
 

 

 

 

令和元年度事業報告書 

Ⅰ．公益目的事業 

１．理学療法を通じて県民の保健・医療・福祉の増進と支援に寄与する事業 

（１）地域包括ケアシステムに関する事業 

１）障害者（児）支援に関する理学療法士派遣事業 

○水戸特別支援学校への外部専門家（理学療法士）派遣事業（月１回） 

派遣：９回 延べ ９名 

○茨城における小児の発達を支える地域リハビリテーションを考える会への協力（世話人派遣） 

派遣者：１名（赤津 安恵美氏） 

    ○障害者相談支援事業 

     障害者相談支援事業所を開設（茨城県リハビリテーション専門職協会へ委託） 

２）高齢者の福祉増進に関する事業への協力・理学療法士派遣事業 

  〇茨城県立健康プラザ介護予防推進室への理学療法士派遣・協力事業 

派遣者：９名（所 圭吾氏、藤田 義隆氏、鈴木 和江氏、増渕 裕子氏、柳町 幹氏、 

内藤 幾愛氏、長谷川 聡氏、平田 清次氏、倉持 正一氏） 

○茨城県回復期リハビリテーション病棟の会への協力（世話人派遣） 

派遣者：１名（川﨑 仁史氏） 

○茨城県訪問リハビリテーション協議会への協力（世話人派遣） 

派遣者：１名（鈴木 和江氏） 

茨城県訪問リハビリテーション協議会は茨城県生活期リハビリテーション協議会へ名称変更 

３）市町村支援に関する事業 

    本会が推薦し茨城県リハビリテーション専門職協会の委嘱を受けた会員である理学療法士を 

４４市町村に配置し、各種事業に対応 

４）地域自立支援センター事業 

○北茨城地域自立支援センター 

① 退院（所）時あるいは退院（所）前在宅訪問事業 

訪問件数：０件 

② 住民運営の「通いの場」等への関与促進事業 

◆ シルバーリハビリ体操教室での講話・相談会 

実施回数：１８回 参加者：４４５名 相談件数：４４件 

◆ 小川地区介護予防教室 

実施回数：８回  参加者：６８名 

◆ 元気ステーションでの個別訓練 

        実施回数：１１回 参加者：１１名 

◆ 元気ステーションでの集団訓練 

実施回数：１４回 参加者：７０名 



 

 

 

 

◆ 認知力アップ教室実施協力 

実施回数：１６回 参加者：１０６名 

◆ 地域活動支援センターでの体力測定・レクレーション 

実施回数：２回  参加者：２８名 

◆  公民館活動 

実施回数：２回  参加者：３５名 

◆  サロン活動 

実施回数：１回  参加者：２４名 

③ 共同利用型訪問リハビリテーション事業   

◆  訪問件数：３０１件（実施型：２７０件、指導型：３１件） 

◆  サービス担当者会議・ケア会議への出席 出席件数：１１件 

◆  地域ケア会議への出席 出席回数：９回 

＜地域からの要望に応じた活動＞ 

◆  特養での研修会開催：実施回数：２回 参加者：２３名  

〔 ②・③での登録プロボノの活動実績 〕 

・登録プロボノ：１４名 実施回数：３２回 

〇筑西地域自立支援センター 

① 障害者相談支援事業  

障害者相談支援事業所を開設し、運営を茨城県リハビリテーション専門職協会へ委託 

相談支援専門員：２名 

実利用者：４３名（身体障害８名、知的障害６名、精神障害２９名、難病０名） 

② 無料職業紹介事業 ４を参照 

５）茨城県訪問リハビリテーション実務者研修会の開催 

    令和元年度茨城県在宅リハビリテーション研修会 

    期日：第１日目 令和元年１１月１０日 会場：アール医療福祉専門学校 

期日：第２日目 令和２年 １月１９日 会場：茨城県立健康プラザ 

参加者数：５４名、うち理学療法士３１名 

６）介護予防キャラバン事業：県内市町村事業・関連団体事業への協力 

介護予防キャラバン 

    ①健康づくりキャンペーン 

期日：令和元年６月１日        会場：イオンモール水戸内原 

内容：理学療法相談          相談者：４１名 

    ②古河ふれあい広場２０１９ 

期日：令和元年９月２１日       会場：ネーブルパーク 

内容：体力測定及び理学療法相談    測定者：１０９名 

 ③みんなの生活展 

期日：令和元年１０月１３日      会場：旧筑西市役所 

台風１９号の影響により中止 



 

