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巻頭言 
 

 

 

 

公益社団法人 茨城県理学療法士会  

第 10 代会長 浅川 育世 

（茨城県立医療大学） 

      

 

 

 

本会は平成 25 年 4 月より公益社団法人として、県民の医療・保健・福祉の増進に寄与する団体とし

て事業を実施しております。 

本会が運営する北茨城地域自立支援センターでは「通いの場」での介護予防教室の開催や健康に関す

る講話、訪問事業等など会員のプロボノを組み合わせ、主に地域在住高齢者向けの事業を着実に実施し

ております。また令和元年 5 月に筑西市に開所した相談支援事業所ひなたでは、茨城県リハビリテーシ

ョン専門職協会へ業務委託し、専従の理学療法士を相談支援専門員として雇用し、身体・知的・精神、

各障害を持たれた方への支援にあたることができました。この 2 つの事業についてはサービスが事業所

の周辺地域に限られてしまいますが、県全体を対象とした事業として、介護予防キャラバンを開催し、

300 名余りの県民の皆さまの健康の相談にあたることができました。また令和元年 7 月 14 日に実施

しましたシルバーリハビリ体操フェスティバルは県内 9 か所で、1,100 名を超える参加者を集め、「自

助」「共助」の大切さを広めることができました。 

令和元年は大きな災害があった年でもあります。10 月 12 日から 13 日にかけて発生した台風 19

号では多くの家屋が浸水被害を受け、本会会員の勤務する病院・施設も浸水被害を受けました。10 月

12 日から全国の障害者を集め開催予定であった「いきいき茨城ゆめ大会」にはコンディショニングサ

ポートに本会会員を延べ 146 名派遣する予定で、研修会等を開催し準備してまいりましたが、残念な

がら大会自体が全日中止となってしまいました。しかし、この経験は茨城県の障害者スポーツの発展に

大きく貢献できる機会になったに違いありません。災害支援と言う点では令和元年 12 月 21 日に「茨

城災害リハビリテーション支援協議会（茨城 JRAT）」が県内 9 団体の参加により発足され、本会も重

要な役割を担うこととなります。 

学術関係では令和元年 7 月 7 日に第 23 回茨城県理学療法士学会を 191 名の参加を得て開催いた

しました。理学療法士として様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割との関係を見

出していく連なりや積み重ねであるキャリアの構築について考える機会となったことは、理学療法士の

活躍の場を広げるためにも重要な学会となったことと考えます。また、令和 2 年 10 月 17 日から 18

日にかけて開催を予定していた第 39 回関東甲信越ブロック理学療法士学会については新型コロナウイ

ルス感染症の状況を鑑み、残念ながら中止となりましたが、担当士会として令和元年度事業の中で準備

を進めてきたことは、本会の学術関連事業をますます発展させるためにも良い経験になったと思います。 

組織強化としては学生会員制度を発足させることができました。また臨床実習指導者養成講習会の開

催にあわせ、協議体を組織し県内 5 つの養成校間の強いつながりができたことは卒前から本会の組織強

化に役立つものと考えます。今後も本会が力強くその機能を発揮し、県民の皆さまの保健・医療・福祉

の推進に努めてまいる所存でございます。 

関係各位におかれましては今後ともより一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
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表彰 

【日立市市政施行 80 周年記念式典保健衛生功労表彰】 

受賞者：大内 厚 

 

【令和元年度茨城県救急医療功労者知事表彰】 

受賞者：新妻 健司 

 

【令和元年度茨城県理学療法士会表彰 功績賞】 

 受賞者：淺野 信一、桐山 希一、桑名 浩二、倉持 修、アボット みのり、高森 直樹、植木 芳幸、 

海老沢 明子、金子 哲、齋藤 雅子、成島 理恵 
 
【令和元年度茨城県理学療法士会表彰 学術賞】            

受賞者：和田 敏裕、荒井 秀行、木村 剛英、青栁 敏之 
 

【令和元年度茨城県理学療法士会表彰 プロボノスピリット賞】 

 受賞者：高木 和宏、神林 薫、佐藤 誠、鈴木 紀美惠 

 
 
 

 

日立市功労賞を受賞して 

元茨城県理学療法士会会長 大内 厚（日立リハビリコンサル） 

 

 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。 
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令和元年度事業報告 

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

○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 

○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

○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

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

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

④ 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 
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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（⇒P15） 

 

 

「相談支援事業所 ひなた」開設しました！ 

社会職能局長 直井 洋明 

 相談支援専門員(理学療法士) 植木 芳恵 

 

