
平成29年度　下半期学術スケジュール

研修会名 第27回　福岡県理学療法士学会

日時 平成30年2月4日（日）　10:00〜16:30（9:00〜受付）

会場 福岡国際会議場　5階　（〒812-0032 福岡市博多区石城町2-1　℡：092-262-4111）

テーマ　と　講師
学会長：江郷　功起　氏（大牟田市立病院）
テーマ：「未来に繋ぐ　―求められる理学療法のカタチ―」
講　師：未定

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　員】なし
【受　付】当日受付
            演題募集期間：9月1日（金）～30日（土）　学会ホームページより
【単位認定】専門・認定領域：参加10ポイント、発表（筆頭のみ）5ポイント．
　　　　　　　 新人教育プログラム単位：発表C-6「症例発表」3単位

研修会名 平成29年度　理学療法士講習会　応用編

日時 平成29年11月26日（日）10：30～16：30（9：30～受付）

会場 麻生リハビリテーション大学校（〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-2-1　℡：092-436-9800）

テーマ　と　講師
テーマ：「慢性呼吸器疾患における理学療法の理論と実際」
講　師：神津　　玲　氏（長崎大学　医歯薬学総合研究科　医療科学専攻　教授）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　員】 40名
【受　付】協会のシステムより行ってください。受付期間は2017年9月1日（金）～10月31日（火）です。先着順にて受付を行います。
受講可否について11月上旬に連絡いたします。
内部障害研究部会のポイント認定を行います。

研修会名 平成29年度　理学療法士講習会　応用編

日時 平成29年12月3日（日）9：30～16：30（9：00～受付）

会場 麻生リハビリテーション大学校（〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-2-1　℡：092-436-9800）

テーマ　と　講師

テーマ：「脳卒中の下肢装具と歩行リハビリテーション　～脳卒中歩行の単純化と装具マネージメント～」
講　師：日野　　工　氏　（横浜病院　リハビリテーション科長）
テーマ：「脳卒中の下肢装具と歩行リハビリテーション　～脳卒中歩行の神経系理学療法と装具の機能特性～」
講　師：梅田　匡純　氏 （京丹後市立弥栄病院 リハビリテーション科）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　員】 40名
【受　付】協会のシステムより行ってください。受付期間は2017年9月1日（日）～10月31日（火）です。先着順にて受付を行います。
受講可否について11月上旬に連絡いたします。
神経理学療法研究部会および生活環境支援理学療法研究部会のポイント認定を行います。

研修会名 平成29年度　内部障害に対する理学療法研修会

日時 平成29年12月17日（日）10：00～15：00（9：30～受付）

会場 麻生リハビリテーション大学校（〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-2-1　℡：092-436-9800）

テーマ　と　講師

テーマ：「心腎連関に対する運動療法効果と方法」（仮題）
講　師：上月　正博　先生　（東北大学大学院医学研究科 教授）
テーマ：「サルコペニアとフレイルの栄養管理」（仮題）
講　師：吉村　芳弘　先生 （熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション科 副部長）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　員】 １50名
【受　付】協会のシステムより行ってください。受付期間は2017年10月1日（日）～11月30日（木）です。先着順にて受付を行います。
受講可否について11月上旬に連絡いたします。
内部障害系研究部会のポイント認定を行います。

研修会名 平成29年度　臨床実習指導者研修会

日時
平成30年1月27日（土）　13:30～16:50（13:00～受付）
　　　　　　　　28日（日）　9:30～16:40（9:00～受付）

会場

平成30年1月27日（土）：麻生リハビリテーション大学校（予定）
　　　　　　　　　　　　　　　（〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目17-5　Tel：092-733-1310）
平成30年1月28日（日）：博多バスターミナル　大ホール（予定）
　　　　　　　　　　　　　　　（〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街2-1　博多バスターミナル9F　Tel: 092-415-2288）

テーマ　と　講師
テーマ：未定
講　師：未定

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　員】 平成30年1月21日（100名）　平成30年1月22日（130名）　（予定）
【受　付未定
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研修会名 平成29年度　新人研修会（北九州）

日時 平成30年1月21日（日）　10:00～16:30（受付9:30〜）

会場 北九州芸術劇場　中劇場

A-1 理学療法と倫理　講師未定

A-2 協会組織と生涯学習システム　講師未定

A-3 リスクマネジメント　講師未定

A-4 人間関係および接遇　講師未定

A-5 理学療法における関連法規　講師未定

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
新人教育プログラム単位：A-1　A-2  A-3  A-4  A-5

