
月 日 曜日 分類 テーマ 申請項目（ポイント） 専門分野設定

12 日 9:00～16:00 富山県立中央病院 標準理学療法研修会1 「吸引基礎講習会」　一次救命措置と基本処置 医師、看護師、理学療法士 B-1 一次救命措置と基本処置 都道府県士会主催の講習会・研修会（10）＊1 内部障害理学療法

14 月 19:00～21:00 富山西リハビリテーション病院（予定） 学術研修会（骨関節班） 触診研修会 柴田 麻衣子（富山西リハビリテーション病院 理学療法士） C-2 運動器疾患の理学療法 － －

16 日 9:00～13:00
富山県リハビリテーション病院・こども
支援センター

学術研修会（スポーツ班） アスリートの競技復帰に向けてのリハビリテーション 柿谷 朱実（富山県体育協会 スポーツ専門員） C-2 運動器疾患の理学療法 － －

29 日 9:00～16:30 富山県民会館
協会指定管理者　初級研修会
協会指定管理者　職域別研修会

協会の求める管理者像、各都道府県における士会組織化の方向性と管理者の協力
体制
協会指定管理者研修 伝達研修

酒井 吉仁（富山医療福祉専門学校）
協会指定管理者中央研修会参加者

協会指定管理者研修 協会指定管理者（初級）

理学療法と倫理 A-1 理学療法と倫理 － －

協会組織と生涯学習システム A-2 協会組織と生涯学習システム － －

リスクマネジメント A-3 リスクマネジメント － －

人間関係および接遇 A-4 人間関係および接遇 － －

理学療法における関連法規 A-5 理学療法における関連法規 － －

17、18 土日 富山西総合病院（予定） 学術研修会（運動器研究会） 腰椎・骨盤痛に対するリアラインセラピー 蒲田 和芳（広島国際大学） C-2 運動器疾患の理学療法 － －

31 土 13:00～16:00
富山県リハビリテーション病院・こども
支援センター

学術研修会（スポーツ支援事業部） スポーツ支援事業従事者養成講習会 県内の認定理学療法士、その他数名 C-2 運動器疾患の理学療法 都道府県士会主催の講習会・研修会（10）＊1 運動器理学療法

神経系疾患の理学療法 C-1 神経系疾患の理学療法 神経理学療法

運動器疾患の理学療法 C-2 運動器疾患の理学療法 運動器理学療法

内部障害の理学療法 C-3 内部障害の理学療法 内部障害理学療法

生活環境支援の理学療法 C-5 地域リハビリテーション 生活環境支援理学療法

29 日 9:00～13:00 厚生連高岡病院 学術研修会（内部障害研究会） 呼吸・循環セミナー2019 「（仮）内部障害のフレイルを考える」 医師、看護師、理学療法士 C-3 内部障害の理学療法 都道府県士会主催の講習会・研修会（10）＊1 内部障害理学療法

17 木 19:00～21:00 厚生連高岡病院 学術研修会（スポーツ班） 症例検討会「スポーツ障害」 未定 C-2 運動器疾患の理学療法 － －

C-6 症例発表（発表者）

1 日 9:00～16:00 厚生連高岡病院 理学療法士講習会「基本編理論」 内部障害における理学療法がわかる・できる 藤吉 健史（市立砺波総合病院 理学療法士） C-3 内部障害の理学療法 協会主催理学療法士講習会（20）＊2 内部障害理学療法

15 日 9:30～16:30 サンシップとやま（予定） 介護予防推進リーダー導入研修 介護予防推進リーダー導入研修 未定 導入研修 介護予防推進リーダー

クリニカルリーズニング B-2 クリニカルリーズニング － －

症例報告・発表の仕方 B-4 症例報告・発表の仕方 － －

生涯学習と理学療法の専門領域 D-2 生涯学習と理学療法の専門領域 － －

ティーチングとコーチング E-2 ティーチングとコーチング － －

理学療法の研究方法論 D-3 理学療法の研究方法論 － －

26 日 9:30～16:30 サンシップとやま（予定） 地域ケア会議推進リーダー導入研修 地域ケア会議推進リーダー導入研修 未定 導入研修 地域ケア会議推進リーダー

