
2020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 2020年6月1日現在

種別 大会または学会名 学術集会長 会場

10（日） 都道府県士会 第31回三重県理学療法学会 大会長：伊藤卓也 調整中

23（土）～24（日） 学術研修大会 第55回日本理学療法学術研修大会inおおいた 大会長：河野礼治 別府国際コンベンションセンター／ビーコンプラザ(大分県別府市）

30（土）～31（日） 都道府県士会 第21回沖縄県理学療法学術大会 大会長：立津統
沖縄科学技術大学院大学OIST(沖縄県恩納村）
那覇市医師会 那覇看護専門学校(沖縄県豊見城市)

20（土） 都道府県士会 第25回秋田県理学療法士学会 学会長：山浅勉 秋田大学院医系研究棟 総6講（秋田県秋田市）

20（土）～21（日） 都道府県士会 第24回静岡県理学療法士学会 学会長：加藤倫卓 静岡コンベンションアーツセンター　グランシップ（静岡県静岡市

20（土）～21（日） 都道府県士会 第29回山形県理学療法学術大会 大会長：佐藤泰 さくらんぼタントクルセンター（山形県東根市）

21（日） 都道府県士会 第24回富山県理学療法学術大会 大会長：城前美奈 上市町文化研修センター（富山県中新川郡上市町）

21（日） 都道府県士会 第26回岡山県理学療法士学会 学会長：金谷佳和 岡山医療技術専門学校（岡山県岡山市）

27（土）～28（日） 都道府県士会 第44回青森県理学療法士学会 学会長：遊馬悦子 八戸市公民館（青森県八戸市）

28（日） 都道府県士会 第32回兵庫県理学療法学術大会 大会長：田原將之 神戸国際会議場（兵庫県神戸市）

28（日） 都道府県士会 第30回奈良県理学療法士学会 学会長：細川彰子 奈良県産業会館（奈良県大和高田市）

4（土）～5（日） 分科学会・部門 第6回日本予防理学療法学会サテライト集会 集会長：白幡淳 湯野浜温泉　ホテル亀や（山形県鶴岡市）

5（日） 都道府県士会 第35回滋賀県理学療法学術大会 大会長：北村淳 長浜文化芸術会館（滋賀県長浜市）

5（日） 都道府県士会 第24回茨城県理学療法士学会 学会長：佐藤誠 WEB開催

12（日） 都道府県士会 第32回大阪府理学療法学術大会 大会長：中川法一 グランキューブ大阪（大阪府大阪市）

18（土）～19（日） ブロック 第71回北海道理学療法士学術大会 大会長：千葉　恒 旭川市民文化会館(北海道旭川市）

26（日） 都道府県士会 第34回和歌山県理学療法士学会 大会長：安井常正 和歌山県立医科大学　講堂（和歌山県和歌山市）

9（日） 学術研修大会 第29回愛知県理学療法学術大会 大会長：小山樹 WEB開催／ウィンク愛知（愛知県名古屋市）

23（日） 学術研修大会 第103回福岡県理学療法士会学術研修大会 大会長：未定 アクロス福岡(福岡市中央区)

29（土）～30(日） 分科学会・部門 第5回基礎理学療法学会夏の学校 校長：福本悠樹 不死王閣(大阪府池田市)

