
一般演題・ビデオ・フォト
症例ツイートセッション

症例ツイートセッションとは
～つぶやくように相談してみませんか？～

離床情報交換会（懇親会）
                               会費3000円
開始時間：学会終了後 18：00～  

      離床に興味ある全国のメンバーの交流会です。同じ想いや
悩みをもつ仲間や、講師陣と話し未来を語りましょう。詳し
い参加方法は学会ホームページをご覧ください。

今年は新企画を開催。普通の学会と異なり、臨床の課題
を解決するための建設的なディスカッション になるよう
工夫が施されています。発表者も質問者も気負う必要の
ない楽しい発表にご期待ください。

Step 1. 相談内容を書いて事務局へ送付
Step 2. 研究会がポスターを作成してくれる
            ので当日ポスター会場に行く。
Step 3. 講師や仲間たちからアドバイスをもらえる！

ツイート演題
募集中

FAX TO：０３-６２７２-９６８３（ご注意！このファックス番号間違いが頻発しています。くれぐれもご注意ください）

日本離床学会 第9回 
（お申し込みはファックスまたは郵送にてお送り下さい。Website よりオンライン申込みも可）

お申込み
代表者の
名前

□会員　　　 　□新規に会員申込をする（※下記参照）　　　 □非会員

専門（ □にレを入れて下さい ）

住所    〒

施設・自宅

TEL EmailFAX 個人用アドレスをご記入下さい。

□一般外科　□脳外科　□胸部外科　□消化器外科　□整形外科　□術後ICU □救命科　□栄養科
□リハビリ科　□呼吸器内科　□循環器内科　□神経内科　□一般内科　□その他（　　　　　　）

職種： □Dr，  □Ns，  □PT，  □OT，  □ST，  □その他

施設（病院・学校）名

所属病棟名・役職

ふりがな

（ 代表者の方も  □参加　□不参加 ）

どちらかに○を
つけて下さい

受講票は代表者の方に一括郵送します。

※新規に会員申し込みをされる方は、必ず会員申込用紙にご記入の上、この参加申込書と同時にファックスして下さい。お申込書が届き次第、折り返しファックスまたは Email にて会費、参加費のお振
込みのご案内をお送りします。（その案内が届かない場合は、お手数ですがお電話にてご連絡ください）講座は参加費の入金をもって正式の受講申し込みとなります。講座は定員となり次第締切ります。
お振込みはお早めにお願い申し上げます。なお、会員価格は参加申込をされた時点（同時可）で会員である方のみに適応されます。

全国研修会・学術大会　 参加申込書

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-12 プラーレルビル2F
ホームページ http://www.rishou.org/　
TEL 03-3556-5585　FAX 03-6272-9683
Eメール jsea@rishou.org

① ホームページよりオンライン登録　
② 下記の申し込み用紙に記入の上、 FAXまたは郵送　

受講方法

日本離床学会 第9回 全国研修会・学術大会　
運営事務局 （日本離床研究会事務局内）

申し込み用紙はホームページからもダウンロードできます

お問い合わせ・お申込先

職種： □Dr，□Ns，□PT，
　　　□OT，□ST，□その他

□会員
□新規に会員申込をする（※下記参照）　□非会員

参加者
お名前

ふりがな

職種： □Dr，□Ns，□PT，
　　　□OT，□ST，□その他

□会員
□新規に会員申込をする（※下記参照）　□非会員

参加者
お名前

ふりがな

職種： □Dr，□Ns，□PT，
　　　□OT，□ST，□その他

□会員
□新規に会員申込をする（※下記参照）　□非会員

参加者
お名前

ふりがな

職種： □Dr，□Ns，□PT，
　　　□OT，□ST，□その他

□会員
□新規に会員申込をする（※下記参照）　□非会員

参加者
お名前

ふりがな

受講票
送付先

要予約

国立オリンピック記念青少年総合センター
カルチャー棟　 大ホール        　小ホール　    リハーサル室

場所：国立オリンピック記念青少年総合センター内 ～患者を中心に離床を叫ぶ～

その離床、誰のための離床ですか？
各施設が精力的に離床に取り組む中、新たな問題として浮上したのが、医療者の都合だけで患者さんを起
こしてしまう“離床の押し売り”です。離床は本来患者さん中心に進められるべきであり、プロトコル、指
示、在院期間などが優先されるものではありません。本大会では、患者さんを中心に考える離床について
あらゆるテーマで１日ディスカッション。患者さん・医療者が、Win-Winな関係になるための離床のあり方
について、徹底的に考え、学べる１日にあなたも参加してみませんか？

