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大大内内厚厚元元会会長長がが日日立立市市市市政政 8800 周周年年記記念念式式典典功功労労者者表表彰彰をを受受賞賞さされれままししたた  

 

日日立立市市功功労労賞賞をを受受賞賞ししてて  

  日立リハビリコンサル 大内 厚 

 このたび日立市市制施行８０周年記念式典（令和元年９月 1 日）において、保健衛生分野での多年に

わたる理学療法士として、理学療法業務の発展向上に貢献したことにより表彰されました。 

このことは関係者皆様方の多年にわたるご支援の賜物であり、心より御礼申し上げます。 

 昭和４９年に理学療法士として日立市内の日立製作所日立総合病院に勤務し、リハビリテーション（以

下リハビリと略す）医療を始めたのが最初でした。 

その後日立市内を始め県内のリハビリの発展を願い、

病院における医療をはじめ、高齢者の機能訓練事業、介

護保険制度のモデル事業、また理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士の人材教育確保を図り、リハビリ医療の向上

を目指してまいりました。 

現在、市内にはリハビリ施設が約 15 施設、理学療法

士が約 80 名勤務しています。 

急性期から回復期、地域生活期、また地域包括ケアシ

ステムが構築されつつあります。しかし訪問リハビリや

地域での生活支援をする体制には、これからもより一層

の充実が求められています。 

人生最後まで生ききるリハビリを期待しています。 

 

 

 

救救急急医医療療功功労労者者知知事事表表彰彰  新新妻妻健健司司ささんん  
 

本会会員である、医療法人鴻仁会上の原病院の新妻健司さんが、令和元年 9 月 18 日（水曜日）に令

和元年度救急医療功労者知事表彰式にて表彰されました。おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

事事業業報報告告・・開開催催案案内内  
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事事業業報報告告・・開開催催案案内内  



古古河河ふふれれああいい広広場場 22001199 

田村 卓（総和中央病院） 

9 月 21 日(土)、古河市にあるネーブルパークで行われた「古河ふれあい広場 2019」における介護

予防キャラバンに参加させていただきました。参加するのは今年で 3 度目になり、今回は責任者として

一生懸命業務に取り組ませていただきました。当日は台風が接近する中、109 名と大勢の方々が当ブー

スに足を運んでいただき、体力測定や理学療法相談を熱心に受けられておりました。また、お子様から

高齢者まで幅広い年齢層の方が訪れており、地域住民の身体や健康に対して意識の高さがうかがえまし

た。普段は病院内での勤務ですが、このような活動を通して地域住民の健康状態を知り、実際の声に耳

を傾けることはとても大切だと思います。引き続き、地域リハビリ事業には積極的に参加し、地域に対

して貢献できるよう頑張りたいと思います。 

 

 

 

 

健健康康ススポポーーツツフフェェスステティィババルル  

木村 健人（恵愛小林クリニック） 

2019 年 10 月 14 日、体育の日に介護予防キャラバン健康スポーツフェスティバルが国営ひたち海

浜公園で行われ、天候が不安定であったものの約 140 名と多くの方々に参加して頂きました。 

 今回初めて参加させて頂き、最初は緊張がありましたが地域の方々と接していく中で徐々に緊張がほ

ぐれ、楽しさを感じるようになりました。ブース内の雰囲気も参加者の笑顔にあふれた終始温かな様子

でした。                  

普段の臨床現場では高齢者の方と多く接していますが、また違った雰囲気の中で多くの年代と接する

ことで、その方に合った的確なアドバイスを伝える貴重な体験ができ、地域の方々と交流する場がある

ということはとても素晴らしいと感じました。 

 今回の体験から地域の方々の悩み等現状の様々なことを直に聞くことができ、考えさせられること、

学ぶことが多くあり、今後のリハビリに役立てていくとともに地域に根ざしたリハビリを意識していき

たいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

介介護護予予防防キキャャララババンン事事業業報報告告  
 

ままちちのの保保健健室室（（RR11..88..2255））  

松井 佑樹（水戸済生会総合病院） 

令和元年 8 月 25 日(日)にイオンモール水戸内原にてまちの保健室を開催協力しました。活動内容と

しては、健康の相談や体力測定を中心に行い、約 32 名の方に参加していただきました。主に 60 歳以

上の高齢者を対象としたイベントでしたが、家族連れや若い方が多い印象でした。 

 私は普段、病院での勤務のため、今回のように院外での活動経験が少なく、世間が疾病に対する予防

意識や健康にどの程度興味・関心があるのかを考えた事がありませんでした。 

 しかし、今回まちの保健室という活動に参加できたことで、高齢者のみならず若い方も疾病の予防や

健康に対する関心があるということがわかりました。体力測定では、筋力・バランス・身体の柔軟性が

低下していることに改めて気付く方が多くいました。この活動を通して、

自身の状態に気づいていただけるようなサポートができたため、その経

験を臨床の場でも生かしていければと思っています。 

 

 

