
平成27年度の各分科学会、およびブロック・都道府県士会の学術集会開催予定一覧 2015/7/1現在

種別 大会または学会名 学術集会長 会場

05月 31（日） 都道府県士会 第19回　静岡県理学療法士学会 学会長：森上亜城洋 アクトシティ浜松コングレスセンター（静岡県浜松市）

5（金）～7（日） 全国学術大会 第50回　日本理学療法学術大会 大会長：内山靖 東京国際フォーラム（東京都千代田区）

14（日） 都道府県士会 第34回　東京都理学療法学術大会 大会長：野本　彰 東京医科歯科大学（東京都）

20（土）～21（日） 都道府県士会 第24回　山形県理学療法学術大会 学術大会長：荒生紀子
いろり火の里 文化館 なの花ホール（山形県東田川郡三川
町）

20（土）～21（日） 都道府県士会 第39回　青森県理学療法士学会 学会長：後藤明教 弘前大学大学院保健学研究科（青森県弘前市）

21（日） 都道府県士会 第44回　長野県理学療法学術大会 大会長：小林丈人 佐久大学（長野県佐久市）

21（日） 都道府県士会 第21回　岡山県理学療法士学会 学会長：宮口昭一
瀬戸内市保健福祉センターゆめトピア長船（岡山県瀬戸内
市）

28（日） 部門 徒手理学療法部門　研修会 東北文化学園大学(宮城県仙台市）

28（日） 都道府県士会 第20回　富山県理学療法学術大会 大会長：三浦健洋 氷見市ふれあいスポーツセンター　会議室（富山県氷見市）

28（日） 都道府県士会 第25回　奈良県理学療法士学会 学会長：藤川和仁 奈良県産業会館（奈良県大和高田市）

05（日） 都道府県士会 第27回　兵庫県理学療法学術大会 学術大会長：
あましんアルカイックホール・オクト、都ホテルニューアルカ
イック（兵庫県尼崎市）

05（日） 都道府県士会 第30回　滋賀県理学療法学術集会 学術大会長： 甲西文化ホール（滋賀県湖南市）

12（日） 都道府県士会 第19回　茨城県理学療法士学会 学会長：橋本貴幸 つくば国際大学第1キャンパス（茨城県）

20（月・祝） 都道府県士会 第27回　大阪府理学療法学術大会 大会長：鈴木俊明 大阪国際会議場 グランキューブ大阪（大阪府大阪市）

08月 23（日） 部門 徒手理学療法部門　研修会 中部リハビリテーション専門学校(愛知県名古屋市）

05（土）～06（日） ブロック 第29回 中国ブロック理学療法士学会 学会長：安食克志 出雲市民会館/ニューウェルシティ出雲（島根県出雲市）

06（日） 分科学会 日本神経理学療法学会　第4回サテライトカンファレンス(東京） （担当：松田雅弘） 東京工科大学・蒲田キャンパス（東京都大田区）

12（土）～13（日） ブロック 第34回　関東甲信越ブロック 理学療法士学会 代表者：高村浩司 アピオ甲府（山梨県中巨摩郡）

03（土）～04（日） ブロック 第31回 東海北陸理学療法学術大会 大会長：寺田茂 金沢文化ホール、金沢ニューグランドホテル（石川県金沢市）

08（金）～09（土） 全国研修大会 第50回 全国学術研修大会 大会長：櫻田義樹
いわて県民情報交流センターアイーナ、盛岡地域交流セン
ターマリオス、ホテルメトロポリタン盛岡NEW WING(岩手県盛
岡市）

