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巻頭著 

 

 

 

 

公益社団法人 茨城県理学療法士会  

第9 代会長 斉藤秀之 

（医療法人社団 筑波記念会） 

 

 本会は平成２５年４月１日に公益社団法人へと移行し、県民の医療・保健・福祉の増進に寄与する公益事業を

担う団体に生まれ変わりました。公益社団法人として３年目となる平成２7 年度には、茨城県の定期立入検査を

受審し、公益法人として適切に運営されていることを確認しました。 

 本会として中心的に取り組んでいる公益事業である北茨城市在宅医療・介護連携拠点事業は３年間の委託を無

事に昨年度終了しました。事業を開始した平成 25 年度当初、「自立支援」の視点から生活を支援する我々の想

いに北茨城市の皆さんのご理解を得ることに難渋しましたが、定期的な協議会と事業検討部会を運営し、各種

研修会の開催、北茨城地域自立支援センターに従事する本会理学療法士である鈴木和江理事を中心に、３０名以

上のプロボノ登録した会員等とともに、地道に退院(所)前・時在宅訪問事業、共同利用型訪問リハビリテーショ

ン事業、多職種によるオープンカンファレンスを実施することで、北茨城市の多職種・多施設の方々には一定の

ご理解とご評価を頂けました。最後の協議会では、本当に多くの委員の方々が出席され、保健所長からもお褒め

のお言葉をいただきました。「連携の基盤を理学療法士会が作ってくれた」「どのように取り組んでいけばよいか

わかった」などのお言葉もあり、私は今までこの事業に取り組んできた役員・会員のことを思い起こし、感極ま

り涙しました。平成28 年度に北茨城市は北茨城地域自立支援センターに訪問リハビリテーションなどの業務を

位置づけた地域リハビリテーション活動支援事業を予算化されたことは大きな成果と考えています。 

茨城県作業療法士会、茨城県言語聴覚士会とともに構成する一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協

会として、全国地域リハビリテーション合同研修大会 in 茨城 2015 を成功裏に終えるとともに、県から

委託事業として茨城県リハビリテーション専門職派遣事業、茨城県介護予防リハビリ専門職養成事業を

受託し、44 市町村に理学療法士の担当者を配置できたこと、多くの理学療法士の研修修了者を登録でき

たことは実り多きことです。我々が茨城型地域ケアシステムに参画するモデルとして提唱している地域自立支

援センター構想を４４市町村に展開する元年になりました。 

学術活動として、第１９回茨城県理学療法士学会を開催しました。また第 3 回茨城呼吸療法セミナーを茨城

県臨床工学技士会と共催開催し、茨城県内で呼吸療法士の更新要件に係る研修会を実現しました。 

 事務所機能においては事務職員２名体制を維持し、財務体質の改善と収益となる事業創出を目指すために、新

たな会計管理体制と事務長雇用体制の確立ができました。 

今後、我々理学療法士を取り巻く社会環境は２０２５年に向けて大きく変化していきます。茨城型地域包括ケ

アシステム構築に向けた理学療法士の人材育成は急務です。公益法人にふさわしい統治体制の更なる確立ととも

に、県民の保健・医療・福祉の推進に努めてまいります。 

 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、心よりお願い申し上げます。 
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平成２７年度茨城県在宅医療・介護連携拠点事業報告 