ままちちのの保保健健室室（（RR11..1100..2244））  

菊池 加代（北水会記念病院） 

参加者はシルバーリハビリ体操実施後に体力測定を行う流れとなっており、日頃から自身の健康に関

心があり、体力測定に意欲的に取り組まれる方が多くみられました。参加者のほとんどが女性であり、

男性は 1 名だけでした。年齢層は 70 代前半から 80 代前半の方が多くみられました。 

測定結果としては、握力は全体的に平均以上の方が多くみられましたが、長座位体前屈や開眼片脚立

ちは平均に満たない方もみられました。 

今回、測定結果後のアドバイスとして柔軟性やバランス向上の運動を指導することが多かったのです

が、口頭のみでの運動方法は伝わりにくいと感じました。そのため簡単な運動方法が記載されているパ

ンフレットなどがあると、体力向上や、次回参加への意欲が増すと考えました。 

開催場所：茨城県保健衛生会館 参加者：19 名 
 

 

 



古古河河ふふれれああいい広広場場 22001199 

田村 卓（総和中央病院） 

9 月 21 日(土)、古河市にあるネーブルパークで行われた「古河ふれあい広場 2019」における介護

予防キャラバンに参加させていただきました。参加するのは今年で 3 度目になり、今回は責任者として

一生懸命業務に取り組ませていただきました。当日は台風が接近する中、109 名と大勢の方々が当ブー

スに足を運んでいただき、体力測定や理学療法相談を熱心に受けられておりました。また、お子様から

高齢者まで幅広い年齢層の方が訪れており、地域住民の身体や健康に対して意識の高さがうかがえまし

た。普段は病院内での勤務ですが、このような活動を通して地域住民の健康状態を知り、実際の声に耳

を傾けることはとても大切だと思います。引き続き、地域リハビリ事業には積極的に参加し、地域に対

して貢献できるよう頑張りたいと思います。 

 

 

 

 

健健康康ススポポーーツツフフェェスステティィババルル  

木村 健人（恵愛小林クリニック） 

2019 年 10 月 14 日、体育の日に介護予防キャラバン健康スポーツフェスティバルが国営ひたち海

浜公園で行われ、天候が不安定であったものの約 140 名と多くの方々に参加して頂きました。 

 今回初めて参加させて頂き、最初は緊張がありましたが地域の方々と接していく中で徐々に緊張がほ

ぐれ、楽しさを感じるようになりました。ブース内の雰囲気も参加者の笑顔にあふれた終始温かな様子

でした。                  

普段の臨床現場では高齢者の方と多く接していますが、また違った雰囲気の中で多くの年代と接する

ことで、その方に合った的確なアドバイスを伝える貴重な体験ができ、地域の方々と交流する場がある

ということはとても素晴らしいと感じました。 

 今回の体験から地域の方々の悩み等現状の様々なことを直に聞くことができ、考えさせられること、

学ぶことが多くあり、今後のリハビリに役立てていくとともに地域に根ざしたリハビリを意識していき

たいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

介介護護予予防防キキャャララババンン事事業業報報告告  
 

ままちちのの保保健健室室（（RR11..88..2255））  

松井 佑樹（水戸済生会総合病院） 

令和元年 8 月 25 日(日)にイオンモール水戸内原にてまちの保健室を開催協力しました。活動内容と

しては、健康の相談や体力測定を中心に行い、約 32 名の方に参加していただきました。主に 60 歳以

上の高齢者を対象としたイベントでしたが、家族連れや若い方が多い印象でした。 

 私は普段、病院での勤務のため、今回のように院外での活動経験が少なく、世間が疾病に対する予防

意識や健康にどの程度興味・関心があるのかを考えた事がありませんでした。 

 しかし、今回まちの保健室という活動に参加できたことで、高齢者のみならず若い方も疾病の予防や

健康に対する関心があるということがわかりました。体力測定では、筋力・バランス・身体の柔軟性が

低下していることに改めて気付く方が多くいました。この活動を通して、

自身の状態に気づいていただけるようなサポートができたため、その経

験を臨床の場でも生かしていければと思っています。 

 

 

ままちちのの保保健健室室（（RR11..1100..2244））  

菊池 加代（北水会記念病院） 

参加者はシルバーリハビリ体操実施後に体力測定を行う流れとなっており、日頃から自身の健康に関

心があり、体力測定に意欲的に取り組まれる方が多くみられました。参加者のほとんどが女性であり、

男性は 1 名だけでした。年齢層は 70 代前半から 80 代前半の方が多くみられました。 

測定結果としては、握力は全体的に平均以上の方が多くみられましたが、長座位体前屈や開眼片脚立

ちは平均に満たない方もみられました。 

今回、測定結果後のアドバイスとして柔軟性やバランス向上の運動を指導することが多かったのです

が、口頭のみでの運動方法は伝わりにくいと感じました。そのため簡単な運動方法が記載されているパ

ンフレットなどがあると、体力向上や、次回参加への意欲が増すと考えました。 

開催場所：茨城県保健衛生会館 参加者：19 名 
 

 

 



  

  

  