5（土） 分科学会・部門 日本糖尿病理学療法学会第6回症例報告学術集会 集会長：小山昭人 札幌コンベンションセンター（北海道札幌市）

5（土） 分科学会・部門 第5回日本心血管理学療法学会学術大会 学会長：近藤和夫 札幌コンベンションセンター（北海道札幌市）

6（日） 分科学会・部門 第7回日本糖尿病理学療法学会学術大会 学会長：平木幸治 札幌コンベンションセンター（北海道札幌市）

12（土）～13（日） ブロック 第34回中国ブロック理学療法士学会 学会長：小川　昌 くにびきメッセ（島根県松江市）

13（日） 都道府県士会 第20回福島県理学療法士会学術集会 集会長：風岡　都 倉美館（福島県東白川郡棚倉町）

13（日） 都道府県士会 第32回大阪府理学療法学術大会 大会長：中川法一 オンライン開催

27（日）

Web事前閲覧期間：
20日（日）～26日（土）

分科学会・部門
第7回日本予防理学療法学会学術大会・
第3回栄養嚥下部門研究会・
第3回産業理学療法部門研究会

大会長：[予防]吉田剛
　　　　   [栄養・嚥下]吉田剛
　　　　　 [産業]山崎重人

Gメッセ群馬（群馬県高崎市）→WEB開催

27（日） 都道府県士会 第22回岩手県理学療法士学術大会 大会長：関公輔 いわて県民情報交流センター アイーナ（岩手県盛岡市）

3（土）～4（日） 分科学会・部門 第7回日本小児理学療法学会学術大会 大会長：中林美代子 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター（新潟県新潟市）

4（日） 都道府県士会 第31回徳島県理学療法士学会 大会長：松本裕美 徳島市国府町東高輪字天満369-1）

10（土）～11（日） 分科学会・部門 第3回がん理学療法部門研究会 研究会長：井上順一朗 神戸芸術センター（兵庫県神戸市）

17（土）～18（日） 分科学会・部門 第8回日本運動器理学療法学会学術大会 大会長：対馬栄輝 幕張メッセ（千葉県千葉市）

17（土）～18（日） ブロック 第39回関東甲信越ブロック理学療法士学会 学会長：浅川育世 つくば国際会議場（茨城県つくば市）

17（土）～18（日） ブロック 第38回東北理学療法学術大会 大会長：遠藤武秀 山形テルサ（山形県山形市）

17（土）～18（日） ブロック 九州理学療法士学術大会2020inSASEBO 大会長：大山盛樹 アルカスSASEBO（長崎県佐世保市）

31（土）～11/1（日） 都道府県士会 第28回新潟県理学療法学術大会 大会長：有馬慶美 看護リハビリ新潟保健医療専門学校（新潟市）

1（日）予定 都道府県士会 第39回東京都理学療法学術大会 大会長：池田由美 首都大学東京 東京都荒川区（予定）

1（日） 都道府県士会 第27回群馬県理学療法士学会 大会長：浦野幸子 桐生市商工会議所(群馬県桐生市）

7（土）～8（日） ブロック 第36回東海北陸理学療法学術大会 大会長：石田和人 名古屋国際会議場（愛知県名古屋市）

7（土）～8（日） 分科学会・部門

日本地域・支援工学・教育合同理学療法学術大会2020
　　第7回日本地域理学療法学会学術大会
　　第9回日本支援工学理学療法学会学術大会
　　第9回日本理学療法教育学会学術大会
　　第3回理学療法管理部門研究会

