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50以上の講演を予定しています。インターネットを介し
た受講でも教育研修講演、規定講習会、指導医講習会
の各単位および、日本整形外科学会 教育研修講演の
単位取得が可能です。
各講演の後には、10分間の質疑応答時間を設けてい
ます。臆さずに配信特設サイトで質問してみましょう。座
長が代わりに演者に尋ねてくれます。普段の疑問をぶ
つけてみてください。

21のシンポジウムを予定しています。
他の学会との合同シンポジウムやSIG（Spe c i a l 
Interesting Group）が企画したシンポジウムもあります。
座長が、会場やインターネットでの参加者からの意見、
質問を取り上げて、ディスカッションを盛り上げてくれま
す。ここでも、臆さずに発言して下さい。

若手（自称も含む）のリハビリテーション科医、関連専門
職のための企画です。今回、初めて種（企画）を蒔いて
みました。医学会会員や専門職会員のうち、各分野で
活躍するエキスパート（約30名）が30分のセミナーを行
います。
基本的なこと、最新のこと、ここだけの話、深い話など
エキスパートならではの話があります。是非、参加してく
ださい。

若手研究者でYIA賞に応募した26演題の中から、プログ
ラム委員会による事前審査により7演題をファイナルス
テージに招待しました。学会1日目（11月20日）に口述発表
を行い、最優秀賞、優秀賞を決定しますので奮ってご参
加下さい。発表形式は一般口演に準じて行います。

約200演題の口述発表があります。臨床、研究、教
育を通じて取り組んでいることを、分野ごとに発表
していただきます。発表場所は神戸会場になります
が、インターネットを介したライブ配信も行いますの
で、気軽に質疑応答ができます。現地で、そして配
信特設サイトでの質問を通じて、お互いに「学び」を
得て下さい。

300演題以上のポスター発表があります。すべてインターネッ
トでのデジタルポスターの閲覧となり、会期中は24時間、いつ
でも見ることができます。神戸会場では大きな画面（デジタル
サイネージ）で見ることができます。空き時間にじっくり見るに
はポスターセッションが最適です。配信特設サイトで質問も書
き込めますので、ご期待下さい。

神戸会場では、例年通り企業ブースで展示を行います。是非訪問して、最新の
機器を手に取ってみてください。ロボットやAIなどの最新テクノロジーを駆使した
リハビリテーション医学・医療が体験できます。
また、来場できない方が多いことも予想されますので、インターネットを介した展
示ブースの実況中継など、斬新な取り組みも企画しています。さらにインターネッ
ト上での企業展示も準備し、ポスターセッション同様、24時間オープンしますので
覗いてみて下さい。

JR福知山線脱線事故で重傷を負いながら、親子で
懸命なリハビリテーション治療に取り組んだ方（鈴木
もも子さん・順子さん）の15年間の歩みをお話しいた
だきます。
また、分身ロボット「オリヒ
メ（OriHime）」の開発者
（オリィ研究所・吉藤 健太
朗氏）に、その開発の経
緯と想い、これからの展
望、リハビリテーション医
学への期待なども講演し
て頂きます。

教育講演

シンポジウム エキスパートセミナー

一般口演

Y IA賞

ポスターセッション

企業展示

特別講演

せっかく神戸に来ていただいても、学会としての懇親の場が
持てず、宿泊先と会場との往復になってしまいます。そこで講
演の一部を再放送したり、会員からのメッセージや座談会、音
楽部によるリモート演奏会を配信したりと、「夜の部」を企画し
ました。日中だけで物足りない方は、是非ログインしてください。
新たな発見が必ずあります。

ナイトセッション

NEW

NEW

ハイブリッド開催について

プログラム・ハイライト

参加登録は、事前および当日とも、　　
インターネットでの登録になります。　　　　

講演は、神戸会場で発表する様子を、
インターネットでライブ配信します。

また、一部の講演は、再放送を予定しています。

研修単位は、インターネットで受講でも
取得できます。

質問は神戸会場でもインターネットでも可能です。
いろいろな様式での質疑応答をお楽しみください。

会場会場会場会場
インターネットインターネットインターネットインターネット



第4回日本リハビリテーション医学会
秋季学術集会

期間： 2020年11月20日（金）ー22日（日）
場所： 神戸国際会議場・神戸国際展示場2号館

会長： 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）

ただいま鋭意準備（種蒔いて、育成）中！

May the 4th be with you. Always!

