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学術資料部　DVD 領域別一覧表　　　　 2018.2.16

NO 表　　　　題 内　　　　容 講師（敬称略） DVD枚数

・　神経理学療法
98 平成21年度第1回学術研修会 「機能解剖学・運動学からみた脳血管障害患者の評価と治療」 千里リハビリテーション病院 吉尾雅春 5

101 平成22年度第1回学術研修会 「脳卒中患者に対する課題指向型介入の理論と実際」 杏林大学 潮見泰藏 2
103 平成22年度第2回学術研修会 「脳卒中のニューロリハビリテーション」 畿央大学 松尾篤 3
106 平成23年度第1回学術研修会 「脳卒中片麻痺の3D下肢装具療法－理論と実際－」 博愛会横浜病院 森中義広 3
112 平成24年度第1回学術研修会 「成人中枢神経疾患に対する神経リハビリテーションアプローチ」―姿勢制御・歩行の問題へのアプローチを中心に― 山梨リハビリテーション病院 伊藤克弘 3
117 平成25年度第2回学術研修会 「在宅の装具から見えてきた、急性期、回復期、生活期にできること～在宅訪問件数延べ4,000件超の経験より（脳卒中患者を中心として）～」吉田義士装具研究所 久米亮一 2
127 平成27年度第2回学術研修会 「脳卒中に対する治療用装具を用いた理学療法」 貞松病院　高木治雄 1
130 平成28年度第1回学術研修会 「パーキンソン病の理学療法」 ⻑崎北病院 笹原順哉 2
139 平成29年度第1回学術研修会 「痛みと運動療法～中枢疾患及び整形疾患で引き起こされる痛みの原因と対処方法、更に筋力改善時の注意事項について～」ごきげんリハビリクリニック　勝浪省三 2

・　運動器理学療法
97 平成20年度第2回学術研修会 「機能解剖と理学療法の可能性」 九州中央リハビリテーション学院 壇順司 2
98 平成21年度第1回学術研修会 「機能解剖学・運動学からみた脳血管障害患者の評価と治療」 千里リハビリテーション病院 吉尾雅春 5

102 平成22年度第2回長崎・西彼地区研修会 「肩関節疾患の運動器理学療法」 山口整形外科医院 北村英俊 2
108 平成23年度第2回学術研修会 「下肢運動器疾患に対するクリニカルリーズニング」 新潟医療福祉大学　亀尾徹 3
114 平成24年度第2回学術研修会 「変形性膝関節症の症状、機能、アライメントを即時的に改善する運動療法」 広島国際大学　蒲田和芳 2

116 平成25年度第1回学術研修会
「理学療法に必要な筋の解剖学と体表解剖学―体幹・股関節周辺の筋を中心に―」

名古屋大学医学部保健学科理学療法学専攻 河上敬介 2
120 平成26年度第1回学術研修会 「体幹機能不全に対する運動療法」 ～医療・健康増進・スポーツ現場で理学療法士ができること～ フィジオセンター 磯あすか 2
121 平成26年度第2回学術研修会 「ペインリハビリテーション」 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　沖田実 1
124 平成27年度第1回学術研修会 「肩関節機能改善のPNF アプローチ ～保存療法・術後療法の着眼点について～」 松戸整形外科病院　遊佐隆 2
129 理学療法士講習会（日本理学療法士協会共催） 「スポーツ理学療法」 和仁会病院 大石勝則 3
134 平成28年度第2回学術研修会 「運動器疾患の理学療法」 京都大学 建内宏重 2
137 理学療法士講習会（日本理学療法士協会共催） 「スポーツの理学療法〜運動療法の臨床実践〜」 和仁会病院 大石勝則 2
139 平成29年度第1回学術研修会 「痛みと運動療法～中枢疾患及び整形疾患で引き起こされる痛みの原因と対処方法、更に筋力改善時の注意事項について～」ごきげんリハビリクリニック　勝浪省三 2

・　内部障害理学療法
95 平成20年度第1回学術研修会 「糖尿病に対するリハビリテーション」 虹ヶ丘病院 塩塚順 1
99 平成21年度第2回学術研修会 「糖尿病に対するリハビリテーション（応用編）～糖尿病における合併症対策～」 虹ヶ丘病院 塩塚順 1

135 平成28年度九州ブロック現職者研修会「循環器理学療法」 「症例から学ぶ、循環器理学療法の臨床的視点」、「高齢者の心不全に対する理学療法 ～ 急性期から慢性期まで」 長崎県対馬病院 山田宏美,光晴会病院 北川佐由里 2
140 平成29年度第2回学術研修会 内部障害の理学療法「糖尿病に対する理学療法」 虹ヶ丘病院　塩塚順 2