Ⅰ「土台づくり」事業 

１ 多職種同士の顔の見える関係の構築のための「きっかけづくり」 
〇北茨城市在宅医療介護連携推進協議会 
 ・構 成：委員１８名（内、会長１名、副会長１名） 

・開催日：第１回 平成２７年６月２２日 
第２回 平成２７年９月１４日 
第３回 平成２８年３月７日（検討部会と合同） 

 ・実施内容：事業内容の検討と報告、懸案事項の検討、その他 
〇北茨城市在宅医療介護連携推進事業検討部会 
 ・構 成：委員１６名（内、部会長１名、副部会長１名） 

・開催日：第１回 平成２７年７月１０日 
第２回 平成２７年８月２７日 
第３回 平成２７年１１月２５日 
第４回 平成２８年３月７日（協議会と合同） 

 ・実施内容：実施事業内容等の検討 
◇検討部会内ワーキンググループの設置・開催 
研修事業企画、地域課題検討、事業検証 

  １）研修事業企画のためのワーキング 
  ２）地域課題検討のためのワーキング 

「退院支援」・「日常の療養支援」 
「急変時対応」・「看取り」 

  ３）事業検証のためのワーキング 
 
２ 専門職種に対する資質向上のための「人づくり」 
〇地域リーダー研修 北茨城版 【テキスト作成】 
・開催日時：平成２７年１０月２４日 9：20～16：30 
・会場：北茨城市商工会館  ４０２会議室 
・カリキュラム： 
  講義：北茨城市の「医療」「介護」「福祉」の現状 
   「医療」について：植草義史 氏（北茨城市民病院院長） 
   「介護」について：吉田幸乃 氏（北茨城市市民福祉部高齢福祉課） 
   「福祉」について：根本博行 氏（北茨城市社会福祉協議会） 
・受講者：18 名＜民生委員・児童委員、シルバーリハビリ体操指導士、医療・介護関係者＞ 
○地域リーダーフォローアップ研修 
・開催日時：平成２７年１０月２４日 13：30～16：30 
・会場：北茨城市商工会館  ４０２会議室 
・カリキュラム：  
  ◇講義：「地域リーダーの役割について」 
   斉藤秀之（茨城県理学療法士会会長） 

直井洋明（社会・職能局長） 
  ◇ワークショップ 
   「北茨城市において地域リーダーができること」 
・受講者：３１名 ＊平成２５～２７年度地域リーダー研修北茨城版修了者を対象に開催 
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〇実地型研修会 
 ◇巡回診療 
  第１回 
  ・実施日：平成２７年１１月４日 
  ・受講者：１名（ケアマネジャー） 
  ・実施内容：利用者宅への同行訪問 
  第２回 
  ・実施日：平成２７年１１月１６日 
  ・受講者：２名（介護職） 
  ・実施内容：利用者宅への同行訪問 
  第３回 
  ・実施日：平成２７年１１月３０日 
  ・受講者：１名（民生委員・自動委員） 
  ・実施内容：同行訪問・シルバーリハビリ体操教室への訪問 
 
３ 県民に対する在宅医療・介護の理解を深めるための「意識づくり」 
〇講演会・シンポジウム 
 ◇介護予防フェスティバル in 北茨城 

・開催日：平成２７年１２月６日  
・会 場：北茨城市民ふれあいセンター 
・参加者：２３４人 
・内容： 
＜午前＞講演会  

講演「みんなでできる認知症の予防と早期発見～地域でいきいき生きる～」 
講師：宮澤麻子 氏（北茨城市民病院附属家庭医療センターセンター長） 

     高橋聡子 氏（北茨城市民病院内科） 
＜午後＞介護予防イベント 

●公益社団法人茨城県理学療法士会 
テーマ 1 転倒予防について 講 師：柴田みどり 氏 
テーマ 2 認知症予防～運動プログラムレシピの紹介～ 講 師：手塚忍 氏 

●公益社団法人茨城県看護協会 
テーマ目でみてわかる認知症  講 師：劇団いくり 

●北茨城市シルバーリハビリ体操指導士会 
シルバーリハビリ体操実演・体験 

●北茨城市市民福祉部健康づくり支援課 
脳年齢測定・乳がんモデル触診・体組成計・血圧 

●公益社団法人茨城県作業療法士会 
パステルアート・靴下ハギレクラフト、福祉用具展示・相談コーナー 

〇北茨城市報への広報記事掲載［平成２７年４月から平成２８年３月］ 
〇北茨城市封筒への広告掲載 
○市内巡回バスへの「介護予防フェスティバル in 北茨城」開催広告の掲載 
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  ・実施内容：同行訪問・シルバーリハビリ体操教室への訪問 
 
３ 県民に対する在宅医療・介護の理解を深めるための「意識づくり」 
〇講演会・シンポジウム 
 ◇介護予防フェスティバル in 北茨城 

・開催日：平成２７年１２月６日  
・会 場：北茨城市民ふれあいセンター 
・参加者：２３４人 
・内容： 
＜午前＞講演会  

講演「みんなでできる認知症の予防と早期発見～地域でいきいき生きる～」 
講師：宮澤麻子 氏（北茨城市民病院附属家庭医療センターセンター長） 

     高橋聡子 氏（北茨城市民病院内科） 
＜午後＞介護予防イベント 

●公益社団法人茨城県理学療法士会 
テーマ 1 転倒予防について 講 師：柴田みどり 氏 
テーマ 2 認知症予防～運動プログラムレシピの紹介～ 講 師：手塚忍 氏 

●公益社団法人茨城県看護協会 
テーマ目でみてわかる認知症  講 師：劇団いくり 

●北茨城市シルバーリハビリ体操指導士会 
シルバーリハビリ体操実演・体験 

●北茨城市市民福祉部健康づくり支援課 
脳年齢測定・乳がんモデル触診・体組成計・血圧 

●公益社団法人茨城県作業療法士会 
パステルアート・靴下ハギレクラフト、福祉用具展示・相談コーナー 

〇北茨城市報への広報記事掲載［平成２７年４月から平成２８年３月］ 
〇北茨城市封筒への広告掲載 
○市内巡回バスへの「介護予防フェスティバル in 北茨城」開催広告の掲載 
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平成２７年度茨城県在宅医療・介護連携拠点事業報告 