茨城県理学療法士会は、日本理学療法士協会モデル事業にて、昨年度筑西地域自立支援センター｛筑

西市徳持（ザ・ヒロサワシティ内）｝を開設しました。 

そして、令和元年５月１日、この筑西地域自立支援センター内に「相談支援事業所ひなた」を開設い

たしました。業務は茨城県リハビリテーション専門職協会へ委託しております。   

相談支援事業所を開設した理由の一つとして、高齢者に対する施策は充実する一方で、障害のある方

への支援は未だに不十分である現状があります。医療機関での平均在院日数の短縮は命題となっており、

十分な医学的リハビリテーションが実施されず、自宅退院を余儀なくされた障害者はその後、機能訓練

事業所等を利用することとなりますが、このようなサービスを提供する事業所も少なく、利用に際して

の手続きや、必要なサービス内容等を相談できる窓口機能を持った相談支援事業所自体の数も少ないの

が現状です。また、相談支援専門員においても、リハビリテーションの視点からケアマネジメントでき

る人材は不足していると思われます。 

「相談支援事業所ひなた」では、地域リハビリテーションの理念をもち、障害者自身が本来もってい

る強さや能力を引き出す相談支援を行い、障害者・家族の活動範囲を地域社会へ拡大することを目的に

支援致します。  

時には陰となり、日向（ひなた）となり利用者様に寄り添っていく地域の存在になるよう努めてまい

ります。 

 

【相談支援事業所でできること】 

・自立支援の視点でのアセスメント、ケアプランの作成、サービス担当者会議の開催、モニタリングで

構成される相談支援を実施します。 

・障害者総合支援法の理念や障害の有無に関わらず個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するた

めに支援します。 

・訓練等給付に関わる「自立訓練」「就労移行支援」を積極的に障害者にご紹介し、地域で活躍できる場

を増やしていきます。 

・特別支援学校卒業後、地域で就労し安心した暮らしができるようサポートしていきます。 
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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：計３１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 

 

 

健康づくりキャンペーン 

水戸ブロック会員 中村 功（水戸赤十字病院） 

 

当日は茨城県主催での元気アップいばら

き！健康づくりキャンペーンの中で、リハビ

リ相談を実施しました。相談人数は、41 名

（男性 13 名、女性 28 名）であり、10 歳

代から 80 歳代と幅広い年齢層の方が足を運

んでくださいました。相談の症状は、国民健

康調査でも有訴者率が高い肩こりと腰痛が中

心でしたが、その内容は個人個人で違ってお

り、理学療法士として個別に対応できたと思

います。 

また、6 月 1 日から茨城県公式アプリ

「元気アっプ！リいばらき」が本格稼働しておりますので、興味がある方は検索してみて下さい。 
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古河ふれあい広場 2019 

田村 卓（総和中央病院） 

 

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。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。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。 

 

 

 

 

健康スポーツフェスティバル 

木村 健人（恵愛小林クリニック） 

 

当日は、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。 
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まちの保健室（R1.8.25） 

松井 佑樹（水戸済生会総合病院） 

 

当日は、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。 

 

 

 

 

まちの保健室（R1.10.24） 

菊池 加代（北水会記念病院） 

 

当日は、参加者が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。 
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まちの保健室（R1.11.23） 

菊池 加代（北水会記念病院） 

 

当日は雨天であり、参加人数は 17 名と少数でした。握力

計だけでも置いてあることで、もう少し気軽に話ができるの

ではないかと感じました。 

相談内容では腰痛が最も多く、診察が必要と思われる相談

者に対しては、まずは診察を受けることを勧めました。相談

者のほとんどは理学療法を受けた経験が無く、理学療法を受

けるために何をしなくてはいけないのか、を聞かれることが

多かったです。理学療法を必要としている方が、このまちの

保健室を通して正しい運動方法や正しい知識を知るきっかけ

となればよいと感じました。 
 
 

まちの保健室（R1.11.28） 

井上 克也（鹿島病院） 

 

当日は初めて当院から 3 名、まちの保健室に参加させていただきました。 

あいにくの雨模様のため、店内のお客さん自体もやや少なめでしたが、7 名の方に測定を行い、フィ

ードバックをしました。うち 1 名は関節痛の相談、もう 1 名は数年前に手術をした人工股関節に痛み

が出てしまったことでの相談でした。普段は病院の中で処方された患者様に対しての仕事がメインです

が、外に出てみると高齢な方でも元気な方が多くいる事に驚きます。お話を聞くと普段も何かしらの運

動をしていて、「こんな運動をしているんです」と教えてくれる方もいました。 

初対面でしたが、他施設の看護師さんと協力し会場準備、片づけを行い、スムーズに進める事ができ

ました。地域の方のパワーや他施設の看護師さんとの関わりなどは、当院の普段の業務では経験できま

せん。この事業はそのような経験のための一助なのだと改めて感じる事ができました。 

 

 

 