全国研修会・学術大会

日　時：2019年

  
・東京メトロ千代田線　代々木公園駅より徒歩　
・小田急線新宿駅より2駅　参宮橋駅より徒歩

土 対　象：医師・看護師・PT・OT・ST・栄養士
　　　　　（上記以外でも受講可）会　場：国立オリンピック記念青少年総合センター

　　　　　 （渋谷区代々木神園町3-1） 参加料：一般 9,800円
　　　会員 8,800円（税込）

第9回

※本学会に参加で、離床アドバイザー習得コースの理論コース１単位を取得できます。※ポイント付与は、個人での各協会への申請が必要になります。申請に伴うご不明点は各都道府県各協会にお問い合わせください。 

日本離床研究会　離床インストラクター・アドバイザー資格
　　　　　　　　更新ポイント 対象
日本看護協会　認定看護師・専門看護師　更新点数 対象

日本理学療法士協会　専門理学療法士ならびに
　　　　　　　　　　認定理学療法士資格取得履修ポイント 対象
日本作業療法士協会　生涯教育制度基礎ポイント 対象

6月15日

日本離床学会

ホームページよりオンライン登録　

受講方法学会に参加することで以下のポイントを取得できます。

● この１年の勉強不足はここで解消！
　　世界の最新事情と離床のエビデンス Up Date 2019
● 加齢を華麗にマネジメント！ 正しいフレイルの知識と対策法
● 状態悪化を見逃さない！！ 胸・腹部ＣＴ読影のポイント
● 低栄養の“困った”を一挙解決！
　　栄養管理でミルミルADLアップをする秘策
● ただ見る触るではダメ！ フィジカルアセスメント所見の意味
● 「できない」の常識を超えよう！ 身体抑制をゼロにするケアの行い方  ほか

● 脳卒中領域のジレンマ　血管内治療と開頭術後の離床の違い
● 腰痛にサヨナラ！ ロボットを活用した離床
● 離床の不安を減らす！ 整形領域の合併症対策講座
● 離床がすすまない！ 急性期から在宅の困った症例大集合
　　～そのとき多職種は何を考える？～
● 現場の悩みを解決！
  　高次能機能障害における自動車運転再開について

2.循環不安定でも身体を動かす！？
   生体侵襲と驚くべき
   　オートファジーの関連
            東千葉メディカルセンター…医師　渡邉　栄三

最近話題のトピックスが勢ぞろい

充実の教育セミナー 特別講演
1. エキスパートが語る！ 
    患者さんを中心とした
   　摂食・嚥下アプローチのキモ
         藤田医科大学病院…三鬼 達人

● 症例で学ぶ！ 心エコー検査結果の解釈
● 今だから習得したい肩関節触診
● リンパ浮腫対策 ～評価とマッサージ法の実際～
● これで自信がつく！
   　初心者のための気管内吸引
● 高次脳機能障害の
  　    病態と対応法      ほか

速習　ハンズオンセミナー 要予約



日本離床研究会認定のインストラクター・プレア
ドバイザー試験の対策セミナー。７月に試験を控
え、出題のポイントと学習法について解説します。
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この１年の勉強不足はここで解消！
　世界の最新事情と離床のエビデンス
　Up Date 2019
日本離床研究会…曷川 元
最新の研究や国際学会でのトピックスから、
この１年でアップデートした内容を一挙公
開。時代に乗りおくれないためのユーモア溢
れるプレゼンは必聴です。

9:35-10:10

加齢を華麗にマネジメント！
　正しいフレイルの知識と対策法
新横浜ハートクリニック…徳田 雅直
認知・循環・ロコモなど各臓器に与える影響
について解説。離床を中心とした対策法の実
際について解説します。