研修会名 平成29年度　臨床理学療法研修会

日時 平成29年3月中（予定）

会場 未定

テーマ　と　講師 未定
受付方法ほか

（新人単位・専門ポイン
ト）

研修会名 第4回　福岡東地区研修会

日時 平成29年10月12日（木）18：30～21：30（受付18：00～）

会場 水光会総合リハ・フィットネスセンター　2階地域交流室　（〒811-3209　福岡県福津市日蒔野5丁目8番地の4 　℡：0940-34-3135）

テーマ　と　講師
テーマ ： 「脳血管障害患者の装具療法について」
講　師 ： 遠藤　正英　氏　（桜十字福岡病院　リハビリテーション部　理学療法科　科長）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　　　員】 80名
【受　　　付】事前申込必要 ： 協会ホームページ（マイページ）より行ってください。
　　　　　　　 受　付　期　間 ： 2017年9月1日（金）～9月30日（土）＜先着順＞
【単位認定】専門領域 ： 生活環境支援
　　　　　　　 認定領域 ：なし
　　　　　　　 新人教育プログラム単位 ：C-4「高齢者の理学療法」

研修会名 第5回　福岡東地区研修会

日時 平成29年11月30日（木）19：00～21：00（受付18：30～）

会場 水光会総合リハ・フィットネスセンター　2階地域交流室　（〒811-3209　福岡県福津市日蒔野5丁目8番地の4 　℡：0940-34-3135）

テーマ　と　講師
テーマ ： 「スポーツ傷害予防について」
講　師 ： 重松　雄大　氏　（南ヶ丘ばば整形　リハビリテーション部　部長）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　　　員】 80名
【受　　　付】事前申込必要 ： 協会ホームページ（マイページ）より行ってください。
　　　　　　　 受　付　期　間 ： 2017年9月14日（木）～11月16日（木）＜先着順＞
【単位認定】専門領域 ：なし
　　　　　　　 認定領域 ：なし
　　　　　　　 新人教育プログラム単位 ：C-2「運動器疾患の理学療法」

研修会名 第6回　福岡東地区研修会

日時 平成30年1月26(金)　19：00～21：00（受付18：30～）

会場 水光会総合リハ・フィットネスセンター　2階地域交流室　（〒811-3209　福岡県福津市日蒔野5丁目8番地の4 　℡：0940-34-3135）

テーマ　と　講師
テーマ ： 「循環器疾患の理学療法について」
講　師 ：野元　大　氏　（済生会福岡総合病院　リハビリテーション部）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　　　員】 80名
【受　　　付】事前申込必要 ： 協会ホームページ（マイページ）より行ってください。
　　　　　　　 受　付　期　間 ： 2017年11月11日（金）～2018年1月12日（金）＜先着順＞
【単位認定】専門領域 ：なし
　　　　　　　 認定領域 ：なし
　　　　　　　 新人教育プログラム単位 ：C-3「内部障害の理学療法」

研修会名 第7回　福岡東地区研修会

日時 平成30年3月2日(金)　19：00～21：00（受付18：30～）

会場 未定

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）

【定　　　員】なし
【受　　　付】
１）症例発表希望者申込先
　　　　　　　 E-mail ：gentarou10040028@gmail.com 、宗像水光会総合病院　石松元太郎宛
　　　　　　　 件　名 ： 第7回福岡支部東地区研修会症例発表申し込み
                 内  容 ： 氏名（フリガナ）、生年月日、会員番号、施設先、施設先住所、勤務先TEL
　　　　　　　 受　付　期　間 ： 2017年12月15日（金）～2018年2月16日（金）
２）聴講者申込先
　　　　　　　事前申込必要 ： 協会ホームページ（マイページ）より行ってください。
【単位認定】発表者には新人教育プログラム単位 ： C-6「症例発表」3単位
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研修会名 第4回　福岡1地区研修会

日時 平成29年10月20日（金）　19：00～21：00（受付18：30～）

会場 麻生リハビリテーション大学校　8階講堂　（〒812-0007　福岡市博多区東比恵3-2-1　TEL：092-436-9800）

テーマ　と　講師
テーマ：「臨床実習指導再考～クリニカル・クラークシップの本質と誤解～」
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）

【定　員】100名
【単位認定者受付】事前申込み必要：協会ホームページ（マイページ）より行ってください。
　　　　　　　　　　　  受　付　期　間　：2017年9月1日（金）～10月17日（火）
【単位認定】新人教育プログラム単位：Ｅ-1　臨床実習指導方法論
【聴講のみ受付】当日受付