会会員員状状況況  RR11 年年 88 月月 11 日日  ～～  RR11 年年 1100 月月 3311 日日現現在在      （名） 

区分 8 月  9 月 10 月 

在在会会者者  22,,220055  22,,220088  22,,221122  

新入会 手続中  2244  1133  1144  

・・22001199 年年度度 99 月月よよりり学学生生会会員員のの入入会会をを開開始始ししままししたた。。  

            新新入入会会者者  1188 名名（（1100 月月末末時時点点））  

◆◆入入会会促促進進へへののごご協協力力ののおお願願いい  
   今年度新たに入職者がいる施設の会員の方は、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 HP をご案内ください。 

◆◆入入退退会会・・復復会会・・異異動動等等のの会会員員情情報報でで変変更更ががあありりままししたたらら、、速速ややかかにに届届出出ををおお願願いいししまますす  
手続きは協会 web（マイページ）にて行えます。変更がある場合はお手続きをお願いいたします。

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。 

 申請は随時受け付けていますが、翌年度から所属先が変わる場合には 1 月 1 日～2 月 20 日に手

続きを行っていただくことで、変更後の所属先へ会費が請求されます。 

◆◆刊刊行行物物等等のの郵郵送送先先ににつついいててごご協協力力ををおお願願いいいいたたししまますす  
 協会または本会発行の刊行物等の郵送先については、所属施設を登録していただきますようご協

力をお願いいたします（協会 web・マイページにて登録変更可能）。 

◆◆会会費費納納入入ににはは楽楽天天カカーードドをを！！  
振込み用紙での納入をされている方へ楽天カードまたは口座振替への変更をお願いしております。 

協会では楽天カードによる納入を推奨しています。 

◆◆楽楽天天カカーードド更更新新にに伴伴ううママイイペペーージジ情情報報更更新新ののおお願願いい 
  マイページに登録されている楽天カード情報と、お手元のカード番号・有効期限・名義が相違し

ていないことをご確認ください。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。 

◆◆22001188 年年度度かからら「「会会費費納納入入期期限限」」ががかかわわりりままししたた！！  

   2018 年度から年会費が前前納納制制に変わりました。会費納入期限（3 月末）までの前納者のみ正会

員の全ての権利が保障されます。なお、期限内納入ができなかった場合は、マイページからの手続

きが可能です（マイページログイン → 楽天カード申し込み or 口座振替決済）。 

   22001199 年年度度のの年年会会費費引引きき落落ととしし日日はは 22001199 年年 33 月月 2277 日日ででししたたののでで、、年年会会費費がが引引きき落落ととさされれてて

いいるるかかののごご確確認認ををおお願願いいいいたたししまますす。。  

 ＜＜注注意意！！＞＞会会員員権権利利のの全全面面停停止止  

66 月月末末日日ままででに会費納入または休会/退会申請手続きが確認できない場合は、会会員員資資格格喪喪失失にによよりり

退退会会の手続きが実施されます。退会の場合、生涯学習履歴は全て無効となり、復会はできません。

再度在籍を希望される際は、入会手続き、新人教育プログラムの再履修等が必要です。 

◆◆日日本本理理学学療療法法士士協協会会「「年年会会費費割割引引制制度度」」ににつついいてて  
育育児児休休業業割割引引とは・・・育児休業期間中に割引申請を行った会員について次年度の協会年会費を割

引する制度 （協会年会費通常金額 11,000 円→割引後 3,000 円, 県士会年会費通常金額

10,000 円→割引後 5,000 円） 

シシニニアア割割引引とは・・・満 65 歳以上かつ会員歴 25 年以上の在会会員で割引申請を行った会員につ

いて、以降の協会年会費を割引する制度 （協会年会費通常金額11,000円→割引後3,000円, 県

士会年会費通常金額 10,000 円→割引後 5,000 円） 

海海外外会会員員割割引引とは・・・海外会員であること（渡航前に異動申請していること）※海外会員割引の

み他の割引申請と手続きが異なります。（協会年会費通常金額 11,000 円→割引後 3,000 円） 

※申請手続きは協会 HP のマイページから行います。詳細は、協会 HP「年会費」をご覧ください。 

会員の皆さんへ 開開催催案案内内  

  

・・新新人人教教育育ププロロググララムム研研修修会会  

第１８～２１回 日時：2019 年１２月 22 日（日）会場：茨城県立青少年会館 

 

 

・・第第 22４４回回茨茨城城県県理理学学療療法法士士学学会会  

テーマ：「変化する理学療法教育 ～多様なニーズに応えうる理学療法士とは～」 

学会長：佐藤 誠 （日立製作所ひたちなか総合病院）       

開催日：令和２年 7 月 5 日（日） 予定 

会 場：ワークプラザ または 茨城県立医療大学 予定 

内 容：学会長企画シンポジウム、教育講演、一般演題、フレッシュマンセッション、学生発表セ

ッション、「理学療法の日」作文コンクール表彰式、企業展示等を予定 

一般演題募集：令和２年 1 月 14 日（火）12：00 ～ 3 月 20 日（金）18：00 

 

 ※詳細に関しては別紙（学会開催要項・演題募集要項）をご参照ください。 

  また県士会ホームページから茨城県理学療法士学会ホームページにリンクします。情報は随時

更新していきますのでご確認ください。 

                  

 

