
平成29年度　上半期学術スケジュール

研修会名 第100回福岡県理学療法士会学術研修大会

日時 平成29年6月18日（日）9：40～15：30（8：30～受付）

会場 アクロス福岡（〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神１−１−１　℡：092-725-9111）

記念講演

テーマ：「理学療法50年の歩みと展望　～新たなる可能性～」（仮題）

講　師：橋元　　隆　氏（九州栄養福祉大学　リハビリテーション学部）

特別講演Ⅰ（脳血管障害）
テーマ：未定
講　師：江西　一成　氏（学校法人名古屋石田学園　星城大学　リハビリテーション学部　教授）
特別講演Ⅱ（呼吸器）
テーマ：未定
講　師：高橋　仁美　氏（市立秋田総合病院　リハビリテーション科技師長）
特別講演Ⅲ（運動器）
テーマ：未定
講　師：今屋     健　氏（関東労災病院中央リハビリテーション部　主任）
講　師：勝木　秀治　氏（関東労災病院中央リハビリテーション部　主任）
特別講演Ⅳ（循環器）
テーマ；未定
講　師：高橋　哲也　氏（東京工科大学　医療保健学部　理学療法学科教授　理学療法学科長）
市民公開講座
テーマ：未定
講　師：牧迫飛雄馬　氏（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　健
康増進研究室　室長）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】当日受付    「学術研修大会参加10ポイント」
【新人単位】特別講演Ⅰ　⇒　C-1　神経系疾患の理学療法
　　　　　　　 特別講演Ⅱ　⇒　C-3　内部障害の理学療法
　　　　　　　 特別講演Ⅲ　⇒　C-2　運動器疾患の理学療法
　　　　　　　 特別講演Ⅳ　⇒　C-3　内部障害の理学療法

研修会名 理学療法士講習会基本編（理論）

日時 平成29年7月9日（日）　　9：30～16：30（9:00〜受付）

会場 JCHO九州病院　別館4階講堂

テーマ　と　講師
地域リハビリテーションの基本
柏木　秀行　先生（飯塚病院）　地域医療におけるポイント
竹村　仁　氏（臼杵医師会立コスモス病院）　地域リハビリテーションの実践

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

1-5年目のPT対象
申込み　日本理学療法士協会マイページより
認定ポイント：内部障害理学療法専門分野：認定理学療法士（呼吸・循環・代謝）　専門理学療法士
                     神経理学療法専門分野：認定理学療法士（脳卒中）　専門理学療法士
                     新人教育プログラム　C−５　地域リハビリテーション

テーマ　と　講師研
修
部

教
育
部



研修会名 第1回　北九州支部研修会

日時 平成29年8月25日（金）　18：30～21：30

会場 製鉄記念八幡病院　講堂（4階）

テーマ　と　講師
「(仮)循環器疾患のリハビリテーションー最新の知見を踏まえてー」　　塚田　裕也　氏（久留米医療センター）　　佐藤　憲明　氏
（JCHO九州病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【単位認定者】
　事前申込必要：協会ホームページ（マイページ）より
　専門領域：内部障害理学療法
　認定領域：循環
　新人教育プログラム：C-３　内部疾患の理学療法
【聴講のみ】
　当日参加可能　(配布資料を準備できません)

研修会名 第1回　北九州1地区研修会

日時 平成29年5月11日(木)　19：00～21：00

会場 北九州リハビリテーション学院

テーマ　と　講師 急性期における呼吸リハとリスク管理　音地　亮　氏　(福岡新水巻病院)

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】当日受付
専門ポイント：なし

研修会名 第2回　北九州1地区研修会

日時 平成29年7月13日（木）19:00～21:00

会場 九州栄養福祉大学リハビリテーション学部

テーマ　と　講師 歩行における股関節の捉え方　立石　聡史　氏　（産業医科大学若松病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】当日受付
専門ポイント：なし