11（日） 都道府県士会 第16回　福島県理学療法士会学術大会
学術大会長：大平堅市（いわき協立
病院）

いわき市文化センター（福島県いわき市）

17（土） 分科学会 第2回日本呼吸理学療法学会学術集会 学術集会長：神津玲
北里大学白金キャンパス・薬学部コンベンションホール（東京
都港区）

18（日） 分科学会 第2回日本小児理学療法学会　学術集会 学術集会長：横山美佐子 はまぎんホール　ヴィアマーレ(神奈川県横浜市）

00（日） 部門 精神心理領域理学療法セミナー

24（土）～25（日） 部門 第23回日本物理療法学会学術大会（共催）
学術集会長：杉元雅晴
準備委員長：前重伯壮

神戸学院大学有瀬キャンパス（兵庫県神戸市）

25（日） 都道府県士会 第23回　群馬県理学療法士学会 学会長：宇賀神直 太田市休泊行政センター（群馬県太田市）

31（土）～01（日） 都道府県士会 第66回　北海道理学療法士学術大会 
大会長：前田健太郎　準備委員長：
千葉　恒

旭川市民文化会館（北海道旭川市）

01（日） 分科学会 第1回日本運動器理学療法学会　九州ブロック学術小集会 小集会長：常盤直孝 宮日会館宮日ホール（宮崎県宮崎市）

14（土）～15（日） 分科学会
第2回日本基礎理学療法学会　学術集会・日本基礎理学療法学会 第20
回学術大会　合同学会

学術集会長：中山恭秀
学術大会長：菅原憲一

神奈川県立保健福祉大学（神奈川県横須賀市）

14（土）～15（日） ブロック 九州理学療法士・作業療法士合同学会2015 学会長：高森聖人
B-Con Plaza 別府国際コンベンションセンター（大分県別府
市）

