
インフォメーション 平成 年度 （ ）

介護予防キャラバン（健康づくりキャンペーン）

つくば地区ブロック会員 小林貴太（筑波学園病院）

月 日に介護予防キャラバンが開催され、介護・医療における様々な専門分野が参加する中、今

回理学療法の分野として参加させて頂きました。当日は天候にも恵まれ、体力測定・理学療法相談を含

め 名の方にご参加頂きました。参加して頂いた方々には思っていたより結果が良かった方など、出

た記録に驚いたり、喜ばれたりする様子がとても印象的でした。参加された方々は、小さいお子様から

高齢者の方と年齢層も幅広く、意外と若い方も多く参加されており皆様の健康への意識の高さに驚きま

した。理学療法相談では、痛みに困っている方や、介護で悩んでいる方から相談を頂き、こういった悩

みを抱えている方々が私たちの想像以上にずっと多いということを感じました。普段病院で勤務してい

る私には、地域住民の方の声が聞ける貴重な体験となり、そして改めて理学療法という役割の必要性や

可能性を実感することができました。今後、私たち理学療法士が地域社会へ積極的に参加・活動し地域

住民の方々の身近な存在になっていければと思う貴重な機会となりました。

介護予防キャラバン（古河ふれあい広場２０１５）

古河・坂東地区ブロック会員 廣嶋俊秀（古河病院）

月 日（土）、古河市ネーブルパークで開催された『古河ふれあい広場 』において、介護予

防キャラバンに参加させて頂きました。小雨が降る中のスタートとなりましたが、日中は晴れ間が広が

り 名の方が体力測定をして下さいました。

初めて参加して頂いた地区会員の方も多かったですが、誰もが協力して動いていたので、準備から終

了まで問題なく行うことができました。参加して頂いた方々、ありがとうございました。

今年度は、体力測定をして頂いた方々の内訳を出してみました。男女比は、男性 ％・女性 ％。

年代別では、 ～ 歳（ ％）・ ～ 歳（ ％）・ ～ 歳（ ％）・ ～ 歳（ ％）・

～ 歳（ ％）・ ～ 歳（ ％）・ ～ 歳（ ％）・ ～ 歳（ ％）・ ～ 歳（ ％）。

歳以上の割合は、 ％でした。

『古河ふれあい広場』には、幅広い年齢層の方々が来場するため、今後も年齢層に合わせた相談・ア

ドバイスができればと実感しました。

関連団体事業（まちの保健室）への協力

水戸地区ブロック会員 和田敏裕（水戸病院）

月 日、保健衛生会館において行われた水戸地区の「まちの保健室」では、介護予防体操の後、

参加者のバイタル・体脂肪測定（看護協会）、体力測定・理学療法相談コーナー（本会）を設置し、地域

支援事業の一環として活動をしています。今回は約 名の方が参加され、理学療法相談コーナーでは、

介護予防体操の効果を体力測定の結果から伝え、運動の重要性を再確認していただきました。また、体

の痛みなど参加者自身が日ごろ悩んでいることについて、相談に応じました。
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インフォメーション 平成 年度 （ ）

