
 

 

 

第 10 届亚洲リハビリテーション科学学会国際学术大会ならびに地域生活習

慣病リハビリテーション治療フォーラム（中国北京） 

 

日時：2020年 12月 5日（土曜日），8:00-8:30受付 

会場：北京龍爪樹ホテル（四川会館１F大ホール） 

住所：北京市朝暘区小紅門路 312号 

主催：アジアリハビリテーション科学学会 

協力施設：北京市朝暘区医学会 

北京市朝暘区地域衛生サービス管理センター 

北京市朝暘区科学技術協会 

中国私立医療機構協会·腫瘍リハビリテーション国際研修基地 

開催施設：北京市朝暘区三環腫瘍病院 



北京市朝暘区医学会·生涯教育医学教育臨床リハビリテーショ  ン研修基地 

 

会議形式： 

主会場は中国北京，分会場は中国北京、日本福岡。ハイブリッド式。 

 

会議プログラム 

開会式司会： 

殷  菁：北京市朝暘区医学会会長 

ご挨拶 

丸山仁司：福岡国際医疗福祉大学副学長、教授 

齐建宗：北京市朝暘区科学技術協会主席 

常  艺：北京市朝暘区地域衛生サービス管理センター主任 

周纯武：中国医学科学院腫瘍病院原副院長、三環腫瘍病院総院長         

  



 

第十回アジアリハビリテーション科学学会国際学術大会ならびに生活習慣病の地域リハビリテーション

フォーラムプログラム  

 
時刻 会議内容 司会 司会 

12月 5 日 

北京龍爪

樹ホテル

（四川会

館一階大

ホール） 

オンライ

ン生放送 

8:00-8:30 签  到 

8:30 -8:50 

開会式 

殷菁 

北京市朝

暘区医学

会 会長 

丸山仁司会長、教授 

アジアリハビリテーション科学学会会長、日本福岡国際医療福祉大学副学長 

斉建宗主席  北京市科学技術協会主席  

常芸主任  北京市朝暘区地域衛生サービス管理センター主任 

周純武院長、教授   元中国医学科学院腫瘍病院副院長、三環腫瘍病院総院長 

主フォーラム（8:50--10:50） 

張育栄  

北京市朝

暘区三環

腫瘍病院

副院長 

8:50-9:10 
高齢者の予防リハビリテーション国

際動向 

丸山仁司：:アジアリハビリテーション科学学会理事

長、日本福岡国際医疗福祉大学副校長 

9:10-9:30 

我国中西医结合预防癌症リハビリテ

ーション的优势分析 

張育栄：北京市朝暘区三環腫瘍病院副院長、副主任医

師 

9:30-9:50 
日本における医療、介護、リハビリ

の新モデル 
霍明：日本姬路獨協大学教授、日本リハビリテーショ



【乳癌リハビリテーション治療案

内】発刊 
ン国際交流协会副理事長、NJF創始者 

9:50-10:10 
朝暘区地域リハビリテーションの発

展と現状 
：北京市朝暘区社管センター 

10:10-10:30 運動損傷リスク評価の実践と展望 李伟：国家体育総局体育病院骨科副主任医師 

10:30-10:50 地域科学健康増進応用モデル 王勇：中国医学科学院腫瘍病院主任医師 
 

休 憩（10:50-11:00） 

セッション１：地域リハビリテーションフォーラム（11:00-12:00） 

  

北京市朝

暘区社管

センター 

11:00-11:20 
朝暘区地域リハビリテーションセン

ターの仕組み 
地域センターより 

11:20-11:40 典型的な経験交流-1 地域センターより 

11:40-12:00 典型的な経験交流-2 地域センターより 

昼 食（12:00-13:00） 

セッション２：腫瘍運動介入フォーラム（13:00-14:00） 

司会 

待定 

13:00-13:15 太極拳とリハビリテーション 
夏小斌：全国太極拳比赛優勝，第十三回全運运会吴式

太極拳 2位 

13:15-13:30 
肺癌リハビリテーション治療の実践

と探索 

米玉玲：北京市朝暘区三環腫瘍病院肺癌センター病棟

副主任 

13:30-13:45 リハビリテーション看護 周立紅:北京市朝暘区三環腫瘍病院内科看護師長 

13:45-14:00 乳腺癌リハビリテーション症例検討 範佳林、張鑫、斉皓：北京市朝暘区三環腫瘍病院リハ



ビリテーションチーム 

セッション３：生活習慣病運動介入フォーラム（14:00-15:00） 

司会 

待定 

14：00-14：20 高齢者外来患者の集中リハ効果 
村上慎一郎：日本姬路獨協大学医療保健学部理学疗法

学科学科長、教授 

14：20-14：40 高齢者の転倒予防 
村上仁之：日本姬路獨協大学教授、リハビリテーショ

ン治療学博士 

14：40-15：00 
高齢者転倒における二重課題の評価

と介入 

霍明：日本姬路獨協大学教授、日本リハビリテーショ

ン国際交流协会副理事長、NJF創始者 

 
 閉会ご挨拶 張育栄：北京市朝暘区三環腫瘍病院副院長 

 