Ⅰ「土台づくり」事業 

１ 多職種同士の顔の見える関係の構築のための「きっかけづくり」 
〇北茨城市在宅医療介護連携推進協議会 
 ・構 成：委員１８名（内、会長１名、副会長１名） 

・開催日：第１回 平成２７年６月２２日 
第２回 平成２７年９月１４日 
第３回 平成２８年３月７日（検討部会と合同） 

 ・実施内容：事業内容の検討と報告、懸案事項の検討、その他 
〇北茨城市在宅医療介護連携推進事業検討部会 
 ・構 成：委員１６名（内、部会長１名、副部会長１名） 

・開催日：第１回 平成２７年７月１０日 
第２回 平成２７年８月２７日 
第３回 平成２７年１１月２５日 
第４回 平成２８年３月７日（協議会と合同） 

 ・実施内容：実施事業内容等の検討 
◇検討部会内ワーキンググループの設置・開催 
研修事業企画、地域課題検討、事業検証 

  １）研修事業企画のためのワーキング 
  ２）地域課題検討のためのワーキング 

「退院支援」・「日常の療養支援」 
「急変時対応」・「看取り」 

  ３）事業検証のためのワーキング 
 
２ 専門職種に対する資質向上のための「人づくり」 
〇地域リーダー研修 北茨城版 【テキスト作成】 
・開催日時：平成２７年１０月２４日 9：20～16：30 
・会場：北茨城市商工会館  ４０２会議室 
・カリキュラム： 
  講義：北茨城市の「医療」「介護」「福祉」の現状 
   「医療」について：植草義史 氏（北茨城市民病院院長） 
   「介護」について：吉田幸乃 氏（北茨城市市民福祉部高齢福祉課） 
   「福祉」について：根本博行 氏（北茨城市社会福祉協議会） 
・受講者：18 名＜民生委員・児童委員、シルバーリハビリ体操指導士、医療・介護関係者＞ 
○地域リーダーフォローアップ研修 
・開催日時：平成２７年１０月２４日 13：30～16：30 
・会場：北茨城市商工会館  ４０２会議室 
・カリキュラム：  
  ◇講義：「地域リーダーの役割について」 
   斉藤秀之（茨城県理学療法士会会長） 

直井洋明（社会・職能局長） 
  ◇ワークショップ 
   「北茨城市において地域リーダーができること」 
・受講者：３１名 ＊平成２５～２７年度地域リーダー研修北茨城版修了者を対象に開催 
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〇実地型研修会 
 ◇巡回診療 
  第１回 
  ・実施日：平成２７年１１月４日 
  ・受講者：１名（ケアマネジャー） 
  ・実施内容：利用者宅への同行訪問 
  第２回 
  ・実施日：平成２７年１１月１６日 
  ・受講者：２名（介護職） 
  ・実施内容：利用者宅への同行訪問 
  第３回 
  ・実施日：平成２７年１１月３０日 
  ・受講者：１名（民生委員・自動委員） 
  ・実施内容：同行訪問・シルバーリハビリ体操教室への訪問 
 
３ 県民に対する在宅医療・介護の理解を深めるための「意識づくり」 
〇講演会・シンポジウム 
 ◇介護予防フェスティバル in 北茨城 

・開催日：平成２７年１２月６日  
・会 場：北茨城市民ふれあいセンター 
・参加者：２３４人 
・内容： 
＜午前＞講演会  

講演「みんなでできる認知症の予防と早期発見～地域でいきいき生きる～」 
講師：宮澤麻子 氏（北茨城市民病院附属家庭医療センターセンター長） 

     高橋聡子 氏（北茨城市民病院内科） 
＜午後＞介護予防イベント 

●公益社団法人茨城県理学療法士会 
テーマ 1 転倒予防について 講 師：柴田みどり 氏 
テーマ 2 認知症予防～運動プログラムレシピの紹介～ 講 師：手塚忍 氏 

●公益社団法人茨城県看護協会 
テーマ目でみてわかる認知症  講 師：劇団いくり 

●北茨城市シルバーリハビリ体操指導士会 
シルバーリハビリ体操実演・体験 

●北茨城市市民福祉部健康づくり支援課 
脳年齢測定・乳がんモデル触診・体組成計・血圧 

●公益社団法人茨城県作業療法士会 
パステルアート・靴下ハギレクラフト、福祉用具展示・相談コーナー 

〇北茨城市報への広報記事掲載［平成２７年４月から平成２８年３月］ 
〇北茨城市封筒への広告掲載 
○市内巡回バスへの「介護予防フェスティバル in 北茨城」開催広告の掲載 
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Ⅱ「仕組みづくり」事業 