ただ見る触るだけじゃダメ！
　症例によってこんなに違う
　フィジカルアセスメント所見の意味
大阪府済生会茨木病院…川瀬 和大

フィジカルアセスメントで重要
なのは異常所見よりも通常の
所見です。このコマでは、同じ
所見でも、症例の背景や経過
などによって変わる解釈につ
いて、臨床形式に提案します。

状態悪化を見逃さない！！
　胸・腹部ＣＴ読影のポイント
石巻赤十字病院…谷 崇史
このコマでは、CTを活用した呼吸・循環や消
化器の代表的疾患の読影法と、離床への影
響を見逃さない技を伝授します。

低栄養の“困った”を一挙解決！
　栄養管理でミルミルADLアップをする秘策
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
…川畑 亜加里

低栄養状態を改善して
離床を進めたい．と思
いながらも、栄養管理
は簡単ではありませ
ん。低栄養の原因、アセ
スメント、栄養摂取の
実際など困る事案につ
いて、ベテラン講師が
解決策を提案します。

【離床に必須の技術習得！実技セミナー】
①今だから習得したい肩関節触診
　　～制限因子の見つけ方と正しい動かし方～
②その離床が痛みの原因に！？
　　良いポジショニングのための患者の姿勢分析
③リンパ浮腫対策
　　～評価とマッサージ法の実際
④これで自信がつく！
　　初心者のための気管内吸引

【一歩踏み込んだ教育セミナー】

試験対策セミナー

大会長挨拶

日本離床研究会【公式】

「今回の学会も、急性期のトピックから
在宅でありがちな困った事例まで十
分現場に活用できる内容が目白押し
です。病院から地域へ治療や生活の場
が変わりゆく中にあっても、私たちが
忘れてはいけない患者中心の離床を
もう一度見つめ直すことができる学
会にしたいと思っています。みなさん
どうぞご期待ください！」

教育講演 教育講演

教育講演

10:20-10:55教育講演

13:00-13:35教育講演

大ホール 小ホール

教科書にないこんな工夫が知りたかった！
　多職種・各施設の離床時の工夫　大特集

時間がない中実践する
　アイデア看護師が行う「ながら離床」
「患者中心の離床」を実践！
　各施設の工夫を大紹介－離床アワード受賞作－

実際の臨床における、離床の工夫を一斉に紹介。各施設の
取り組み・工夫にご期待ください。

循環アセスメントポイント“50”より
　～心音聴診と脈診で分かるアレコレ～
大和成和病院…原田 真二

がんの看護ケアリハビリテーションより
　～がん性疼痛のアセスメントと対応法～
北海道文教大学…佐藤 明紀

「できない」の常識を超えよう！
　身体抑制をゼロにするケアの行い方
藤田医科大学病院…河合 佑亮
できないと思われがちな「身体抑制ゼロ」を実践する講師
が、ポイントやメリット・デメリットについて解説します。

教科書に載っていない！
　離床出来ない状態を血液データから考える
済生会八幡総合病院…丹生 竜太郎

皆様からのアンコールに
お応えして、前回大会の
MVP講演をもう一度開
催！感染、貧血、肝機能な
ど各検査値の解釈と、離
床の留意点について、症
例ベースに提案します。

トピックス

全国で開催されている当会の教育セミナーのうち、人気
講座をダイジェスト開催します。各地で好評なプレゼン
テーションにご注目ください。

講座ダイジェスト

離床がすすまない！急性期から在宅の困った症例大集合
　～そのとき多職種は何を考える？～

このシンポジウムでは、急性期から在宅
での離床難渋例を提示し、各職種の視
点からディスカッション。台本なしの白熱討論は必見です。

シンポジウム

教育講演

第８回学会MVP講演
（教育講演）

みんなで寝たきりを予防しよう！
　～今からできるとっておきの対策～
熊谷総合病院…横山 浩康
病気や入院がきっかけで寝たきりにな
らないために、“自ら起きる”市民を教
育する離床啓発講座です。一般の方は
参加無料で参加可能ですので、病院の
患者さんに是非おすすめください。