 

 

 

    ④健康スポーツフェスティバル 

期日：令和元年１０月１４日      会場：国営ひたち海浜公園 

内容：体力測定及び理学療法相談    測定者：１４６名 

茨城県看護協会「まちの保健室」との共同事業への会員派遣 

    ①期日：令和元年８月１０日       会場：常陸大宮ピサーロ 

     内容：体力測定及び理学療法相談    測定者：２名 

    ②期日：令和元年８月２５日       会場：イオンモール水戸内原 

     内容：体力測定及び理学療法相談    測定者：３２名 

    ③期日：令和元年１０月２４日      会場：茨城県保健衛生会館 

     内容：体力測定及び理学療法相談    測定者：１９名 

    ④期日：令和元年１１月２３日～２４日  会場：青柳公園市民体育館 

     内容：体力測定及び理学療法相談    測定者：３１名（２３日：１７名、２４日：１４名） 

    ⑤期日：令和元年１１月２８日      会場：鹿島ショッピングセンターチェリオ 

     内容：体力測定及び理学療法相談    測定者：７名 

７）介護予防フェスティバル事業 

①介護予防フェスティバル事業 

未実施 

②シルバーリハビリ体操フェスティバル事業 

＜城里町＞ 

     期日：令和元年７月１４日      会場：常北公民館 

     内容：○医療専門職による講話 

         テーマ：「日本の未来のために！シルバーリハビリ体操！」 

         講師：福田友（立川記念病院） 

        ○シルバーリハビリ体操体験 

         ・城里町シルバーリハビリ体操指導士会による体操実演・体験 

        ○介護予防キャラバン 

         ・本会理学療法士によるリハビリ相談会 

     参加者：７０名 

    ＜日立市＞ 

     期日：令和元年７月１４日      会場：日立市保健センター 

     内容：○医療専門職による講話 

         テーマ：「日本の未来のために！シルバーリハビリ体操！」 

         講師：平田清次（ひたち医療センター） 

        ○シルバーリハビリ体操体験 

         ・日立市シルバーリハビリ体操指導士会による体操実演・体験 

        ○介護予防キャラバン 

         ・本会理学療法士によるリハビリ相談会 

     参加者：８１名 



 

 

 

 

    ＜ひたちなか市＞ 

     期日：令和元年７月１４日      会場：日立製作所ひたちなか総合病院 

     内容：○医療専門職による講話 

         テーマ：「日本の未来のために！シルバーリハビリ体操！」 

          講師：長谷川大悟（サンフラワー東海） 

        ○シルバーリハビリ体操体験 

         ・ひたちなか市シルバーリハビリ体操指導士会による体操実演・体験 

        ○介護予防キャラバン 

         ・本会理学療法士によるリハビリ相談会 

     参加者：１３２名 

    ＜鉾田市＞ 

     期日：令和元年７月１４日      会場：鉾田市鉾田保健センター 

     内容：○医療専門職による講話 

         テーマ：「日本の未来のために！シルバーリハビリ体操！」 

         講師：井上克也（鹿島病院） 

        ○シルバーリハビリ体操体験 

         ・鉾田市シルバーリハビリ体操指導士会による体操実演・体験 

        ○介護予防キャラバン 

         ・本会理学療法士によるリハビリ相談会 

     参加者：９３名 

    ＜常総市＞ 

     期日：令和元年７月１４日      会場：茨城県きぬ看護専門学校 

     内容：○医療専門職による講話 

         テーマ：「日本の未来のために！シルバーリハビリ体操！」 

         講師：下村哲志（筑波学園病院） 

        ○シルバーリハビリ体操体験 

         ・常総市シルバーリハビリ体操指導士会による体操実演・体験 

        ○介護予防キャラバン 

         ・本会理学療法士によるリハビリ相談会 

     参加者：９２名 

    ＜石岡市＞ 

     期日：令和元年７月１４日      会場：石岡市中央公民館 

     内容：○医療専門職による講話 

         テーマ：「日本の未来のために！シルバーリハビリ体操！」 

         講師：大田仁史（茨城県立健康プラザ） 

        ○シルバーリハビリ体操体験 

         ・石岡市シルバーリハビリ体操指導士会による体操実演・体験 

        ○介護予防キャラバン 



 

 

 

 