 



邀请函模板： 

邀 请 函 

        教授： 

诚挚邀请您参加《第 10届亚洲リハビリテーション科学学会国

際学术大会暨地域慢性病リハビリテーション与治療フォーラム》，

并邀请您做主题演讲。 

演讲时间：2020年 12月 5日（周六） 

演讲地点：北京龙爪树宾馆（四川会馆一层报告厅） 

详细安排会务组将会与您联系。 

联系人：李莉莉  13701238906  

王  丽  18301672293 

        郭冉冉  15901044654 

 

 

 

  亚洲リハビリテーション科学学会会長：丸山仁司 

北京市朝暘区医学会会長：殷菁 

        北京市朝暘区三環腫瘍病院院長：刘振萍                      

2020年 11月 5日 

 

 

 

 

 



 

 

第 10届亚洲リハビリテーション科学学会国際学术大会暨地域慢性病

リハビリテーション与治療フォーラム演讲课题摘要收集的通知 

 

请按下述要求将“第 10届亚洲リハビリテーション科学学会国際学术大

会演讲课题”演讲稿做出摘要，具体要求如下： 

一、摘要要领：使用 Microsoft Word制作摘要，要求包含:课题名称、演

讲人工作单位、姓名、职称。 

二、摘要要求：A4 一張、上下、左右余白 30mm、每行 40字、45 行； 

课题名称、所属单位、姓名控制在 5行以内，正文从第 6行开始。 

三、摘要截止日期：2020 年 11月 18日（周三） 

   请将摘要稿件发至邮箱：shhospital@126.com 

邮件名为：｢第 10届亚洲リハビリテーション科学学会国際学术大会演讲

课题｣ 

联系人： 李莉莉  13701238906  

王  丽  18301672293 

郭冉冉  15901044654  

 

 

 

 

 