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 

     期日：令和元年７月１４日      

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！」 

        ○シルバーリハビリ体操体験 

         各市町村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 
 

＜城里町＞ 

     会場  ：常北公民館 

     講話講師：福田 友（立川記念病院） 

     参加者 ：７０名 

    ＜日立市＞ 

     会場  ：日立市保健センター 

     講話講師：平田 清次（ひたち医療センター） 

     参加者 ：８１名 

    ＜ひたちなか市＞ 

     会場  ：ひたちなか総合病院 

     講話講師：長谷川 大悟（サンフラワーひたちなか） 

     参加者 ：１３２名 
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＜鉾田市＞ 

会場  ：鉾田市鉾田保健センター 

講話講師：井上 克也（鹿島病院） 

参加者 ：９３名 

＜常総市＞ 

会場  ：茨城県きぬ看護専門学校 

講話講師：下村 哲志（筑波学園病院） 

参加者 ：９２名 

＜石岡市＞ 

会場  ：石岡市中央公民館 

講話講師：大田 仁史（茨城県立健康プラザ） 

参加者 ：３１３名 

＜取手市＞ 

会場  ：取手市福祉交流センター 

講話講師：遠藤 博（JA とりで総合医療センター） 

参加者 ：１３４名 

＜筑西市＞ 

会場  ：しもだて地域交流センターアルテリオ

講話講師：益子 亜由美（協和中央病院） 

参加者 ：１０２名 

＜境町＞ 

会場  ：茨城西南医療センター病院 

講話講師：菅井 康弘（茨城西南医療センター病院） 

参加者 ：１４８名 

茨城県シルバーリハビリ体操フェスティバル石岡市開催を終えて 

土浦ブロック会員 石岡市担当 宇井 崇（山王台病院） 

７月１４日に「茨城県シルバーリハビリ体操フェスティバル」が県内９市町村で開催されました。

理学療法の日に合わせた、全国一斉介護予防・健康増進キャンペーンの一つとして、茨城県理学療

法士会が３年前から取り組んでいる事業です。今年は石岡市も開催地として指名いただき、石岡市

中央公民館にて開催いたしました。当日は市長のご挨拶や県立健康プラザ管理者大田仁史先生のご

講演、シルバーリハビリ体操の実演と理学療法士によるリハビリ相談会など盛りだくさんの内容で、

３００人を超える参加者の皆様にお楽しみいただき、大盛況の内に終わることができました。開催

準備のために、何度も石岡市の担当者の方や石岡市シルバーリハビリ体操指導士会の方々と打ち合

わせをさせていただきました。多方面のご協力がなければ、今回の事業も成功できなかったと思い

ます。我々理学療法士も、今後は院外・施設外へと積極的に活動の場を広げ、様々な団体との協力

関係を築いて行くことが重要かもしれません。 
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（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 
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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 

                     （延べ２５８名 ※学生・スタッフを含む） 

 

 

第 23 回茨城県理学療法士学会 学会後記 

第 23 回茨城県理学療法士学会 学会長 縄井 清志（つくば国際大学） 

 

2019 年 7 月７日、七夕の日に第 23 回茨城県理学療法士学会を開催させて頂きました。学会のテ

ーマを「理学療法士のキャリア構築を考える〜卒前から卒後まで〜」と致しまして、理学療法士として

のキャリアを考える機会とさせていただきました。延べ２５８名の参加者と一般９題、フレッシュマン

セッション 11 題の登録がありました。会場の茨城県立医療大学周辺はあいにくの小雨でしたが、ご参

加くださいました会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。 

学会の途中において各表彰式が行われました。第 22 回学会の学会長表彰には藤田裕介先生が選出さ

れまして、昨年度大会長の上岡裕美子先生から表彰状の授与が行われました。作文コンクールでは、野

口ヤスエ氏が最優秀作品に選ばれまして、浅川育世茨城県理学療法士会会長より表彰状の授与がされま

した。おめでとうございます。 

 また、理学療法士でもある榊原有佑監督の映画「栞（しおり）」の上映も行われました。この映画上映

は無料の一般公演でしたので、会員以外の方も多くご参加いただきました。 

さて、企画講演は学会長企画と３つの教育講演を行いました。学会長企画では、小生がキャリアにつ

いての解説をさせていただいた後に、中川法一先生に臨床実習指導者のキャリアについてお話しいただ

きました。臨床実習は学生にとってキャリア構築のスタートであり、適切な臨床実習指導が行われるこ

とで OJT への円滑な移行がなされるというものだったと記憶しております。教育講演Ⅰでは、山本澄子

先生による歩行と短下肢装具のバイオメカニクスについて大変わかりやすくご講義頂きました。教育講

演Ⅱでは、歯科医師でもあるウィルチェアラグビー選手の壁谷知茂先生のご自身の受傷時の治療につい

ての解説は大変貴重なものでした。教育講演Ⅲでは、横井悠加先生によるウィメンズヘルスケアのご講

演でした。横井先生のご講演も大変素晴らしく、終了後しばらく質問者が途絶えないほどの盛況でした。 
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学会を振り返り改めて思うことは、

20 代、30 代の若い理学療法士の先生

方に様々な領域で活躍していただきた

いと思います。茨城県は、2025 年に 65

歳以上の高齢化率が 31.2%まで上昇す

るのに対して、医師数は全国ワースト２

位だそうです。理学療法士はまだまだ必

要とされることと思います。今は医師の

仕事だけれど、10 年後 20 年後には理

学療法士が行なっている事が多くなる

ことが望まれているように思います。来

年の学会に向けて、ご自身の取り組みを

まとめていただき、第 24 回茨城県理学

療法士学会で発表してくださいますことを願っております。 

 最後になりましたが、下村実行委員長をはじめ本学会の企画・運営を担ってく

ださいました委員の皆様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。 

・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 会場：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 

縄井大会長と中川法一先生 縄井大会長と壁谷知茂先生 
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・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：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 
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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  

