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研修会のご案内 

 

一般社団法人 日本急性期リハビリテーション医学会 主催 

公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 主催 

 

急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会 

〜 疾患急性期におけるリハビリテーション医療の実践 ～ 

 

一般社団法人 日本急性期リハビリテーション医学会 

理事長 久保 俊一 

 

【研修会のご案内】 

日時 
平成30年12月15日（土） 10:00 ～ 17:00（受付：9:30～） 

     12月16日（日） 9:40 ～ 16:35 （予定） 

場所 
アットビジネスセンターPREMIUM新大阪（正面口駅前） 905号室 

最寄り駅：JR･地下鉄御堂筋線 『新大阪』 

対象 医師 

認定単位 

全て受講につき２０単位 

（日本専門医機構認定リハビリテーション科専門医 ４単位） 

※日本専門医機構認定リハビリテーション科専門医は 
 ｢日本リハビリテーション医学会が主催または後援する研修会｣にて5年で

12単位までのみ認められます。 
 ｢日本リハビリテーション医学会が主催または後援する研修会｣の該当研修会
はこちらをご確認ください。 

参加費 

25,000円  
日本急性期リハビリテーション医学会及び 
日本リハビリテーション医学会 共に会員の方 

30,000円 日本リハビリテーション医学会会員の方 

50,000円  上記以外の方 

申込締切日 
平成30年12月9日（月） 

締切日前でも定員に達した場合、締め切りとなります。 

申込先 

一般社団法人 日本急性期リハビリテーション医学会 事務局 

TEL 03-5280-9700 / FAX 03-5280-9701 

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-18-12 内神田東誠ビル2階 

           （日本リハビリテーション医学会内） 

※本研修会は、診療報酬に規定される「ADL維持向上等体制加算」の医師研修に該当します。 

また、がんのリハビリテーションにおける専任医師としての要件である「リハビリテーション医学会等関係団

体が主催するリハビリテーションに関する研修の受講歴」に該当する（満たす）研修の一つとなります。詳細

は管轄の地方厚生局へお問合せください。 

http://www.jarm.or.jp/member/calendar/document/2018/20190209_list.pdf
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【研修プログラム】 

平成 30年 12月 15日（土）  

時間 内容および講師 

10:05 ～ 10:10 

開会のご挨拶 

久保 俊一 （一般社団法人 日本急性期リハビリテーション医学会 理事長      

京都府立医科大学大学院 教授）  

 10:10 ～ 11:10 
リハビリテーション概論 

佐浦 隆一 （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 教授） 

 11:20 ～ 12:20 
リハビリテーション処方と実践 

 田島 文博 （和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座 教授） 

12:20 ～ 13:20 休憩 

13:20 ～ 14:20 
リハビリテーションアプローチ 

 安保 雅博 （東京慈恵会医科大学 リハビリテーション医学講座 主任教授） 

14:30 ～ 15:30 

リハビリテーション評価 

 酒井 良忠 （神戸大学大学院 医学研究科外科系講座 

 リハビリテーション機能回復分野 特命教授） 

15:40 ～ 16:40 
運動器系疾患のリハビリテーション 

 城戸 顕 （奈良県立医科大学 リハビリテーション科 教授） 

16:45 ～ 17:00 確認テスト 

 

平成 30年 12月 16日（日）  

時間 内容および講師 

9:40 ～ 10:40 
脳･神経疾患（急性期）に対するリハビリテーション 

幸田 剣 （和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座 講師）  

 10:50 ～ 11:50 
高齢者リハビリテーションと注意点･廃用症候群とその予防 

 河﨑 敬 （京都府立医科大学 リハビリテーション医学 講師） 

 12:00 ～ 13:00 
呼吸器疾患に対するリハビリテーション 

 土岐 明子 （大阪急性期･総合医療センター リハビリテーション科 副部長） 

13:00 ～ 14:00 休憩 

14:00 ～ 15:00 
周術期患者（ICUでのリハビリテーション含む）に対するリハビリテーション 

 梅本 安則 （和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座 講師） 

15:10 ～ 16:10 
心臓疾患（CCUでのリハビリテーション含む）に対するリハビリテーション 

白石 裕一 （京都府立医科大学 循環器内科・リハビリテーション部 講師） 

16:15 ～ 16:20 閉会の挨拶 

16:20 ～ 16:35 確認テスト 
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参加お申込み手続きについて 

 

（１）次頁の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込みください。 

 

（２）事務局より、受付確認のメールをお送りいたしますので、参加費をお振込ください。 

 

【お振込先】 

三菱UFJ銀行 神田駅前支店（店番 010）普通預金 口座番号 0934121 

口座名義 日本急性期リハビリテーション医学会 

フリガナ シャ） ニホンキユウセイキリハビリテーシヨンイガクカイ 

なお、誠に恐れ入りますが、振込手数料はご負担くださいますようお願いいたします。 

受付金融機関の領収印が押印された振込用紙の控を領収書に代えさせていただきますが、別途領収書

の必要な場合やお問い合わせは事務局までお願いいたします。 

 

（３）受付完了のご案内をいたします。 

 

※ご注意 

  入金後のキャンセルによる受講料の返金には応じかねます。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（お問い合わせ） 

一般社団法人 日本急性期リハビリテーション医学会 事務局 

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-18-12 内神田東誠ビル2階 

TEL 03-5280-9700（日本リハビリテーション医学会内） 

担当：宇都宮 

E-mail：kyuseiki@jarm.or.jp  



 4 / 5 

 

都道 

府県 

市郡 

区 

 

 

 

 

一般社団法人 日本急性期リハビリテーション医学会 事務局宛 

 

急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会 

〜 疾患急性期におけるリハビリテーション医療の実践 ～ 

（平成 30年 12月 15日、16日開催） 

【参加申込書】 

 

ふりがな  

氏名  

入会状況 

（いずれかに○） 

日本急性期リハビリテーション医学会 会員 / 非会員 

日本リハビリテーション医学会 会員 / 非会員 

勤
務
先 

名称  

部署 
部  

科  

役職  

住所 

〒 

 

TEL       （     ） 

FAX       （     ） 

メールアドレス                 ＠ 

※上記必要事項をご記入し、ＦＡＸ（03-5280-9701）にてお申込みください。 

 受付確認のメールをお送りいたしますので、確認後、参加費をお振込ください。 

※ご記入いただいた個人情報は、研修会の手続き以外には利用いたしません。 

FAX 03-5280-9701 
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【会場案内図】 

 

 

アットビジネスセンターPREMIUM新大阪（正面口駅前） 

      大阪市淀川区西中島 5-14-10新大阪トヨタビル 9F 

      ・最寄り駅：JR「新大阪」正面口 徒歩 3分、 

地下鉄御堂筋線「新大阪」南改札 7番徒歩 1分 

 

 

【アクセスマップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