市民公開講座

リハーサル室 ハンズオン 

離床の悩みを完全網羅
　40分でわかる欲張り離床セミナー
　－評価・実施法・エビデンス－
国立病院機構東京病院…見波 亮
臥床の弊害から離床のエビデンス、評価、実
施法まで一通り習得することができます。何
から勉強したらよいか分からないという方に
は、特にお奨めです。

腰痛にサヨナラ！
　ロボットを活用した離床
城西国際大学…桑江 豊

脳卒中領域のジレンマ
　血管内治療と開頭術後の離床の違い
日本離床研究会…黒田 智也

離床の不安を減らす！
　整形領域の合併症対策講座
　～DVT・偽関節・コンパートメント症候群～
白金整形外科病院　瀧田　勇二

装具を活用した早期離床の実際
　～脳卒中患者における下肢装具～
第一東和会病院…森川 明

現場の悩みを解決！
　高次能機能障害における自動車運転再開について
浜田医療センター…坂田 智司

脳卒中患者の離床がすすんだあとに困るの
が、移動手段獲得と自動車運転再開です。そ
れぞれのエキスパートが基礎知識と実際に
ついて解説します。

続・チームが自発的に動き出す！
　コーチング型コミュニケーション　臨床編
ASIコーチ株式会社…吉田彰
昨年好評だったコーチングセッションの続
編です。多職種連携のコツや、上司と部下の
関わりなどがスムーズにできるポイントを専
門家の吉田氏に解説してもらいます。