    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            参加予定数に満たないため中止 

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 

 ・ホームページ閲覧総数：128,421 アクセス 

・Facebook：71 件 

・Twitter：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（敬称略）： 

    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） 
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令和元年度「理学療法の日」作文コンクール事業 

理学療法啓発部 峯岸 忍（筑波メディカルセンター病院） 

令和元年 7 月 7 日、第 23 回茨城県理学療法士学会内において、令和元年度「理学療法の日」作文

コンクール表彰式が執り行われました。

今年度より、「学生の部」「一般の部」を撤廃し、一括での応募としました。会員の協力もあり、100

作品の応募を頂きました。この場を借りて御礼申し上げます。 

最優秀賞 1 作品、優秀賞 2 作

品、佳作 3 作品が入賞作品として

選ばれました。表彰式には受賞

者、受賞者のご家族、関係者・学

会参加者の方々にご出席いただ

きました。 

応募していただいた方の想い

を受け止め、県民や患者さんに還

元できるよう、日々精進してまい

ります。 

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 

令和元年６月２７日  第３０号 

令和元年１１月２８日 第３１号 

令和２年２月３日  第３２号 

令和２年３月１３日  第３３号 

・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）

４）茨城における女性の働き方を考える女性リハビリ専門職の会 第2回茶話会

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 

テーマ：ライフステージごとの悩み・不安を解決するヒントを探ろう

参加者：７名

（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
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  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  

・茨城県理学療法士連盟青年局企画意見交換会 

第１回 

期日：令和元年１２月１９日 会場：茨城県保健衛生会館   

テーマ：川津隆・茨城県議会議長講演「リハビリテーション専門職に期待すること」 

参加者：３７名 

第２回  

期日：令和２年２月２７日  会場：ワークプラザ勝田    

テーマ：大内健寿・ひたちなか市議会議員講演「リハビリテーション専門職に期待すること」 

コロナ禍の影響で中止 

・令和元年度茨城県理学療法士連盟オリエンテーション 

期日：令和元年８月２５日  会場：茨城県青少年センター   

テーマ：会長講演「理学療法士協会と理学療法士連盟」、連盟ブースの設置 

参加者：１５５名 

  ２）情報の配信  

ホームページ・Facebook・メーリングリストの運用、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      
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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         開催なし  

５）ブロック会議 

・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  開催なし 

・鹿行ブロック          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 

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 

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 
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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 

（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 
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201９(令和元)年度 会員動向について 
庶務担当 山口 勝彦 

１、正会員・賛助会員・学生会員 

正会員数 2150 名 （2020 年 3 月 31 日現在） 

新入会 177 名 

賛助会員 14 社 

学生会員 18 名（2019 年 9 月より入会開始） 

２、会員データ 

①会員の男女比（図１）

②新入会員の出身校（図２）

201９(平成３１・令和元)年度 会員動向について 

庶務担当  山口 勝彦 

 

１、正会員・賛助会員・学生会員 

正会員数 2150 名 （2020 年 3 月 31 日現在） 

新入会 177 名 

賛助会員 14 社 

学生会員 18 名（2019 年 9 月より入会開始） 

 

２、会員データ 

①会員の男女比（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 会員の男女比 

 

②新入会員の出身校（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 2019 年度新入会員の出身校割合 
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③医療圏別会員数（図 3） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図３ 医療圏別会員数（施設会員） 

＜地区ブロック＞ 

取手・竜ヶ崎：龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、守谷市、阿見町、河内町、利根町、美浦村 

つくば：つくば市、つくばみらい市、常総市 

水戸：水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、城里町、大洗町 

土浦：土浦市、石岡市、かすみがうら市 

常陸太田・ひたちなか：常陸太田市、常陸大宮市、ひたちなか市、那珂市、大子町、東海村 

日立：日立市、高萩市、北茨城市 

鹿行：鹿嶋市、鉾田市、神栖市、行方市、潮来市 

古河・坂東：古河市、坂東市、五霞町、境町 

筑西・下妻：筑西市、下妻市、結城市、桜川市、八千代町 

 

④会員数の変移（図４）  

 

図４ 会員数の変移 
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③医療圏別会員数（図 3） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図３ 医療圏別会員数（施設会員） 

＜地区ブロック＞ 

取手・竜ヶ崎：龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、守谷市、阿見町、河内町、利根町、美浦村 

つくば：つくば市、つくばみらい市、常総市 

水戸：水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、城里町、大洗町 

土浦：土浦市、石岡市、かすみがうら市 

常陸太田・ひたちなか：常陸太田市、常陸大宮市、ひたちなか市、那珂市、大子町、東海村 

日立：日立市、高萩市、北茨城市 

鹿行：鹿嶋市、鉾田市、神栖市、行方市、潮来市 

古河・坂東：古河市、坂東市、五霞町、境町 

筑西・下妻：筑西市、下妻市、結城市、桜川市、八千代町 

 

④会員数の変移（図４）  

 

図４ 会員数の変移 

令和元年度 公益社団法人 茨城県理学療法士会 代議員名簿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昨年と同じものを挿入してください 

