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（社）岩手県理学療法士会 

平成 21 年度 事業概況 
 

１、社会局 
 主催事業 

 財団法人岩手県長寿社会振興財団いわて保健福祉基金助成金事業「年だから・・・禁句宣言！岩手県」介護予防事業 

   虚弱高齢者運動教室第１クール                     コープ介護・福祉センターあい 

     ５月 ９日   ５月１６日   ５月２３日   ５月３０日   ６月 ６日   ６月１３日   ６月２０日 

     ６月２７日   ７月 ４日   ７月１１日   ７月１８日   ７月２５日   ８月 １日   ８月 ８日 

   虚弱高齢者運動教室第２クール                     コープ介護・福祉センターあい 

     ８月２２日   ８月２９日   ９月 ５日   ９月１２日   ９月１９日   ９月２６日  １０月 ３日 

    １０月１０日  １０月１７日  １０月２４日  １０月３１日  １１月 ７日  １１月１４日  １１月２１日 

   介護予防キャラバン 

     ７月２３日 三ヶ尻地区生涯教育センター 

     ８月２４日 津志田老人福祉センター 

     ８月２５日 盛岡市立大慈寺老人福祉センター 

     ８月２８日 西部地区生涯教育センター 

     ９月 ３日 土渕地区活動センター 

     ９月１４日 第５都南ニュータウン公民館 

    １０月２２日 北厨川老人福祉センター 

    １１月１２日 太田地区活動センター 

    １１月２６日 桜城地区河北児童センター 

    １２月 ９日 本宮地区活動センター 

 高等学校野球メディカルサポート活動 

     ５月２４日 第５６回春季東北地区高等学校野球岩手県大会準決勝   宮古運動公園野球場 

     ５月２５日 第５６回春季東北地区高等学校野球岩手県大会決勝・３位決定戦 

                                      宮古運動公園野球場 

     ７月２３日 ２００９選手権大会メディカルサポート活動       岩手県県営球場 

     ７月２４日 ２００９選手権大会メディカルサポート活動       岩手県県営球場 

     ９月２２日 第６２回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会（準決勝） 岩手県県営球場 

     ９月２３日 第６２回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会（決勝）  岩手県県営球場 

 理学療法週間記念事業 

     ８月 ３日 平成２１年度理学療法週間施設公開（至７日）      岩手県内会員所属施設 

 研修会 

     ４月２５日 普通救命講習Ⅱ                    岩手リハビリテーション学院 

     ７月 ５日 ２００９選手権大会メディカルサポート講習       岩手県立中央病院 

     ７月１５日 ２００９選手権大会メディカルサポート講習       岩手県立中央病院 

     ７月１７日 ２００９選手権大会メディカルサポート講習       岩手県立中央病院 

     ３月２７日 平成２１年度運動教室スタッフ研修会          盛岡繋温泉病院 

 

 受託事業 

    盛岡市訪問型介護予防事業 ５件 
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 会議 

     ４月２８日 第１回社会局会議                   おでんせ本宮 

     ５月１２日 第１回社会局広報部会議                盛岡繋温泉病院 

     ５月２５日 第２回社会局広報部会議                盛岡繋温泉病院 

    １１月 ６日 第３回社会局広報部会議                盛岡繋温泉病院 

     ２月２２日 第２回社会局会議                   松園第一病院 

 