介護予防キャラバン（健康づくりキャンペーン）

つくば地区ブロック会員 小林貴太（筑波学園病院）

月 日に介護予防キャラバンが開催され、介護・医療における様々な専門分野が参加する中、今

回理学療法の分野として参加させて頂きました。当日は天候にも恵まれ、体力測定・理学療法相談を含

め 名の方にご参加頂きました。参加して頂いた方々には思っていたより結果が良かった方など、出

た記録に驚いたり、喜ばれたりする様子がとても印象的でした。参加された方々は、小さいお子様から

高齢者の方と年齢層も幅広く、意外と若い方も多く参加されており皆様の健康への意識の高さに驚きま

した。理学療法相談では、痛みに困っている方や、介護で悩んでいる方から相談を頂き、こういった悩

みを抱えている方々が私たちの想像以上にずっと多いということを感じました。普段病院で勤務してい

る私には、地域住民の方の声が聞ける貴重な体験となり、そして改めて理学療法という役割の必要性や

可能性を実感することができました。今後、私たち理学療法士が地域社会へ積極的に参加・活動し地域

住民の方々の身近な存在になっていければと思う貴重な機会となりました。

介護予防キャラバン（古河ふれあい広場２０１５）

古河・坂東地区ブロック会員 廣嶋俊秀（古河病院）

月 日（土）、古河市ネーブルパークで開催された『古河ふれあい広場 』において、介護予

防キャラバンに参加させて頂きました。小雨が降る中のスタートとなりましたが、日中は晴れ間が広が

り 名の方が体力測定をして下さいました。

初めて参加して頂いた地区会員の方も多かったですが、誰もが協力して動いていたので、準備から終

了まで問題なく行うことができました。参加して頂いた方々、ありがとうございました。

今年度は、体力測定をして頂いた方々の内訳を出してみました。男女比は、男性 ％・女性 ％。

年代別では、 ～ 歳（ ％）・ ～ 歳（ ％）・ ～ 歳（ ％）・ ～ 歳（ ％）・

～ 歳（ ％）・ ～ 歳（ ％）・ ～ 歳（ ％）・ ～ 歳（ ％）・ ～ 歳（ ％）。

歳以上の割合は、 ％でした。

『古河ふれあい広場』には、幅広い年齢層の方々が来場するため、今後も年齢層に合わせた相談・ア

ドバイスができればと実感しました。

関連団体事業（まちの保健室）への協力

水戸地区ブロック会員 和田敏裕（水戸病院）

月 日、保健衛生会館において行われた水戸地区の「まちの保健室」では、介護予防体操の後、

参加者のバイタル・体脂肪測定（看護協会）、体力測定・理学療法相談コーナー（本会）を設置し、地域

支援事業の一環として活動をしています。今回は約 名の方が参加され、理学療法相談コーナーでは、

介護予防体操の効果を体力測定の結果から伝え、運動の重要性を再確認していただきました。また、体

の痛みなど参加者自身が日ごろ悩んでいることについて、相談に応じました。

活動報告および開催案内



私は、今まで病院に来院する患者様以外に、リハビリの相談に応える機会がほとんどありませんでし

たが、今回のように、病院、施設の枠組みを超えた地域支援を通じ、理学療法士という職種が地域から

必要とされていることを改めて実感することができました。今後、多くの会員にも参加してもらい、社

会貢献や職場教育のきっかけになればと思います。

健康スポーツフェスティバル

常陸太田・ひたちなか地区ブロック会員 佐藤誠（日立製作所ひたちなか総合病院）

国営ひたち海浜公園では、昨年度より自らの身体チェックと公園の各運動プログラムを融合させ、参

加者の健康増進につなげることを目的とした「健康スポーツフェスティバル」を開催しています。茨城

県理学療法士会も介護予防キャラバンを実施し、参加者の体力測定、健康・リハビリ相談を実施してい

ます。 今年度は１０月１１日、１２日の開催予定でしたが、１１日は雨天中止となり、１２日のみの開

催となりました。

１２日は晴天にも恵まれ、体力測定者は海浜公園の入場者のため、子供から大人、高齢者まで様々な

年齢の方が対象でした。参加者は健康に関心のある方々が多く、体力測定者は、過去最高の３２２名で

した。体力測定・結果説明をすることで、参加者も健康、運動に関して意識づけができていると感じま

した。介護予防キャラバンという取り組みを通して、健康増進に関しても理学療法士の役割が果たせる

と思いました。

関連団体事業（北茨城３団体共催事業）への協力

日立地区ブロック会員 西田早希（日立製作所多賀総合病院）

今回、北茨城市における 団体（茨城県看護協会・北茨城市シルバーリハビリ体操指導士会・本会）

共催事業に参加しました。 月 日北茨城市民ふれあいセンターで開催され、市民の方 人の参加

がありました。本会では、体力測定、結果説明、運動指導及び相談を行いました。

相談コーナーでは、参加された方の生活や転倒不安に対し、補助具の紹介や体操などの助言をさせて

いただきました。また、体力測定結果の説明では「今年はここがよくなったね」「これからはこの体操を

しなきゃね」など、皆様から前向きな声が聞かれました。

今後も院内活動に留まらず、理学療法士が地域に貢献できる活動を広めていきたいと感じています。

そして、一人でも多くの方が住み慣れた地域で自分らしく生活できるよう、このような活動に参加して

いきたいです。

関連団体事業（まちの保健室）への協力

水戸地区ブロック会員 杉山響介（立川記念病院）

月 日（日）千波湖ふれあい広場にて開催された水戸市産業祭（ 日・ 日開催）において、

地区会員の先生方と共に、茨城県看護協会と合同での「まちの保健室」事業に参加させていただきまし

た。看護協会でバイタルサイン・体脂肪の測定、理学療法士協会で握力・片脚立位時間の測定、理学療

法相談を行ないました。今回は、初の屋外での実施でしたが、あいにくの雨天で足場が悪く、長座体前

屈は実施できないような環境でした。しかしながら、当日は 名の方々が参加してくださり、みなさ

んから「腰が痛くてね」「いつも運動しているよ」等、気さくに声をかけていただき、大変うれしく感じ

るとともに、理学療法士として地域で活動する意味を改めて実感致しました。今後ともこういった活動

を通して、地域の方々との交流の機会を増やしていければと思います。
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訂正とお詫び