1 

水戸 

長谷川 聡 水戸メディカルカレッジ 

2 笠原 鉄聡 介護老人保健施設みがわ 

3 福田 友 立川記念病院 

4 鈴木 康平 水戸メディカルカレッジ 

5 武藤 久司 水戸メディカルカレッジ 

6 大西 耕平 茨城県立健康プラザ 

7 鈴木 和成 介護老人保健施設シルバービレッジ 

8 髙橋 千晶 水戸済生会総合病院 

9 和田 敏裕 誠潤会水戸病院 

10 金子 哲 水戸赤十字病院 

11 鈴木 紀美惠 水戸赤十字病院 

12 山口 勝彦 水戸済生会総合病院 

13 石田 修也 茨城県立健康プラザ 

14 磯部 紀仁 立川記念病院 

15 今 絵理佳 茨城県立健康プラザ 

16 渡邊 勧 桜の郷敬愛の杜 

17 古澤 綾 茨城県立健康プラザ 

18 

日立 

平田 清次 ひたち医療センター 

19 遠藤 卓也 ひたち医療センター 

20 根本 悟嗣 県北医療センター高萩協同病院 

21 佐川 修平 嶋崎病院 

22 佐々木 武人 日立総合病院 

23 柴田 みどり 介護老人保健施設おはよう館 

24 

常陸太田・ひたちなか 

神林 幸生 吉成医院 

25 長谷川 大悟 特別養護老人ホームサンフラワーひたちなか 

26 鈴山 祐二 ひたちなか総合病院 

27 國井 崇洋 志村大宮病院 

28 佐藤 誠 ひたちなか総合病院 

29 山中 亮太 志村大宮病院 

30 原島 亮治 介護老人保健施設サンライズ湊 

31 立花 淳二 勝田病院 

32 鈴木 智也 西山堂慶和病院 

33 

鹿行 

圷 真毅 特別養護老人ホーム樅の木荘 

34 赤井 広彬 介護老人保健施設フロンティア鉾田春の場所 

35 藤田 義隆 土浦協同病院なめがた地域医療センター 

36 三谷 健 渡辺病院 

37 土谷 隆伸 小山記念病院 

38 直井 洋明 土浦市療育支援センター 

39 関口 春美 アール医療福祉専門学校 

40 上木 祐介 らふえる訪問看護ステーション 

41 秋田 哲 土浦協同病院 

42 土浦 高田 祐 アール医療福祉専門学校 

43 中安 健 土浦協同病院 

44 瀧原 純 土浦協同病院 

45 根本 浩史 県南病院 

46 加藤 行一 神立病院 
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47 

つくば 

川島 達宏 いちはら病院 

48 森田 英隆 いちはら病院 

49 倉田 俊洋 いちはら病院 

50 藤原 祐介 筑波記念病院 

51 唐澤 幹男 Total Body Make 

52 毛利 成孝 つくばフィジカルフィットネススタジオ 

53 江口 哲男  筑波メディカルセンター訪問看護ふれあい 

54 飯塚 陽 筑波記念病院 

55 松本 慎也 筑波記念病院 

56 梶間 健史 いちはら病院 

57 宮﨑 仁 筑波記念病院 

58 金森 毅繁 筑波記念病院 

59 大曽根 賢一 筑波メディカルセンター病院 

60 峯岸 忍 筑波メディカルセンター病院 

61 滑川 博紀 筑波メディカルセンター病院 

62 一ノ瀬 陽子 筑波メディカルセンター病院 

63 渡邉 大貴 筑波大学 

64 下村 哲志 筑波学園病院 

65 本田 敏朗 筑波学園病院 

66 古澤 弦 筑波記念病院 

67 鹿内 英樹 しみず整形外科リハビリクリニック 

68 金井 欣秀 茨城県立医療大学 

69 小手 彰太 自宅 

70 山本 哲 茨城県立医療大学 

71 丸山 真範 茨城リハビリテーション病院 

72 大関 直也 東京医科大学茨城医療センター 

73 吉川 憲一 茨城県立医療大学付属病院 

74 榎本 景子 茨城県立医療大学付属病院 

75 佐野 岳 茨城県立医療大学付属病院 

76 氣田 和希 けやき台整形外科クリニック 

77 淺野 信一 つくばセントラル病院 

78 松井 弘子 取手北相馬保健医療センター医師会病院 

79 栁町　幹 茨城リハビリテーション病院 

80 鈴木 猛 つくばセントラル病院 

81 青山 敏之 茨城県立医療大学 

82 藤田 剛史 ゆめみ野クリニック整形外科 

83 深谷 大輔 総合守谷第一病院 

84 

取手・龍ケ崎 

西山 徹 東京医科大学茨城医療センター 

85 中島 弘 東京医科大学茨城医療センター 

86 矢上 健二 JA とりで総合医療センター 

87 板垣 昭宏 JA とりで総合医療センター 

88 豊田 和典 JA とりで総合医療センター 

89 松田 智行 茨城県立医療大学 

90 

筑西・下妻 

牧野 広之 結城病院 

91 飯島 正亮 介護老人保健施設健田 

92 高石 直紀 湖南病院・とき田クリニック 
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47 