 講師派遣等 

 岩手県長寿社会振興財団関係事業 講師派遣 

    １１月２１日 介護研修事業派遣                   アイーナ             鳩岡智尚 

    １２月 ８日 介護研修事業派遣                   岩手県高齢者総合支援センター   鳩岡智尚 

     ３月１６日 地域包括支援センター支援研修             滝沢村老人福祉センター      鳩岡智尚 

 財団法人介護労働安定センター関連事業 講師派遣 

     ７月 ６日 介護職員基礎研修課程                 盛岡地域職業訓練センター     佐藤益文 

     ７月２４日 委託訓練活用型デュアルシステム（若年者コース）    盛岡地域職業訓練センター     佐藤益文 

    １０月２５日 介護福祉士準備講習                  盛岡地域職業訓練センター     佐藤益文 

    １１月２５日 委託訓練活用型デュアルシステム（若年者コース）    盛岡地域職業訓練センター     佐藤益文 

     １月２９日 介護職員基礎研修課程                 盛岡建設労働者研修福祉センター  佐藤益文 

 岩手県歯科医師会関連事業派遣 

     ８月 １日 平成２１年度「歯の健康力推進歯科医師等養成講習会」シンポジスト派遣 

                                      岩手県歯科医師会館        下杉祐子 

 北上市立こども療育センターリハビリ教室 講師派遣             北上市立こども療育センター    佐藤哲哉 

     ５月２６日   ７月２１日   ９月２９日  １１月２４日   １月２６日   ３月１６日 

 西和賀町地域支援事業派遣                         悠々館・西和賀町川尻保健センター 他 

                                                       佐藤哲哉 

     ４月１５日   ７月１５日   ８月 ５日   ９月 ２日   ９月１６日  １０月 ７日  １０月２１日 

    １１月 ４日  １１月１８日  １２月 ２日   ３月 ３日 

 その他 

     ４月１７日 専門学校進学相談会                  ホテルメトロポリタン盛岡     及川龍彦 

     ２月２０日 鈴木 章講習会~理学療法士によるスポーツクリニック~ 二戸市総合スポーツセンター    鈴木 章 

     ２月２０日 第２１回岩手公衆衛生学会学術集会派遣         岩手県歯科医師会館        田中結貴 

 

 後援・協賛事業 

     ５月 ９日 平成２１年度岩手県「看護の日」「看護週間」（至１６日）  いわて県民情報交流センター 

     ５月 ９日 第３回岩手腰痛フォーラム/第４２１回岩手県整形災害外科懇話会 

                                      ホテルメトロポリタン盛岡 

     ５月１４日 第５８回日本理学療法学会（至１７日）          岩手教育会館 

     ５月３０日 ２００９年度臨床循環器疾患コース第１回」        岩手医科大学付属循環器医療 

     ５月３１日 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会第１０回研修会 いわて県民情報交流センター 

     ６月 ７日 平成２１年度いわて口腔ケア研究会研修会         岩手県立釜石病院 

     ７月１１日 第１７回岩手県呼吸不全研究会              奥州市文化会館 

     ７月２５日 ２００９年度臨床循環器疾患コース第２回」        岩手医科大学付属循環器医療センター 

     ７月２６日 キャスパーアプローチセミナー              あえりあ遠野 

     ８月 ９日 平成２１年度いわて口腔ケア研究会研修会         岩手県立大学 

     ８月２９日 第２回日本医療マネジメント学会岩手県大会        岩手県医師会館 

     ９月 ６日 発見!!生き活きライフ展～まんずお食ってくなんせ!２００９ｉｎ盛岡 
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                                       肴町商店街アーケード 

     ９月２６日 ２００９年度臨床循環器疾患コース第３回         盛岡赤十字病院 

     ９月２７日 平成２１年度いわて口腔ケア研究会研修会         いわて県民情報交流センター 

    １０月２５日 いわてリハビリテーションフォーラム２００９       いわて県民情報交流センター 

    １１月 ８日 平成２１年度いわて口腔ケア研究会研修会         岩手県立中部病院研修室 

    １２月 ５日 平成２１年度いわて口腔ケア研究会研修会         いわて県民情報交流センター 

     ３月 ７日 高齢者の転倒予防フォーラム２０１０           岩手教育会館 

 

 委員委嘱等 

    岩手県リハビリテーション連絡協議会委員                                櫻田義樹 

    地域包括ケアネットワーク形成支援システム構築検討委員会委員                      及川龍彦 

    岩手県介護予防市町村支援委員会委員                                  佐藤浩哉 

    岩手県介護予防市町村支援委員会委員「運動器の機能向上部会部員」                    佐藤浩哉 

    盛岡圏域医療連携推進会議委員                                     櫻田義樹 

    盛岡市在宅難病患者支援事業推進協議会委員                               及川龍彦 

    盛岡市障害者介護給付費等支給審査会委員                              小赤沢吹貴子 

    岩手県福祉用具・住宅改修活用広域支援推進協議会委員                          福士宏紀 

    盛岡南部地域リハビリテーション連絡協議会委員                             松村 一 

    岩手県中部地域リハビリテーション連絡協議会委員                            川村美博 

    岩手県高齢者総合支援センター運営委員会委員                              佐藤益文 

    いわてリハビリテーションセンター評議員                                櫻田義樹 

    花巻市地域包括支援センター運営協議会委員                               川村美博 

    花巻市介護保険運営協議会                                       川村美博 

    奥州市金ヶ崎町障害程度区分認定審査委員会                               千田拓矢 

    滝沢村高齢者保健福祉協議会委員                                    佐藤浩哉 

    滝沢村地域包括支援センター運営協議会委員                               佐藤浩哉 

    滝沢村地域密着型サービス運営協議会委員                                佐藤浩哉  

    いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会幹事                             諸橋 勇 