研修会名 第3回　北九州1地区研修会

日時 平成29年8月17日（木）19:00～21:00

会場 北九州リハビリテーション学院

テーマ　と　講師 症例発表会

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】
※準備の都合上、事前申し込みをお願いします。
申し込み方法（事前にメール・ＦＡＸでご案内いたします。地区外の方は当日受付で構いません。）
【症例発表予定者申込先】
小波瀬病院　國田 祥吾　宛て　Email：riha@youmeikai.jp
発表者には新人教育プログラム　C-6「症例発表」3単位

研修会名 第4回　北九州1地区研修会

日時 平成29年9月7日（木）19:00～21:00

会場 九州栄養福祉大学リハビリテーション学部

テーマ　と　講師 半側空間無視について～ＡＤＬ場面での行動との関連～　渕　雅子　先生　（九州栄養福祉大学　作業療法士）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】当日受付
専門ポイント：なし

研修会名 第1回　北九州2地区研修会

日時 平成29年4月20日（木）　18:30～21:30

会場 製鉄記念八幡病院　４Ｆ講堂　定員：250名

テーマ　と　講師
「リハ職種と管理栄養士の連携はなぜ必要か？ ～高齢者に対応する新たなリハビリテーション栄養戦略～」
　　・鈴木　裕也　氏(製鉄記念八幡病院)
　　・鈴木　達郎　先生(産業医科大学病院　管理栄養士)

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【単位認定者】
　事前申込必要：協会ホームページ（マイページ）より
 専門領域：運動器理学療法、内部障害理学療法
 認定領域：運動器、代謝
 新人教育プログラム：C-2 運動器疾患の理学療法　　C-3  内部疾患の理学療法
【聴講のみ】
　当日参加可能　(配布資料を準備できません)

研修会名 第2回　北九州2地区研修会

日時 平成29年8月17日(木)　19：00～21：00

会場 製鉄記念八幡病院　４Ｆ講堂　定員：250名

テーマ　と　講師
症例報告会
【発表希望者連絡先】
済生会八幡総合病院　丹生　竜太郎　MAIL：rnio5093@gmail.com

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】当日受付
発表者には新人教育プログラムC-6「症例発表」3単位

支
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研修会名 第3回　北九州2地区研修会

日時 平成29年9月21日（木）　18:30～21:30

会場 製鉄記念八幡病院　講堂　定員：250名

テーマ　と　講師
テーマ：「バイオメカニクスの基礎知識と歩行分析－正常歩行と片麻痺歩行の比較を通して－」
講師　：玉利　誠　氏（福岡国際医療福祉学院・国際医療福祉大学大学院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【単位認定者】
事前申込必要：協会ホームページ（マイページ）より
専門領域：神経系理学療法　基礎理学療法
認定領域：脳卒中　ひとを対象にした基礎領域
新人ポイント：C-1 神経系疾患の理学療法
【聴講のみ】
当日参加可能　(配付資料を準備できません)

研修会名 第1回　筑豊地区研修会

日時
　　平成29年6月10日　（土）　15：00-18：00

会場 デイサービスセンターすばる

テーマ　と　講師 「深部組織筋膜リリースの臨床適応と実際」　高木　庸平　氏　（うらた整形外科クリニック）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】当日受付
専門ポイント：なし

研修会名 第2回　筑豊地区研修会

日時 平成29年7月8日　（土）　15:00～18:00

会場 飯塚病院　北棟4階多目的ホール

テーマ　と　講師 「脳血管障害者の評価と治療～歩行獲得に向けた理学療法」　坂口　重樹　氏　（誠愛リハビリテーション病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【単位認定者】事前申込必要：協会ホームページ（マイページ）より
専門領域：神経系理学療法
認定領域：なし
新人ポイント：C-１　神経系疾患の理学療法
【聴講のみ】当日参加可能

研修会名 第3回　筑豊地区研修会

日時 平成29年8月10日　（木）　19:00～21:00

会場 飯塚病院　北棟4階多目的ホール

テーマ　と　講師 症例報告

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】当日受付
【症例発表予定者申込先】 飯塚病院　尾方 宛て　Email：yogatah4@aih-net.com
発表者には新人教育プログラム　C-6「症例発表」3単位