前回発行のインフォメーション（平成 年度 ）掲載の「平成 年度会員所属施設

一覧」におきまして、内容に不備があり関係各位にご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上

げます。

つきましては、下記のとおり追加訂正いたします。

追加

（ ．６） 「平成 年度会員所属施設一覧」

＜水戸ブロック＞

※追加訂正した施設一覧をご希望の方は または郵送いたしますので事務所へお問い合わせ下さい。

会員状況 年 月 日 ～ 年 月 日現在

区分 月 月 月

在会者

新入会 手続中（請求中）

新入会 手続中（未納）

新入会 理事会承認待

新入会 理事会承認者

休会申請者

復会申請者

退会申請者

転出申請者

転入申請者

県内異動申請者

改姓申請者

休会経過退会

未納退会

連絡不能者

（名）

◆入会促進へのご協力のお願い
今年度新たに入職された方がおられます施設の会員の方は、是非とも日本理学療法士協会・茨城県理学

療法士会の加入についてお声かけをお願いいたします。

入会手続きは日本理学療法士協会 をご案内ください。

◆異動・休会・復会・退会・その他会員情報の変更の際は速やかに手続きをお願いします
また、施設情報の変更の場合は施設代表者のみ変更が可能です。同様に届出が必要となりますのでよろ

しくお願いします。

変更の手続きは日本理学療法士協会 「マイページ」⇒「会員管理」にてお願いします。

水戸病院 リハビリテーションセンター

 〒 水戸市袴塚

会員の皆さんへ
 



◆年会費の納入をお忘れなく
今年度年会費の納入がまだお済みでない方は、すみやかにお願いします。振込用紙を紛失された場合は

日本理学療法士協会へお問い合わせください。

◆＜注意！＞楽天カード更新に伴うマイページ情報更新のお願い
楽天カードで年会費等の引き落としを行っている方で、マイページに登録されているカード有効期限が

過ぎてしまい、年会費の引き落としができない状況があります。

楽天カードの有効期限切れに伴い、新しいカードがお手元に届いた方は、マイページのカード情報の更

新をお忘れなく行ってください。

変更の手続きは日本理学療法士協会 「マイページ」⇒「会員管理」にてお願いします。

◆協会指定カード（楽天カード）をお持ちでない会員へ
楽天カードを発行すると、年会費や協会主催研修会等の参加費納入に利用でき、引き落とし手数料はか

かりません。現金振込による納入の場合は収納手数料（年会費の場合１件あたり 円、研修会等１件

あたり 円）が別途かかります。皆様のご理解・ご協力をお願いします。

申込み方法：日本理学療法士協会 「マイページ」⇒「楽天カード申込」

◆日本理学療法士協会「年会費割引制度」導入について
現在会員の皆様には年会費として、日本理学療法士協会（以下、協会）に 円（会館建設積立

金 円を含む）、茨城県士会（以下、士会）に 円を合算し、協会へ 円を一括納入

して頂いております。

このたび、 年度より協会年会費を対象に「育児休業割引」と「シニア割引」が導入されること

になりました。対象の方におかれましては是非ご活用いただければ幸いです。詳細は協会 にてご確認

ください。

※会費割引制度の適応は「協会年会費のみ」となります。士会年会費（ 円）には適応となりません

のであらかじめご了承ください。

学術誌・学会誌の公開について

会員への情報公開として、関連団体より届いている学術誌・学会誌および各都道府県士会会員誌が閲覧でき

ますので、ご利用ください。

理学療法責任者メールアドレス登録のお願い

普及啓発局長 森田英隆（いちはら病院）

理学療法部門責任者への情報伝達を円滑にし、有用な情報をいち早くお届けするために「理学療法責任者メ

ーリングリスト」を作成しております。理学療法部門責任者の方は必要事項をご記入の上、

までご連絡ください。

メールタイトル：【アドレス登録】 本文：①所属 ②氏名 ③登録アドレス

ご登録お待ちしております。

平成２７年度 第３回業務執行理事会 議事要旨

日 時：平成２７年９月８日（火） １８：３０～２１：５０

会 場：本会事務所

出席者：斉藤秀之会長、浅川育世・沼尻一哉・金子哲副会長、大曽根賢一専務理事、川﨑仁史・

直井洋明・國谷伸一・森田英隆常任理事、神林薫理事

議 題：

【審議事項】

１．会員異動状況およびその承認を求める件について ⇒承認

２．共催、後援、推薦等承認事項について ⇒承認

各種会議

公開資料 ：学術誌・学会誌および各都道府県士会会員誌

公開時間 ：火・木（祝日除く） －

公開場所 ：茨城県理学療法士会事務所

〒 茨城県水戸市緑町 丁目 番 号 茨城県保健衛生会館内
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３．情報漏えいプロテクター保険の加入について ⇒継続審議