    盛岡市介護認定審査会委員                   諸橋 勇・佐藤卓巳・佐藤益文・福士宏紀・佐藤博志 

    胆江地区広域行政組合介護認定審査会委員 

                   高橋 昇・小野寺育男・柏尾郁代・神山能彦・高橋 力・野家 大・千田拓矢・尾崎 玲 

    紫波町介護認定審査会委員                                  山岸 毅・藤原 弘 

    雫石町・滝沢村介護認定審査会委員                                   佐藤浩哉 

 

 派遣 

    １０月１７日 公益事業推進リーダー養成支援事業派遣（至１８日）   臨床福祉専門学校  川村美博・寺崎慎也 

 

 

 

２、学術局 
 主催事業 

 岩手県理学療法士学術大会 

     ９月１２日 第１２回岩手県理学療法士学術大会（至１３日）     いわて県民情報交流センター 

            テーマ：生きることに学ぶ ~高齢社会と共に歩む理学療法~ 

 

 



（社）岩手県理学療法士会平成２１年度事業概況報告 

4 

 岩手県理学療法士会研修会 

     ５月１６日 第１回岩手県理学療法士会研修会（至１７日）      いわてリハビリテーションセンター 

           「呼吸運動療法の理論と実際」~呼吸と姿勢の関わりをどう捉えるか~ 

                      講師 文京学院大学 保健医療技術学部理学療法学科 准教授  柿崎藤泰 先生 

     ３月１３日 第２回岩手県理学療法士会研修会            岩手リハビリテーション学院 

           「クリニカルクラークシップの理論と実践」 

                      講師 神戸国際大学 リハビリテーション学部     教授  中川法一 先生 

 専門領域研究部会 

     ８月２３日 生活環境支援系専門領域研究部研修会          いわてリハビリテーションセンター 

    １０月１８日 骨関節系専門領域研究部研修会             盛岡友愛病院 

    １２月 ６日 内部障害系専門領域研究部研修会            盛岡友愛病院 

     １月３１日 神経系専門領域研究部研修会              孝仁病院 

     ２月２１日 研究開発部・教育管理系専門領域研究部合同研修会    岩手リハビリテーション学院 

 卒後教育プログラム 

     ６月 ６日 生涯学習・卒後教育プログラムパート１（至７日）    岩手リハビリテーション学院 

     ９月２６日 生涯学習・卒後教育プログラムパート２（至２７日）   岩手県立沼宮内病院 

 研究開発部出張勉強会 

     ５月２３日 盛岡繋温泉病院 

     ６月 ６日 特別養護老人ホーム東和荘 

     ６月２６日 滝沢中央病院 

     ７月 ８日 北上きぼう苑 

     ８月 ８日 宮古第一病院 

    １０月２０日 孝仁病院 

 