2 日 9:00～16:20 富山西総合病院（予定） 学術研修会（骨関節班） 運動器理学療法各論 運動器認定理学療法士 C-2 運動器疾患の理学療法 都道府県士会主催の講習会・研修会 （10）＊1 運動器理学療法

16 日 9:00～13:00 サンシップとやま（予定） 学術研修会（生活環境支援研究会） 地域包括ケア（地域での理学療法士の関わり、認知症予防、有酸素運動） 重森 健太（関西福祉科学大学 教授） C-5 地域リハビリテーション － －

都道府県士会主催の講習会・研修会（10）＊1

都道府県士会主催の講習会・研修会（10）＊1

都道府県士会主催の講習会・研修会 （10）＊1、4

協会主催理学療法士講習会（20）＊2

ブロック学術集会・学会（15）

－

都道府県士会主催の講習会・研修会 （10）＊1

基礎理学療法
運動器理学療法

神経理学療法

神経理学療法

全領域

－

生活環境支援理学療法
太田 仁史（茨木県立健康プラザ）
染谷 明子（在宅支援センターきずな）

C-2

C-1

C1

C-2

C-4

運動器疾患の理学療法

神経系疾患の理学療法

神経系疾患の理学療法

運動器疾患の理学療法

高齢者の理学療法

講師

北野 雅之（山室クリニック 理学療法士）
北山 佳樹（山室クリニック 理学療法士）

江口 雅之（中部ろうさい病院 理学療法士）
長谷川 隆史（中部ろうさい病院 理学療法士）

教育局生涯学習部員

各専門分野の専門・認定理学療法士

武田 好史（富山西リハビリテーション病院 理学療法士）
福元 裕人（富山県リハビリテーション病院・こども支援セ
ンター 理学療法士）
中谷 知生（宝塚リハビリテーション病院 理学療法士）
高木 志仁（富山西リハビリテーション病院 理学療法士）

大会長：仲川 仁（富山西リハビリテーション病院）

教育局生涯学習部員

未定

第35回東海北陸理学療法学術大会

生涯学習研修会 必須研修2

学術研修会（スポーツ班）

介護予防体操普及及び育成研修会

テーマ

解剖学・運動学の必要な理由

脊髄損傷に対するリハビリテーション

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法の基礎

未来を見据えた理学療法～健康と福祉のために～

アスリートのコンディショニング

（仮）理学療法士協会の介護予防の取り組みについて
シルバーリハビリ体操指導について

19:00～21:00

9:30～15:30

会場

富山リハビリテーション医療福祉大学校

富山西総合病院

厚生連高岡病院

サンシップとやま（予定）

富山西総合病院

富山国際会議場、富山市民プラザ

サンシップとやま

富山県リハビリテーション病院・こども
支援センター

サンシップとやま
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＊1 記載の参加ポイントを申請予定：ポイント取得の可否は日本理学療法士協会により決定されるため、認定されない場合もあります。

＊2 協会主催研修会のため、新プロ、専門・認定理学療法士履修ポイントおよび領域設定は協会HPをご参照ください。

＊3 都道府県士会主催学術集会・学会の参加ポイントを申請予定（2019年度は予定なし）。

＊4 都道府県士会主催の講習会・研修会の参加ポイントを申請予定：同研修、全テーマを受講された場合のみ申請予定。
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30

14
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9、10

2019年度 富山県士会研修会一覧（県内開催分）
（2019年4月1日～2020年3月31日）

開催日 新人教育プログラム 認定・専門理学療法士履修ポイント申請

－

C-1～C-5：受講したセミナーの単位

－

－

19

時間

14:00～17:00

9:00～16:00

9:00～15:00

9:30～16:30

9:00～16:00

9:30～15:30

研修会名

学術研修会（基礎研究会）

学術研修会（神経研究会）

生涯学習研修会 必須研修1

標準理学療法研修会2

理学療法士講習会「基本編理論」