「呼吸疾患に対する理学療法」 長崎大学医歯薬学総合研究科　田中貴子

・　生活環境支援理学療法
94 平成20年度　地域ケア研修会 講演「長崎県の療育体制について」 前長崎県立こども医療福祉センター所長 川口幸義 2

シンポジウム「療育の現状と課題」 当事者：萩原佳子,家族：堤景子,PT：大山智恵美,福祉：山崎圭子

105 訪問リハビリテーションスタッフ養成講座2010in長崎 講座①「訪問リハビリテーションの有効性」、データ学習「世界の訪問リハビリと日本との比較」 在宅りはびり研究所 吉良健司 2
講座②「訪問リハビリテーションへ現場からの問題提起」、訪問リハビリテーション地域リーダー育成研修会の報告、講座③症例協議長崎在宅Dr.ネット 藤井卓

107 訪問リハビリテーションスタッフ養成講座2011in長崎 1部 基調講演「生活期における訪問リハビリの展開と連携」 介護老人保健施設清雅苑　野尻晋一 2
特別講演「業務上起こり得るリスク管理～在宅療法士に向けたリスク管理（呼吸管理）～」、訪問リハビリテーション地域リーダー育成研修会の報告、ワークショップ、閉会式刀根山訪問看護ステーション　田上由貴子

110 訪問リハビリテーションスタッフ養成講座2011in長崎 2部 基調講演「訪問リハビリテーションの今後の展望」-地域包括ケアに求められる訪問リハビリテーションの機能と役割- ほっとリハビリシステムズ　松井一人 2
講座「訪問リハビリテーションの基礎知識」、シンポジウム「実践報告-訪問リハに関わって気付いたこと-」 西諫早病院　野中慧、訪問看護ステーションYOU　出口春彦

111 平成24年度地域ケア研修会 基調講演「生活期における必要な知識、連携の在り方」 長崎市医師会保健福祉センター　陣野紀代美 1
シンポジウム「生活期リハにおける連携」 老人保健施設恵仁荘　秀島敏和

113 訪問リハビリテーションスタッフ養成講座2012in長崎 基調講演「生活を支える他職種連携、他サービスと訪問リハの役割」 近森リハビリテーション病院 小笠原正 6
分科会Ａコース「事業運営について」 NPO法人T.H.S 川副功成

分科会Ｂコース「訪問リハの基礎的知識」 長崎リハビリテーション病院 神田龍太

シンポジウム「訪問リハに求められるもの、求めるもの～それぞれの立場より～」 角町歯科医院 角町正勝,訪問看護ステーション鳴海 松島由美

特別講演「リスク管理～いつもと違うサインをキャッチ！～」 安中外科・脳神経外科医院 安中正和

報告「訪問リハマップアンケート結果報告」 理学療法士会福祉部

地区別報告「地域における訪問リハの現状と課題」 長崎北病院 尾崎武正,南野病院 井上裕貴,松岡病院 西村精子,愛健医院 早瀬健太 

119 訪問リハビリテーションスタッフ養成講座2014in長崎 講座「長崎県の訪問リハ施設の実態～県士会訪問リハ調査より～」 清水章宏PT,永石博範OT 4
分科会①「訪問リハの視点・内容」 野中慧ST,吉野雅之OT

分科会②「訪問リハとしての関わり方の整理」 橋泰之PT,黒川裕子PT

分科会③「訪問リハのネットワーク」 清水章宏PT,永石博範OT

特別講演「訪問リハに関わるフィジカルアセスメント」 東京都リハビリテーション病院　堀田富士子医師

訪問リハ地域リーダー会議報告、グループワーク「住宅改修における療法士の役割～訪問リハの視点～」 本田憲一PT,黒川裕子PT

対談「療法士との連携の中で感じること」、体験実技「福祉用具の説明及び実体験」 太陽シルバーサービス株式会社　米田哲郎、西諫早病院　樋口健吾

122 平成26年度第3回学術研修会 講演「地域包括ケア推進リーダー導入研修会」 2
125 訪問リハ三士会合同研修会 講演1「これからの訪問リハ」 （有）足柄リハビリテーションサービス　露木昭彰 3

講演2「地域包括ケアによるセラピストの役割　～その人が輝ける居場所づくりを目指して～」 大東市保健医療部　高齢支援課　逢坂伸子

　　　「活動参加につなげる訪問リハを考えよう」 長崎県理学療法士協会　永木照彦、長崎県作業療法士協会　城戸よしみ

　　　「介護報酬改定における現場の同行」 長崎県作業療法士協会　永石博範

　　　「明日から使える生活行為工場マネジメント（概論、応用）」 長崎県作業療法士協会　村木敏子

126 平成27年度地域包括ケア推進リーダー導入研修会 講演「地域包括ケア推進リーダー導入研修会」 長崎県理学療法士会　導入研修会担当理事　坂枝真一 3
長崎大学医学部保健学科　井口茂