実行委員からのメッセージ

秋の次は春！　こちらもよろしくお願いします。 Go To 神戸　
みなさまのご参加をお待ちしています！

令和２年10月1日

酷暑も過ぎて、実りの秋となりました。
第4回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会に向けて、蒔いた種子が芽吹き、花を咲
かせ、そして実をつけるときがやってきました。
ウィズ・コロナの新しい学術集会として、第57回日本リハビリテーション医学会学術集会
（8月19日～22日）は、万全の感染対策のなかハイブリッド形式で成功裡に終幕しました。
私たちも神戸会場にインターネットという翼を与え、ニューノーマルに合致した学術集会のベ
ンチマークをつくりたいと意気込んでいます。
「学びの機会」が失われたみなさまにとって、絶好の「学びの機会」となりますことを確信し
ています。
是非、神戸会場で、あるいはインターネットで、学びの秋を、そして、Go To神戸で食欲の秋を
ご堪能下さい。
11月20日～22日、みなさまのご参加をお待ちしています。

第4回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会　会長　佐浦　隆一活動を育む リハビリテーション医学
元紀の国 和歌山
げん　　き
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田中 裕子「梅咲く頃」

第58回日本リハビリテーション医学会学術集会
The 58th Annual Meeting of the Japanese Association of Rehabilitation Medicine 

会  長 ： 田島 文博   和歌山県立医科大学医学部リハビリテーション医学講座

2021年6月10日［木］～13日［日］  
国立京都国際会館

※ 6月10日～12日 ： 現地開催＋ライブ配信　 6月13日 ： Web開催
 会期終了後、オンデマンド配信を予定（配信期間は調整中） 

演題募集期間 ： 2020年9月15日（火）～11月25日（水）
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4月から毎週金曜日にインターネット上で会議を行っています。（写
真）コロナ禍の中での準備開始となりましたので、一度も集まることな
くスタートしましたが、すっかり慣れました。むしろ会議参加者が集中
できるので議事進行がはかどります。
7月末には演題（口演・ポスター）募集を締め切り、集まった演題の
プログラム編成を行うため、8月に初めて集まって作業を行いました。
（写真）この作業はさすがにインターネット上では難しく、文字通りも
ちろん3密を回避しながらの作業です。
現在はハイブリッド開催（神戸会場とインターネット）のために、技
術的なことを議論しています。インターネットでの配信には、いろいろ
な利点がありますが、配信できないという一番大きなリスクに備え、万
全を期して臨むつもりです。
神戸に来ていただいた方も、インターネットで参加された方も、十分
に満足（収穫）していただけるように、引き続き準備(育成)してまいり
ます。
会場で、インターネットで、皆様と笑顔でお会いできる日を楽しみに
しています。



専 門 職

EXS01 検査データで読み解くがん患者のリスク管理
EXS02 脳画像からみえる評価と予後予測
EXS03 農作業とリハビリテーション医療の効果 ～農作業をどのようにリハビリテーション医療に結びつけるか～
EXS04 病院から地域へつなぐ高次脳機能障害へのアプローチ
EXS05 リハビリテーション医療におけるスプリント療法
EXS06 脳卒中の知覚のリハビリテーション ―歴史と理論そして実際―
EXS07 高齢者の義足
EXS08 急性期医療現場における早期リハビリテーションの実際
EXS09 脳卒中の装具療法に対する当院および地域での取り組み
EXS10 理学療法による神経調整の基礎
EXS11 QOL、何を評価するか
EXS12 特発性正常圧水頭症の症候とリハビリテーション評価 ―理学療法士の視点から―
EXS13 リハビリテーション専門職の教育およびマネジメントシステム
EXS14 嚥下障害における神経筋電気刺激療法（NMES）入門
EXS15 生物学的製剤時代の関節リウマチ患者に対するリハビリテーション医療の役割と今後の課題
EXS16 生活期の活動支援とリハビリテーションマネジメント・プランニング
EXS17 半側空間無視に対するバーチャルリアリティ技術の進歩
EXS18 高齢者の摂食嚥下診療でリハビリテーション科医師に望まれる視点と実践
EXS19 災害とリハビリテーション ―常総水害への支援活動から学ぶ―
EXS20 自閉スペクトラム症のリハビリテーション ―感覚処理障害に対する理解と支援－
EXS21 義肢リモートカンファレンスの紹介 ―withコロナの中での新しい取り組み
EXS22 包括的心臓リハビリテーション ～光と影～
EXS23 バイオメカニクスで考える理学療法
EXS24 若手理学療法士としての投稿論文の書き方
EXS25 和歌山県立医科大学附属病院における言語聴覚療法の実際 ―急性期医療からへき地医療まで―
EXS26 高齢者に対する運動処方 ～サルコペニア対策を中心に～
EXS27 呼吸器疾患の理学療法におけるリスク管理 －慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者の臨床症状と身体所見を中心にー
EXS28 運動失調症の上肢機能の定量的評価と質的評価
EXS29 脳卒中片麻痺患者の歩行再建

の実践セミナー

エ キ ス パ ー ト
11/ 20(Fri)・21(Sat)・22(Sun)

特別講演 1               鈴木もも子 氏・鈴木順子 氏

JR福知山線事故から15年 -私たちの軌跡-

分身ロボットOriHimeによる新たな働き方、
社会とのつながり方

特別講演 2 オリィ研究所 吉藤 健太朗 氏

共催：インターリハ株式会社

11/ 22(Sun)

The4th JARM4a Exhibition
- May the 4th be with You -

JARM2020    The 4th Autumn Academic Conference

- May the 4th be with You -

JARM2020    The 4th Autumn Academic Conference

第4回 日本リハビリテーション医学会
秋季学術集会 @JARM04a@JARM04a

神戸国際会議場

WEB配信

Hybrid開催

Webサイト