・斉藤秀之会長：この保険の内容については十分に必要性を感じるが、情報管理規程を合わせて考える

必要がある。内容に関しては、もう少し詳細な情報が必要であり、本日決定せずに前向きな検討事項と

したい。

４．求人広告方法・料金の変更について ⇒規程変更を前提に承認

５．クラウド利用の試行について ⇒方向性を承認

・大曽根賢一専務理事：マイナンバー導入にあたって法人企業のセキュリティー強化、情報漏えいが急

務である。

６．第１９回茨城県理学療法士学会について

（１）第１９回茨城県理学療法士学会の学術誌抄録掲載間違いの対応について

（２）今後の学会の方向性について ⇒継続検討

①会場確保を勘案して、参加者 名程度の学会運営を目指す。

②演題の確保について、新人症例検討会から優秀演題の選抜発表。

③若い会員の学会への参加について、教育講演の充実。

④企画・運営スタッフの業務分担について、学会実行委員の地区ブロック輪番制の導入。

・大曽根賢一専務理事：会場確保の部分では、想定人数はある程度見込んだ方が良い。

・金子哲副会長：学会実行委員の地区ブロック輪番制というのは、地区ブロックだけに丸投げするので

はなく、学会研究部の方で指示や会場選び、予算の指南はしなければブロックの方だけでは、出来ない。

大きいものだと会場選びからある程度全部導いてあげなければ厳しい。

・斉藤秀之会長：全国で発表した会員を見せて頂いて、若い人の優れた発表を教育講演みたいな形で話

して頂くような企画が良いのではないか。人を集めるのであれば、ここに研修会や勉強会を抱き合わせ

に行うのが早いが、広報の仕方も再考した方が良い。インフォメーションに頼っている感じがあるため、

費用が掛からない形でポスターを作成して掲示して頂くことも必要ではないか。

（３）抄録著作権の取り扱い、ならびに転載許諾手続きについて ⇒継続審議

（４）理学療法いばらきの編集委員会について ⇒承認

①岩本 浩二（茨城県立医療大学）②冨田 和秀（茨城県立医療大学）③中川 義嗣（水戸協同病院）

④中安 健（土浦協同病院）⑤縄井 清志（つくば国際大学）⑥福山 勝彦（つくば国際大学）

７．次年度からの障害者支援事業の創設について ⇒承認

・斉藤秀之会長：北茨城での推進事業が今年度で終わりになるため、自主財源で行うための収益事業を

したい。そこで障害者自立支援法による機能訓練を開設するための、具体的な手続きの方法について考

えるプロジェクトチームを作りたい。

８．県支部として市町村理学療法士会を設置していくことについて ⇒承認

・大曽根賢一専務理事：つくば市は、つくば市理学療法士会設立準備室会の第 回が 月に行われた。

筑波学園病院の下村さんが設立準備委員長となった。つくば市においては、支部機能と独立機能を業務

によって使い分けをしていきたい。

・斉藤秀之会長：任意団体でも規程を作った方が良い。県士会やブロックの階層の中で動くことが必要

で、協会と都道府県士会の在り方で良い。

９．代議員制導入について検討するワーキンググループの設置について ⇒承認

【発言】斉藤秀之会長：代議員制をとって総会という形にするか、評議委員会をつくるなどをして対応

したい。成熟した組織にするためにも代議員になって意思を表明することが望ましい。

【検討事項】

１．平成２８年度事業計画（案）・予算（案）について

・金子哲副会長：従来通り総会・理事会・業務執行理事会を行う。変更点は特にない。

・直井洋明常任理事：茨城県理学療法士会のスポーツに関する資質向上（現在の事業の質の担保）とい

う目的で、スポーツ支援事業 研修会を開催したい。

・國谷伸一常任理事：現行通りの事業を来年度も実施する予定。

・森田英隆常任理事：ファックスニュースに関しては、事務局への移行を提案。高校生および高校教員

向けの啓発活動については、専門職協会での対応を提案したい。

・川崎仁史常任理事：今年度については、約 万円位が黒字で終わるのではないかと思われる。

２．平成２７年度懇親会について

・金子哲副会長：専門職協会と合同で行うのか、それとも本会単体で行うのか、研修会を兼ねるのか、



その辺も含めて、日程調整も難しくなってきているため早めに確認したい。

【報告事項】

１．四半期の収支状況報告について

２．三役行動報告

（１）斉藤秀之会長

・茨城県とのリハビリテーション専門職派遣事業および基金による研修事業について

・茨城型地域包括ケアシステム推進基盤整備事業について