１ 退院支援促進事業 
【事業実績】１４件 

２ 住民運営「通いの場」への関与促進事業 
【事業実績】１５回（対応件数３９件） 

３ 訪問型リハビリテーション推進事業 
 【事業実績】延べ４５２件 
４ 北茨城地域リハビリテーション推進ネットワーク会議運営事業 
＜第 1 回＞ 
 ・開催日：平成２７年１０月７日 
 ・会 場：北茨城市民病院 

 ・事例： 
  １．「後縦靭帯骨化症により移乗動作能力障害などを呈し、生活管理が必要な患者様の退院支援

について」 
                 高木和宏 氏 （北茨城市民病院） 
  ２．「高度便秘症の男児とその家族への支援を考える」 
                進藤由佳 氏（訪問看護ステーションはんどはあと） 
 ・参加者：５８名 
＜第２回＞ 
 ・開催日：平成２７年１２月１６日 
 ・会 場：北茨城市民病院 

 ・事 例：「多職種デスカンファレンス  ～膵癌の事例を振り返る～」 
                進藤由佳 氏（訪問看護ステーションはんどはあと） 
 ・参加者：６１名 
５ 住民向けパンフレット作成事業 【パンフレット作成】 
   「看取り」パンフレット 
   「急変時対応」パンフレット 
６ 事業の検証事業 【冊子作成】 
 ・住民ニーズに関する調査について 
 ・在宅医療・介護連携の現状とニーズに関する調査について 

・仕組みづくり事業について 
 
 
 

平成２７年９月関東・東北豪雨災害報告 

（１）災害の概要 
 2015 年 9 月 9 日から 11 日にかけて、関東から東北にかけ記録的な豪雨が襲い、栃木県では 9

月 10 日未明から朝にかけて土砂崩れなどの災害が相次いで発生した。 
茨城県内の河川には、現地に降った大雨に加えて上流に降り注いだ大量の雨水も流入することとな

り、各地で水位が大きく上昇した。そして 9 月 10 日 12 時 50 分ごろ、ついに常総市内を流れる鬼

怒川の堤防が決壊した。浸水地域は常総市内の広範囲を占め、多くの家屋が倒壊もしくは半壊状態と

なり避難所生活を余儀なくされた。 
 茨城県内全体の被害状況は以下のとおりである。[出典：茨城県ホームページ「平成 27 年 9 月関

東・東北豪雨による本県の被害及び対応について（1 月 8 日 16 時現在）」ほか] 
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 住家被害 （2016 年 1 月 8 日現在。括弧内は常総市） 
  ・全壊     54 件（53） 
  ・大規模半壊  1,666 件（1,462） 
  ・半壊     3,752 件（3,524） 
  ・床上浸水   207 件（171） 
  ・床下浸水   3,751 件（3,057） 
  
（２）本会会員の被害状況 
  人的被害：0 件 
  家屋の被害： 
   ＜つくばブロック＞    ２名 
   ＜取手・竜ケ崎ブロック＞ ３名 
   ＜筑西・下妻ブロック＞  ５名 
   ＜古河・坂東ブロック＞  ２名 
  所属施設の被害 

＜つくばブロック＞    ３施設 
   ＜古河・坂東ブロック＞  ３施設 
 
（３）本会会員の災害支援派遣協力状況 
   協力人数：延べ１０２名 
   活動内容：避難所支援（個別指導、集団体操等） 

現地災害対策本部（他団体・行政機関等との調整、及び避難所支援チームの統括） 
 
（４）活動経過 （＊茨城 JRAT 活動経過抜粋） 
9 月 10 日：12：50 ごろ、茨城県常総市を流れる鬼怒川決壊 

16：００ごろ、JRAT 本部より、茨城 JRAT 活動開始要請 
9 月 11 日：災害関連情報収集開始・県災害対策本部訪問 
9 月 12 日：茨城県保健福祉部訪問（茨城 JRAT 活動について協議） 

常総市内避難所訪問開始  
地域災害コーディネート会議参加 

9 月 13 日：筑波大学附属病院内合同現地対策本部内に茨城ＪＲＡＴ現地対策本部を設置 
9 月 14 日：つくば保健所内の合同対策本部内に茨城ＪＲＡＴ現地対策本部を移動 
9 月 16 日：災害救助法の適用について県と協議 
      福祉用具供給システムを整備 
9 月 17 日：茨城 JRAT 現地対策本部を筑波大学附属病院に移転（JMAT 撤収） 
9 月 18 日：シルバーリハビリ体操指導士との協働体制開始 
9 月 23 日：茨城 JRAT から地域リハビリテーション支援体制へ引き継ぐための協議 
9 月 27 日：茨城 JRAT 活動終了 
9 月 28 日：当該二次保健医療圏地域リハ広域支援センターへ引き継ぎ 
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Ⅱ「仕組みづくり」事業 