         ・本会理学療法士によるリハビリ相談会 

     参加者：３１３名 

    ＜取手市＞ 

     期日：令和元年７月１４日      会場：取手市福祉交流センター 

     内容：○医療専門職による講話 

         テーマ：「日本の未来のために！シルバーリハビリ体操！」 

         講師：遠藤博（JA とりで総合医療センター） 

        ○シルバーリハビリ体操体験 

         ・取手市リハビリ体操指導士の会による体操実演・体験 

        ○介護予防キャラバン 

         ・本会理学療法士によるリハビリ相談会 

     参加者：１３４名 

    ＜筑西市＞ 

     期日：令和元年７月１４日      会場：しもだて地域交流センターアルテリオ 

     内容：○医療専門職による講話 

         テーマ：「日本の未来のために！シルバーリハビリ体操！」 

         講師：益子亜由美（協和中央病院） 

        ○シルバーリハビリ体操体験 

         ・筑西市シルバーリハビリ体操指導士会による体操実演・体験 

        ○介護予防キャラバン 

         ・本会理学療法士によるリハビリ相談会 

     参加者：１０２名 

    ＜境町＞ 

     期日：令和元年７月１４日      会場：茨城西南医療センター病院 

     内容：○医療専門職による講話 

         テーマ：「日本の未来のために！シルバーリハビリ体操！」 

         講師：菅井康弘（茨城西南医療センター病院） 

        ○シルバーリハビリ体操体験 

         ・境町シルバーリハビリ体操指導士会による体操実演・体験 

        ○介護予防キャラバン 

      ・本会理学療法士によるリハビリ相談会 

  参加者：１４８名 

 

（２）スポーツ支援関連事業 

 １）野球支援事業 

○第７１回 春季関東地区高校野球茨城大会  

令和元年５月５日（準決勝）  会場：JCOMスタジアム土浦    派遣者：２名 

令和元年５月６日（決勝）   会場：JCOMスタジアム土浦     派遣者：２名 



 

 

 

 

○第１０１回 全国高校野球選手権茨城大会  

令和元年７月２２日（準々決勝）会場：ノーブルスタジアム水戸 

ひたちなか市民球場  派遣者：４名 

令和元年７月２４日（準決勝） 会場：ノーブルスタジアム水戸  派遣者：２名 

令和元年７月２５日（決勝）  会場：ノーブルスタジアム水戸  派遣者：２名 

○第７２回 秋季関東地区高校野球茨城大会 

令和元年９月２１日（準決勝） 会場：ひたちなか市民球場    派遣者：２名 

令和元年９月２２日（決勝）  会場：ひたちなか市民球場    派遣者：２名 

  ２）スポーツ支援事業 

○第７４回国民体育大会，第１９回全国障害者スポーツ大会支援活動 

①第７４回国民体育大会，第１９回全国障害者スポーツ大会帯同スタッフ、コンディショニン

グスタッフ合同会議・実技講習会 

期日：令和元年９月１日 

会場：つくば国際大学 

（内容） 

コンディショニング実技（テーピング含む）、応急処置・運搬法、物理療法、帯同やコンデ

ィショニングルーム運営の手順、留意事項 

（参加者） 

全国障がい者スポーツ帯同        参加者：１０名  

全国障がい者スポーツコンディショニング 参加者：７２名  

国体ハンドボールコンディショニング   参加者：２８名  

国体硬式野球コンディショニング     参加者：１１名  

②第７４回国民体育大会（ハンドボール競技）でのコンディショニングサポート 

期日：令和元年１０月３日～１０月７日 

会場：坂東市総合体育館、岩井高等学校体育館、常総運動公園体育館、水海道総合体育館、

水海道第二高等学校体育館 

（活動内容）選手、審判のコンディショニングサポート 

（派遣者）実人数 ３０名 延べ人数 ５７名 

（利用者数実績）５８名 

③第７４回国民体育大会（高等学校野球競技：硬式）でのコンディショニングサポート 

期日：令和元年９月２９日～１０月２日 

会場：ノーブルホームスタジアム水戸 

（活動内容）選手、審判のコンディショニングサポート、メディカルチェック 

（派遣者）実人数 １１名 延べ人数 １２名 

（利用者数実績）１１１名 

④第１９回全国障害者スポーツ大会茨城県選手団引率者派遣 

台風１９号の影響により中止 

（派遣者予定） １４名 



 

 

 

 