つくば 

川島 達宏 いちはら病院 

48 森田 英隆 いちはら病院 

49 倉田 俊洋 いちはら病院 

50 藤原 祐介 筑波記念病院 

51 唐澤 幹男 Total Body Make 

52 毛利 成孝 つくばフィジカルフィットネススタジオ 

53 江口 哲男  筑波メディカルセンター訪問看護ふれあい 

54 飯塚 陽 筑波記念病院 

55 松本 慎也 筑波記念病院 

56 梶間 健史 いちはら病院 

57 宮﨑 仁 筑波記念病院 

58 金森 毅繁 筑波記念病院 

59 大曽根 賢一 筑波メディカルセンター病院 

60 峯岸 忍 筑波メディカルセンター病院 

61 滑川 博紀 筑波メディカルセンター病院 

62 一ノ瀬 陽子 筑波メディカルセンター病院 

63 渡邉 大貴 筑波大学 

64 下村 哲志 筑波学園病院 

65 本田 敏朗 筑波学園病院 

66 古澤 弦 筑波記念病院 

67 鹿内 英樹 しみず整形外科リハビリクリニック 

68 金井 欣秀 茨城県立医療大学 

69 小手 彰太 自宅 

70 山本 哲 茨城県立医療大学 

71 丸山 真範 茨城リハビリテーション病院 

72 大関 直也 東京医科大学茨城医療センター 

73 吉川 憲一 茨城県立医療大学付属病院 

74 榎本 景子 茨城県立医療大学付属病院 

75 佐野 岳 茨城県立医療大学付属病院 

76 氣田 和希 けやき台整形外科クリニック 

77 淺野 信一 つくばセントラル病院 

78 松井 弘子 取手北相馬保健医療センター医師会病院 

79 栁町　幹 茨城リハビリテーション病院 

80 鈴木 猛 つくばセントラル病院 

81 青山 敏之 茨城県立医療大学 

82 藤田 剛史 ゆめみ野クリニック整形外科 

83 深谷 大輔 総合守谷第一病院 

84 

取手・龍ケ崎 

西山 徹 東京医科大学茨城医療センター 

85 中島 弘 東京医科大学茨城医療センター 

86 矢上 健二 JA とりで総合医療センター 

87 板垣 昭宏 JA とりで総合医療センター 

88 豊田 和典 JA とりで総合医療センター 

89 松田 智行 茨城県立医療大学 

90 

筑西・下妻 

牧野 広之 結城病院 

91 飯島 正亮 介護老人保健施設健田 

92 高石 直紀 湖南病院・とき田クリニック 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和元年度 公益社団法人 日本理学療法士協会 代議員名簿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和元年度 役員名簿 
職名 氏名 所属 

会長 浅川 育世 茨城県立医療大学 

副会長・専務理事 大曽根 賢一 筑波メディカルセンター病院 

副会長 直井 洋明 土浦市療育支援センター 
 森田  英隆 いちはら病院 

常任理事・事務局長 平田 清次 ひたち医療センター 

常任理事 金子 哲 水戸赤十字病院 
 川﨑 仁史 茨城北西総合リハビリテーションセンター 
 瀧原 純 総合病院土浦協同病院 
 松田 智行 茨城県立医療大学 

理事 圷 真毅 特別養護老人ホーム樅の木荘 
 荒井 秀行 友愛記念病院 
 唐澤 幹男 Total Body Make 
 國谷 伸一 立川記念病院 
 桜井 哲也 結城病院 
 下神納木 加枝 アイ動物医療センター 
 鈴木 和江 茨城県理学療法士会 
 髙橋 千晶 水戸済生会総合病院 
 長谷川 大悟 介護老人福祉施設サンフラワーひたちなか 
 廣嶋 俊秀 古河病院 

監事 淺野 信一 つくばセントラル病院 

（外部） 橋本 英之  橋本公認会計士事務所 

昨年と同じものを挿入してください 

昨年と同じものを挿入してください 
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古河・坂東 

荒井 秀行 友愛記念病院 

94 青栁 敏之 介護老人保健施設寿桂苑 

95 菅井 康弘 茨城西南医療センター病院 

96 羽鳥 弘輝 茨城西南医療センター病院 

97 廣嶋 俊秀 古河総合病院 

 

大曽根 賢一 筑波メディカルセンター病院 

武藤 久司 水戸メディカルカレッジ 

鹿内 英樹 しみず整形外科リハビリクリニック 

深谷 大輔 総合守谷第一病院 

川﨑 仁史 茨城北西総合リハビリテーションセンター 

森 洋輔 城西病院 

長谷川 聡 水戸メディカルカレッジ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和元年度 公益社団法人 日本理学療法士協会 代議員名簿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和元年度 公益社団法人 茨城県理学療法士会役員名簿 
職名 氏名 所属 