 会議 

     ４月 ８日 第１回学術局会議                   アイーナ 

     ５月１３日 第２回学術局会議                   栃内第二病院 

     ５月２３日 第１回生活環境支援系研究部会議            千年の宴（花巻駅前） 

     ６月２７日 第１回教育管理系研究部会議              岩手リハビリテーション学院 

     ７月１５日 第３回学術局会議                   岩手医科大学付属循環器医療センター 

     ８月 ７日 第１２回岩手県理学療法士学術大会シンポジウム検討会  岩手医科大学付属循環器医療センター 

     ９月１６日 神経系専門領域研究部会会議              栃内第二病院 

    １０月 ７日 第４回学術局会議                   栃内第二病院 

    １０月２１日 第２回神経系専門領域研究部会会議           栃内第二病院 

    １０月２２日 第２回生活環境支援系専門領域研究部会会議       花巻市保健センター 

    １１月 ２日 第３回神経系専門領域研究部会会議           栃内第二病院 

    １１月 ６日 第５回学術局会議                   栃内第二病院 

    １１月２８日 第２回教育管理系専門領域研究部会議          岩手リハビリテーション学院 

    １２月１４日 第１回学術局専門領域研究部会議            栃内第二病院 

     １月 ５日 第６回学術局会議                   栃内第二病院 

担当事業 

     ７月１８日 日本理学療法士協会担当事業（至２０日）        いわてリハビリテーションセンター 

           「クラインフォーゲルバッハの運動学の治療的応用」 

     ３月２０日 日本理学療法士協会担当事業（至２１日）        共済ビル 

           「平成２１年度東北ブロック臨床実習指導者研修会」 

 



（社）岩手県理学療法士会平成２１年度事業概況報告 

5 

３、ブロック 

     ６月２０日 東ブロック研修会                   特別養護老人ホームアミーガはまゆり 

     ７月 ４日 北ブロック研修会・交流会               岩手広域交流センター・プラザあい 

    １１月 ７日 南ブロック研修会                   北上済生会病院 

    １１月１４日 ブロック長会議                    岩手リハビリテーション学院 

 

 

 

４、特別委員会 

     ７月２３日 第１回会員意見汲み上げ委員会             いわてリハビリテーションセンター 

 

 

 

５、事務局 
 主催事業 

     ４月１８日 平成２１年度入会オリエンテーション          岩手リハビリテーション学院 

     ６月 ６日 事務業務役員オリエンテーション            岩手リハビリテーション学院 

     ６月 ６日 平成２１年度新人歓迎会                アリーブ 

     ７月１０日 社団法人岩手県理学療法士会ニュース４２号発行 

     ９月２６日 平成２１年度管理者研修会               岩手リハビリテーション学院 

    １０月１７日 平成２１年度管理者研修会               岩手リハビリテーション学院 

    １０月１７日 会長懇談会                      燈弥 

    １１月１２日 社団法人岩手県理学療法士会ニュース４３号発行 

    １１月１４日 賛助会員懇話会                    三寿司総本店 

     ３月 ３日 社団法人岩手県理学療法士会ニュース４４号発行 

 

 会議 

     ４月１１日 第１回事務局会議                   岩手リハビリテーション学院 

     ４月１５日 第１回ニュース編集部会議               総合花巻病院 

     ８月 ６日 第２回ニュース編集部会議               総合花巻病院 

     ９月１９日 第２回事務局会議                   岩手リハビリテーション学院 

    １１月２１日 第３回ニュース編集部会議               総合花巻病院 

     ２月 ６日 第４回ニュース編集部会議               岩手リハビリテーション学院 

 

来局 

     ４月 ６日 平成２１年度契約について東北永愛友商事担当者来局                    内記明信 

     ４月 ８日 平成２１年度契約について東北永愛友商事担当者来局                    内記明信 

     ４月１７日 平成２１年度契約について東海日動火災担当者来局                     内記明信 

     ５月１２日 平成２１年度盛岡市訪問型介護予防事業委託契約について盛岡市保健所担当者来局       及川龍彦 

     ５月２６日 第１７回岩手県呼吸不全研究会後援についてケア・テック担当者来局             及川龍彦 

     ６月 ４日 損金処理判断の手引について新日本法規出版株式会社担当者来局               内記明信 

     ６月１５日 賛助会員会費納入についてＯＧ技研盛岡営業所長来局                    及川龍彦 

     ６月１６日 高等学校野球メディカルサポート取材について岩手朝日テレビ営業部担当者来局        及川龍彦 

     ６月２３日 平成２１年経済センサス基礎調査について担当者来局                    及川龍彦 

     ７月 ８日 第１７回岩手県呼吸不全研究会開催要項についてケア・テック担当者来局           及川龍彦 

     ８月２７日 メール便配送について 佐川急便（株）担当者来局                     内記明信 
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     ９月 ４日 改正公益法人制度対策特別委員担当者来局                         及川龍彦 