   第 10届亚洲リハビリテーション科学学会国際学术大会 

mailto:shhospital@126.com


会务组



特邀嘉宾、演讲专家 

周纯武 

主任医師，博士生导師、原中国医学科学院腫瘍病院副院長。 

中华放射学会顾问委员会主任委员、北京协和医学院影像医学与核医学

系副主任、中华国際医学交流基金会中华医学影像国際交流专项基金专

家委员会副主任委员、中国老年医学会放射分会副会長、中国医学装备

协会 CT应用专业委员会副主任委员、中国癌症基金会副秘书長、相守国务院政府特殊津贴。 

擅長腫瘍及腫瘍样病变的综合影像诊断，尤其在乳腺及腹部腫瘍方面有丰富的临床经验及较高科研

水平，倡导腫瘍リハビリテーション的重要性，关注腫瘍患者生存质量与生存期，对腫瘍リハビリテ

ーション工作起到了重要的推动作用。 

丸山仁司 （Maruyama Hitoshi） 

医学博士，国際医疗福祉大学博士生导師 

国際医疗福祉大学教授 研究生院副院長 

亚洲理学疗法学会会長 

理学疗法科学学会会長 

日本リハビリテーション国際交流协会会長 

日本リハビリテーション学术センター 理事長 

擅長领域：步态分析，老年人リハビリテーション，人体運動学，关注癌症リハビリテーション与进

展 

赵锡银 

北京非公立医疗机构协会副会長兼秘书長。 

中国非公立医疗机构协会病院管理分会副会長，北京市朝暘区民营医

疗机构协会副会長兼秘书長，北京中西医结合学会副会長。曾任北京

中医药大学附属中西医结合病院院長。 

著名老中医王少峰先生的传承开门弟子。发表论文 46篇，科研成果三



项，主编著作 4部。 

張育栄 

北京市朝暘区三環腫瘍病院，副院長，副主任医師 

中国非公立医疗机构协会腫瘍专业委员会常务委员、中国病院协会民营病

院管理分会常务委员、中国中医药研究促进会腫瘍分会常委、中国老年学

学会老年腫瘍专业委员会执行委员会委员。 

擅長中西医结合治療恶性腫瘍，对肺癌、乳腺癌、结直肠癌、淋巴瘤等腫

瘍影像诊断和综合治療方面积累了丰富的临床经验。 

在腫瘍リハビリテーション领域开展腫瘍临床医学与腫瘍リハビリテーション的相关性研究。 

霍明 

北京市朝暘区三環腫瘍病院特聘リハビリテーション专家，日本姬路

獨協大学教授，保健医学博士生导師，日本リハビリテーション学术

センター理事。中国リハビリテーション医学会物理治療专业委员会

常务理事，吉林大学中日联谊病院リハビリテーション医学科，主任

医師，リハビリテーション医学博士生导師。リハビリテーション治

療神经肌肉关节促进法（NJF）创始人。 

擅長领域：リハビリテーション医学、リハビリテーション治療学、運動医学、疼痛治療、老年人跌

倒、产后リハビリテーション。主导三環腫瘍病院的腫瘍リハビリテーション技术研究。 



李伟 

国家体育总局体育病院骨科副主任医師，運動医学博士，美国南加州

大学访问学者。国家体育总局国家队巡诊专家、现兼任国家女子足球

队医疗组组長、国家羽毛球队奥运攻关医疗组副组長、国家橄榄球队

医疗专家组成员；国家体育总局女足国家队科医团队负责人；“中国

老年医学会保健リハビリテーション分会”常务委员；“中医药协会

外治分会” 常务理事；“中国中西医结合学会骨科微创专业委员会”委员；“中国青少年足球发展

计划执行委员会”特约運動医学专家。主攻運動医学临床与基础研究、优秀運動员運動损伤预防与リ

ハビリテーション。主持并参与完成多项省部级课题并发表核心期刊论文多篇。 

王勇 

博士/博士后，主任医師，博士生导師。现任中国医学科学院腫瘍病院医

务处副处長，曾担任中国医学科学院腫瘍病院三環分院副院長。中国超

声医学工程学会副秘书長、中国医師协会超声医師分会青年委员会副主

任委员等多项学术任职。在腫瘍超声诊断、穿刺和射频治療方面积累了

丰富的临床和科研工作经验。主持国家自然科学基金面上项目 1 项。第

一作者和通讯作者发表 SCI 文章 21 篇、国内核心期刊论文 20 余篇。以

第一发明人获得国家专利 3 项，其中发明专利 1 项。获得北京市科技进

步二等奖 1项、教育部科技进步二等奖 1项、华夏医学科技一等奖/三等奖各 1项。担任《Quantitative 

Imaging in Medicine and Surgery》杂志编委，《Ultrasound in Medicine and Biology》、《Chinese 

Medical Journal》等多个杂志审稿专家。 



夏晓斌 

夏晓斌 ，著名武术家，太极運動リハビリテーション专家。

中国武术七段，全国太極拳冠军，第十三届全运会吴式太

極拳亚军。国家一级武术裁判，国家一级社会体育指导员。

杨式传统太極拳第六代传人，河北刘奇兰直传形意拳第五

代传人，东岳太極拳第一代传人。 

 

 

村上慎一郎（Murakami Shinichirou） 

姫路獨協大学医療保健学部理学疗法学科系主任，教授 

医学博士 保健医療博士 

Medicine PhD, Health Sciences PhD  

Power Rehabilitation certified instructor  

Professor of Department of Physical Therapy  

Himeji Dokkyo University  

Anatomy, physiology field  

Geriatrics field  

Prosthetics and orthotics field 

多年从事老年人リハビリテーション治療和教学工作.主要研究领域为リハビリテーシ

ョン基础科研，DNA分析，老年リハビリテーション治療学，牵伸技术，癌症リハビリテ

ーション，呼吸リハビリテーション等担任老年人リハビリテーション和假肢矫形器教

学 



 

 

村上仁之（Yoshiyuki MURAKAMI） 

日本姬路獨協大学教授，リハビリテーション治療学博士 

日本认知神经リハビリテーション学会評議员，日本认知神

经リハビリテーション学会理事 

擅長领域：认知運動疗法，中枢系统疾病リハビリテーショ

ン治療，脑科学 

Honorary Credential 获 奖 （ The10th Beijing International Forum on 

Rehabilitation：课题名称：「Attention function is involved in static standing 

ability under The Dual Task among the healthy young adults」 

田尻后子  

护師&助产士、保健医疗学博士 PhD。佛教大学保健医

疗技术学部 

护理学科副教授、日本理学疗法科学学会评议员，日

本助产士学会会员。 

擅長领域∶女性产前产后护理，女性尿失禁。 

 


