
日程 曜日 時間 部 領域 新プロ履修ポイント
4月18日 日 9：30～11：00 生涯学習 なし

5月8-9日 土日 臨床実習 JPTA
5月29-30日 土日 臨床実習 JPTA

6月6日 日 9：30～12：40 学術部 C-1 神経系疾患の理学療法
7月18日 日 9：00～16：30 生涯学習 　B・D・E
7月25日 日 学術 JPTA C-2 運動器疾患の理学療法 
8月1日 日 学術 JPTA C-3 内部障害の理学療法

8月29日 日 9：00～16：30 生涯学習 　A1-5,D4
9月3日 金 19:00～20：30 鹿児島 C-6　症例発表

9月4・5日 土・日 学術 JPTA C-2 運動器疾患の理学療法
9月8日 水 19:00 北薩

9月12日 日 9：00～15：20 生涯学習 　B～E
9月24日 金 19:00～20：30 南薩 C-2 運動器疾患の理学療法 
9月25日 土 13:30～16:30 専門領域 生活環境支援系 C-5　地域リハビリテーション
10月1日 金 19:00～20：30 鹿児島 C-2 運動器疾患の理学療法 
10月7日 木 18：30-20：00 大隅 C-4高齢者の理学療法

10月10日 日 9：00～15：20 生涯学習 　B～E
10月15日 金 19:00～20：30 姶良 C-3 内部障害の理学療法

10月16・17日 土・日 学術 JPTA C-2 運動器疾患の理学療法 
10月23日 土 13:30～16:30 専門領域 生活環境支援系 C-5　地域リハビリテーション
11月1日 月 専門領域 小児系
11月5日 金 19:00～20：30 鹿児島 C-6　症例発表
11月7日 日 9：30-11：00 南薩 C-2 運動器疾患の理学療法 
11月7日 日 11：10-12：00 南薩 C-6　症例発表

11月10日 水 19:00 北薩
11月11日 木 18：30-20：00 大隅 C-4高齢者の理学療法
11月14日 日 9：00～16：30 生涯学習 　A1-5,D4
11月21日 日 9：30～12：40 学術
11月24日 金 19:00～20：30 姶良 C-3 内部障害の理学療法
11月26日 金 18：30-20：00 大隅 C-6　症例発表
11月28日 日 　9:00〜12:10 専門領域 呼吸器系 C-3 内部障害の理学療法
12月3日 金 19:00～20：30 鹿児島 C-2 運動器疾患の理学療法 
12月5日 日 ９：００～12：20 生涯学習 C3-5
12月9日 木 19:00～21：00 姶良 C-6　症例発表

12月12日 日 学術 JPTA C-1 神経系疾患の理学療法
1月14日 金 19:00～20：30 鹿児島・奄美 C-6　症例発表
1月23日 日 　9:00〜12:00 専門領域 スポーツ系 C-2 運動器疾患の理学療法 
2月6日 日 　9:30〜11:30 専門領域 循環器系 C-3 内部障害の理学療法

2月18日 金 19:00～20：30 奄美 C-2 運動器疾患の理学療法 
2月20日 日
3月13日 日 　9:00〜12:00 専門領域 運動器系 C-2 運動器疾患の理学療法 

ウェブ

症例検討会　② ウェブ

症例検討会　③ ウェブ

排痰法 　吉野　徹PT ウェブ

症例検討会　 ウェブ

高齢者理学療法とCOVID-19　～感染対策とサルコペニア・フレイルの対応～富岡　一 ウェブ

高齢者理学療法と歩行の関わり　～基礎研究からのメッセージ～宮崎　宣丞　PT ウェブ

症例検討会　 ウェブ

withコロナでの各施設での取り組み①

＊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。

呼吸器疾患の運動療法           坂元将也PT・永田健二PT ウェブ
股関節疾患に対する理学療法2　下江　甲作PT ウェブ

ウェブ

大会メディカルスタッフとしての役割（仮）　　　　　　轟原与織PT ウェブ
心不全を中心としたフィジカルアセスメント　　吉野徹PT ウェブ

脳卒中に対する歩行トレーニング 基礎から実際　京都大学大学院医学研究科　大畑光司先生

運動機能障害に対する理学療法（頸部-上肢編）　　白尾泰宏PT ウェブ

新卒者オリエンテーション

脳画像のみかたとリハビリテーションへの応用　　国際医療福祉大学大学院　玉利　誠 先生

精神科領域の理学療法(仮)                   　 早田 善幸PT　 古園 龍也PT

福祉用具と生活環境支援　　               土井敦PT

ウェブ

会場未定

ウェブ

鹿児島大学桜ヶ丘キャンパス　インテリジェント講義室（共通教育棟6階）

新人教育プログラム　　B～E 会場未定

変形性膝関節症に対する治療戦略 　岡山医療専門職大学　山田　英司先生 ウェブ

ウェブ

新人教育プログラム　　B～E

股関節疾患に対する理学療法１　牛ノ濱　政喜PT ウェブ

がん理学療法－退院支援、在宅支援、就労支援のための基本的な関わり方 　埼玉医科大学保健医療学部　高倉保幸先生 

ウェブ内部障害に対する理学療法の進め方の基本　大重・坂元・宇都PT

C領域　C3-5

第35回県学会

病院と在宅（医療と介護）をつなぐために理学療法士ができること             金谷親好PT ウェブ
ウェブ

未定 ウェブ

新人教育プログラム　　A1-5,D4 会場未定

症例検討会　①

呼吸器リハビリのフィジカルアセスメント 　坂元将也PT ウェブ

R3年度　　鹿児島県理学療法士協会　事業予定表 （2021/10/6現在）

新人教育プログラム　　　2年目以上限定　B・D・E 鹿児島大学桜ヶ丘キャンパス　インテリジェント講義室（共通教育棟6階）

新人教育プログラム　　A1-5,D4 鹿児島大学桜ヶ丘キャンパス　インテリジェント講義室（共通教育棟6階）

臨床実習指導者講習会　都道府県講習会 神村学園専修学校
臨床実習指導者講習会　都道府県講習会 鹿児島第一医療リハビリ専門学校

ウェブ

場所テーマ

ウェブ運動器疾患における歩行障害の評価と治療 ～股関節障害を中心に～ 京都大学大学院医学研究科　建内宏重先生

鹿児島大学インテリジェント室/ ZOOM

股関節疾患に対する理学療法　牛ノ濱　政喜PT ウェブ

ウェブ

withコロナでの各施設での取り組み② ウェブ

臨床スキルを活かした小学校における運動器疾患予防 ～ 授業での子どもたちとの「遊び」と「学び」 ～小牧隼人PT ウェブ

臨床スキルを活かした小学校における運動器疾患予防～ 教員・保護者へ向けた「健康教育」 ～小牧隼人PT ウェブ
症例検討会　 ウェブ