・看護協会が主導する基金事業について

・福祉サービス振興会の基金事業への協力について

・県連盟の自立促進と今後の政治参加に対する考え方について

・機能訓練等サービスのあり方検討委員会について

・市町村理学療法士会の推進

・いばらき自民党政務調査会保健福祉部会を受けて

・茨城県アスレチックトレーナー協議会、養成講習会について

（２）大曽根賢一専務理事

・栃木県の理学療法士会より「事務所の設立についてお話を伺いたい」と相談があった。

（３）金子哲副会長

・水戸市で 月 日、 月 日に「見える事例検討会」を行った。 月 日に関しては、 士

会、 士会の担当に声をかけて参加した。

（４）沼尻一哉副会長

・現在結城市の方から介護予防の委託依頼を受けているが、３士会の担当者と話し合いをしている。

３．各局・部・委員会報告

以上

※詳細に関して県士会 をご参照ください

第 回茨城県理学療法士学会の開催

テーマ：急性期における理学療法の役割（仮）

日 時：平成 年 月 日（日）

会 場：茨城県総合福祉会館（茨城県水戸市千波町 ）

演題募集：平成 年 月 日（月） ： ～ 月 日（金） ：

学術誌「理学療法いばらき」への論文の募集

学術・教育局 局長 國谷 伸一

学会・学術誌部 部長 下村 哲志

公益社団法人茨城県理学療法士会は，学術誌「理学療法いばらき」（ ： ）への投稿

論文を募集しております．

例えば・・

・全国理学療法学術大会で発表した演題や茨城県理学療法士学会で発表した症例報告等を，きちん

と論文の形にまとめて残したい

・所属施設での試みと成果を広く発信したい

・研究成果を発表し，広く意見を求めたい

などといった場合に活用してください．有益な報告を学会発表の場だけで終わらせてしまうのはもった

いないことです．

投稿は随時受け付けています．投稿規定は既刊の「理学療法いばらき」もしくは本会のホームページ

に掲載されていますのでご参照ください．会員の皆様の積極的な投稿をお待ちしています．

各種学会・研修会・イベント案内
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に掲載されていますのでご参照ください．会員の皆様の積極的な投稿をお待ちしています．

各種学会・研修会・イベント案内

茨城県介護予防リハビリテーション専門職指導者養成研修会のご案内

一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会 会長 佐藤弘行

この度本会では、茨城県より平成 年度地域医療介護総合確保基金の交付を受け、茨城県の地域包

括ケアシステムの推進を目的に、県内のリハビリテーション専門職を対象とした研修会事業を実施する

こととなりました。その一環として以下の内容にて研修会を開催いたします。ご多忙中のところ恐縮で

すが、ぜひともご参加くださいますようお願い申し上げます。

平成２７年度 茨城県介護予防リハビリテーション専門職指導者養成研修 （予定）

期日 会場
介護

地域

研修

名
研修テーマ

つくば国際大学
地域

ケア

指定

研修

９：００－

１０：３０
認知症サポーター養成講座（当研修会終了後オレンジリングを配布）

１０：４０－

１２：１０
リハビリテーション専門職が実践する認知症の方との関わりについて

茨城県立医療大学
地域

ケア

指定

研修

９：２０－

１６：４０
生活行為向上マネジメント基礎研修

大講義室

介護

予防

実践

研修

９：２０－

１０：５０
「地域リハビリテーション活動支援事業」「地域ケア会議」等の茨城県の動向

ワークプラザ勝田
１１：００－

１２：３０
介護予防の効果的な進め方

大会議室
１３：３０－

１５：００
介護予防に関する事例報告～導入から実践まで～

１５：１０－

１６：４０
精神疾患の方への対応～うつ病の基本的な知識と対応方法について～

地域

ケア

実践

研修

９：００－

１０：３０
当事者・家族からの学び

茨城県立医療大学
１０：４０－

１２：１０
在宅医療・介護連携の推進とリハビリテーションの役割～ケアマネージャーとの信頼関係づくりについて～
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１．対象者 茨城県理学療法士会、茨城県作業療法士会、茨城県言語聴覚士会、各会員