研修会名 第4回　筑豊地区研修会

日時 　第一部　平成29年9月2日（土） 15:00～17:00　　第二部　平成29年9月3日（日） 9:30～11:30

会場 　ふれあい塾（田川郡福智町）

テーマ　と　講師
第一部　「地域包括ケアシステムを見据えた地域へ向けた活動と課題」　松岡　洸　氏  （西尾病院）
　　　　　　「市民の手による市民のためのフレイル予防」　                    　 井上　智博　氏　（飯塚病院）
第二部　「運動器に対する理学療法～股関節疾患を中心に～」　           瀬尾　徹　氏　（りはなす訪問看護ステーション）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】※準備の都合上、事前申し込みをお願いします。
 申し込み方法（事前にメール・ＦＡＸでご案内いたします）
【事前申込先】　飯塚病院　尾方 宛て　Email：yogatah4@aih-net.com
専門ポイント：なし

研修会名 　福岡支部　基礎理学療法研修会

日時 　平成29年6月未定　19：00～20：00

会場 　福岡市立心身障がい福祉センター

テーマ　と　講師
　「地域リハビリテーション～在宅生活を支援するうえで、知っておきたい障害者の福祉制度～」
　中島　大輔　氏（福岡市立心身障がい福祉センター）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

　【参加者】事前受付
　https://mailform.mface.jp/frms/fpta2013/n0i03ot631hi　から事前登録
　新人教育プログラム：C-5「地域リハビリテーション」1単位

研修会名 第1回　福岡1地区研修会

日時 平成29年6月3日(土）　13：00～16：30

会場 麻生リハビリテーション大学校

テーマ　と　講師
「身体活動，座位行動からみた高齢者の痛み～疫学から臨床知見までのレビュー～」
齊藤　貴文　氏（麻生リハビリテーション大学校）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

事前申込み
【単位認定者】事前申込み必要：協会ホームページ【マイページ】より
認定領域：運動器
新人ポイント：C-2　運動器疾患の理学療法

支
部



研修会名 第2回　福岡1地区研修会

日時 平成29年7月12日(水）　19：00～21：00

会場 麻生リハビリテーション大学校

テーマ　と　講師
「パーキンソン病の実践的アプローチ～100を超える症例を通して～」
　石田　治久　氏（ながら医院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】当日受付
認定・専門ポイントなし

研修会名 第3回　福岡1地区研修会

日時 平成29年8月21日(月)　19：00～21：00

会場 麻生リハビリテーション大学校

テーマ　と　講師
「ウィメンズヘルス理学療法の理論と実際（仮）」
漆川　沙弥香　氏（福岡国際医療福祉学院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

事前申込み
定員：40名
【単位認定者】事前申込み必要：協会ホームページ【マイページ】より
認定・専門ポイントなし、実技をしやすい服装でお願いします。

研修会名 第1回　福岡2地区研修会

日時 平成29年6月26日（月）　19：00～20：30

会場 博愛会病院  Vigor club

テーマ　と　講師
「医療従事者として必要なヒューマンスキル」
　時吉 直祐　氏　（青洲会病院クリニック）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】事前申込
※準備の都合上、事前申し込みをお願いします。
申し込み方法（特定医療法人財団博愛会　博愛会病院　リハビリテーション部　荒木宛　FAX：092-737-7602，Email：
vigor@hakuaikai.or.jp　）
専門・認定ポイント：なし

研修会名 第2回　福岡2地区研修会

日時 平成29年8月17日（木）　18:30～21:30

会場 博愛会病院  Vigor club

テーマ　と　講師
「スポーツにおける運動障害について」
　鳥越　健児　氏（福西会病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【単位認定者】事前申込必要：協会ホームページ（マイページ）より
認定領域：運動器・スポーツ
新人ポイント：C-2　運動器疾患の理学療法
【聴講のみ】当日参加可能