131 平成28年度 訪問リハ三士会合同研修会 特別講演「活動参加につながるストレングスリハビリテーション」 （有）足柄リハビリテーションサービス　露木昭彰 2
講演「活動参加につなげる訪問リハを考えよう」 言語聴覚士会 井上由利香、作業療法士協会 城戸よしみ

シンポジウム「訪問リハビリテーションに求めること」 大村市医師会 岡浩之、看護協会 小山郁子、介護福祉会 杉澤美保子

ディスカッション「今、訪問リハビリテーションに求められていること」 、介護支援専門員協議会 堀田智津子、長崎県長寿社会課 田島玲悟

132 平成28年度 介護予防推進リーダー導入研修会 2
133 平成28年度 地域包括ケア推進リーダー導入研修会 2
138 三士会リハビリテーション合同研修会 講演：「これからのリハビリテーション 活動・参加を⽀援するとは」 くますま地域⽣活応援館 内田正剛 1

・　学術大会
96 第20回長崎県理学療法士会学会 テーマ「生活を支えるリハビリテーションとケア」～介護予防から終末期のリハビリテーション～学会長講演 2

100 第21回長崎県理学療法士会学会 テーマ「廃用症候群と老化－臨床の視点から－」基調講演「高齢者の虚弱症候群－自立障害としてのDisuseとMalnutrition－」、分科会１「骨格筋の変化からみたROM制限の病態」三鷹病院 秦葭哉,長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　沖田実 3
分科会２「回復期からみた生活障害の評価の視点」 長崎リハビリテーション病院　井手伸二

分科会３「高齢者に対する運動介入の効果」 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　井口茂

104 第22回長崎県理学療法士会学会 テーマ「生活支援－理学療法的介入－」講演「下肢関節疾患における日常生活動作の障害と理学療法」、長崎県理学療法士会設立40周年記念式典 弘前大学大学院保険学研究科　対馬栄輝 5
講演「生活環境支援における理学療法介入の基本的理解に向けて」、閉会式 九州リハビリテーション大学校 大峯三郎

109 第23回長崎県理学療法士会学会 テーマ「暮らしの中の理学療法　～生活機能と生活支援のコンビネーション～」市民公開講座「東日本大震災より災害リハビリテーションを考える」 株式会社ハートナーシング高松 代表取締役 鎌野倫香 5
特別講演「地域包括ケア時代の生活期リハビリテーション　–その視点と可能性-」 介護老人保健施設 野尻晋一

115 第24回長崎県理学療法士会学会 テーマ「未来への飛躍　～理学療法士の未来像～」特別講演「国際的視野に立った理学療法士の未来像」、セッション4 公益社団法人日本理学療法士協会　副会長　内山靖 3
118 第25回長崎県理学療法学術大会 テーマ「理学療法の再考」基調講演「理学療法の再考」 7
123 第26回長崎県理学療法学術大会 テーマ「支えよう！　地域におけるこころ豊かな生活を」基調講演「支えよう！地域におけるこころ豊かな生活を」、招待講演「Comparioson of Mucle Activation of Trunk and Loweer of Subjects Wearing High-Heeled or Flat Shoes While Crossing over Obstracless of Different Heights」株式会社くまくま 川添竜志郎,釜山物理療法士協会 国際理事 パク・ジンソン8

特別セッション　特別演題発表（2演題）　釜山物理療法士協会

市民公開講座「こころ豊かな生活を支える地域づくりを考える」、閉会式 介護老人保健施設うぐいすの丘 柿田京子

128 第27回長崎県理学療法学術大会 テーマ「地域包括ケアにおける理学療法士の可能性　～その人が輝ける居場所づくりを目指して～」基調講演「地域包括ケアにおける理学療法士の可能性　～その人が輝ける居場所づくりを目指して～」 株式会社ワークシフト 高木綾一 9
市民公開講座「これからの高齢者支援～10 年先を見据えて～」、特別講演「神経疾患患者への臨床応用エビデンス」、招待講演「PNF下肢パターン運動における運動方向が対側股関節筋線維活性化に及ぼす影響」 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科井口茂、

釜山大学病院　イ　ミンヒョン、Walkリハビリテーション病院　パク　インソク

136 第28回長崎県理学療法学術大会in島原 テーマ「Quality～未来へつなぐ専門性～」基調講演「高齢者リハビリテーションの『今』～長寿社会におけるPT戦略～」 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター　予防老年学研究部 島田裕之 8
日韓国際交流講演、特別講演、市民公開講座、閉会式
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