各県士会への入会予定者は参加可能

２．参加費 無料

３．その他 当研修会は、日本理学療法士協会が推進している「地域包括ケアシステム

推進リーダー（地域包括ケア推進リーダー・介護予防推進リーダー）」の

認証コースにも該当しております。

詳細については、ホームページをご覧ください。

：
【お問い合わせ先】

一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会 事務局

〒 茨城県水戸市緑町 茨城県保健衛生会館

平成 年度茨城県臨床実習指導者研修会

茨城県理学療法士会主催による臨床実習指導者研修会を開催いたします。臨床実習指導者としてどの

ようなことに留意すべきか。講義、そしてワークショップでの参加者同士の意見交換を通して得るもの

は大きいと思います。臨床実習を実施している病院・施設の方は奮ってご参加ください。

学会・研修会名
公益社団法人茨城県理学療法士会主催

平成２ 年度茨城県臨床実習指導者研修会

日時（受付開始時間） 年２月１ 日（日）

場所・会場 茨城県立医療大学 講義棟

講師名・テーマ

斉藤秀之（筑波記念病院）「臨床実習指導者総論・教育スキル」

大橋ゆかり（茨城県立医療大学）

「学校における臨床実習教育～本学が目指す臨床実習教育～」

浅野信一（つくばセントラル病院）「満足度・達成度の高い臨床実習とは」

受講費 ４ 円（公益社団法人茨城県理学療法士会会員 円）

時間・内容 ： ～ ： 講義Ⅰ 講義Ⅱ 講義Ⅲ ワークショップ

定員 名（申込み多数の場合は先着）

認定ポイント

専門・認定理学療法士に関わるポイント

都道府県士会主催の講習会・研修会 ポイント

＜専門：教育管理＞

＜認定：臨床教育 学校教育 管理・運営＞

申込期間 年 月 日 月 ～ 年 月 日 土

申込方法

（携帯メール不可）にて、①氏名（ふりがな）②所属施設・郵便番

号・住所・電話番号・ アドレス（送信アドレスとは別の場合）③経験年

数（ 年度で何年目か）④会員番号をご記入のうえ下記までお送り下さい。

件名は「茨城県士会臨床実習指導者研修会参加申込」として下さい。申し込み

後、確認連絡がない場合は、お手数ですが必ずお問い合わせ下さい。

申込先：茨城県理学療法士会卒前教育部 浅野信一

： ＠

問合先 申込先と同じ

その他 受講には事前申込みが必要となります。会費は当日支払。

茨城県リハビリテーション専門職協会 グーグル 検 索

 



１．対象者 茨城県理学療法士会、茨城県作業療法士会、茨城県言語聴覚士会、各会員

各県士会への入会予定者は参加可能

２．参加費 無料

３．その他 当研修会は、日本理学療法士協会が推進している「地域包括ケアシステム

推進リーダー（地域包括ケア推進リーダー・介護予防推進リーダー）」の

認証コースにも該当しております。

詳細については、ホームページをご覧ください。

：
【お問い合わせ先】

一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会 事務局

〒 茨城県水戸市緑町 茨城県保健衛生会館

平成 年度茨城県臨床実習指導者研修会

茨城県理学療法士会主催による臨床実習指導者研修会を開催いたします。臨床実習指導者としてどの

ようなことに留意すべきか。講義、そしてワークショップでの参加者同士の意見交換を通して得るもの

は大きいと思います。臨床実習を実施している病院・施設の方は奮ってご参加ください。

学会・研修会名
公益社団法人茨城県理学療法士会主催

平成２ 年度茨城県臨床実習指導者研修会

日時（受付開始時間） 年２月１ 日（日）

場所・会場 茨城県立医療大学 講義棟

講師名・テーマ

斉藤秀之（筑波記念病院）「臨床実習指導者総論・教育スキル」

大橋ゆかり（茨城県立医療大学）

「学校における臨床実習教育～本学が目指す臨床実習教育～」

浅野信一（つくばセントラル病院）「満足度・達成度の高い臨床実習とは」

受講費 ４ 円（公益社団法人茨城県理学療法士会会員 円）

時間・内容 ： ～ ： 講義Ⅰ 講義Ⅱ 講義Ⅲ ワークショップ

定員 名（申込み多数の場合は先着）

認定ポイント

専門・認定理学療法士に関わるポイント

都道府県士会主催の講習会・研修会 ポイント

＜専門：教育管理＞

＜認定：臨床教育 学校教育 管理・運営＞

申込期間 年 月 日 月 ～ 年 月 日 土

申込方法

（携帯メール不可）にて、①氏名（ふりがな）②所属施設・郵便番

号・住所・電話番号・ アドレス（送信アドレスとは別の場合）③経験年

数（ 年度で何年目か）④会員番号をご記入のうえ下記までお送り下さい。

件名は「茨城県士会臨床実習指導者研修会参加申込」として下さい。申し込み

後、確認連絡がない場合は、お手数ですが必ずお問い合わせ下さい。

申込先：茨城県理学療法士会卒前教育部 浅野信一

： ＠

問合先 申込先と同じ

その他 受講には事前申込みが必要となります。会費は当日支払。

茨城県リハビリテーション専門職協会 グーグル 検 索

 

