全人的リハビリテーションに
貢献する温もり療法

第2回

和温療法研修会
5月20日[土]
定員70名
21日[日]

平成29年

鄭 忠和

坂本二哉

１日目：午後１時〜午後６時／２日目：午前９時〜午後４時

会場

フクダ電子
（株）
本郷新館 大ホール
〒113-0033

田中信行

東京都文京区本郷2-35-35

地下鉄丸ノ内線・大江戸線
「本郷三丁目」
駅より徒歩6分
詳しい場所はホームページ参照

http://www.waon-therapy.com/training-center

光延文裕

天野恵子

木原貴士

百村伸一

森口知則

野原隆司

お問い合わせ

Tel：03-3239-1621 Fax：03-3239-1622
E-mail：seminar@waon-therapy.com

主催:
（一社）和温療法研修センター

後援:
（一社）
日本心臓病学会 （一社）
日本循環器学会
（特非）
日本心臓リハビリテーション学会

（一社）
日本温泉気候物理医学会 （一社）
日本心不全学会

第２回

和温療法研修会のご案内
平成29年

5月20日[土] 21日[日]

受講
対象

医師ないしは医療従事者（看護師/理学療法士/作業療法士）

申込
方法

和温療法研修センター ホームページのお申し込み
フォーム上で、必要事項を記入してお申し込み下さい。
http://www.waon-therapy.com/training-center/

受講料

●

医師：50,000円

●

看護師・理学療法士・作業療法士：30,000円

※教材・2日目お弁当代込みの価格
※参加受付メールを確認後、当センター口座にお振込み下さい。

受講料を振り込まれた方に、受講証を発行します。
受付
期間

4月3日[月]〜5月10日[水]

先着

70名

※先着順で受付いたします ※定員に達した際には早期に受付終了します。

限定

規定の研修を修了した方には、
「修了証」
を発行します。

プログラム
講師 鄭 忠和/坂本二哉/田中信行/天野恵子/百村伸一/野原隆司
光延文裕/木原貴士/森口知則
講義 「温泉国日本の知恵とWAON療法」

「温熱療法入門」入浴・温泉療法の歴史 温熱の生理・生化学・代謝
「体温と発熱の機序」エネルギー産生と熱産生、炎症と発熱、低体温、冷え症
「和温療法の理論と実際
（具体的な方法と注意点）」
「慢性心不全に対する和温療法」
「難治性疾患に対する和温療法」重症下肢虚血、術後腸閉塞、唾液分泌不全、慢性疼痛
「和温療法の基礎的研究」効果発現機序
「神経内科疾患における和温療法」筋痛性脳脊髄炎 / 慢性疲労症候群、脳神経変性疾患
「COPDのリハビリテーション概論と和温療法」
「入浴による臓器機能の変化」腎機能 消化器機能 肝機能 膀胱機能 他
「心大血管に対する包括的リハビリテーション」
「心不全に対する運動療法：和温療法との連携」
「外来クリニックにおける和温療法の経験」
「心不全リハビリテーションにおける和温療法の位置づけ」

実習 和温療法装置を用いての実施手順および体験
質疑・応答 体験症例や難治症例等があれば、当日に是非ご提示下さい。
:
主催（一社）
和温療法研修センター
:
後援（一社）
日本心臓病学会 （一社）
日本循環器学会 （特非）
日本心臓リハビリテーション学会
（一社）
日本温泉気候物理医学会 （一社）
日本心不全学会

第 2 回 和温療法研修会プログラム
期日：平成 29 年 5 月 20 日～5 月 21 日
第 1 日 13:00~18:00

/

第 2 日 9:00~16:00
場所：フクダ電子本郷新館大ホール

1 日目

5 月 20 日（土）午後 1 時－午後 6 時

1.

13：00～13：10

2.

13：10～13：40

開会挨拶

鄭 忠和
座長 鄭 忠和

「温泉国日本の知恵と WAON 療法」
3.

13：40～14：25

座長 坂本ニ哉

「温熱療法入門」

演者 田中信行

入浴・温泉療法の歴史 温熱の生理・生化学・代謝

14：25～14：40
4.

(講演 40 分、質疑 5 分)

休憩（15 分）

14：40～15：25

座長 天野恵子

「体温と発熱の機序」

演者 田中信行

エネルギー産生と熱産生、炎症と発熱、低体温、冷え症

5.

演者 坂本ニ哉

15：25～16：15

(講演 40 分、質疑 5 分)

座長 田中信行

「和温療法の理論と実際（具体的な方法と注意点）」

演者 鄭

忠和

(講演 45 分、質疑 5 分)

16：15～16：30
6.

休憩（15 分）

16：30～17：15
「慢性心不全に対する和温療法」

座長 坂本二哉
演者 鄭

忠和

(講演 40 分、質疑 5 分)

7.

17：15～18：00
「難治性疾患に対する和温療法」
重症下肢虚血、術後腸閉塞、唾液分泌不全、慢性疼痛

座長 天野恵子
演者 鄭

忠和

(講演 40 分、質疑 5 分)

第 2 回 和温療法研修会プログラム
期日：平成 29 年 5 月 20 日～5 月 21 日
時間：1 日目 13:00~18:00 / 2 日目 9:00~16:00
場所：フクダ電子本郷新館大ホール
2 日目
8.

5 月 21 日(日)

午前 9 時 －午後４時

09：00～09：45

座長 天野惠子

「和温療法の基礎的研究」効果発現機序

演者 鄭

忠和

(講演 40 分、質疑 5 分)

9.

09：45～10：30

座長 坂本二哉

「神経内科疾患における和温療法」

演者 天野恵子

筋痛性脳脊髄炎 / 慢性疲労症候群、脳神経変性疾患

10：30～10：45

(講演 40 分、質疑 5 分)

休憩（15 分）

11. 10：45～11：30

座長 田中信行

「COPD のリハビリテーション概論と和温療法」

演者 光延文裕
(講演 40 分、質疑 5 分)

10. 11：30～12：15

座長 光延文裕

「入浴による臓器機能の変化」

演者 田中信行

腎機能 消化器機能 肝機能 膀胱機能 他

12：15 ～13：00
12.

(講演 40 分、質疑 5 分)

昼食（45 分）

13：00～13：45
「心大血管に対する包括的リハビリテーション」

座長 野原隆司
演者 百村伸一
(講演 40 分、質疑 5 分)

13.

13：45～14：30
「心不全に対する運動療法: 和温療法との連携」

座長 百村伸一
演者 野原隆司
(講演 40 分、質疑 5 分)

14：30～14：45

14.

休憩（15 分）

14：45～15：35

座長 鄭 忠和

「外来クリニックにおける和温療法の経験」
・演者

木原ハートクリニック（鹿児島市）木原貴士

・演者 森口クリニック（堺市）

15.

森口知則

（講演 20 分、質疑 5 分）
（講演 20 分、 質疑 5 分）

15：35～15：55

座長 野原隆司

「心不全リハビリテーションにおける和温療法の位置づけ」

演者 田中信行

（講演 15 分、質疑 5 分）

16.

15：55～16：00

17.

16：00 閉会挨拶

研修会終了証の授与
坂本二哉