研修会名 第5回　福岡1地区研修会

日時 平成29年11月22日(水）　18：30～21：30（受付18：00～）

会場 麻生リハビリテーション大学校　8階講堂　（〒812-0007　福岡市博多区東比恵3-2-1　TEL：092-436-9800）

テーマ　と　講師
テーマ：「脳血管疾患患者の動作の本質を知る」
講　師：鍋島　一樹　氏　（千鳥橋病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　員】100名
【単位認定者受付】事前申込み必要：協会ホームページ（マイページ）より行ってください。
　　　　　　　　　　　  受　付　期　間　：2017年9月1日（金）～11月19日（日）
【単位認定】認定領域：脳卒中
　　　　　　　 新人教育プログラム単位：C-1「神経系疾患の理学療法」
【聴講のみ受付】当日受付

研修会名 第6回　福岡1地区研修会

日時 平成30年2月14日(水)　19：00～21：00（受付18：30～）

会場 麻生リハビリテーション大学校　（〒812-0007　福岡市博多区東比恵3-2-1　TEL：092-436-9800）

テーマ　と　講師 テーマ：症例発表会

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　員】なし
【発表者受付】 症例発表希望者申込先
　　　　　　　　　Email：saito@asojuku.ac.jp、麻生リハビリテーション大学校、齊藤宛
　　　　　　　　　件名：第6回福岡１地区研修会症例発表申し込み
　　　　　　　　　内容：氏名（フリガナ）、生年月日、会員番号、施設先、施設先住所、勤務先TEL
受　付　期　間：2018年9月1日（金）～1月31日（水）
【単位認定】発表者には新人教育プログラム　C-6「症例発表」3単位
【聴講のみ受付】当日受付

研修会名 第3回　福岡2地区研修会

日時 平成29年10月10日（火）19：00～21：00（受付18：30～）

会場 博愛会病院  地域リハビリテーションセンターVigor club（〒814-0034　福岡市中央区笹丘1-25-7　℡：092-737-7601）

テーマ　と　講師
テーマ：「片麻痺歩行の遊脚期におけるバイオメカニクスと機能的電気刺激装置を用いた介入戦略」
講師：　　大田　瑞穂　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）

【定員】80名
【受付】事前申込必要：協会ホームページ（マイページ）より行ってください。
【単位認定】新人教育プログラム単位：C-1「神経疾患の理学療法」

研修会名 第4回　福岡2地区研修会

日時 平成29年11月21日（火）19：00～21：00（受付18：30～）

会場 博愛会病院  地域リハビリテーションセンターVigor club（〒814-0034　福岡市中央区笹丘1-25-7　℡：092-737-7601）

テーマ　と　講師
テーマ：「これからの臨床教育　～求められる人材育成と今後の方向性～」
講師：宇戸　友樹　氏（専門学校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）

【定員】80名
【受付】事前申込必要：協会ホームページ（マイページ）より行ってください。
【単位認定】新人教育プログラム単位：Ｅ-1「臨床実習指導方法論」

研修会名 第5回　福岡2地区研修会

日時 平成30年2月8日（木）19:00～21:00（受付：18：30～）

会場 福岡市立心身障がい福祉センター７階　中研修室、小研修室（〒810-0072福岡市中央区長浜１丁目2-8　℡：092-721-1611）

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）

【受付】
1）症例発表希望者申込先
　　　E-mail：vigor@hakuaikai.or.jp　博愛会病院地域リハビリテーションセンター　荒木宛
　　　件名：第5回福岡2地区研修会症例発表申し込み
　　　内容：氏名（フリガナ）、生年月日、会員番号、施設先、施設先住所、勤務先TEL
2）聴講者申込先
　　　E-mail：vigor@hakuaikai.or.jp　博愛会病院地域リハビリテーションセンター　荒木宛
　　　件名：第5回福岡2地区研修会症例聴講申し込み
　　　内容：氏名（フリガナ）、生年月日、会員番号、施設先、施設先住所、勤務先TEL
【単位認定】発表者には新人教育プログラム　C-6「症例発表」3単位
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研修会名 第2回　福岡支部研修会

日時 未定

会場 未定

テーマ　と　講師 未定

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　員】未定
【単位認定者受付】事前申込み必要：協会ホームページ（マイページ）より行ってください。
　　　　　　　　　　　  受　付　期　間　：未定
【単位認定】認定領域：未定
　　　　　　　 新人教育プログラム単位：未定
【聴講のみ受付】未定