つくば地域リハ・セミナー

第２ 回症例検討会

日時： 年３月 日（日）

※詳細未定

第 回茨城リハ医の会

日時： 年 月 日（日）

： 〜 ：

場所：つくば国際会議場 ４

会費：医師…茨城リハ医の会 会員：無料

非会員： 円

※当日は軽食をご用意させて頂いております。

茨城県理学療法士会 土浦ブロック

平成２７年度 新人症例検討会

日 時：平成 年 月 日 金

受付 ： ～ 症例検討 ： ～ ：

場 所：総合病院土浦協同病院 管理棟３階会議室
※第 駐車場をご利用ください。

一日無料券を配布いたします

参加費：無料、発表者は１０００円

第３回茨城呼吸療法セミナー

日時：平成 年 月 日（日）

場所：つくば国際会議場 ２ 中ホール

セミナー受講料： 円

事前登録制：定員 名で先着順

受付開始： 月 日～

１月 日受付終了予定

 

茨城県理学療法士会 鹿行ブロック

平成２７年度 新人症例検討会

日 時：平成 年 月 日（金）

： 〜 ：

場 所：公益財団法人鹿島病院

リハビリテーション室

参加費：無料、発表者は１０００円



 
 
 

理学療法士募集 
 
鈴縫工業㈱（東証２部上場）グループは、地域密着企業として総合建設業を

中心に、快適生活環境の創造を目指しています。グループ会社において、通所

介護 3 か所、介護予防通所介護 1 か所、短期入所生活介護 1 か所、サービス付

き高齢者向け住宅（24 戸）をいずれも日立市内において運営しています。 
この度、上記各事業所において実施している機能訓練の強化を図るべく、理

学療法士による本格的なリハビリテーションの展開を検討しています。 
つきましては、私どもと地域の居宅介護を支えるために、これまでの経験を

生かして活動する方を求めています。 
 

採用条件 理学療法士 
就業場所 日立市内 
勤務内容 利用者に対するリハビリ業務全般及び職員への指導 
雇用形態 正社員（パートも相談に応じます） 
募集人員 1 名 
実務経験 理学療法士としての実務経験概ね 3 年以上 

 
給 与 

基本給 220 千円～300 千円 
例① 経験 3 年で賞与含む年収 350 万円 
例② 経験 10 年で賞与含む年収 550 万円 

手 当 資格、時間外、家族、通勤等 
賞 与 年 2 回 
勤務時間 8：00～17：00 
福利厚生 社会保険、退職金制度 
公 休 数 年間 115 日（原則週休 2 日ですがシフトによる） 

応募方法 履歴書・資格証明書を郵送またはご持参ください。 
後日弊社より面接日時をご連絡します。 

応募・連絡

先 
〒317-0077 日立市城南町１-１１-３１ 
鈴縫工業㈱ 福祉事業室長 須藤 善一 
電話 ０２９４－２２－５３１１（内線２５３番） 

 

求人広告
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求人広告
■ 理学療法士募集！ 実務経験のある方求む ■