（競技名）陸上競技（身体・知的）、水泳（身体）、卓球（身体）、フライングディスク（身体） 

⑤第１９回全国障害者スポーツ大会コンディショニングサポート 

台風１９号の影響により中止 

（競技名・派遣者予定） 

陸上競技              実人数 ２９名 延べ人数 ４６名 

アーチェリー            実人数 ９名  延べ人数 １１名 

フライングディスク         実人数 ６名  延べ人数 ８名 

車椅子バスケットボール       実人数 １３名 延べ人数 １７名 

ソフトボール・フットベースボール  実人数 １９名 延べ人数 ２５名 

グランドソフトボール        実人員 １４名 延べ人数 ２１名 

バレーボール（知）         実人員 ８名  延べ人数 ９名 

バレーボール（精）         実人員 ７名  延べ人数 ９名 

○スポーツリハビリテーションマップの作成 

茨城県理学療法士会スポーツ理学療法士養成講習会修了者を、「茨城県理学療法士会認定スポ 

ーツ理学療法士」として認定し、所属機関などをホームページに掲載。 

〇スポーツ傷害予防のための啓発活動 

障がい児、障がい者の運動導入教室実施に向けたワーキング会議の実施 

期日：令和２年３月１１日 会場：つくば国際大学 

〇スポーツ関連支援会議への出席 

①「いきいき茨城ゆめ大会」茨城県選手団身体障害者部門代表選手選考部員会議 

期日：平成３１年４月６日  会場：茨城県精神保健福祉センター 

②「いきいき茨城ゆめ大会」茨城県選手団身体障害者部門派遣選手選考部会 

期日：令和元年５月３１日  会場：茨城県精神保健福祉センター 

③ 関東甲信越ブロック協議会スポーツ関連事業運営委員会 

期日：令和元年１０月２６日  会場：ベイシア文化ホール 

④ 茨城県アスレティックトレーナー協議会令和元年度総会 

期日：令和元年１１月２２日 会場：ホテルレイクビュー水戸 

⑤ 日本理学療法士協会スポーツ理学療法運営担当者会議 

期日：令和元年１１月３０日 会場：田町カンファレンスルーム 

⑥ 日本理学療法士協会全国都道府県士会学校保健・特別支援教育担当者会議 

期日：令和２年２月２日  会場：田町カンファレンスルーム   

 

２．理学療法における学術及び科学技術の振興を目的とする事業 

（１）第２３回茨城県理学療法士学会の開催 

   期日：令和元年７月７日          会場：茨城県立医療大学  

テーマ：理学療法士のキャリア構築を考える ～卒前から卒後まで～ 

学会長：縄井清志（つくば国際大学）    参加者：１９１名 

 



 

 

 

 

第２４回茨城県理学療法士学会に向けての第１回準備委員会 

期日：令和元年１２月１８日        開場：ひたちなか総合病院 

 