研修会名 第2回　北九州支部研修会

日時 平成29年11月24日（金） 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　小倉南区キャンパス（〒800-0252 福岡県北九州市小倉南区葛原高松1-5）

テーマ　と　講師 北九州支部合同症例検討会

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　　　員】　なし
【受　　　付】
１）症例発表希望者申込先
　　　　　　　 E-mail ： <reha.kitakyu.shibu@gmail.com>、KKR新小倉病院　兵頭　正浩 宛
　　　　　　　 件　名 ： 第2回北九州支部合同症例検討会発表申し込み
                内  容 ： 氏名（フリガナ）、生年月日、会員番号、施設先、施設先住所、勤務先TEL
２）聴講者 ： 当時受付

【単位認定】発表者には新人教育プログラム単位 ： C-6「症例発表」3単位

研修会名 第3回　北九州支部研修会

日時 平成30年2月予定　（9：00～16：00予定） 0

会場 製鉄記念八幡病院　4Ｆ講堂　（〒805-8508　北九州市八幡東区春の町一丁目1番1号）

テーマ　と　講師
テーマ ： 「(仮)整形外科疾患の理学療法−評価から運動療法の実際−」
講 師 ： 未定

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定員】200名
【受付】
　１）単位申請者
　　　事前申込必要 ： 協会ホームページ（マイページ）より行ってください　＜先着順＞
　２）聴講のみ：当日受付（配布資料を準備できません）
【単位認定】専門領域 ： 運動器理学療法
　　　　　　　 認定領域 ： 運動器
               新人教育プログラム単位 ： C-2「運動器疾患の理学療法」

研修会名 第5回　北九州1地区研修会

日時 平成29年10月14日(土)　14：00～17：00

会場 九州栄養福祉大学リハビリテーション学部　小倉南区キャンパス（〒800-0252 福岡県北九州市小倉南区葛原高松1-5）

テーマ　と　講師
テーマ ： 「肩関節の捉え方～日常生活における動きと訓練方法～」
講　師 ： 河上　淳一　氏（済生会八幡総合病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　　員】なし
【受　　付】
　１）単位申請者
     事前申込必要　：　協会ホームページ（マイページ）より行って下さい
　２）聴講のみ：当日受付
【単位認定】新人教育プログラム単位　：　Ｃ-2「運動器疾患の理学療法」

研修会名 第6回　北九州1地区研修会

日時 平成29年11月16日(木)19:00～21:00（受付18：30～）

会場 北九州リハビリテーション学院（〒800-0343 福岡県京都郡苅田町上片島1575）

テーマ　と　講師
テーマ ： 「今後の高齢者を取り巻く環境と求められる関わり」
講　師 ： 籾井　剛志　先生（医療法人　夢結　らそうむ内科　リハビリテーションクリニック）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　　員】なし
【受　　付】当日受付
【単位認定】なし

研修会名 第7回　北九州1地区研修会

日時 平成29年12月14日(木)19:00～21:00（受付18：30～）

会場 北九州リハビリテーション学院（〒800-0343 福岡県京都郡苅田町上片島1575）

テーマ　と　講師
テーマ ： 「研究法を学んでワンランク上の臨床家をめざそう」  ～文献に騙されるな！学会発表を怖れるな！～
講　師 ： 高山　正伸　氏（小倉リハビリテーション学院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　　員】なし
【受　　付】当日受付
【単位認定】なし
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研修会名 第4回　北九州2地区研修会

日時 平成29年10月19日（木）19:00～20:30（受付18：30～）

会場 製鉄記念八幡病院　4Ｆ講堂　　（〒805-8508　北九州市八幡東区春の町一丁目1番1号）

テーマ　と　講師
テーマ ： 「研究法-臨床・大学院での経験から」
講　師 ： 河上　淳一　氏(済生会八幡総合病院)

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　　員】250名
【受　　付】当日受付
【単位認定】なし

研修会名 第5回　北九州2地区研修会

日時 平成29年11月16日（木）19:00～20:30（受付18：30～）

会場 製鉄記念八幡病院　4Ｆ講堂　（〒805-8508　北九州市八幡東区春の町一丁目1番1号）

テーマ　と　講師
テーマ ： 「COPDにおける理学療法（仮）」
講　師 ： 金田　瑠美　氏(霧が丘つだ病院)

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　　員】250名
【受　　付】
　１）単位申請者
     事前申込必要　：　協会ホームページ（マイページ）より行って下さい  ＜先着順＞
　２）聴講のみ：当日受付
【単位認定】新人教育プログラム単位　：　Ｃ-3「内部障害の理学療法」