15（日） 都道府県士会 第15回　鳥取県理学療法士学会
学術大会長：生原加奈江（野島病
院）

学びタウン東伯琴浦町生涯学習センター「まなびタウンとうは
く」（鳥取県東伯郡）

21（土）～22（日） ブロック 第55回 近畿理学療法学術大会 大会長：岩井信彦 神戸国際展示場（兵庫県神戸市）

22（日） 都道府県士会 第25回　山口県理学療法士学会 DREAM SHIP下関生涯学習プラザ（山口県下関市）

28（土）～29（日） ブロック 第33回 東北理学療法学術大会 大会長：三浦幸一 仙台市民会館（宮城県仙台市）

28（土）～29（日） ブロック 第44回　四国理学療法士学会 学会長：谷口千明 松山市総合コミュニティセンター（愛媛県松山市）

28（土）～29（日） 分科学会 第12回日本神経理学療法学会　学術集会 学術集会長：松崎哲治 エルガーラホール（福岡県福岡市）

29（日） 部門 徒手理学療法部門　研修会 （東京都）

29（日） 都道府県士会 第24回　埼玉県理学療法学会 大宮ソニックシティ（埼玉県さいたま市）

06（日） 都道府県士会 第22回　宮崎県理学療法学会 三股町立文化会館 ホール（宮崎県北諸県）

12（土） 分科学会 第2回日本支援工学理学療法学会　学術集会 学術集会長：原 和彦 首都大学東京・荒川キャンパス講堂・教室（東京都荒川区）

12（土） 分科学会 第2回日本理学療法教育学会　学術集会 学術集会長：酒井吉仁 東京工科大学・蒲田キャンパス（東京都大田区）

13（日） 都道府県士会 第20回　広島県理学療法士学会 学会長： 関川　清一 広島市南区民文化センター（広島県広島市）

13（日） 分科学会 第1回日本運動器理学療法学会　学術集会 学術集会長：木藤伸宏 大田区産業プラザPio(東京都大田区）

13（日） 分科学会 第2回日本地域理学療法学会　学術集会 学術集会長：田中康之 千葉県教育会館（千葉県千葉市）

19（土） 分科学会 第2回日本予防理学療法学会　学術集会 学術集会長：古名丈人 札幌医科大学臨床講堂（北海道札幌市）

17（日） 都道府県士会 第26回　京都府理学療法士学会 大会長：中本隆幸  京都市呉竹文化センター（京都府京都市）

09（土） 分科学会 第2回日本スポーツ理学療法学会　学術集会 学術集会長：川島敏生 東京工科大学・蒲田キャンパス（東京都大田区）

31（日） 分科学会 日本神経理学療法学会　第5回サテライトカンファレンス(大阪） （担当：吉尾雅春） 森ノ宮医療大学(大阪府）

31（日） 都道府県士会 第21回　香川県理学療法学会 学術大会長：井上純一 アルファあなぶきホール（香川県高松市）

31（日） 都道府県士会 第24回　佐賀県理学療法士学会 未定（佐賀県佐賀市）

11（木） 分科学会 日本神経理学療法学会　第6回サテライトカンファレンス(愛知） （担当：大畑光司） 未定（愛知県）

14（日） 部門 徒手理学療法部門　研修会 学術大会長： 首都大学東京・荒川キャンパス（東京都荒川区）

20（土） 分科学会 第2回日本糖尿病理学療法学会　学術集会
学術集会長：松永篤彦
準備委員長：平木幸治

はまぎんホール　ヴィアマーレ（神奈川県横浜市）

20（土）～21（日） 都道府県士会 第27回　長崎県理学療法学術大会 学術大会長：下釜豊広 アルカス佐世保（長崎県佐世保市）

21（日） 都道府県士会 第29回　鹿児島県理学療法士学会 学術大会長： 出水市音楽ホール（鹿児島県出水市）

21（日） 都道府県士会 第17回　沖縄県理学療法学術大会 学術大会長：池城正浩 豊見城中央公民館（沖縄県豊見城市）

28（日） 都道府県士会 第25回　福岡県理学療法士学会 学術大会長： 福岡国際会議場（福岡県福岡市）

28（日） 都道府県士会 第19回　熊本県理学療法士学会 学術大会長：明瀬敬二 熊本保健科学大学（熊本県熊本市）

05(土)～06（日） 都道府県士会 第21回　秋田県理学療法士学会
学術大会長：佐藤峰善（秋田大学医
学部附属病院）

秋田大学大学院医学系研究科総合研究棟　第総６講室（秋
田県秋田市）

06（日） 分科学会 第2回日本運動器理学療法学会　東北ブロック学術小集会 小集会長：対馬栄輝 東北文化学園大学(宮城県仙台市）

12(土)～13（日） 都道府県士会 第20回　福井県理学療法学会 福井フェニックスプラザ（福井県福井市）

13（日） 都道府県士会 第33回　神奈川県理学療法士学会 （神奈川県横浜市）パシフィコ横浜

13（日） 都道府県士会 第25回　愛知県理学療法学術大会 学術大会長：酒井 元生 刈谷市総合文化センター アイリス（愛知県刈谷市）

13（日） 都道府県士会 第27回　三重県理学療法学会
学術大会長：辻 聡浩（鈴鹿中央総
合病院）

鈴鹿医療科学大学　白子キャンパス（三重県鈴鹿市）

13（日） 都道府県士会 第29回　和歌山県理学療法学術大会 学術大会長：中前和則 有田川町金屋文化保健センター（和歌山県有田郡）

13（日） 都道府県士会 第29回　高知県理学療法学会 学会長：市村 瑞也 夜須町中央公民館　マリンホール（高知県香南市）

13（日） 都道府県士会 第18回　大分県理学療法士学会 大会長：未定 別府ビーコンプラザ（大分県別府市）

13（日） 都道府県士会 第21回　愛媛県理学療法士会学術集会
学術大会長：菊池健蔵（松山市民病
院）

愛媛県男女共同参画センター（愛媛県松山市）

27（日） 都道府県士会 第21回　千葉県理学療法士学会 学会長：児玉美香 君津中央病院附属看護学校（千葉県木更津市）

27（日） 都道府県士会 第19回　栃木県理学療法士会学術大会 学術大会長：未定 自治医科大学地域医療情報研修センター（栃木県下野市）
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