医療法人財団県南病院では、主に脳神経外科・整形外科の疾患患者様や利用者様の機能訓練

を行っております。回復期リハビリテーション病棟を有し、急性期から回復期・在宅組までの

総合的なサポートを行います。また、訪問リハビリテーション事業・通所リハビリテーション

事業・居宅介護支援事業を通して、地域医療への貢献を目指しております。

当院リハビリテーション科では現在、若手の理学療法士を中心に機能訓練を提供しておりま

す。今回は、実務経験のある理学療法士の常勤職員を募集いたします。来年度に一部病棟と外

来棟の改築工事を控え、当院はひとつの節目を迎えようとしております。経験を生かし、人と

地域に貢献する病院づくりにご参加いただける方のご応募をお待ちしております。

【採用条件】理学療法士（常勤） 実務経験あり

【待遇】月収 円～（規定により経験年数考慮）

（例①実務経験 年以上：年収 万円 例②実務経験 年以上：年収 万円）

通勤手当等別途支給／賞与年 回／昇給年 回／社会保険完備／週休 日制／夏期・

冬季休暇

【施設概要】医療法人財団県南病院 一般病床 床 〒 茨城県土浦市中

【現在のリハビリ科職員数】理学療法士： 名 作業療法士： 名 言語聴覚士： 名

事務員： 名

【問い合わせ・お申込み】電話： （総務課直通） 窓口担当：山本・高橋

【給与】常勤： 円～ 月（基本給 、各種手当含む）年２回賞与あり（ ～ 年）

非常勤：訪問件数（１件）× 円

【勤務時間】月～金 ～ （非常勤は訪問時間に応じて）

【休日】土曜日、日曜日、年末年始、有給休暇

【福利厚生】厚生年金、社会保険、雇用保険、賞与、交通費支給

☆開設 年目、看護・事務スタッフとのチームワークが良く、働きやすさには自信があります☆

今までの経験を在宅生活の支援に活かせる職場です。また、他事業所との連携にも力を入れているので、ケ

アマネージャーとのネットワークも広がります。ブランクがあっても問題ありません。訪問に興味のある方、

地域連携に興味のある方、ぜひ一緒に楽しい職場を作り上げていきましょう！！

お気軽にご連絡ください！〒 水戸市見川 採用担当 栗田

勤務時間、休日に関しては、ご希望・

ご都合に合わせて対応可能です。



賛助会員広告

☆取扱品目☆

・整形外科治療用装具

・整形靴・特殊靴

・リハビリテーション装具

・義手・義足

T E C H N O  B R A C E 

 弊社へのアクセス情報や製品紹介をしております．ぜひご覧ください！

〒 ‐ 埼玉県加須市久下 －

（ ６） （ ）

テクノブレイス株式会社 



賛助会員広告

☆取扱品目☆

・整形外科治療用装具

・整形靴・特殊靴

・リハビリテーション装具

・義手・義足

T E C H N O  B R A C E 

 弊社へのアクセス情報や製品紹介をしております．ぜひご覧ください！

〒 ‐ 埼玉県加須市久下 －

（ ６） （ ）

テクノブレイス株式会社 

介護用品・福祉機器 販売・レンタル

有限会社 ヨ シ フ ク
茨城県水戸市酒門町

‐ ‐ ‐ ‐
＊介護保険指定福祉用具貸与事業所

＊住宅リフォームも併せてお気軽にご相談下さい



 
 
 
 
 

株式会社セキショウライフサポート

理学療法士を募集しています！
 

高齢者施設のイメージを払拭する、明るいトレーニングルームと、
ゆったりと寛ぐための空間が明確に分かれており、運動後はカフェ
にいるような気分でお仲間と楽しくお話しをしながら過ごせます。

 

【名称】デイサービスセンター楽フィット筑西 【住所】茨城県筑西市蕨

【 】 【営業】月～金曜 【定員】 名【開設】
 

パワーリハビリテーション
と個別機能訓練で機能訓練
に特化した元気になるため
のデイサービスです！

※詳細はお気軽に
お問い合わせ下さい。

 

茨城県つ くば市大白硲



 
 
 
 
 

株式会社セキショウライフサポート

理学療法士を募集しています！
 

高齢者施設のイメージを払拭する、明るいトレーニングルームと、
ゆったりと寛ぐための空間が明確に分かれており、運動後はカフェ
にいるような気分でお仲間と楽しくお話しをしながら過ごせます。

 

【名称】デイサービスセンター楽フィット筑西 【住所】茨城県筑西市蕨

【 】 【営業】月～金曜 【定員】 名【開設】
 

パワーリハビリテーション
と個別機能訓練で機能訓練
に特化した元気になるため
のデイサービスです！

※詳細はお気軽に
お問い合わせ下さい。

 

茨城県つ くば市大白硲

医療機器・臨床検査機器・ 機器・分析機器

株式会社 三 陽
人と職場のベストリレーション

水 戸（０２９）２４３－１２８１ 福島本社（０２４５）３４－３１５５

いわき （０２４６）２７－７６３１

郡 山 （０２４９）５９－３６６２

会 津 （０２４２）２４－５２１１

関 連 会 社 ホルター心電図解析センター

水戸カルディオセンター株式会社
０２９（２４１）１１５５



茨城県理学療法士会事務所（茨城県保健衛生会館内）

〒 茨城県水戸市緑町 丁目 番 号 ：

： ：

月も下旬に差し掛かり、外の風も冷たく感じられる季節になってきました。

風邪をひいていませんか？

感染制御とは・・・「感染症の発生を未然に防ぐこと」 「発生した感染症を制圧すること」です。

感染対策としては・・・あたりまえかもしれませんが、感染経路を遮断すること（手指消毒等）が重要

ですね。職場以外でも体調管理に留意して、今年一年の終わりを元気に締めくくりましょう。

インフォメーションも今年最後の報告となります。来年も会員の皆様に分かりやすく情報が提供でき

るように部員共々取り組んでいきたいと思います。

（広報部員）

会員数： 名

発行日：平成 年 月 日

発行人：公益社団法人 茨城県理学療法士会

代表者： 斉藤秀之

編集者： 高石直紀

事務局：〒 茨城県水戸市緑町 丁目 番 号

茨城県理学療法士会事務所（茨城県保健衛生会館内）

 

各種お問い合わせ

編集後記


