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2016年11月6日（日）

2016年11月6日（日）2016年11月6日（日）

2016年11月6日（日） 日本小児理学療法学会

日本小児理学療法学会日本小児理学療法学会

日本小児理学療法学会 第3回日本小児理学療法学会学術集会オータムカンファレンス in 三重

第3回日本小児理学療法学会学術集会オータムカンファレンス in 三重第3回日本小児理学療法学会学術集会オータムカンファレンス in 三重

第3回日本小児理学療法学会学術集会オータムカンファレンス in 三重

四日市市総合会館

四日市市総合会館四日市市総合会館

四日市市総合会館

（三重県四日市市）

（三重県四日市市）（三重県四日市市）

（三重県四日市市）

http://jspt.japanpt.or.jp/jsppt/academic/

http://jspt.japanpt.or.jp/jsppt/academic/http://jspt.japanpt.or.jp/jsppt/academic/

http://jspt.japanpt.or.jp/jsppt/academic/

2016年11月13日(日)

2016年11月13日(日)2016年11月13日(日)

2016年11月13日(日) 日本予防理学療法学会

日本予防理学療法学会日本予防理学療法学会

日本予防理学療法学会 日本予防理学療法学会第1回サテライト集会

日本予防理学療法学会第1回サテライト集会日本予防理学療法学会第1回サテライト集会

日本予防理学療法学会第1回サテライト集会

東京都健康長寿医療センター研究所

東京都健康長寿医療センター研究所東京都健康長寿医療センター研究所

東京都健康長寿医療センター研究所

（東京都板橋区）

（東京都板橋区）（東京都板橋区）

（東京都板橋区）

http://jspt.japanpt.or.jp/prevention/news/satelite

_1st.html

2016年11月20日（日）

2016年11月20日（日）2016年11月20日（日）

2016年11月20日（日） 日本心血管理学療法学会

日本心血管理学療法学会日本心血管理学療法学会

日本心血管理学療法学会 臨床研究サポート事業

臨床研究サポート事業臨床研究サポート事業

臨床研究サポート事業

堂島リバーフォーラム

堂島リバーフォーラム堂島リバーフォーラム

堂島リバーフォーラム

(大阪府大阪市)

(大阪府大阪市)(大阪府大阪市)

(大阪府大阪市)

http://jspt.japanpt.or.jp/jscvpt/

2016年11月26日（土）

2016年11月26日（土）2016年11月26日（土）

2016年11月26日（土） 日本支援工学理学療法学会

日本支援工学理学療法学会日本支援工学理学療法学会

日本支援工学理学療法学会 第4回日本支援工学理学療法学会　学術集会 

第4回日本支援工学理学療法学会　学術集会 第4回日本支援工学理学療法学会　学術集会 

第4回日本支援工学理学療法学会　学術集会 

横浜リハビリテーション専門学校

横浜リハビリテーション専門学校横浜リハビリテーション専門学校

横浜リハビリテーション専門学校

（神奈川県横浜市）

（神奈川県横浜市）（神奈川県横浜市）

（神奈川県横浜市）

http://jspt.japanpt.or.jp/jptsat/gakujutu/dai4kai.html
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2016年11月26日（土）2016年11月26日（土）

2016年11月26日（土）

 

  