研修会名 第1回　福岡東地区研修会

日時 平成29年6月15日（木）　19：00～20:30

会場 水光会　総合リハフィットネスセンター

テーマ　と　講師
「人工膝関節置換術後の理学療法　～関節可動域の獲得に向けて～
東　　幸児　氏　（デイサービス　リハビリセンター　EAST）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【聴講者】事前申し込み必要：協会ホームページ（マイページ）、もしくはメール
※準備の都合上、事前申し込みをお願いします。
申し込み先（水光会　健康増進クリニック　藤田貴士宛　　FAX　0940-42-8080、E-mail：fu-taka@suikokai.or.jp  ）
専門ポイント：なし

研修会名 第2回　福岡東地区研修会

日時 平成29年7月12日（水）　19：00～20:30

会場 水光会　総合リハフィットネスセンター

テーマ　と　講師
「総合事業においてセラピストに期待される役割と課題　～医療・介護連携の重要性～」
綱脇　昇平　氏　（あおぞらの里古賀　訪問看護ステーション）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【聴講者】事前申し込み必要：協会ホームページ（マイページ）、もしくはメール
※準備の都合上、事前申し込みをお願いします。
申し込み先（水光会　健康増進クリニック　藤田貴士宛　　FAX　0940-42-8080、E-mail：fu-taka@suikokai.or.jp  ）
専門ポイント：なし

研修会名 第3回　福岡東地区研修会

日時 平成29年8月6日（日）　10：00～13：00

会場 水光会　総合リハ・フィットネスセンター

テーマ　と　講師
「理学療法士としての脳画像の解釈と治療への応用」
吉村　恵三　氏（九州中央病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【単位認定希望者】事前申込必要：協会ホームページ（マイページ）より
専門ポイント：専門（神経）、認定（脳卒中）
【聴講のみ】事前申し込み必要：上記、もしくはメール
※準備の都合上、事前申し込みをお願いします。
申し込み先（水光会　健康増進クリニック　藤田貴士宛　　FAX　0940-42-8080、E-mail：fu-taka@suikokai.or.jp  ）

支
部



研修会名 第1回　筑後支部研修会

日時 平成29年8月20日(日)　9：00～12：00

会場 久留米リハビリテーション学院

テーマ　と　講師 エビデンスに基づく脳卒中リハビリテーションの基本　　山内　康太　氏（製鉄記念八幡病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】事前受付（定員数：60名）
専門領域：神経理学療法　認定領域：脳卒中　新人プログラム：C-1神経系疾患の理学療法

研修会名 第2回　筑後支部研修会

日時 平成29年9月16日(土)　15：00～18：00

会場 高木病院　研修室

テーマ　と　講師
肩関節疾患の理学療法～病院で働く理学療法士に必要なこと～
原田　伸哉　氏（福岡志恩病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】事前受付（定員数：70名）
専門領域：運動器理学療法　認定領域：運動器　新人プログラム：C-2運動器疾患の理学療法

研修会名 第1回　筑後１地区研修会

日時 平成29年4月21日(金)　19：00～20：30

会場 新古賀病院　記念講堂

テーマ　と　講師 脳血管障害患者の装具療法について　遠藤　正英　氏（桜十字福岡病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】当日受付
専門ポイント：なし

研修会名 第2回　筑後1地区研修会

日時 平成29年6月23日(金)　19：00～20：30

会場 久留米リハビリテーション学院

テーマ　と　講師 投球動作における障害予防について　久保田　正一　氏（くろだ整形クリニック）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】当日受付
専門ポイント：なし

研修会名 第1回　筑後２地区研修会

日時 平成29年5月17日(水)　19：00～20：30

会場 医療法人柳育会　八女リハビリ病院

テーマ　と　講師 生活習慣病予防・介護のための運動　村上　武士　氏（柳川リハビリテーション病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】当日受付
専門ポイント：なし

研修会名 第2回　筑後2地区研修会

日時 平成29年7月10日(月)　19：00～20：30

会場 大牟田天領病院

テーマ　と　講師 理学療法と補装具～脳卒中下肢装具を中心に～　島袋　公史　氏（大牟田天領病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイント）

【参加者】当日受付
専門ポイント：なし

支
部


