
平成30年度　　鹿児島県理学療法士協会　事業予定表（H30.8.16現在）

日程 曜日 時間 部 領域 新プロ履修ポイント
4月15日 日 9：00～12：00 生涯学習
5月20日 日 10：00～11：30 学術部 C-2運動器疾患の理学療法
5月20日 日 11：40～ 総務部
5/25-26 金土
6月3日 日 専門領域 トピックス 脳卒中片麻痺者に対する短下肢装具を用いた治療戦略の基本　　　　PT富岡一俊 C-4　高齢者の理学療法
6月6日 水 19：00～20：30 北薩 C-1神経系疾患の理学療法

6月10日 日 9:30～12:30 専門領域 循環器 C-3内部障害の理学療法
6月12日 火 19：30～21：00 姶良 C-1神経系疾患の理学療法
6月17日 日 専門領域 呼吸器 C-3内部障害の理学療法
6月17日 日 9:00～12：10 専門領域 小児系 C-1神経系疾患の理学療法
6月21日 木 18：30～21：00 大隅 C-3内部障害の理学療法
6月23日 土 奄美
6月24日 日 専門領域 運動器 C-2運動器疾患の理学療法
7月1日 日 専門領域 神経系 C-1神経系疾患の理学療法
7月7日 土 専門領域 生活環境 C-5　地域リハビリテーション
7月8日 日 9：00-12：10 専門領域 トピックス C-4　高齢者の理学療法

7月15日 日 公益事業
7月22日 日 公益事業
7月22日 日 9：30-16：40 学術 JPTA C-2運動器疾患の理学療法
7月29日 日 生涯学習
8月4日 土 専門領域 生活環境 C-5　地域リハビリテーション
8月5日 日 9：30-16：40 学術 JPTA C-3内部障害の理学療法
8月8日 水 19：00～20：30 北薩 C-1神経系疾患の理学療法

8月17日 金 19：00～20：30 南薩 C-5　地域リハビリテーション
8月19日 日 生涯学習
8月26日 日 10：00～13:00 学術 C-3内部障害の理学療法
9月1日 土 14：00～18：00 鹿児島 C-1神経系疾患の理学療法
9月2日 日 専門領域 神経系 C-1神経系疾患の理学療法
9月9日 日 専門領域 生活環境 C-5　地域リハビリテーション
9月9日 日 専門領域 小児系 重症児と家族の「地域生活」を支援する～重症心身障がいの訪問リハに対する取り組み～PT内匠正武、小山尚宏 C-1神経系疾患の理学療法

9月9日 専門領域
障がい者ス
ポーツ

9月11日 火 19：30～21：00 姶良 C-1神経系疾患の理学療法

9月16日 日 専門領域 スポーツ C-2運動器疾患の理学療法

9月21日 木 18：30～21：00 大隅 C-3内部障害の理学療法

9月30日 日 10：00～13：00 学術
C-1神経系疾患の理学療法C-2運
動器疾患の理学療法

10月7日 日 生涯学習

10月13-14日 土日
10月20日 土 14：00～17：00 奄美 C-1神経系疾患の理学療法
10月21日 日 専門領域 循環器系 C-3内部障害の理学療法
10月26日 木 18：30～19：30 大隅 C-6症例発表
10月28日 日 9：30-16：40 学術 JPTA C-1神経系疾患の理学療法
10月28日 日 専門領域 運動器 C-2運動器疾患の理学療法
11月4日 日 9:30～12:00 南薩 C-5　地域リハビリテーション/C-6症例検討

11月11日 日 専門領域 神経系 C-1神経系疾患の理学療法
11月18日 日 生涯学習
11月24日 土 14：00～18：00 鹿児島 C-1神経系疾患の理学療法
11月25日 日 専門領域 呼吸器 C-3内部障害の理学療法
12月2日 日 9：30-16：40 学術 JPTA C-1神経系疾患の理学療法
12月5日 水 19：00～20：30 北薩 C-6症例発表
12月7日 金 18：30～21：00 姶良 C-6症例発表
12月9日 日 10:00～13：00 臨床実習 E-1臨床実習指導
1月27日 日 専門領域 スポーツ C-2運動器疾患の理学療法
2月3日 日 専門領域 呼吸器 C-3内部障害の理学療法
2月9日 土 奄美

2月17日 日 9：30-16：40 学術 JPTA C-2運動器疾患の理学療法

2月24日 日 県学会

＊研修会　案内はホームページでご確認のうえ、事前申し込みをお願いします。　担当部署によりアドレスが異なりますので、ご注意ください。
＊研修会や事業参加は、年会費の納入が必須です。事前にご確認ください。

恒心会おぐら病院　研修ホール

重症心身障がい児・者に対する理学療法の基礎～成人期～　　PT宮原慎吾 鹿児島大学共通教育棟4階402教室

鹿児島大学医学部保健学科 インテリジェント講義室

新卒者オリエンテーション 鹿児島大学医学部保健学科 インテリジェント講義室

「COPD治療における理学療法士に求める事（案）」　　県内呼吸器医師　 未定

神経系理学療法「ＰＮＦ」　　PT弓場裕之 鹿児島医療技術専門学校　平川校　

「呼吸器のフィジカルアセスメント」　　PT坂元　将也 未定

膝前十字靭帯損傷〜競技復帰に向けたリハビリテーション〜　PT轟原与織、牛ノ濱政喜鹿児島大学医学部保健学科運動療法実習室（保健学科研究棟2F）

鹿児島大学 鶴陵会館
クオラリハビリテーション病院

在宅復帰支援  PT金谷　親好 鹿児島大学共通教育棟5階503教室

症例検討会 鹿児島第一医療リハビリ専門学校

脳卒中に対する歩行トレーニング　基礎から実際　　　　　　　　　　京都大学　　大畑光司先生　

神経筋骨関節系機能障害に対する理学療法（下部体幹編）　　PT白尾泰宏 今村総合病院1F　スポーツリハビリセンター

鹿児島大学共通教育棟5階503教室

内部障害疾患(その他）、または運動器疾患に対する理学療法　　　症例検討

場所テーマ

膝・股関節の運動学とトレーニング     京都大学　　市橋則明・建内宏重先生

これだけは知っておきたい！糖尿病の基礎知識～実践例を交えて～           PT宇都良大恒心会おぐら病院　研修ホール
新人教育プログラム　Ａ-1.2.3.4.5