 ～27日（日）

～27日（日）～27日（日）

～27日（日）

日本神経理学療法学会

日本神経理学療法学会日本神経理学療法学会

日本神経理学療法学会 第14回日本神経理学療法学会　学術集会

第14回日本神経理学療法学会　学術集会第14回日本神経理学療法学会　学術集会

第14回日本神経理学療法学会　学術集会

仙台市民会館

仙台市民会館仙台市民会館

仙台市民会館

（宮城県仙台市）

（宮城県仙台市）（宮城県仙台市）

（宮城県仙台市）

http://mpta2016.wixsite.com/neuropt14sendai

 2016年11月27日（日） 

 2016年11月27日（日）  2016年11月27日（日） 

 2016年11月27日（日） 日本理学療法教育学会

日本理学療法教育学会日本理学療法教育学会

日本理学療法教育学会 第4回日本理学療法教育学会　学術集会

第4回日本理学療法教育学会　学術集会第4回日本理学療法教育学会　学術集会

第4回日本理学療法教育学会　学術集会

福岡国際医療福祉学院 ももち国際ホー

福岡国際医療福祉学院 ももち国際ホー福岡国際医療福祉学院 ももち国際ホー

福岡国際医療福祉学院 ももち国際ホー

ル
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ル

（福岡県福岡市）

（福岡県福岡市）（福岡県福岡市）

（福岡県福岡市）

http://jspt.japanpt.or.jp/jspte/

2016年12月3日（土）

2016年12月3日（土）2016年12月3日（土）

2016年12月3日（土）

 

  

 ～4日（日）

～4日（日）～4日（日）

～4日（日）

日本運動器理学療法学会

日本運動器理学療法学会日本運動器理学療法学会

日本運動器理学療法学会 第3回日本運動器理学療法学会　学術集会

第3回日本運動器理学療法学会　学術集会第3回日本運動器理学療法学会　学術集会

第3回日本運動器理学療法学会　学術集会

本多の森ホール

本多の森ホール本多の森ホール

本多の森ホール

（石川県金沢市）

（石川県金沢市）（石川県金沢市）

（石川県金沢市）

http://jspt.japanpt.or.jp/jsmspt/academic/zenkok

u_2016.html

2016年12月17日（土）

2016年12月17日（土）2016年12月17日（土）

2016年12月17日（土） 日本神経理学療法学会

日本神経理学療法学会日本神経理学療法学会

日本神経理学療法学会 第7回神経理学療法学会サテライトカンファレンス（東京）

第7回神経理学療法学会サテライトカンファレンス（東京）第7回神経理学療法学会サテライトカンファレンス（東京）

第7回神経理学療法学会サテライトカンファレンス（東京）

東京工科大学

東京工科大学東京工科大学

東京工科大学

（東京都大田区）

（東京都大田区）（東京都大田区）

（東京都大田区）

http://jspt.japanpt.or.jp/jsnpt/academic/2016032

0_016.html

2017年1月29日（日）

2017年1月29日（日）2017年1月29日（日）

2017年1月29日（日） 日本神経理学療法学会

日本神経理学療法学会日本神経理学療法学会

日本神経理学療法学会 第8回サテライトカンファレンス 京都

第8回サテライトカンファレンス 京都第8回サテライトカンファレンス 京都

第8回サテライトカンファレンス 京都

佛教大学

佛教大学佛教大学

佛教大学

（京都府京都市）

（京都府京都市）（京都府京都市）

（京都府京都市）

http://jspt.japanpt.or.jp/jsnpt/academic/2016032

0_016.html

2017年2月

2017年2月2017年2月

2017年2月12日（日）

12日（日）12日（日）

12日（日） 日本地域理学療法学会

日本地域理学療法学会日本地域理学療法学会

日本地域理学療法学会 平成28年度地域理学療法フォーラム

平成28年度地域理学療法フォーラム平成28年度地域理学療法フォーラム

平成28年度地域理学療法フォーラム

大府市勤労文化会館

大府市勤労文化会館大府市勤労文化会館

大府市勤労文化会館

（愛知県大府市）

（愛知県大府市）（愛知県大府市）

（愛知県大府市）

http://03jsccpt.jimdo.com/

2017年2月19日（日）

2017年2月19日（日）2017年2月19日（日）

2017年2月19日（日） 日本神経理学療法学会

日本神経理学療法学会日本神経理学療法学会

日本神経理学療法学会 第9回サテライトカンファレンス 福岡

第9回サテライトカンファレンス 福岡第9回サテライトカンファレンス 福岡

第9回サテライトカンファレンス 福岡

福岡国際医療福祉学院 ももち国際ホー

福岡国際医療福祉学院 ももち国際ホー福岡国際医療福祉学院 ももち国際ホー

福岡国際医療福祉学院 ももち国際ホー

ル

ルル

ル

（福岡県福岡市）

（福岡県福岡市）（福岡県福岡市）

（福岡県福岡市）

http://jspt.japanpt.or.jp/jsnpt/academic/2016032

0_016.html

2017年2月26日（日）

2017年2月26日（日）2017年2月26日（日）

2017年2月26日（日） ウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法部門

ウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法部門ウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法部門

ウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法部門 第1回ウィメンズヘルスメンズヘルス理学療法部門研究会

第1回ウィメンズヘルスメンズヘルス理学療法部門研究会第1回ウィメンズヘルスメンズヘルス理学療法部門研究会

第1回ウィメンズヘルスメンズヘルス理学療法部門研究会

広島国際大学広島キャンパス

広島国際大学広島キャンパス広島国際大学広島キャンパス

広島国際大学広島キャンパス

（広島県広島市）

（広島県広島市）（広島県広島市）

（広島県広島市）

2017年3月5日（日）

2017年3月5日（日）2017年3月5日（日）

2017年3月5日（日） 日本予防理学療法学会

日本予防理学療法学会日本予防理学療法学会

日本予防理学療法学会 日本予防理学療法学会第2回サテライト集会

日本予防理学療法学会第2回サテライト集会日本予防理学療法学会第2回サテライト集会

日本予防理学療法学会第2回サテライト集会

名古屋学院大学

名古屋学院大学名古屋学院大学

名古屋学院大学

（愛知県名古屋市）

（愛知県名古屋市）（愛知県名古屋市）

（愛知県名古屋市）

http://jspt.japanpt.or.jp/prevention/news/2nd_sat

elite.html

2017年3月12日（日）

2017年3月12日（日）2017年3月12日（日）

2017年3月12日（日） 日本糖尿病理学療法学会

日本糖尿病理学療法学会日本糖尿病理学療法学会

日本糖尿病理学療法学会 第2回症例報告学術集会

第2回症例報告学術集会第2回症例報告学術集会

第2回症例報告学術集会

兵庫医療大学

兵庫医療大学兵庫医療大学

兵庫医療大学

（兵庫県神戸市）

（兵庫県神戸市）（兵庫県神戸市）

（兵庫県神戸市）

http://jspt.japanpt.or.jp/jsptdm/news/PT2.html

2017年3月12日（日）

2017年3月12日（日）2017年3月12日（日）

2017年3月12日（日） 精神・心理領域理学療法部門

精神・心理領域理学療法部門精神・心理領域理学療法部門

精神・心理領域理学療法部門 第2回精神・心理領域理学療法部門研究会

第2回精神・心理領域理学療法部門研究会第2回精神・心理領域理学療法部門研究会

第2回精神・心理領域理学療法部門研究会

田町カンファレンスルーム

田町カンファレンスルーム田町カンファレンスルーム

田町カンファレンスルーム

（東京都港区）

（東京都港区）（東京都港区）

（東京都港区）

※日本理学療法士協会および日本理学療法士学会のホームページに学術大会の最新情報を掲載しております　

※日本理学療法士協会および日本理学療法士学会のホームページに学術大会の最新情報を掲載しております　※日本理学療法士協会および日本理学療法士学会のホームページに学術大会の最新情報を掲載しております　

※日本理学療法士協会および日本理学療法士学会のホームページに学術大会の最新情報を掲載しております　

学術大会紹介ページＵＲＬ:　http://jspt.japanpt.or.jp/conference/

セミナー講習会情報閲覧ページＵＲＬ：https://mypage.japanpt.or.jp/jpta/se/seSeminerOpenList.html

※本一覧表掲載の学術集会につきまして、現在HP掲載準備中のものもございますことご了下さい。

※本一覧表掲載の学術集会につきまして、現在HP掲載準備中のものもございますことご了下さい。※本一覧表掲載の学術集会につきまして、現在HP掲載準備中のものもございますことご了下さい。

※本一覧表掲載の学術集会につきまして、現在HP掲載準備中のものもございますことご了下さい。