（２）研修会・講習会に関する事業 

１）新人教育プログラム研修会の開催 

・期日：令和元年８月２５日          会場：茨城県立青少年会館 

テーマ：A-１ 理学療法と倫理                参加者：１５５名 

テーマ：A-２ 協会組織と生涯学習システム          参加者：１５６名 

テーマ：A-３ リスクマネジメント（安全管理と感染予防含む） 参加者：１６１名 

テーマ：A-４ 人間関係および接遇（労働衛生含む）      参加者：１５９名  

テーマ：A-５ 理学療法における関連法規（労働法含む）    参加者：１６０名  

・期日：令和元年９月２２日          会場：茨城県立医療大学 

テーマ：C-１ 神経系疾患の理学療法              参加者：１４３名 

テーマ：C-２ 運動器疾患の理学療法               参加者：１４０名 

テーマ：C-３ 内部障害の理学療法                          参加者：１３９名 

テーマ：C-４ 高齢者の理学療法                           参加者：１１４名 

・期日：令和元年１０月２０日        会場：茨城県立医療大学 

テーマ：D-１ 社会の中の理学療法               参加者：６８名 

テーマ：D-３ 理学療法の研究方法論（EBPT 含む）       参加者：５８名 

テーマ：C-５ 地域リハビリテーション（生活環境支援含む）    参加者：１４名 

テーマ：D-２ 生涯学習と理学療法の専門領域）         参加者：８名  

・期日：令和元年１１月２４日        会場：日立総合病院 

テーマ：B-１ 一次救命処置と基本処置             参加者：５３名 

テーマ：B-２ クリニカルリーズニング              参加者：３２名 

テーマ：B-３ 統計方法論                              参加者：１１名 

テーマ：B-４ 症例報告・発表の仕方                        参加者：１名 

・期日：令和元年１２月２２日        会場：いばらき中央福祉専門学校 

テーマ：D-４ 理学療法士のための医療政策論          参加者：１８名 

テーマ：E-１ 臨床実習指導方法論                参加者：５０名 

テーマ：E-２ コーチングとティーチング                  参加者：１２名 

テーマ：E-３ 国際社会と理学療法                         参加者：１名 

【新人教育プログラム追加研修】 

・期日：令和２年２月２５日         会場：本会事務所 

テーマ：A-１ 理学療法と倫理                参加者：６名 

・期日：令和２年３月２日          会場：本会事務所 

テーマ：A-４ 人間関係および接遇（労働衛生含む）      参加者：５名 

テーマ：A-５ 理学療法における関連法規（労働法含む）    参加者：６名 

・期日：令和２年３月５日          会場：本会事務所 



 

 

 

 

テーマ：A-２ 協会組織と生涯学習システム          参加者：６名 

テーマ：A-３ リスクマネジメント（安全管理と感染予防含む） 参加者：５名 

新人症例検討会 

・水戸ブロック 

期日：令和元年９月７日     会場：水戸赤十字病院        参加者：６６名 

・日立ブロック 

期日：令和元年１２月５日    会場：日立製作所日立総合病院    参加者：２５名 

・常陸太田・ひたちなかブロック   

期日：令和元年１１月２２日   会場：日立製作所ひたちなか総合病院 参加者：５２名 

・鹿行ブロック                            開催なし 

・土浦ブロック   

期日：令和２年２月１４日    会場：土浦協同病院         参加者：７３名 

・つくばブロック 

期日：令和元年１０月５日    会場：筑波記念病院         参加者：４８名 

期日：令和２年３月７日     会場：筑波記念病院       コロナ禍の影響で中止 

症例検討報告書の提出にて代替え実施 

・取手・龍ケ崎ブロック 

期日：令和２年２月２９日    会場：東京医大茨城医療センター コロナ禍の影響で中止 

症例検討報告書の提出にて代替え実施 

・筑西・下妻ブロック 

期日：令和２年１月１９日    会場：協和中央病院         参加者：２６名 

・古河・坂東ブロック 

期日：令和２年２月１日     会場：茨城西南医療センター病院   参加者：２５名 

２）理学療法士講習会の開催 

    ・期日：令和元年８月１１日      会場：アール医療福祉専門学校 

     テーマ：基礎編／技術 関節可動域治療の基本「運動器系疾患に対する関節可動域治療手技」 

     参加者：４１名 

    ・期日：令和元年９月８日       会場：茨城県立医療大学 

     テーマ：基礎編／技術 筋力増強運動「骨関節系疾患に対する治療手技」 

     参加者：３６名 

・期日：令和元年１０月２６、２７日  会場：茨城県立医療大学 

     テーマ：応用編 脊髄損傷の理学療法 

     参加者：１６名 

    ・期日：令和元年１１月１０日     会場：茨城県立医療大学 

     テーマ：基礎編／技術 スポーツ障害・外傷に対する理学療法 

     参加者：５１名 

    ・期日：令和元年１２月１日      会場：筑波記念病院 

     テーマ：基礎編／理論 発達が障がいされた小児期の人々に対する理学療法 



 

 

 

 

     参加者：３５名 

３）管理者研修 

期日：令和元年６月２３日  会場：茨城県立健康プラザ        参加者：１６名 

期日：令和２年２月１４日  会場：茨城県立医療大学         参加者：１名 

期日：令和２年３月１６日  会場：本会事務所            参加者：１名 

４）職場内訪問指導研修  

    会場：サンシャインつくば  回数：１２回 

５）学術誌「理学療法いばらき 第２３巻」の発行 

令和元年６月  発行部数２，９１８部 

６）茨城県理学療法士中級障がい者スポーツ指導員養成講習会の開催  

    茨城県内で全国障害者スポーツ大会開催のため開催なし 

７）茨城県理学療法士会スポーツ理学療法士養成講習会の開催 

    期日：令和２年２月２４日                参加予定者が満たないため中止 

期日：令和２年３月８日                 コロナ禍の影響で中止 

 