 

 

 

 

 

・・令令和和元元年年度度  臨臨床床実実習習指指導導者者講講習習会会（（茨茨城城県県））  

開催日時：令和 2 年 2 月 15 日(土)～2 月 16 日(日)  

開催場所：茨城県立医療大学（茨城県稲敷郡阿見町阿見 4669-2) 

募集人数；80 人 （申込多数の場合は、選考の上、申込代表者に連絡をいたします） 

参加者資格；以下の条件をすべて満たすもの 

理学療法士・作業療法士実務経験 4 年以上 

2 日間の全日程参加できること（途中参加、欠席の場合、受講証明書は発行できません） 

受講費；1,000 円(資料代) 当日徴収いたします(お釣りのないようにご用意ください)。 

申し込み方法： 

茨城県理学療法士会 HP より臨床実習指導者講習会参加申し込み用紙をダウンロードし、

FAX にて申し込みをお願いいたします(FAX 番号 029-353-8475)なお、お申し込みは、

施設単位でまとめてのお申し込みをお願いいたします。 

募集期間：令和元年 11 月末から 12 月 20 日（金）必着 

 

＊11 月下旬に、FAX 通信ですでに施設宛てにご案内させていただいておりますが、 

あらためてのご案内となります。詳細について、茨城県理学療法士会の HP をご確認ください。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

会会員員状状況況  RR11 年年 88 月月 11 日日  ～～  RR11 年年 1100 月月 3311 日日現現在在      （名） 

区分 8 月  9 月 10 月 

在在会会者者  22,,220055  22,,220088  22,,221122  

新入会 手続中  2244  1133  1144  

・・22001199 年年度度 99 月月よよりり学学生生会会員員のの入入会会をを開開始始ししままししたた。。  

            新新入入会会者者  1188 名名（（1100 月月末末時時点点））  
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・・新新人人教教育育ププロロググララムム研研修修会会  

第１８～２１回 日時：2019 年１２月 22 日（日）会場：茨城県立青少年会館 
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・・令令和和元元年年度度  臨臨床床実実習習指指導導者者講講習習会会（（茨茨城城県県））  
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開催場所：茨城県立医療大学（茨城県稲敷郡阿見町阿見 4669-2) 
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2 日間の全日程参加できること（途中参加、欠席の場合、受講証明書は発行できません） 

受講費；1,000 円(資料代) 当日徴収いたします(お釣りのないようにご用意ください)。 
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FAX にて申し込みをお願いいたします(FAX 番号 029-353-8475)なお、お申し込みは、

施設単位でまとめてのお申し込みをお願いいたします。 

募集期間：令和元年 11 月末から 12 月 20 日（金）必着 

 

＊11 月下旬に、FAX 通信ですでに施設宛てにご案内させていただいておりますが、 

あらためてのご案内となります。詳細について、茨城県理学療法士会の HP をご確認ください。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

学学術術賞賞候候補補者者公公募募ののおお知知ららせせ  

  

今年度の学術賞受賞者を、会員の皆様より募集いたします。下記の条件を満たしている方は、表彰委

員会までご連絡ください。内容審査のうえ、理事会で決定後、総会にて表彰されます。なお上位表彰を

受けられた方は、この賞には該当しませんのでご了承願います。 

 

【応募方法】 

申請書（士会 HP よりダウンロード可）と裏付けとなる資料（コピー可）を郵送にて提出 

提出いただいた資料は返却いたしませんのでご了承ください 

※ 申請書受取連絡の為、メールアドレスも御提示ください 

申請後、表彰委員会より受取連絡がない場合は、お問い合わせください 

【締め切り】 

令和２年２月１5 日（消印有効） 

 

【応募先・問い合わせ先】 

〒３０２-００２２ 茨城県取手市本郷２－１－１ 

ＪＡとりで総合医療センター リハビリテーション部 前田 信道 

℡ ０２９7-74-５５５１ 

 

 

 

 

 

理理学学療療法法ハハンンドドブブッッククのの周周知知ににつついいてて  

 

普段，病院や施設，地域活動において健康増進や予防を説明する際にどのようなツールを用いていま

すか？ 

日本理学療法士協会は，2016 年より健康について疑問や悩みを持っている国民を対象として理学療

法ハンドブックを作成しています。本書は，「予防、健康増進について困った時に使える１冊」をコンセ

プトとして，エビデンスに基づいた理学療法ハンドブックとして作成され，国民の健康増進に寄与する

ことそして理学療法士の知名度向上を目指すことが目的です。現在，疾患別シリーズとして「脳卒中」，

「腰痛」，「心筋梗塞・心不全」，「糖尿病」の 4 冊と特別編として「健康寿命」，「スポーツ」の 2 冊が発

刊され，各会員のお手元に届いていると思います。どのハンドブックにも，疾患についての理解や理学

療法の効果，自宅でもできる運動療法，セルフチェックなどが掲載されており，疾患予防や健康増進の

説明に役立つツールとなっています。 

理学療法ハンドブックは日本理学療法士協会のホームページ（下記 URL および

QR コード）からもダウンロード可能です。一度，手にとっていただき，公開講座

や各地域の健康教室など国民を対象とした活動にて，是非お役立てください。 

 