１ 退院支援促進事業 
【事業実績】１４件 

２ 住民運営「通いの場」への関与促進事業 
【事業実績】１５回（対応件数３９件） 

３ 訪問型リハビリテーション推進事業 
 【事業実績】延べ４５２件 
４ 北茨城地域リハビリテーション推進ネットワーク会議運営事業 
＜第 1 回＞ 
 ・開催日：平成２７年１０月７日 
 ・会 場：北茨城市民病院 

 ・事例： 
  １．「後縦靭帯骨化症により移乗動作能力障害などを呈し、生活管理が必要な患者様の退院支援

について」 
                 高木和宏 氏 （北茨城市民病院） 
  ２．「高度便秘症の男児とその家族への支援を考える」 
                進藤由佳 氏（訪問看護ステーションはんどはあと） 
 ・参加者：５８名 
＜第２回＞ 
 ・開催日：平成２７年１２月１６日 
 ・会 場：北茨城市民病院 

 ・事 例：「多職種デスカンファレンス  ～膵癌の事例を振り返る～」 
                進藤由佳 氏（訪問看護ステーションはんどはあと） 
 ・参加者：６１名 
５ 住民向けパンフレット作成事業 【パンフレット作成】 
   「看取り」パンフレット 
   「急変時対応」パンフレット 
６ 事業の検証事業 【冊子作成】 
 ・住民ニーズに関する調査について 
 ・在宅医療・介護連携の現状とニーズに関する調査について 

・仕組みづくり事業について 
 
 
 

平成２７年９月関東・東北豪雨災害報告 

（１）災害の概要 
 2015 年 9 月 9 日から 11 日にかけて、関東から東北にかけ記録的な豪雨が襲い、栃木県では 9

月 10 日未明から朝にかけて土砂崩れなどの災害が相次いで発生した。 
茨城県内の河川には、現地に降った大雨に加えて上流に降り注いだ大量の雨水も流入することとな

り、各地で水位が大きく上昇した。そして 9 月 10 日 12 時 50 分ごろ、ついに常総市内を流れる鬼

怒川の堤防が決壊した。浸水地域は常総市内の広範囲を占め、多くの家屋が倒壊もしくは半壊状態と

なり避難所生活を余儀なくされた。 
 茨城県内全体の被害状況は以下のとおりである。[出典：茨城県ホームページ「平成 27 年 9 月関

東・東北豪雨による本県の被害及び対応について（1 月 8 日 16 時現在）」ほか] 
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 住家被害 （2016 年 1 月 8 日現在。括弧内は常総市） 
  ・全壊     54 件（53） 
  ・大規模半壊  1,666 件（1,462） 
  ・半壊     3,752 件（3,524） 
  ・床上浸水   207 件（171） 
  ・床下浸水   3,751 件（3,057） 
  
（２）本会会員の被害状況 
  人的被害：0 件 
  家屋の被害： 
   ＜つくばブロック＞    ２名 
   ＜取手・竜ケ崎ブロック＞ ３名 
   ＜筑西・下妻ブロック＞  ５名 
   ＜古河・坂東ブロック＞  ２名 
  所属施設の被害 

＜つくばブロック＞    ３施設 
   ＜古河・坂東ブロック＞  ３施設 
 
（３）本会会員の災害支援派遣協力状況 
   協力人数：延べ１０２名 
   活動内容：避難所支援（個別指導、集団体操等） 

現地災害対策本部（他団体・行政機関等との調整、及び避難所支援チームの統括） 
 
（４）活動経過 （＊茨城 JRAT 活動経過抜粋） 
9 月 10 日：12：50 ごろ、茨城県常総市を流れる鬼怒川決壊 

16：００ごろ、JRAT 本部より、茨城 JRAT 活動開始要請 
9 月 11 日：災害関連情報収集開始・県災害対策本部訪問 
9 月 12 日：茨城県保健福祉部訪問（茨城 JRAT 活動について協議） 