３．地域の健全な発展に寄与する理学療法の普及啓発事業 

（１）広報誌発行 

・「インフォメーション」発行  ５月（２，３００部発行）、８月（２，３５０部発行） 

１１月（２，３５０部発行）、２月（２，３００部発行） 

・「年報ひたちの」発行     ８月（７５０部発行） 

（２）ホームページ等による県民に向けた情報発信 

１）WEB サイト・SNS による情報発信（４～９月／１０～３月） 

 ・ホームページ：アクセス総数：１２８，４２１（６９，４８６／５８，９３５） 

１．トップページ：アクセス総数：２７，９１３（１５，２７８／１２，６３５） 

２．学会研修会ページ：アクセス総数：８，７４４（４，８２０／３，９２４） 

３．学会研修会・新プロページ：アクセス総数：５，８５５（３，４３５／２，４２０） 

・Facebook：７１件（２３件／４８件） 

・Twitter：３９件（０件／３９件） 

２）各種メディア・催事による情報発信 

 ・茨城放送「高齢者介護サポートキャンペーン」協賛 

 ・「介護の日」等各種展示事業 

  期日：令和元年１０月２５日～令和元年１１月１２日 

場所：茨城県庁２階 県民情報センター 県政広報コーナー２ 

 ・その他広報媒体の作成 （リーフレット作成：４，０００部） 

 ・映画「栞」無料上映会 

  期日：令和元年７月７日 

  会場：茨城県立医療大学中講義室 

参加者：７４名（茨城県理学療法士会会員 ３３名、一般 ２２名、学生 １９名） 



 

 

 

 

 ・茨城新聞社「７月１７日は理学療法の日」特集掲載 

掲載日：令和元年７月１２日 

（３）高校生および高校教員向けの啓発活動 

・理学療法・作業療法・言語聴覚療法見学会の実施 

（一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会と共催） 

対象：県内に通学する高校生 

実施期間：令和元年７月２２日～８月２４日 

参加者：６９校 ８０８名申し込み（４４４名マッチング、最終参加４２１名） 

見学受け入れ施設：５２施設 

（４）理学療法週間ＰＲグッズの配布 

（主な配布先） 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士進路指導担当者、理学療法・作業療法・言語聴覚療法見学会

参加者、その他各種イベント参加者 

（配布物） 

   茨城県理学療法士会ロゴ入りアドバッグ５００部 

（５）「理学療法の日」作文コンクール事業 

対象  ：県内在住の方、および県内に通学している中・高校生、大学生 

   応募期間：令和元年５月１日～５月３１日    

応募総数：１００通 

受賞者 ： 

    最優秀賞 野口 ヤスエ（利根町）    やる気スイッチ 

優秀賞  小林 夏帆（下妻第一高等学校）   幸せな人生 

優秀賞  渡邉 有貴（水戸市）     関わっているすべての皆様～ありがとう～ 

佳作  亀田 美保子（石岡市）    母に想う事 

佳作  小川 大地（アール医療福祉専門学校）理学療法に思うこと 

佳作  金子 美幸（坂東市）     理学療法に感謝    

表彰式 ：令和元年７月７日 茨城県立医療大学（茨城県理学療法士学会内） 

 

４．無料職業紹介事業 

   求人  実登録数：４件  問い合わせ件数：１５件 

   求職者 実登録数：１件  問い合わせ件数：２件 

 

Ⅱ．共益事業 

１．会員に関する事業 

（１）会員相互扶助事業（会員の交流援助） 

１）３士会合同懇親会の開催           コロナ禍の影響で中止 

２）会員に向けた情報発信：ホームページの更新やFacebookによる情報発信 



 

 

 

 