会長 浅川 育世 茨城県立医療大学 

副会長・専務理事 大曽根 賢一 筑波メディカルセンター病院 

副会長 直井 弘明 土浦市療育支援センター 
 森田  英隆 いちはら病院 

常任理事・事務局長 平田 清次 ひたち医療センター 

常任理事 金子 哲 水戸赤十字病院 
 川﨑 仁志 茨城北西総合リハビリテーションセンター 
 瀧原 純 総合病院土浦協同病院 
 松田 智行 茨城県立医療大学 

理事 圷 真毅 特別養護老人ホーム樅の木荘 
 荒井 秀行 友愛記念病院 
 唐澤 幹男 Total Body Make 
 國谷 伸一 立川記念病院 
 桜井 哲也 結城病院 
 下神納木 加枝 アイ動物医療センター 
 鈴木 和江 茨城県理学療法士会 
 髙橋 千晶 水戸済生会総合病院 
 長谷川 大悟 介護老人福祉施設サンフラワーひたちなか 
 廣嶋 俊秀 古河病院 

監事 淺野 信一 つくばセントラル病院 

（外部） 橋本 英之  橋本公認会計士事務所 

昨年と同じものを挿入してください 

昨年と同じものを挿入してください 
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令和元年度 各局部員名簿 
局名 部名 職名 氏名 所属 

社会・職能

局 
  局長 直井 洋明 土浦市療育支援センター 

      圷 真毅 特別養護老人ホーム樅の木荘 

  地域ケア推進事業部 部長 佐藤 誠 日立製作所ひたちなか総合病院 

    部員 鈴山 祐二 日立製作所ひたちなか総合病院 

  
地域自立支援センター

推進事業部 
部長 鈴木 和江 茨城県理学療法士会 北茨城地域自立支援センター 

    部員 神林 薫 やすらぎの丘温泉病院 

      高木 和宏 北茨城市民病院 

  スポーツ支援事業部 部長 鈴木 康文 つくば国際大学 

    部員 田村 耕一郎 広瀬医院 

     永井 智 つくば国際大学 

      中村 功 水戸赤十字病院 

学術・教育

局 
  局長 松田 智行 茨城県立医療大学 

      唐澤 幹男 Total Body Make 

  学会・学術誌部 部長 佐野 歩 茨城県立医療大学付属病院 

    学会担当 高尾 敏文 つくば国際大学 

    学術誌担当 渡邊 昌宏 つくば国際大学 

    
ブロック症例発表

担当 
飯野 和徳 筑波記念病院 

  生涯学習部 部長 福田 友 立川記念病院 

    課題別研修会担当 加藤 行一 神立病院 

     神林 幸生 吉成医院 

     鈴木 和成 介護老人保健施設シルバービレッジ 

    階層別研修会担当 山本 達也 水戸中央病院 

     荒井 秀行 友愛記念病院 

     照山 祥大 介護老人保健施設シルバービレッジ 

    
資格認証研修会担

当 
永井 智 つくば国際大学 

     金榮 香子 茨城県立医療大学付属病院 

     毛利 成孝 つくばフィジカルフィットネススタジオ 

    会計担当 武井 修 つくばセントラル病院 

    部員 佐野 岳 茨城県立医療大学付属病院 

     儘田 雄佑 水戸ブレインハートセンター 

     広瀬 愛 茨城県立中央病院 

  卒前教育部 部長 高田 祐 アール医療福祉専門学校 

    部員 篠崎 真枝 茨城県立医療大学 

普及・啓発

局 
  局長 森田 英隆 いちはら病院 

      
下神納木 加

枝 
アイ動物医療センター 

局名 部名 職名 氏名 所属

社会・職能局 局長 直井　洋明 土浦市療育支援センター

担当理事 圷　真毅 特別養護老人ホーム樅の木荘

地域ケア推進事業部 部長 佐藤　誠 ひたちなか総合病院

部員 鈴山　祐二 ひたちなか総合病院

地域自立支援センター
推進事業部

部長 鈴木　和江
茨城県理学療法士会　北茨城地域自立支援
センター

部員 神林　薫 やすらぎの丘温泉病院

高木　和宏 北茨城市民病院

スポーツ支援事業部 部長 鈴木　康文 つくば国際大学

部員 田村　耕一郎 広瀬医院

永井　智 つくば国際大学

中村　功 水戸赤十字病院

学術・教育局 局長 松田　智行 茨城県立医療大学

担当理事 唐澤　幹男 Total Body Make

学会・学術誌部 部長 佐野　歩 茨城県立医療大学付属病院

学会担当 高尾　敏文 つくば国際大学

学術誌担当 渡邊　昌宏 つくば国際大学

ブロック症例発表
担当

飯野　和徳 筑波記念病院

生涯学習部 部長 福田　友 立川記念病院

課題別研修会担当 加藤　行一 神立病院

神林　幸生 吉成医院

鈴木　和成 介護老人保健施設シルバービレッジ

階層別研修会担当 山本　達也 水戸中央病院

荒井　秀行 友愛記念病院

照山　祥大 介護老人保健施設シルバービレッジ

資格認証研修会
担当

永井　智 つくば国際大学

金榮　香子 茨城県立医療大学付属病院

毛利　成孝 つくばフィジカルフィットネススタジオ

会計担当 武井　修 つくばセントラル病院

部員 佐野　岳 茨城県立医療大学付属病院

儘田　雄佑 水戸ブレインハートセンター

広瀬　愛 茨城県立中央病院

卒前教育部 部長 高田　祐 アール医療福祉専門学校

部員 篠崎　真枝 茨城県立医療大学
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普及・啓発局 局長 森田　英隆 いちはら病院