研修会名 第6回　北九州2地区研修会

日時 平成30年2月15日（木）18:30～21:30（受付18：00～）

会場 製鉄記念八幡病院　4Ｆ講堂　　（〒805-8508　北九州市八幡東区春の町一丁目1番1号）

テーマ　と　講師
テーマ ： 「各病期における電気刺激療法、温熱療法の応用」
講　師 ： 森　　　聡　氏(飯塚市立病院)

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　　員】250名
【受　　付】
　１）単位申請者
     事前申込必要　：　協会ホームページ（マイページ）より行って下さい＜先着順＞
　２）聴講のみ：当日受付（配布資料を準備できません）
【単位認定】専門領域　：　物理療法
　　　　　　　 認定領域　：　物理療法
　　　　　　 　新人教育プログラム単位　：　C-1「神経系疾患の理学療法」　Ｃ-2「運動器疾患の理学療法」

研修会名 第7回　北九州2地区研修会

日時 平成30年3月8日（木）18：30～21：30（受付18：00～）

会場 製鉄記念八幡病院　4Ｆ講堂　（〒805-8508　北九州市八幡東区春の町一丁目1番1号）

テーマ　と　講師
テーマ ： 「小児理学療法の現在（いま）～急性期医療現場から地域療育等支援まで～」
講　師 ： 林   　秀俊　氏(JCHO九州病院)
            近藤　直樹　氏(北九州市立療育センター)

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　　員】250名
【受　　付】
　１）単位申請者必要　：　協会ホームページ（マイページ）より行って下さい　＜先着順＞
　２）聴講のみ：当日受付（配布資料を準備できません）
【単位認定】専門領域　：　神経理学療法
　　　　　　　 認定領域　：　発達障害
　　　　　　 　新人教育プログラム単位　：　C-1「神経系疾患の理学療法」

研修会名 第5回　筑豊地区研修会

日時 　　平成29年10月20日（金）19：00～21：00（受付18：30～）

会場 デイサービスセンターすばる　（〒826-0042　福岡県田川市川宮63-3　 Tel：0947-42-1085 ）

テーマ　と　講師
テーマ：「リハビリテーションと栄養～サルコペニアとフレイルティの観点から～」
講　師：白土　健吾　氏　（飯塚病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定員】60名
【受付】
　事前申込必要 ： 協会ホームページ（マイページ）より行ってください　＜先着順＞
【単位認定】なし
※駐車場に限りがありますので可能な限り乗り合わせでご来場ください
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研修会名 第6回　筑豊地区研修会

日時 平成29年11月18日（土）17：30～20：30（受付17：00～）

会場 デイサービスセンターすばる　（〒826-0042　福岡県田川市川宮63-3）

テーマ　と　講師
テーマ ： 「呼吸理学療法の評価と臨床」
講　師 ： 音地　亮　氏　（新水巻病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定員】60名
【受付】
　　事前申込必要 ： 協会ホームページ（マイページ）より行ってください　＜先着順＞
【単位認定】
　　専門領域 ： 内部障害理学療法
　　認定領域 ： 呼吸
　　新人教育プログラム単位 ： C-3「内部障害の理学療法」
※駐車場に限りがありますので可能な限り乗り合わせでご来場ください。

研修会名 第7回　筑豊地区研修会

日時 平成30年1月21日（日）9：00～12：00（受付8：30～）

会場 飯塚病院　エネルギーセンター6階大会議室(〒820-8505　福岡県飯塚市芳雄町3-83)

テーマ　と　講師
テーマ ： 「理学療法と解剖学」
講　師 ： 壇　順司氏（帝京大学福岡医療技術学部）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定員】100名
【受付】
１）単位申請者
　　事前申込必要 ： 協会ホームページ（マイページ）より行ってください　＜先着順＞
２）聴講のみ：当日受付
【単位認定】専門領域 ： 運動器理学療法
　　　　　　　 認定領域 ： 運動器
               新人教育プログラム単位 ： C-2「運動器疾患の理学療法」

研修会名 第3回　筑後支部研修会（筑後1地区）

日時 平成29年10月28日（土）　14：00～17：00

会場 新古賀病院　記念講堂　（定員数：200名）

テーマ　と　講師
「重症患者に対する早期リハビリテーション〜エビデンスと病態に基づいた介入〜」
入江　将考（新小倉病院）

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 ： 呼吸
新人教育プログラム単位： C-3「内部障害の理学療法」