URL：https://bit.ly/handbook_1 

 

表彰委員会より 

日本理学療法士協会より 

学術賞：学術、研究面で著しく貢献のあったもの 

↓ 

茨城県士会在籍中、著書・論文・学会発表（筆頭著者・演者）等 １０編以上 

◆22001199 年年度度かかららママイイペペーージジ（（会会員員限限定定ココンンテテンンツツ））へへののアアククセセスス方方法法がが変変わわりりままししたた！！ 

  日本理学療法士協会 HP から検索ボックス右横のマイページボタンが消えて、「会員の方へ」のタブ

がマイページボタンになります。 

 

 

 

 

学学術術誌誌・・学学会会誌誌のの公公開開ににつついいてて  

 会員に情報公開として、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の会員誌を閲

覧できますので、ご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学学術術誌誌「「理理学学療療法法いいばばららきき」」へへのの論論文文のの募募集集  

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」（ISSN：1343-2931）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（※応募締切：令和２年 1 月３１日）.、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． 

 

 

 

  

  

 

茨茨城城県県理理学学療療法法士士会会  TTwwiitttteerr  アアカカウウンントト開開設設ののおお知知ららせせ  

 

茨城県理学療法士会では、facebook ページに続きこの度Twitterアカウントを開設いたしました。 

本会主催の研修会情報やお知らせを随時アップしてまいりますので、皆様是非フォローをお願い致しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

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）14:30－16:30 

公開場所 ：茨城県理学療法士会事務所 

〒310-0034 茨城県水戸市緑町 3 丁目 5 番 35 号 茨城県保健衛生会館内 

事務局より 

学術・教育局より 

普及啓発局より 
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や各地域の健康教室など国民を対象とした活動にて，是非お役立てください。 

 

URL：https://bit.ly/handbook_1 

 

表彰委員会より 

日本理学療法士協会より 

学術賞：学術、研究面で著しく貢献のあったもの 

↓ 

茨城県士会在籍中、著書・論文・学会発表（筆頭著者・演者）等 １０編以上 

◆22001199 年年度度かかららママイイペペーージジ（（会会員員限限定定ココンンテテンンツツ））へへののアアククセセスス方方法法がが変変わわりりままししたた！！ 

  日本理学療法士協会 HP から検索ボックス右横のマイページボタンが消えて、「会員の方へ」のタブ

がマイページボタンになります。 

 

 

 

 

学学術術誌誌・・学学会会誌誌のの公公開開ににつついいてて  

 会員に情報公開として、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の会員誌を閲

覧できますので、ご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学学術術誌誌「「理理学学療療法法いいばばららきき」」へへのの論論文文のの募募集集  

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」（ISSN：1343-2931）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（※応募締切：令和２年 1 月３１日）.、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． 

 

 

 

  

  

 

茨茨城城県県理理学学療療法法士士会会  TTwwiitttteerr  アアカカウウンントト開開設設ののおお知知ららせせ  

 

茨城県理学療法士会では、facebook ページに続きこの度Twitterアカウントを開設いたしました。 

本会主催の研修会情報やお知らせを随時アップしてまいりますので、皆様是非フォローをお願い致しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

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）14:30－16:30 

公開場所 ：茨城県理学療法士会事務所 

〒310-0034 茨城県水戸市緑町 3 丁目 5 番 35 号 茨城県保健衛生会館内 

事務局より 

学術・教育局より 

普及啓発局より 



【【報報告告事事項項】】  

1.三役行動報告 

2.各局・部・委員会報告 

（事務局） 

・謝金規程（講師謝金支払基準）の確認について 

・業務執行理事の通信費について 

・令和 1-2 年度新体制（部員含む）について 

・学生会員の進捗状況について 

・日本理学療法士協会 55 周年記念事業 全国統一イベントについて 

（事務局 財務担当） 

【正会員会費納入件数】 合計 2176 件（うち育休割引 30 件） 

・立替経費精算申請書と旅費請求書の変更 

（社会職能局） 

・「茨城県訪問リハビリテーション協議会」への世話人派遣について 

（学術・教育局） 

・臨床実習指導者講習会運営会議について 

・臨床実習指導者講習会にむけた協議会設立について 

・関東甲信越ブロック理学療法士学会関連について 

3.その他 

・茨城ＪＲＡＴ事務局会議について 

 

 

第第 3388 回回関関東東甲甲信信越越ブブロロッックク理理学学療療法法士士学学会会・・引引きき継継ぎぎ会会議議  

第 39 回関東甲信越ブロック理学療法士学会 広報局長 長谷川大悟 

日時：令和元年 10 月 26 日（土）27 日（日） 

場所：ベイシア文化ホール・前橋商工会議所会館（群馬県前橋市） 

 
 群馬県で開催された関ブロ学会では、次期学会長でありま

す浅川育世氏（茨城県理学療法士会会長）が登壇しました。

表彰式では佐藤弘行氏（元茨城県理学療法士会会長）が、こ

れまでの栄誉を称えられ、表彰されました。その後、引き継

ぎ会議では今期学会での内容を話合い、反省点も含め共有し

ました。 

 
次年度は茨城県理学療法士会が担当します。茨城県の魅力

を発信しつつ、多くの方に足を運んでいただけますよう準備

委員一同鋭意準備を進めております。 

 