学会推奨セミナー

気になる話題をチェック！
機器の活用や合併症予防など、最近の話題
やトピックスを紹介します。

トピックス

同じ脳卒中でも、治療法により離床のタイミ
ングや指示が違い困った経験はありません
か？血管内治療・開頭術後それぞれの視点か
ら離床の留意点を学びます。

ディベート

教育講演

トピックス

加齢を華麗にマネジメント！
正しいフレイルの知識と対策法

KL-1

KL-2

ただ見る触るだけじゃダメ！
症例によってこんなに違う
フィジカルアセスメント所見の意味

状態悪化を見逃さない！！
胸・腹部ＣＴ読影のポイント

低栄養の“困った”を一挙解決！
栄養管理でミルミルADLアップをする秘策

循環不安定でも身体を動かす！？ 
生体侵襲と驚くべきオートファジーの関連 

・ 優秀演題表彰
・ 離床クイズ正解発表＆表彰　など

教科書にないこんな工夫が知りたかった！
多職種・各施設の離床時の工夫　大特集

エキスパートが語る！
患者さんを中心とした摂食・嚥下アプローチのキモ

●心音聴診と脈診で分かるアレコレ
●がん性疼痛のアセスメントと対応法

離床がすすまない！
急性期から在宅の困った症例大集合
～そのとき多職種は何を考える？～

「できない」の常識を超えよう！ 
身体抑制をゼロにするケアの行い方

教科書に載っていない！
離床出来ない状態を血液データから考える

みんなで寝たきりを予防しよう！
～今からできるとっておきの対策～

離床の悩みを完全網羅
40分でわかる　欲張り離床セミナー
－評価・実施法・エビデンス－

●腰痛にサヨナラ！ロボットを活用した離床
●整形領域の合併症対策講座
～DVT・偽関節・コンパートメント症候群～

脳卒中領域のジレンマ
血管内治療と開頭術後の離床の違い

●装具を活用した早期離床の実際
●高次能機能障害における自動車運転再開について

続・チームが自発的に動き出す！ 
コーチング型コミュニケーション　
臨床編

症例で学ぶ！心エコー検査結果の解釈

今だから習得したい肩関節触診
～制限因子の見つけ方と正しい動かし方～

リンパ浮腫対策　より
～評価とマッサージ法の実際～

これで自信がつく！
初心者のための気管内吸引

脳画像とマンガで理解する
高次脳機能障害の病態と対応法

苦手を克服！
ゼロからわかる臨床統計のイロハ

クイズ形式でスイスイ身につく
在宅酸素療法の基礎知識

インストラクター・アドバイザー
試験対策セミナー

SL-1 ＜特別講演1＞

お楽しみ閉会式

KL-3 ＜講座ダイジェスト＞ TP-3 ＜気になる話題をチェック＞

HR-1

KL-9

TP-1 ＜トピックス＞ TP-2 ＜学会推奨セミナー＞

KL-5 ＜シンポジウム＞

KL-10 ＜2018MVP講演＞

TP-4 ＜トピックス＞

HR-5

※目的にする講座が同時刻に重なる可能性がありますので、各施設２名以上の参加を推奨します。　※講演内容・講師など一部に変更が出る場合もございます。あらかじめご了承ください。　※昼のセッションももれなく聴講したい方は、昼食をコンビニ等で購入してから会場入りするとスムーズです。

予

予

予

予

予

予

予

予

予

くり返し法でバッチリ理解する！
不整脈教室－心室性期外収縮－

その離床が痛みの原因に！？
良いポジショニングのための患者の姿勢分析

HR-4HS-2

日本離床学会  第9回　全国研修会・学術大会　日程表

③新人・学生

④看護師 

①急性期

②回復期・在宅・介護

日本離床研究会【公式】

KL-4

KL-6

SL-2 ＜特別講演2＞

開会式
9:40

9:50

10:00

KL-7

TP-6 ＜市民公開講座＞

KL-8

TP-5

HS-1

HS-3

HR-2

HR-3

リハーサル室 ハンズオン① ハンズオン②小ホール

10:10
10:20

10:55
11:05

11:30

11:55

13:00

13:35
13:45

14:00

14:15
14:30

15:05
15:10

16:05

16:25

この１年の勉強不足はここで解消！
世界の最新事情と離床のエビデンス
Up Date 2019

SL特別講演

HRハンズオン理論

KL教育講座

HSハンズオン実技

TPテーマ別・トピックス

事前予約制予

★クイズに答えて賞品を当てよう
離床クイズ（オリエンテーション形式）
会場内にあるクイズに答えて豪華賞品が当たる！

★お楽しみ閉会式　
優秀演題賞、離床クイズの表彰を行います。
最後まで目が離せません！

★お役立ちグッズがいっぱい！
離床にまつわる機器展示

KL-2 SL-1 TP-4 KL-5 KL-6 SL-2

TP-1 TP-3 KL-4 KL-8 KL-9 SL-2

TP-2 KL-3 KL-4 KL-6 KL-8 SL-2

TP-1 SL-1 KL-4 KL-7 KL-9 SL-2
受講コース

HS-4

ハンズオンセミナーは先着順の予約制ですので、早めにお申し込み下さい。
理論・実技の各コース2つの受講で所定のコース　１単位が取得できます。
（１名２講座上限）

大ホール

エキスパートが語る！ 
　患者さんを中心とした摂食・
　嚥下アプローチのキモ
藤田医科大学病院…三鬼 達人

教育講演1

循環不安定でも身体を動かす！？ 
　生体侵襲と驚くべき
　オートファジーの関連
東千葉メディカルセンター…医師　渡邉 栄三

教育講演2

13:45-14:20

14:30-15:05

血
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）
漿
血
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血
　
全

球
血
赤球

血

白血球
血小板

タンパク質
ホルモン
凝固因子など

55％

赤血球
白血球
血小板など

45％

10:20-10:55 10:15-10:5513:45-14:20

14:30-15:05

15:10-15:50

11:05-11:45

13:00-13:35

11:05-11:45

13:00-13:35

13:45-14:20

14:30-15:05

11:05-11:55

15:15-16:15

⑤症例で学ぶ！心エコー検査結果の解釈
⑥脳画像とマンガで理解する
　　高次脳機能障害の病態と対応法
⑦苦手を克服！
　　ゼロからわかる臨床統計のイロハ
⑧くり返し法でバッチリ理解する！
　　不整脈教室
　　－心室性期外収縮－
⑨クイズ形式でスイスイ身につく
　　在宅酸素療法の基礎知識

●ギャラリー　一般演題　ポスター発表　●ツイート、 ビデオ・フォトセッショ


