリテーション医学会理事長

日本リハビリテーション医学教育推進機構副理事長
日本リハビリテーション医学会副理事長

安保雅博 武久洋三
日本慢性期医療協会会長東京慈恵会医科大学教授

三上靖夫
京都府立医科大学教授

斉藤正身
日本リハビリテーション病院・施設協会会長

佐浦隆―
大阪医科大学教授

半田…登
日本理学療法士協会会長

中村 健
横浜市立大学教授

中村春基
日本作業療法士協会会長

西村行秀 深浦順―
日本言語聴覚士協会会長岩手医科大学教授

三上幸夫
和歌山県立医科大学准教授

野坂利也
日本義肢装具士協会会長

イラスト編集

徳永大作
京都府立城陽リハビリテーション病院院長