常総市内避難所訪問開始  
地域災害コーディネート会議参加 

9 月 13 日：筑波大学附属病院内合同現地対策本部内に茨城ＪＲＡＴ現地対策本部を設置 
9 月 14 日：つくば保健所内の合同対策本部内に茨城ＪＲＡＴ現地対策本部を移動 
9 月 16 日：災害救助法の適用について県と協議 
      福祉用具供給システムを整備 
9 月 17 日：茨城 JRAT 現地対策本部を筑波大学附属病院に移転（JMAT 撤収） 
9 月 18 日：シルバーリハビリ体操指導士との協働体制開始 
9 月 23 日：茨城 JRAT から地域リハビリテーション支援体制へ引き継ぐための協議 
9 月 27 日：茨城 JRAT 活動終了 
9 月 28 日：当該二次保健医療圏地域リハ広域支援センターへ引き継ぎ 
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Ⅱ「仕組みづくり」事業 

１ 退院支援促進事業 
【事業実績】１４件 

２ 住民運営「通いの場」への関与促進事業 
【事業実績】１５回（対応件数３９件） 

３ 訪問型リハビリテーション推進事業 
 【事業実績】延べ４５２件 
４ 北茨城地域リハビリテーション推進ネットワーク会議運営事業 
＜第 1 回＞ 
 ・開催日：平成２７年１０月７日 
 ・会 場：北茨城市民病院 

 ・事例： 
  １．「後縦靭帯骨化症により移乗動作能力障害などを呈し、生活管理が必要な患者様の退院支援

について」 
                 高木和宏 氏 （北茨城市民病院） 
  ２．「高度便秘症の男児とその家族への支援を考える」 
                進藤由佳 氏（訪問看護ステーションはんどはあと） 
 ・参加者：５８名 
＜第２回＞ 
 ・開催日：平成２７年１２月１６日 
 ・会 場：北茨城市民病院 

 ・事 例：「多職種デスカンファレンス  ～膵癌の事例を振り返る～」 
                進藤由佳 氏（訪問看護ステーションはんどはあと） 
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６ 事業の検証事業 【冊子作成】 
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・仕組みづくり事業について 
 
 
 

平成２７年９月関東・東北豪雨災害報告 

（１）災害の概要 
 2015 年 9 月 9 日から 11 日にかけて、関東から東北にかけ記録的な豪雨が襲い、栃木県では 9

月 10 日未明から朝にかけて土砂崩れなどの災害が相次いで発生した。 
茨城県内の河川には、現地に降った大雨に加えて上流に降り注いだ大量の雨水も流入することとな

り、各地で水位が大きく上昇した。そして 9 月 10 日 12 時 50 分ごろ、ついに常総市内を流れる鬼

怒川の堤防が決壊した。浸水地域は常総市内の広範囲を占め、多くの家屋が倒壊もしくは半壊状態と

なり避難所生活を余儀なくされた。 
 茨城県内全体の被害状況は以下のとおりである。[出典：茨城県ホームページ「平成 27 年 9 月関

東・東北豪雨による本県の被害及び対応について（1 月 8 日 16 時現在）」ほか] 
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 住家被害 （2016 年 1 月 8 日現在。括弧内は常総市） 
  ・全壊     54 件（53） 
  ・大規模半壊  1,666 件（1,462） 
  ・半壊     3,752 件（3,524） 
  ・床上浸水   207 件（171） 
  ・床下浸水   3,751 件（3,057） 
  
（２）本会会員の被害状況 
  人的被害：0 件 
  家屋の被害： 
   ＜つくばブロック＞    ２名 
   ＜取手・竜ケ崎ブロック＞ ３名 
   ＜筑西・下妻ブロック＞  ５名 
   ＜古河・坂東ブロック＞  ２名 
  所属施設の被害 

＜つくばブロック＞    ３施設 
   ＜古河・坂東ブロック＞  ３施設 
 
（３）本会会員の災害支援派遣協力状況 
   協力人数：延べ１０２名 
   活動内容：避難所支援（個別指導、集団体操等） 

現地災害対策本部（他団体・行政機関等との調整、及び避難所支援チームの統括） 
 
（４）活動経過 （＊茨城 JRAT 活動経過抜粋） 
9 月 10 日：12：50 ごろ、茨城県常総市を流れる鬼怒川決壊 

16：００ごろ、JRAT 本部より、茨城 JRAT 活動開始要請 
9 月 11 日：災害関連情報収集開始・県災害対策本部訪問 
9 月 12 日：茨城県保健福祉部訪問（茨城 JRAT 活動について協議） 

常総市内避難所訪問開始  
地域災害コーディネート会議参加 

9 月 13 日：筑波大学附属病院内合同現地対策本部内に茨城ＪＲＡＴ現地対策本部を設置 
9 月 14 日：つくば保健所内の合同対策本部内に茨城ＪＲＡＴ現地対策本部を移動 
9 月 16 日：災害救助法の適用について県と協議 
      福祉用具供給システムを整備 
9 月 17 日：茨城 JRAT 現地対策本部を筑波大学附属病院に移転（JMAT 撤収） 
9 月 18 日：シルバーリハビリ体操指導士との協働体制開始 
9 月 23 日：茨城 JRAT から地域リハビリテーション支援体制へ引き継ぐための協議 
9 月 27 日：茨城 JRAT 活動終了 
9 月 28 日：当該二次保健医療圏地域リハ広域支援センターへ引き継ぎ 
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平成 27 年度活動報告 