担当理事 下神納木　加枝 アイ動物医療センター

広報部 部長 倉田　俊洋 いちはら病院

部員 柴田　洋佑 サポートセンターきずな PLUS

藤田　剛史 木村クリニック

理学療法啓発部 部長 峯岸　忍 筑波メディカルセンター病院

部員 一ノ瀬　陽子 筑波メディカルセンター病院

調査・情報部 部長 長谷川　大悟 特別養護老人ホームサンフラワーひたちなか

医療保険担当 鹿内　英樹 しみず整形外科リハビリクリニック

介護保険担当 師山　俊輔 特別養護老人ホーム竜成園

事務局 局長 平田　清次 ひたち医療センター

次長　総務担当 笠原　鉄聡 介護老人保健施設みがわ

担当理事 髙橋　千晶 水戸済生会総合病院

総務担当 和田　敏裕 誠潤会水戸病院

海野　聡 介護老人保健施設エバーグリーン

鈴木　智也 西山堂慶和病院

横田　大輔 水戸ブレインハートセンター

住谷　辰徳 介護老人保健施設ひまわり水戸

財務担当
（担当理事）

瀧原　純 土浦協同病院

川﨑　仁史 茨城北西総合リハビリテーションセンター

庶務担当 山口　勝彦 水戸済生会総合病院

共益担当 菅井　康弘 茨城西南医療センター病院

ブロック担当
（担当理事）

荒井　秀行 友愛記念病院

廣嶋　俊秀 古河総合病院

政策担当
（担当理事）

桜井　哲也 結城病院

國谷　伸一 立川記念病院

委員会担当
特定事業担当
（担当理事）

金子　哲 水戸赤十字病院

定款組織検討委員会 委員長 長谷川　聡 水戸メディカルカレッジ

表彰委員会 委員長 前田　信道 JA とりで総合医療センター

倫理委員会 委員長 薄葉　真理子 筑波技術大学

選挙管理員会 委員長 金森　毅繁 筑波記念病院

代議員選挙管理委員会 委員長 沼尻　一哉 茨城西南医療センター病院
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令和元年度 賛助会員名簿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年と同じものを挿入してください 
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企業名称 郵便番号 施設住所 

株式会社 幸和義肢研究所 305-0845 茨城県つくば市大白硲 341-1 

テクノブレイス株式会社 347-0063 埼玉県加須市久下 1696-1 

株式会社 デベロ 310-0841 茨城県水戸市酒門町 1744-2 

株式会社 ロングライフ 311-4164 茨城県水戸市谷津町細田 1-8 

有限会社 宮田製作所 185-0023 東京都国分寺市西元町 3-15-4 

株式会社 茨城福祉サービス 315-0033 茨城県石岡市東光台 4-9-3 

有限会社 ヨシフク 310-0841 茨城県水戸市酒門町 1437-3 

株式会社 三陽 310-0852 茨城県水戸市笠原町 1510 

医療法人社団青潤会 青柳病院 310-0817 茨城県水戸市柳町 2-10-11 

株式会社 東亜義肢 331-0062 埼玉県さいたま市西区土屋 515 

株式会社 セキショウライフサポート 308-8512 茨城県筑西市一本松 1755-2 

茨城県理学療法士連盟 310-0034 茨城県水戸市緑町 3-5-35 

三井住友海上火災保険株式会社 茨城支店水戸第二支社 310-0021 水戸市南町 2-6-10 水戸証券ビル 5 階 

株式会社 レイモンド・チル 153-0043 東京都目黒区東山 1-6-2  TPR 中目黒ビル 6F 
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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 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 式 会 社 三 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 式 会 社 三 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 
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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 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 式 会 社 三 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 式 会 社 三 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 
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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 ！ 

＜事務局＞ 

〒310-0034 茨城県水戸市緑町 3-5-35 

TEL 029-353-8474 FAX 029-353-8475 

メール ibaraki.pt.renmei@gmail.com 

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、せひお問い合わせください。 

ホームページ Facebook 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 シ フ ク 
 

茨城県水戸市酒門町 1437-3 

TEL 0292485307    FAX 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 

T E C H N O  B R A C E 

 http://www.technobrace.com  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！ 

〒3470036 埼玉県加須市久下 1696－1 

TEL 0480（6６）1033 FAX 0480（65）0070 

E-mail info@technobrace.com 

テクノブレイス株式会社 
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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 シ フ ク 
 

茨城県水戸市酒門町 1437-3 

TEL 0292485307    FAX 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 

T E C H N O  B R A C E 

 http://www.technobrace.com  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！ 

〒3470036 埼玉県加須市久下 1696－1 

TEL 0480（6６）1033 FAX 0480（65）0070 

E-mail info@technobrace.com 

テクノブレイス株式会社 

株式会社レイモンドチル
〒 東京都目黒区東山 中目黒ビル

フリーダイヤル

賃貸の相談から売買まで、担当者とすぐに

直接話せる専門業者をお探しの方へ