 

【公式フェイスブック】 

https://www.facebook.com/1957348974498871 

有益な情報を発信して参りますので、

ぜひ「いいね」を押して 

いち早く情報をキャッチしてみてく

ださい。 

年明けに公式ホームページも開設予

定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令令和和元元年年度度  臨臨時時理理事事会会  議議事事要要旨旨  

日時：令和元年６月２３日（日）1２:２０～１２:３０ 

出席：圷、浅川、淺野、荒井、大曽根、金子、川﨑、國谷、桜井、下神納木、鈴木、瀧原、直井、 

橋本、長谷川、平田、廣嶋、松田、森田(五十音順/敬称略) 

【【審審議議事事項項】】  

１. 第４６回定時総会終結のときから任期がはじまる業務執行理事の選任に関する件           ⇒承認 

 

 

令令和和元元年年度度  第第２２回回業業務務執執行行理理事事会会  議議事事要要旨旨  

日時：令和元年 7 月 19 日（金）19:00～21:05 

出席：浅川、大曽根、金子、直井、川﨑、國谷、下神納木(敬称略) 

【【審審議議事事項項】】  

１.会員異動状況について                                 ⇒承認 

２.共催、後援、推薦等承認事項について                         ⇒承認 

【【報報告告事事項項】】  

1.三役行動報告 

2.各局・部・委員会報告 

（事務局） 

・災害医療、災害リハビリテーションに関する報告について 

（事務局 財務担当） 

【正会員会費納入件数】 合計 2,142 件（うち育休割引 30 件） 

【賛助会員会費】平成 30 年度分はすべて受領済み 

（社会職能局） 

・シルバーリハビリ体操フェスティバルについて 

・第 19 回全国障害者スポーツ大会(いきいき茨城ゆめ大会)について 

・第 74 回国民体育大会(いきいき茨城ゆめ国体)コンディショニングルームスタッフについて 

（学術・教育局） 

・関東甲信越ブロック理学療法士学会について 

・臨床実習指導者講習会運営会議 

（普及啓発局） 

・映画「栞」無料上映会について 

・茨城新聞社「7 月 17 日は理学療法の日」特集掲載について 

・メーリングリストについて 

3.その他 

・茨城県自民党保健福祉部会への要望の提出について 

・学生会員について 

 

令令和和元元年年度度  第第 33 回回業業務務執執行行理理事事会会  議議事事要要旨旨  

日時：令和元年 9 月 20 日（金）19:00～21:50 

出席：浅川、大曽根、直井、森田、金子、川﨑、平田、瀧原、長谷川（敬称略） 

【【審審議議事事項項】】  

１.会員異動状況について                                 ⇒承認 

２.共催、後援、推薦等承認事項について                         ⇒承認 

３.代議員選挙管理委員の選出について              ⇒次回理事会審議事項として承認 

４.代議員選出規程の改定について                          ⇒継続審議 

【【検検討討事事項項】】  

1.令和 2 年度事業計画・予算（案）について 

各種会議 



【【報報告告事事項項】】  

1.三役行動報告 

2.各局・部・委員会報告 

（事務局） 

・謝金規程（講師謝金支払基準）の確認について 

・業務執行理事の通信費について 

・令和 1-2 年度新体制（部員含む）について 

・学生会員の進捗状況について 

・日本理学療法士協会 55 周年記念事業 全国統一イベントについて 

（事務局 財務担当） 

【正会員会費納入件数】 合計 2176 件（うち育休割引 30 件） 

・立替経費精算申請書と旅費請求書の変更 

（社会職能局） 

・「茨城県訪問リハビリテーション協議会」への世話人派遣について 

（学術・教育局） 

・臨床実習指導者講習会運営会議について 

・臨床実習指導者講習会にむけた協議会設立について 

・関東甲信越ブロック理学療法士学会関連について 

3.その他 

・茨城ＪＲＡＴ事務局会議について 

 

 

第第 3388 回回関関東東甲甲信信越越ブブロロッックク理理学学療療法法士士学学会会・・引引きき継継ぎぎ会会議議  

第 39 回関東甲信越ブロック理学療法士学会 広報局長 長谷川大悟 

日時：令和元年 10 月 26 日（土）27 日（日） 

場所：ベイシア文化ホール・前橋商工会議所会館（群馬県前橋市） 

 
 群馬県で開催された関ブロ学会では、次期学会長でありま

す浅川育世氏（茨城県理学療法士会会長）が登壇しました。

表彰式では佐藤弘行氏（元茨城県理学療法士会会長）が、こ

れまでの栄誉を称えられ、表彰されました。その後、引き継

ぎ会議では今期学会での内容を話合い、反省点も含め共有し

ました。 

 
次年度は茨城県理学療法士会が担当します。茨城県の魅力

を発信しつつ、多くの方に足を運んでいただけますよう準備

委員一同鋭意準備を進めております。 

 