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 
１）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 

２）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  総会・研修会  期日：平成２７年７月５日 

 
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 
１）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：６名 

事業内容： 

１ 健康プラザにおいて、３級指導士養成講習会の運営補助及び一部科目（解剖運動学：神経及

び復習解説）の講義を行う。３回 

２ 市町村で開催する３級指導士養成講習会において、講義の一部（解剖運動学：神経及び復習

解説）を担当する。２５回 

３ 健康プラザにおいて、介護福祉士を対象とした介護予防体操研修会の講師又はその運営補助

を行う。４回 

４ 健康プラザスタッフとの連絡会議に出席する。 

平成２７年６月２６日 介護予防体操相談支援者連絡会議 

５ その他 

茨城県シルバーリハビリ体操指導士フォローアップ事業への参加 ２回 

２）茨城の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 

   第１回世話人会 期日：平成２７年５月４日 

総会 研修会  期日：平成２７年７月１１日 

  第２回世話人会 講演会 期日：平成２７年１１月２１日 

３）茨城の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 

４）高次脳機能障害者の支援と連携の会への協力（世話人派遣） 

   派遣者：１名 

 
３．市町村支援に関する事業 
 ・つくばみらい市社会福祉協議会生きがい活動支援通所事業 

   派 遣：８７回  

 ・結城市二次予防事業介護教室 

   派 遣：２０回  

 

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：１４件   
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鈴木和江（北茨城地域自立支援センター） 

 病院からの退院前訪問が難しく、ケアマネジャーからご相談いただき訪問するケースが増えた。病

院へ家屋調査報告など情報提供させていただくことで、当センターで行っていることがみえやすくな

り連携しやすくなっている印象を受けた。 
２）共同利用型訪問リハビリテーション事業 

    訪問件数：４５２件 

相談件数：７２件 （依頼元：ケアマネジャー ３３件、行政 ２２件、本人・家族 ８件、

医療機関 ５件、介護サービス事業者 １件、その他 ３件） 

   住民運営「通いの場」への関与促進事業（シルバーリハビリ体操指導士会体操教室への訪問） 

訪問件数 １５回（対応件数 ３９件） 

プロボノ活動日数 ６８件（月平均 ５．６件） 

鈴木和江（北茨城地域自立支援センター） 

 訪問は、午後から毎日 2 件程度行った。継続的にみているケースが増えており、通所系サービスの

利用、活動性の向上につながり、定期的な訪問を終了し、随時相談いただくということも出てきた。

助言が主な手段なので、解決できないことも多いですが、リハビリテーションの視点を大事にしてい

きながらケアマネジャーと連携して行った。プロボノの方にもさらにご登録いただき、定期的に来て

いただける方については、継続的に訪問していただいた。また、今年度よりセンターにおいて体力測

定を行ったり、シルバーリハビリ体操指導士会の教室への訪問をお願いした。 

３）訪問リハビリテーションサポートセンター推進事業 

       相談件数：３件 

訪問リハビリテーションサポートセンター事業 新ネットワーク構築に関する説明会 

   期日：平成２７年６月１６日  会場：茨城県保健衛生会館  参加者：９名 

 
５．茨城県訪問リハビリテーション実務者研修会の開催  

         平成２７年度茨城県訪問リハビリテーション実務者研修会 

   期日：１日目 平成２７年９月２７日 会場：ホテルマークワンつくば研究学園 

   期日：２日目 平成２８年２月２８日 会場：茨城県総合福祉会館 

   参加者：７８名（理学療法士４２名、作業療法士２７名、言語聴覚士９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 149 

       介護予防キャラバン 

     ①第１９回茨城県理学療法士学会 

       期日：平成２７年７月１２日  会場：つくば国際大学 

    内容：体力測定及び理学療法相談  測定者：２５名 相談者：０名 

   ②古河市「古河ふれあい広場２０１５」 

    期日：平成２７年９月２６日  会場：古河市ネーブルパーク 

    内容：体力測定及び理学療法相談  測定者：１８０名 相談者：２名 

   ③健康づくりキャンペーン 

    期日：平成２７年９月２６日  会場：イオンモールつくば 

    内容：体力測定及び理学療法相談  測定者：９８名 相談者：１７名 

④健康スポーツフェスティバル 

    期日：平成２７年１０月１１日（雨天中止）/１２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・講話  参加者：３２２名 