FAXニュースの発行、会員所属施設一覧の作成 

    ・FAXニュースの発行：５件 

発行日：令和元年５月２３日  第２９号 第４６回定時総会等のご案内 など 

令和元年６月２７日  第３０号 第２３回茨城県理学療法士学会のお知らせ など 

令和元年１１月２８日 第３１号 令和元年度 臨床実習指導者講習会開催について 

令和２年２月３日   第３２号 令和２年度診療報酬改定研修会のお知らせ 

令和２年３月１３日  第３３号 令和２・３年度 本会代議員選挙について 

    ・会員所属施設一覧の作成：インフォメーション（８月末発行）に掲載 

  ３）学生会員への支援 

    学生会員入会は１８名（学生会員の入会は令和元年度９月より開始） 

（２）卒前オリエンテーションの開催  

    期日：令和２年２月１３日    会場：茨城県立医療大学 

期日：令和２年２月２４日    会場：水戸メディカルカレッジ 

期日：令和２年２月２５日    会場：つくば国際大学 

期日：令和２年２月２６日    会場：筑波技術大学・アール医療福祉専門学校 

    参加者：計１７５名 

（３）福利厚生に関すること 

  １）団体補償保険への加入 

  ２）自動車保険の集団扱い制度への加入   加入件数：２７件  

（４）理学療法士教育に関する事業 

１）茨城県臨床実習指導者講習会調整会議の開催 

  第１回 

  期日：令和元年６月１７日     会場：アール医療福祉専門学校 

  第２回 

  期日：令和元年７月１１日     会場：アール医療福祉専門学校 

  第３回 

  期日：令和元年９月６日         会場：アール医療福祉専門学校 

  第４回 

  期日：令和元年１２月２４日  会場：茨城県立医療大学 

  第５回 

  期日：令和２年１月３０日  会場：茨城県立医療大学 

２）茨城県臨床実習指導者研修会の開催 

  期日：令和２年２月１５日、１６日 会場：茨城県立医療大学   参加者：７８名 

 

 

２．政策提言に関する事業  

（１）日本理学療法士連盟、茨城県理学療法士連盟に係る事業 

  １）研修会の開催  



 

 

 

 

・期日：令和元年１２月１９日 会場：茨城県保健衛生会館  参加者：３７名 

・期日：令和２年２月２７日  会場：ワークプラザ勝田  コロナ禍の影響で中止 

・期日：令和元年６月２日   会場：水戸市ダイニングキッチンちょび  参加者：７名 

  ２）情報の配信  

FAXニュースの発行 

（２）身分、処遇、待遇に関する各種調査 

（３）医療、保険制度に関する各種調査 

（４）職域、職能に関する各種調査 

（５）その他 

 

３．その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（１）研修会の新人教育プログラム又は生涯学習ポイントへの読み替え、及び単位認定の管理 

（２）調査・研究に関する事業 

（３）リハビリテーション関連研修会、イベント等への共催、協賛、後援、スタッフ派遣推薦 

 

Ⅲ．管理部門 

１．各種会議運営事業 

（１） 運営会議  

１）第４６回定時総会（代議員総会） 

期日：令和元年６月２３日             会場：茨城県立健康プラザ 

２）理事会（５月、１１月） 

第１回     期日：令和元年５月１７日     会場：本会事務所 

第２回     期日：令和元年１１月２９日    会場：本会事務所 

臨時理事会   期日：令和元年６月２３日     会場：茨城県立健康プラザ 

臨時理事会   期日：令和２年２月２７日     会場：本会事務所 

持ち回り理事会 期日：令和元年５月３０日      

持ち回り理事会 期日：令和元年７月２５日 

持ち回り理事会 期日：令和２年１月３０日 

３）業務執行理事会（５月、７月、９月、１１月、１月、３月） 

第１回     期日：平成３１年４月１９日    会場：本会事務所 

第２回     期日：令和元年７月１９日     会場：本会事務所 

第３回     期日：令和元年９月２０日     会場：本会事務所 

第４回     期日：令和元年１０月３０日    会場：本会事務所 

第５回     期日：令和２年１月１７日     会場：本会事務所 

第６回     期日：令和２年３月１２日     会場：本会事務所 

４）ブロック長会議（年２回程度）  期日：開催なし 

５）ブロック会議（各ブロック年２回） 



 

 

 

 

・水戸ブロック 

第１回     期日：平成３１年４月２５日    会場：水戸赤十字病院 

第２回     期日：令和元年１０月３１日    会場：水戸赤十字病院 

・日立ブロック 

第１回     期日：令和元年５月２７日     会場：日立総合病院 

第２回                      コロナ禍の影響で中止 

・常陸太田・ひたちなかブロック  期日：開催なし 

・鹿行ブロック  期日：開催なし 

・土浦ブロック   

第１回     期日：令和２年２月１４日     会場：土浦協同病院 

・つくばブロック 

第１回     期日：令和元年６月１１日     会場：筑波記念病院 

・取手・龍ケ崎ブロック 

第１回     期日：令和元年９月２６日     会場：牛久愛和総合病院 

第２回                      コロナ禍の影響で中止 

・筑西・下妻ブロック 

第１回     期日：令和元年７月８日      会場：結城病院 

第２回      期日：令和元年１２月１８日    会場：結城病院 

・古河・坂東ブロック 

第１回     期日：令和元年７月２日      会場：茨城西南医療センター病院 

第２回     期日：令和元年１２月９日     会場：茨城西南医療センター病院 

６）理学療法部門責任者会議（年２回程度） 

第１回  期日：令和元年６月２３日   会場：茨城県立健康プラザ 参加者：５３名 

７）管理者ネットワーク会議（年２回程度） 

第１回  期日：令和元年６月２３日   会場：茨城県立健康プラザ 参加者：５３名 

８）その他 

茨城県理学療法士会設立５０周年記念事業実行委員会設置にかかる打ち合わせ会 

      期日：令和元年１１月１１日  会場：本会事務所 

 