研修会名 第4回　筑後支部研修会（筑後2地区）

日時 平成29年11月5日（日）9：00～12：00

会場 筑後市立病院　（定員数：50名）

テーマ　と　講師
「脳血管障害片麻痺患者の歩行再建に向けた分析と介入戦略」
太田　瑞穂（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 ： 神経理学療法
認定領域 ： 脳卒中・神経筋障害
新人教育プログラム単位 ： C-1「神経系疾患の理学療法」

研修会名 第5回　筑後支部研修会

日時 平成30年2月9日（金）19：00～20：30

会場 久留米リハビリテーション学院　（定員数：100名）

テーマ　と　講師 「筑後１・２地区合同　症例報告会」

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】
《筑後1地区学術責任者》
〒830-8543 久留米市津福本町422　聖マリア病院　川原　敏郎　 TEL：0942-35-3322  Email：t-kawahara@st-mary-med.or.jp
発表者には新人教育プログラム C-6「症例発表」3単位
《筑後２地区学術責任者》
〒831-0004　大川市榎津332-2　足達消化器科整形外科医院　木原　太史　TEL：0944-88-2688　Email：kipakipa49@yahoo.co.jp
発表者には新人教育プログラム　C-6「症例発表」3単位
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研修会名 第3回　筑後1地区研修会

日時 平成29年12月15日（金）　19:00～20:30

会場 久留米大学医療センター　（定員数：80名）

テーマ　と　講師 「スポーツ外傷・障害に対する術後のリハビリテーション」　「症例報告会」　佐藤　孝二（久留米大学医療センター）

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】
《筑後1地区学術責任者》
〒830-8543 久留米市津福本町422　聖マリア病院　川原　敏郎　 TEL：0942-35-3322  Email：t-kawahara@st-mary-med.or.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3回　筑後2地区研修会（基礎理学療法研修会）

日時 平成30年1月13日（土）　15：00～18：00

会場 柳川リハビリテーション学院　実習棟　（定員数：40名）

テーマ　と　講師 「骨格筋を3次元的に触る事で～下腿の触察～」　木原　太史（足達消化器整形外科医院）

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 ： 運動器理学療法
認定領域 ： 運動器
新人教育プログラム単位 ： C-1「神経系疾患の理学療法」
　　　　　　　　　　　　　　　　  C-2「運動器疾患の理学療法」
※バスタオル持参、下腿部を出せる服装で参加をお願いします。

研修会名 平成29年度　地域包括ケア推進リーダー導入研修会

日時 平成29年10月１日（日）　9：45～16：45　（受付9：15～）

会場 福岡青洲会病院　健診棟　４Ｆ　定員：100名

テーマ　と　講師

テーマ：１）地域包括システムについて
　　　　　２）地域ケア会議とは（必要とされる背景と位置付け）
　　　　　３）地域ケア会議に求められる理学療法士の役割
　　　　　４）模擬会議の実際（ビデオ視聴）と心構え
講　師：松﨑　哲治　氏（麻生リハビリテーション大学校）
　　　　　今村　純平　氏（久留米リハビリテーション病院）
　　　　　有田　雄一　氏（福岡青洲会病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　員】 100名
【受　付】協会のシステムより行ってください。受付期間は2017年9月1日（金）～10月1日（日）です。先着順にて受付を行います。
　　　　　　地域包括ケア推進リーダー導入研修会です。

研修会名 平成29年度　介護予防推進リーダー導入研修会

日時 平成29年11月19日（日）　9：45～16：45　（受付9：15～）

会場 製鉄記念八幡病院　４Ｆ講堂

テーマ　と　講師

テーマ：１）介護予防事業に関連する行政組織・関連団体と福祉計画
　　　　　２）介護予防事業の展開方法
　　　　　３）介護予防の実践　ロールプレイスライド
　　　　　４）介護予防事業の企画立案
講　師：松﨑　哲治　氏（麻生リハビリテーション大学校）
　　　　　今村　純平　氏（久留米リハビリテーション病院）
　　　　　帆足　裕平　氏（福岡青洲会病院）
　　　　　西村　天利（飯塚病院）

受付方法ほか
（新人単位・専門ポイン

ト）

【定　員】 100名
【受　付】協会のシステムより行ってください。受付期間は2017年9月1日（金）～11月12日（日）です。先着順にて受付を行います。
　　　　　　介護予防推進リーダー導入研修会です。

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
局

筑
 
 

後
 
 

支
 
 

部

7 ページ