     ９月２４日 ＡＤＳＬモデム定期交換作業（ソフトバンクＢＢ株式会社）                 内記明信 

    １０月 ８日 決算書の手引納品について新日本法規出版株式会社担当者来局                内記明信 

    １１月 ６日 研修会講師派遣依頼について日本労働者協同組合連合会センター事業団担当者来局       内記明信 

    １１月 ７日 研修会講師派遣依頼について日本労働者協同組合連合会センター事業団担当者来局       内記明信 

    １１月２６日 アイシン精機株式会社担当者来局                             及川龍彦 

    １２月１５日 ミナト医科学株式会社仙台営業所担当課長来局                      長野由紀江 

     ２月２５日 ゆうメール案内について日本郵政法人営業課担当者来局                   内記明信 

     ３月２５日 平成２２年度契約について（国内旅行傷害保険特約書）東北永愛友商事担当者来局       内記明信 

 東北永愛友商事保険料納入                                    内記明信・長野由紀江 

     ５月１２日   ６月１７日   ７月２１日   ８月２５日  １０月１９日  １１月１９日  １２月２１日 

     ２月２２日  ３月１９日 

 

 訪問 

     ９月１７日 公益社団法人に関する挨拶訪問             県保健福祉部医療国保課 櫻田義樹・及川龍彦 

 

 派遣 

     ７月３１日 新公益法人制度に関する説明会             岩手県公会堂大ホール       内記明信 

     ９月１８日 岩手県・岩手県教育員会所管公益法人実務研修      共済ビル       及川龍彦・長野由紀江 

 出席 

     ４月 ９日 岩手リハビリテーション学院入学式           岩手リハビリテーション学院    櫻田義樹 

     ４月１８日 日本理学療法士協会内部障害系理学療法専門領域研究部会第６回呼吸理学療法基礎講座 

                                      アイーナ             櫻田義樹 

     ５月 ９日 協賛事業「看護の日」記念式典             アイーナ             諸橋 勇 

     ８月２９日 青森県理学療法士会設立４０周年記念事業        ホテル青森            櫻田義樹 

     １月 ９日 平成２２年岩手県医師会岩手県歯科医師会新年交賀会   ニューウイング          櫻田義樹 

     ２月１４日 一般社団法人宮城県理学療法士会法人設立記念式典    ホテルメトロポリタン仙台  

                                                  櫻田義樹・及川龍彦 

     ３月 ４日 岩手リハビリテーション学院卒業式           岩手リハビリテーション学院    櫻田義樹 

 

 

 

６、関連会議 

 関係団体関連会議 

 岩手県保健福祉部 関連会議 

     ６月１５日 「県民みんなで支える岩手の地域医療推進会議」全体会  エスポワールいわて        川村美博 

    １２月 ４日 地域包括ケアネットワーク形成支援システム構築検討委員会 

                                      エスポワールいわて        及川龍彦 

     １月２６日 平成２１年度岩手県リハビリテーション協議会      エスポワールいわて        櫻田義樹 

     １月２９日 県民みんなで支える岩手の地域医療推進会議       岩手県立中央病院         櫻田義樹 

     １月２６日 第１回介護予防市町村支援委員会            エスポワールいわて        佐藤浩哉 

 岩手県県央保健所 関連会議 

     ３月１８日 平成２１年度盛岡圏域医療連携推進会議         岩手県立県民生活センター     武田浩二 

 盛岡市保健福祉部 関連会議 

     ３月２３日 平成２１年度特定高齢者介護予防事業従事者情報交換   盛岡市保健所           佐藤浩哉 
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 盛岡市保健所 関連会議 

     ３月１８日 平成２１年度盛岡市在宅難病患者支援事業推進会議派遣  盛岡市保健所           及川龍彦 

 花巻市 関連会議 

     ８月２１日 花巻市介護保険運営協議会及び花巻市地域包括センター運営協議会 

                                      花巻市保健センター        川村美博 

     ２月１６日 花巻市介護保険運営協議会及び花巻市地域包括センター運営協議会 

                                      花巻市総合福祉センター      川村美博 

 財団法人岩手県長寿社会振興財団 関連会議 

    １１月３０日 平成２１年度岩手県高齢者総合支援センター運営委員会  エスポワールいわて        佐藤益文 

 いわてリハビリテーションセンター 関連会議 

     ６月１０日 平成２１年度第１回評議員会              エスポワールいわて        櫻田義樹 

     ３月１５日 平成２１年度第２回評議員会              プラザおでって          櫻田義樹 

 岩手県歯科医師会 関連会議 

     ６月２３日 医療連携懇談会                    岩手県歯科医師会館        諸橋 勇 

     ３月１３日 医療連携情報交換会                  うま舎              佐藤益文 

 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会 関連会議 

     ４月１４日 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会第１回幹事会 岩手県歯科医師会館        下杉祐子 