（２）平成３０年度期末監査および令和元年度中間監査（５月、１１月） 

平成３０年度期末監査 期日：令和元年５月１７日   会場：本会事務所 

令和元年度中間監査  期日：令和元年１１月２９日  会場：本会事務所 

（３）表彰式の実施及び茨城県表彰に関する調査 

１）表彰式の開催：学術調査、研究等に功績のあった会員に対して年１回表彰 

期日：令和元年６月２３日   会場：茨城県立健康プラザ 

２）茨城県表彰に係る受賞候補者の推薦に関する調査   １件 

（４）第３９回関東甲信越ブロック理学療法士学会準備委員会  

第４回準備委員会  期日：平成３１年４月２２日  会場：茨城県立医療大学付属病院 



 

 

 

 

   第５回準備委員会  期日：令和元年５月２９日   会場：茨城県立医療大学付属病院 

第６回準備委員会  期日：令和元年７月３日    会場：茨城県立医療大学付属病院 

第７回準備委員会  期日：令和元年９月２日    会場：茨城県立医療大学付属病院 

第８回準備委員会  期日：令和元年１１月２０日  会場：茨城県立医療大学付属病院 

第９回準備委員会  期日：令和２年１月２２日   会場：茨城県立医療大学付属病院 

第１０回準備委員会 期日：令和２年２月２６日   会場：茨城県立医療大学 

（５）茨城県理学療法士会設立５０周年記念事業実行委員会 

第１回実行委員会  期日：令和２年２月３日    会場：本会事務所 

 

２．委員会 

（１）定款組織検討委員会 

    代議員選出規程改定の検討  

（２）表彰委員会 

    平成３０年度茨城県理学療法士会表彰該当者調査 

     【功労賞】該当者なし 

【功績賞】浅川 育世、飯塚 欣司、伊藤 博正、加藤 邦子、金城 歩、庄司 満、須田 貴美

子 、星野 敏行、本谷 功 

【学術賞】石井 伸尚、中島 弘、濱崎 愛、藤原 祐介  

【感謝状】（プロボノスピリット賞）神林 薫、中津川 理沙、中村 太郎 

（３）倫理委員会 

    活動実績なし 

（４）選挙管理委員会 

令和元年・令和２年度公益社団法人茨城県理学療法士会役員改選 

告示日：平成３１年２月２０日 

立候補締切：令和元年５月１０日 

選挙結果：全員無投票当選 

【理事１９名】長谷川 大悟、直井 洋明、平田 清次、川﨑 仁史、浅川 育世、國谷 伸一、 

圷 真毅、森田 英隆、桜井 哲也、瀧原 純、大曽根 賢一、金子 哲、 

下神納木 加枝、鈴木 和江、髙橋 千晶、荒井 秀行、廣嶋 俊秀、 

松田 智行、唐澤 幹男 

【監事２名】淺野 信一、橋本 英之（外部監事）  

（５）代議員選挙管理委員会 

    令和２年・令和３年度公益社団法人茨城県理学療法士会代議員選挙の検討 

 

３．事務所運営事業機能 

（１）資料据え置き及び公開事業 

定款、規程、社員名簿、定時総会議事録、理事会議事録、事業計画書、収支予算書、 

貸借対照表、損益計算書、事業報告書、監査報告書、財産目録、役員名簿（理事、監事、部長、委



 

 

 

 

員長、部員、委員、ブロック長名簿）、各種広報物、など 

（２）慶弔（祝金・弔慰金、祝電・弔電）に関する事業 

   祝金 ２件 弔慰金 １件 祝電 １０件 弔電 １件 仏花 ２件 

（３）会計処理に関する事業 

（４）本会会務運営の渉外・管理に関する事業 

平成３０年度事業報告書の提出：令和元年６月２９日 

変更の届出書の提出：令和元年１０月１０日 

令和２年度事業計画書の提出：令和２年３月２８日 

（５）理学療法士の求人に関すること 

   求人広告 １件 