学会長：井上和久
　　　　 　[地域]井上和久
　　　　 　[支援]宮原拓也
　　　　 　[教育]薄直宏
　　　　 　[管理]伊藤義広

埼玉県立大学（埼玉県越谷市）

15（日） 分科学会・部門 第7回日本呼吸理学療法学会学術大会 大会長：田平一行 藍野大学(大阪府茨木市）

15（日）または29（日） 都道府県士会 第30回山口県理学療法学術大会 大会長：小西尚則 不二輸送機ホール（予定：山口県山陽小野田市）

22(日) 都道府県士会 第20回鳥取県理学療法士学会 大会長：曽田武史 米子コンベンションセンター（鳥取県米子市）

22(日)予定 都道府県士会 第24回熊本県理学療法士学会 大会長：四海公貴 ウイングまつばせ（熊本県宇城市）

22（日）～29（日） 都道府県士会 第37回神奈川県理学療法士学会 大会長：大森圭貢 WEB開催

28（土）～29（日） 分科学会・部門 第18回日本神経理学療法学会学術大会 大会長：大畑光司 ロームシアター京都・京都市勧業館みやこめっせ

28（土）～29（日） ブロック 第49回四国理学療法士学会 学会長：高橋謙一 レクザムホール（香川県高松市）

29（日） 都道府県士会 第25回広島県理学療法士学会 大会長：中野徹 三原リージョンプラザ（広島県三原市）

29（日） 都道府県士会 第26回宮崎県理学療法学会 学会長：中田洋輔 宮崎医療福祉専門学校（宮崎県西都市）

5（土）～6（日） 都道府県士会
第3回山梨県リハビリテーション専門職合同学術大会
兼第24回山梨県理学療法士会学術集会

大会長：小林伸一 アピオ(山梨県甲府市)

12（土）～13（日） 分科学会・部門 第25回日本基礎理学療法学会学術大会 大会長：藤澤宏幸 東北文化学園大学（宮城県仙台市）

17（日） 都道府県士会 第29回埼玉県理学療法学会 学会長：桒原慶太 WEB開催

23（土）～24（日） 分科学会・部門 第7回日本スポーツ理学療法学会学術大会 大会長：伊藤浩充 (仮)神戸ファッションマート（兵庫県神戸市）（仮）

24（日） 都道府県士会 第23回大分県理学療法士学会 大会長名：武田知樹 別府国際コンベンションセンター B-con PLAZA

24（日） 都道府県士会 第29回佐賀県理学療法士会学会 大会長名：大川内直木 未定（佐賀県佐賀市内予定）

24（日） 都道府県士会 第31回京都府理学療法士学会 大会長名：建内宏重 京都市呉竹文化センター（京都府京都市）

7（日） 都道府県士会 第24回宮城県理学療法学術大会 大会長：渡邉好孝 東北文化学園大学（宮城県仙台市）

7（日） ブロック 第60回近畿理学療法学術大会 大会長：中川法一 グランキューブ大阪（大阪府大阪市）

14（日） 都道府県士会 第30回福岡県理学療法士学会 大会長：玉利　誠 福岡国際会議場(福岡市博多区)

21（日）予定 都道府県士会 第31回岐阜県理学療法学会 大会長：山下恒彦 セラミックパークMINO（岐阜県多治見市）予定

21（日）予定 都道府県士会 第26回香川県理学療法士学会 大会長：中内英樹 レクザムホール（香川県高松市）

28（日） 都道府県士会 第29回石川県理学療法学術大会 大会長：池田法子 12月のニュースで案内予定

28（日） 分科学会・部門 第4回日本神経理学療法学会SIG参加型フォーラム 集会長：玉利誠 福岡国際会議場（福岡県福岡市）

日付未定（日曜日） 都道府県士会 第34回鹿児島県理学療法士学会 大会長：未定 未定（鹿児島県鹿屋市）

日付未定 都道府県士会 第34回高知県理学療法学会 大会長：西村　敦司 調整中

7（日） 都道府県士会 25回・26回合同　千葉県理学療法士学会 大会長：竹内弥彦　村田量優 オンライン開催

14（日） 都道府県士会 第26回愛媛県理学療法士会学術集会 大会長：西本 和弘 宇和町文化会館（愛媛県西予市）

14（日） 分科学会・部門 日本糖尿病理学療法学会 第5回症例報告学術集会 集会長：天川淑宏 北里大学北里研究所病院 （東京都港区）

20（土） 分科学会・部門
日本支援工学理学療法学会 効果をあげる理学療法技術としての装具
療法を考えるフォーラム

兵庫県民会館けんみんホール（兵庫県神戸市）

21（日） 都道府県士会 第38回神奈川県理学療法士学会 大会長：大森圭貢 パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）

21（日） 分科学会・部門
日本支援工学理学療法学会 効果をあげる理学療法技術としての装具
療法を考えるフォーラム

東京都立大学荒川キャンパス（東京都荒川区）

未定 都道府県士会 第32回三重県理学療法学会 未定 未定
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学術集会は、開催中止または

延期となっています。
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