     ５月３１日 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会第６回総会  いわて県民情報交流センター    諸橋 勇 

     ６月２３日 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会第２回幹事会 いわて県民情報交流センター    諸橋 勇 

     ８月 ７日 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会第３回幹事会 いわて県民情報交流        諸橋 勇 

    １１月１７日 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会第４回幹事会 いわて県民情報交流        諸橋 勇 

 その他 

     ３月 ７日 岩手転倒予防医学研究会意見交換会           岩手教育会館           武田浩二 

 

社団法人日本理学療法士協会 関連会議 

     ４月１８日 東北ブロック協議会第１回理事会            仙台市青年文化センター 櫻田義樹・及川龍彦 

     ４月１８日 東北ブロック協議会第１回学術局会議          仙台市青年文化センター 

                                             佐藤 滋・関 公輔・藤井光輝 

     ４月１８日 東北ブロック協議会第１回生涯学習部会議        仙台市青年文化センター      藤井光輝 

     ５月２７日 第３８回総会・代議員会                東京国際フォーラム   櫻田義樹・佐藤益文 

     ８月２３日 臨時全国会長会議                   東京国際フォーラム        櫻田義樹 

     ９月２７日 東北ブロック協議会第１回あり方検討委員会       松田病院        及川龍彦・内記明信 

    １０月 １日 全国都道府県理学療法士会会長会議           じばさん三重           櫻田義樹 

    １１月 ３日 全国法人化推進会議                  日本青年館            及川龍彦 

    １２月１１日 東北ブロック協議会第２回理事会            仙台市民会館      櫻田義樹・及川龍彦 

    １２月１１日 東北ブロック協議会第２回学術局会議          仙台市民会館 

                                        及川龍彦・米沢勇悦・関 公輔・藤井光輝 

    １２月１１日 東北ブロック協議会第２回生涯学習部会議        仙台市民会館           藤井光輝 

    １２月１２日 東北ブロック協議会東北理学療法学拡大編集会議     仙台市民会館           関 公輔 

    １２月１１日 日本理学療法士協会研修部協力スタッフ会議       仙台市民会館           佐藤英雄 

     ２月１３日 臨時都道府県会長会議                 自治労会館            櫻田義樹 

     ３月 ７日 東北ブロック協議会第２回あり方検討委員会       松田病院        野中一成・内記明信 
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 社団法人岩手県理学療法士会 関連会議 

 総会 

     ５月１６日 第１回定期総会                    いわてリハビリテーションセンター 

     ９月１２日 臨時総会                       いわて県民情報交流センター 

     ３月１３日 第２回定期総会                    岩手リハビリーション学院 

 理事会 

     ４月１４日 第１回定期理事会                   岩手県立中央病院 

     ６月２４日 第１回臨時理事会                   いわてリハビリテーションセンター 

     ８月 ５日 第２回臨時理事会                   盛岡繋温泉病院 

    １０月１４日 第３回臨時理事会                   栃内第二病院 

    １１月１４日 拡大理事会                      岩手リハビリテーション学院 

     １月２０日 第２回定期理事会                    岩手医科大学付属循環器医療 

 三役会議 

     ４月 ８日 第１回三役会議                    岩手リハビリテーション学院 

     ５月１６日 第２回三役会議                    いわてリハビリテーションセンター 

     ６月１７日 三役局長会議                     岩手リハビリテーション学院 

 その他 

     ６月１４日 平成２１年度役員懇談会                岩手リハビリテーション学院 

     ９月２６日 東北ブロック協議会岩手県学術局員会議         岩手リハビリテーション学院 

     ２月１０日 第２９回東北理学療法学術大会第１回企画会議      岩手リハビリテーション学院 

     ２月２４日 第２９回東北理学療法学術大会第２回企画会議      岩手リハビリテーション学院 

     ３月１７日 第２９回東北理学療法学術大会第３回企画会議      岩手リハビリテーション学院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