 

【公式フェイスブック】 

https://www.facebook.com/1957348974498871 

有益な情報を発信して参りますので、

ぜひ「いいね」を押して 

いち早く情報をキャッチしてみてく

ださい。 

年明けに公式ホームページも開設予

定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令令和和元元年年度度  臨臨時時理理事事会会  議議事事要要旨旨  

日時：令和元年６月２３日（日）1２:２０～１２:３０ 

出席：圷、浅川、淺野、荒井、大曽根、金子、川﨑、國谷、桜井、下神納木、鈴木、瀧原、直井、 

橋本、長谷川、平田、廣嶋、松田、森田(五十音順/敬称略) 

【【審審議議事事項項】】  

１. 第４６回定時総会終結のときから任期がはじまる業務執行理事の選任に関する件           ⇒承認 

 

 

令令和和元元年年度度  第第２２回回業業務務執執行行理理事事会会  議議事事要要旨旨  

日時：令和元年 7 月 19 日（金）19:00～21:05 

出席：浅川、大曽根、金子、直井、川﨑、國谷、下神納木(敬称略) 

【【審審議議事事項項】】  

１.会員異動状況について                                 ⇒承認 

２.共催、後援、推薦等承認事項について                         ⇒承認 

【【報報告告事事項項】】  

1.三役行動報告 

2.各局・部・委員会報告 

（事務局） 

・災害医療、災害リハビリテーションに関する報告について 

（事務局 財務担当） 

【正会員会費納入件数】 合計 2,142 件（うち育休割引 30 件） 

【賛助会員会費】平成 30 年度分はすべて受領済み 

（社会職能局） 

・シルバーリハビリ体操フェスティバルについて 

・第 19 回全国障害者スポーツ大会(いきいき茨城ゆめ大会)について 

・第 74 回国民体育大会(いきいき茨城ゆめ国体)コンディショニングルームスタッフについて 

（学術・教育局） 

・関東甲信越ブロック理学療法士学会について 

・臨床実習指導者講習会運営会議 

（普及啓発局） 

・映画「栞」無料上映会について 

・茨城新聞社「7 月 17 日は理学療法の日」特集掲載について 

・メーリングリストについて 

3.その他 

・茨城県自民党保健福祉部会への要望の提出について 

・学生会員について 

 

令令和和元元年年度度  第第 33 回回業業務務執執行行理理事事会会  議議事事要要旨旨  

日時：令和元年 9 月 20 日（金）19:00～21:50 

出席：浅川、大曽根、直井、森田、金子、川﨑、平田、瀧原、長谷川（敬称略） 

【【審審議議事事項項】】  

１.会員異動状況について                                 ⇒承認 

２.共催、後援、推薦等承認事項について                         ⇒承認 

３.代議員選挙管理委員の選出について              ⇒次回理事会審議事項として承認 

４.代議員選出規程の改定について                          ⇒継続審議 

【【検検討討事事項項】】  

1.令和 2 年度事業計画・予算（案）について 

各種会議 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛助会員広告 

介護用品・福祉機器 販売・レンタル 

有限会社 ヨヨ  シシ  フフ  クク  
 

茨城県水戸市酒門町 1437-3 

TTEELL 0292485307    FFAAXX 0292480086 
＊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 

☆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 

TT EE CC HH NN OO   BB RR AA CC EE  

 hhttttpp::////wwwwww..tteecchhnnoobbrraaccee..ccoomm    弊弊社社へへののアアククセセスス情情報報やや製製品品紹紹介介ををししてておおりりまますす．．ぜぜひひごご覧覧くくだだささいい！！  

〒3470036 埼玉県加須市久下 1696－1 

TEL 0480（6６）1033 FAX 0480（65）0070 

E-mail info@technobrace.com 

テテククノノブブレレイイスス株株式式会会社社  

 

 

本会主催、後援 

  

※※詳詳細細はは本本会会ＨＨＰＰををごご参参照照くくだだささいい  

本会主催 

・土浦ブロック令和元年度新人症例検討会土浦ブロックリハビリテーション学術集会 R2.2.14(金) 

・平成 31 年度症例検討会 取手・龍ヶ崎ブロック理学療法士の会 症例検討会   R2.2.29(土) 

 

本会後援 

・第２９回茨城がん学会                            R1.12.22(日) 

・茨城シーティングセミナー２０１９                                 （第２回）R2.1.7(火) 

・第２回茨城県生活期リハビリテーション症例報告会          （第２回）R2.1.19(日) 

・スミセイウエルネスセミナー                         R2.1.25(土) 

・認知症フォーラム in 水戸                           R2.2.2(日) 

・第１２回茨城県作業療法学会                                                 R2.2.9(日) 

・第７回茨城呼吸療法セミナー                                                 R2.2.23(日) 

・認知症市民フォーラム in 日立 みてくれ！我らの底力！！                      R2.2.23(日) 

・いばらき社会リハビリテーションフォーラム                  R2.3.22(日) 

 

その他 

・茨城県理学療法士連盟青年局企画研修会・意見交換会               R1.12.19(木) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種学会・研修会・イベント案内 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛助会員広告 