介護予防キャンペーン イオンモール鹿児島

座位における問題とその評価・治療～個別性の評価とその解釈～　　ＰＴ鈴東伸洋 クオラリハビリテーション病院
鹿児島大学医学部保健学科

循環器疾患に対する基礎知識 part1　PT野島丈史、中尾周平 鹿児島大学共通教育棟5階503教室

内部障害の急性期に対する理学療法の進め方の基本　　　　　PT村山芳博・坂元将也・大重　匡　

鹿児島医療技術専門学校　平川校　
住宅改修  PT土井　敦

「呼吸器の解剖・生理・運動学」                     PT下村　正和 鹿児島大学医学部保健学科 インテリジェント講義室

症例検討会

伸展型腰痛〜競技復帰に向けたリハビリテーション〜  PT轟原与織、牛ノ濱政喜

症例検討会

クオラリハビリテーション病院

鹿児島大学医学部保健学科 インテリジェント講義室

新人教育プログラム　A1-5

新人教育プログラム　　A1-5 鹿児島大学医学部保健学科 インテリジェント講義室

新人教育プログラム　　B1.3.4 D3.4　E1 鹿児島大学医学部保健学科 インテリジェント講義室

立位における問題とその評価・治療～個別性の評価とその解釈～　　ＰＴ鈴東伸洋

動作介助の基本  PT井崎　弥生 介護老人保健施設　ラフォンテいずみ

3大合併症だけじゃない！糖尿病の危険な合併症～実践例を交えて～          PT宇都良大恒心会おぐら病院　研修ホール

動作分析　－評価と理学療法ー　　　　　関西医療大学保健医療学部　　  鈴木 俊明 教授

鹿児島大学共通教育棟4階402教室

鹿児島大学医学部保健学科 インテリジェント講義室

平成30 年度中級障がい者スポーツ指導員養成講習会【理学療法士対象】 ハートピアかごしま

八反丸リハビリテーション病院

This is 介護領域リハ２　～地域で必要とされる理学療法士～　　PT宮雅紀　+　症例検討会加世田病院

鹿児島大学医学部保健学科インテリジェント教室

九州理学療法士作業療法士合同学会2018in沖縄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際医療福祉大学　堀本ゆかり先生

「PNFの臨床応用について」　　　　　　PT弓場裕之 大島郡医師会病院　リハビリテーション室

変形性膝関節症に対する理学療法の可能性と実践　　　木藤伸宏・小澤淳也・森山英樹先生

がん理学療法－悪液質と浮腫に対する最新の知見と基本的な関わり方を中心として  高倉保幸先生

鹿児島大学 鶴陵会館

鹿児島大学医学部保健学科インテリジェント教室

姿勢制御と基本動作の関係性１～姿勢分析を中心に～ ＰＴ鈴東伸洋  ＋症例報告会 厚地リハビリテーション病院

姿勢制御と基本動作の関係性2～動作分析とその治療      ＰＴ鈴東伸洋        ＋症例報告会

「脳卒中の運動療法　～歩行・応用動作について～」　　PT山田隆治　 青雲会病院

鹿児島医療技術専門学校　平川校　

第32回鹿児島県理学療法士学会 川辺文化会館 

慢性腎臓病患者の理学療法評価と運動療法) 聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーション部　平木 幸治 先生  

フレイルや高齢者理学療法に関する内容を依頼中　PT牧迫飛雄馬 鹿児島大学医学部保健学科 インテリジェント講義室

新人教育プログラム　　B1.3.4 D3.4　E1 鹿児島大学医学部保健学科 インテリジェント講義室

保健衛生業の職場で用いる産業理学療法   大阪労災病院 治療就労両立支援センター両立支援部　浅田 史成先生   鹿児島大学 鶴陵会館
定期総会 鹿児島大学 鶴陵会館
第53回日本理学療法学術研修大会ｉｎ茨城2018 つくば国際会議場他

鹿児島大学 鶴陵会館

This is 介護領域リハ１　～介護分野で働く理学療法士～　　PT宮雅紀 加世田病院

公開講座　「Human’ｓ Natural Action　～自分でできるを支援する～　―方法論からの脱却ー」県民交流センター

「脳卒中の運動療法　～基本動作を中心に～」　　PT山田隆治　 鹿児島第一医療リハビリ専門学校

神経筋骨関節系機能障害に対する理学療法（上部体幹編）　　PT白尾泰宏 今村総合病院1F　スポーツリハビリセンター
神経系理学療法「概論」　　　　PT内匠正武　

鹿児島大学共通教育棟5階503教室

神経系理学療法「促通反復療法」　　PT上間智博　

鹿児島大学医学部保健学科運動療法実習室（保健学科研究棟2F）

循環器疾患に対する基礎知識 part2　PT野島丈史、中尾周平