介護用品・福祉機器 販売・レンタル 

有限会社 ヨヨ  シシ  フフ  クク  
 

茨城県水戸市酒門町 1437-3 

TTEELL 0292485307    FFAAXX 0292480086 
＊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 

☆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 

TT EE CC HH NN OO   BB RR AA CC EE  

 hhttttpp::////wwwwww..tteecchhnnoobbrraaccee..ccoomm    弊弊社社へへののアアククセセスス情情報報やや製製品品紹紹介介ををししてておおりりまますす．．ぜぜひひごご覧覧くくだだささいい！！  

〒3470036 埼玉県加須市久下 1696－1 

TEL 0480（6６）1033 FAX 0480（65）0070 

E-mail info@technobrace.com 

テテククノノブブレレイイスス株株式式会会社社  

 

 

本会主催、後援 

  

※※詳詳細細はは本本会会ＨＨＰＰををごご参参照照くくだだささいい  

本会主催 

・土浦ブロック令和元年度新人症例検討会土浦ブロックリハビリテーション学術集会 R2.2.14(金) 

・平成 31 年度症例検討会 取手・龍ヶ崎ブロック理学療法士の会 症例検討会   R2.2.29(土) 

 

本会後援 

・第２９回茨城がん学会                            R1.12.22(日) 

・茨城シーティングセミナー２０１９                                 （第２回）R2.1.7(火) 

・第２回茨城県生活期リハビリテーション症例報告会          （第２回）R2.1.19(日) 

・スミセイウエルネスセミナー                         R2.1.25(土) 

・認知症フォーラム in 水戸                           R2.2.2(日) 

・第１２回茨城県作業療法学会                                                 R2.2.9(日) 

・第７回茨城呼吸療法セミナー                                                 R2.2.23(日) 

・認知症市民フォーラム in 日立 みてくれ！我らの底力！！                      R2.2.23(日) 

・いばらき社会リハビリテーションフォーラム                  R2.3.22(日) 

 

その他 

・茨城県理学療法士連盟青年局企画研修会・意見交換会               R1.12.19(木) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種学会・研修会・イベント案内 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

茨 城 県 つ く ば 市 大 白 硲 3 4 1 - 1 

TEL 029(875)7627 FAX 029(875)7628 

h t t p : / / w w w . k o w a g i s h i . c o m  

i n f o @ k o w a g i s h i . c o m 

医療機器・臨床検査機器・ME 機器・分析機器 

株株 式式 会会 社社  三三  陽陽 
人と技術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 
TEL０２９（２４１）１１５５ 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 株株式式会会社社セセキキシショョウウラライイフフササポポーートト  TTEELL00229966--2255--33222200    

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 317-1  

【TEL】0296-25-2770 【営業】月～金曜 【定員】20 名【開設】H24.12 
 

パパワワーーリリハハビビリリテテーーシショョンン 
とと個個別別機機能能訓訓練練でで機機能能訓訓練練 
にに特特化化ししたた元元気気ににななるるたためめ 
ののデデイイササーービビススでですす！！ 

※詳細はお気軽に 
お問い合わせ下さい。  
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茨城県理学療法士連盟 
理学療法士の声を政界へ！ 

政治・選挙活動、首長・議会議員、政治家・秘書等に関心をお持ちの方、ぜひお問い合わせ下さい。 
 

 
【事務局】 

茨城県土浦市湖北 2 丁目 10-35 
電話：029-824-7611 

メール：ibaraki.pt.renmei@gmail.com 
ホームページ ： https://sites.google.com/site/ptrenmei/ 
フェイスブック：http://www.facebook.com/1596011297374122 茨城県理学療法⼠連盟 



 
 

 

 

 

 

茨茨城城県県理理学学療療法法士士会会事事務務所所（（茨茨城城県県保保健健衛衛生生会会館館内内））  

〒310-0034 茨城県水戸市緑町 3 丁目 5 番 35 号 TEL：029-353-8474 

FAX：029-353-8475 E-mail：toiawase@pt-ibaraki.jp   

 

 

 

  

11 月も後半となり、寒さが一段と厳しくなってまいりました。 

先月はラグビーワールドカップに日本中が熱狂する一方で、台風 19 号の猛威は茨城県にも甚大な被

害をもたらしました。私も生まれて初めて家族と共に避難所へ避難し、眠れぬ夜を過ごすなかで改めて

自然災害の脅威を感じました。 

令和元年もあとわずかとなりました、新しい年が大きな災害なく穏やかでありますことを祈っており

ます。 

                             （広報部員） 

 

 

ホームページ                     Facebook      Twitter 
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発発行行人人：：公益社団法人 茨城県理学療法士会 

代代表表者者：： 浅川育世 

編編集集者者：： 倉田俊洋  

事事務務局局：：〒310-0034 茨城県水戸市緑町 3 丁目 5 番 35 号 

茨城県理学療法士会事務所（茨城県保健衛生会館内） 

     TEL 029-353-8474 

FAX 029-353-8475 

      E-mail toiawase@pt-ibaraki.jp   

各種お問い合わせ 

編集後記 