   ⑤みんなの生活展 

    期日：平成２７年１１月２１日  会場：しもだて地域交流センターアルテリオ 

    内容：体力測定及び理学療法相談  測定者：８１名 相談者：１名 
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平成 27 年度活動報告 

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 
１）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 

２）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  総会・研修会  期日：平成２７年７月５日 

 
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 
１）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：６名 

事業内容： 

１ 健康プラザにおいて、３級指導士養成講習会の運営補助及び一部科目（解剖運動学：神経及

び復習解説）の講義を行う。３回 

２ 市町村で開催する３級指導士養成講習会において、講義の一部（解剖運動学：神経及び復習
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 ・つくばみらい市社会福祉協議会生きがい活動支援通所事業 

   派 遣：８７回  

 ・結城市二次予防事業介護教室 

   派 遣：２０回  
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１）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：６名 

事業内容： 

１ 健康プラザにおいて、３級指導士養成講習会の運営補助及び一部科目（解剖運動学：神経及

び復習解説）の講義を行う。３回 

２ 市町村で開催する３級指導士養成講習会において、講義の一部（解剖運動学：神経及び復習

解説）を担当する。２５回 

３ 健康プラザにおいて、介護福祉士を対象とした介護予防体操研修会の講師又はその運営補助

を行う。４回 

４ 健康プラザスタッフとの連絡会議に出席する。 

平成２７年６月２６日 介護予防体操相談支援者連絡会議 

５ その他 

茨城県シルバーリハビリ体操指導士フォローアップ事業への参加 ２回 

２）茨城の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 

   第１回世話人会 期日：平成２７年５月４日 

総会 研修会  期日：平成２７年７月１１日 

  第２回世話人会 講演会 期日：平成２７年１１月２１日 

３）茨城の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 

４）高次脳機能障害者の支援と連携の会への協力（世話人派遣） 

   派遣者：１名 

 
３．市町村支援に関する事業 
 ・つくばみらい市社会福祉協議会生きがい活動支援通所事業 

   派 遣：８７回  

 ・結城市二次予防事業介護教室 

   派 遣：２０回  

 

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：１４件   
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鈴木和江（北茨城地域自立支援センター） 

 病院からの退院前訪問が難しく、ケアマネジャーからご相談いただき訪問するケースが増えた。病

院へ家屋調査報告など情報提供させていただくことで、当センターで行っていることがみえやすくな

り連携しやすくなっている印象を受けた。 
２）共同利用型訪問リハビリテーション事業 

    訪問件数：４５２件 

相談件数：７２件 （依頼元：ケアマネジャー ３３件、行政 ２２件、本人・家族 ８件、

医療機関 ５件、介護サービス事業者 １件、その他 ３件） 

   住民運営「通いの場」への関与促進事業（シルバーリハビリ体操指導士会体操教室への訪問） 

訪問件数 １５回（対応件数 ３９件） 

プロボノ活動日数 ６８件（月平均 ５．６件） 

鈴木和江（北茨城地域自立支援センター） 

 訪問は、午後から毎日 2 件程度行った。継続的にみているケースが増えており、通所系サービスの

利用、活動性の向上につながり、定期的な訪問を終了し、随時相談いただくということも出てきた。

助言が主な手段なので、解決できないことも多いですが、リハビリテーションの視点を大事にしてい

きながらケアマネジャーと連携して行った。プロボノの方にもさらにご登録いただき、定期的に来て

いただける方については、継続的に訪問していただいた。また、今年度よりセンターにおいて体力測

定を行ったり、シルバーリハビリ体操指導士会の教室への訪問をお願いした。 

３）訪問リハビリテーションサポートセンター推進事業 

       相談件数：３件 

訪問リハビリテーションサポートセンター事業 新ネットワーク構築に関する説明会 

   期日：平成２７年６月１６日  会場：茨城県保健衛生会館  参加者：９名 

 
５．茨城県訪問リハビリテーション実務者研修会の開催  

         平成２７年度茨城県訪問リハビリテーション実務者研修会 

   期日：１日目 平成２７年９月２７日 会場：ホテルマークワンつくば研究学園 

   期日：２日目 平成２８年２月２８日 会場：茨城県総合福祉会館 

   参加者：７８名（理学療法士４２名、作業療法士２７名、言語聴覚士９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 149 

       介護予防キャラバン 

     ①第１９回茨城県理学療法士学会 

       期日：平成２７年７月１２日  会場：つくば国際大学 

    内容：体力測定及び理学療法相談  測定者：２５名 相談者：０名 

   ②古河市「古河ふれあい広場２０１５」 

    期日：平成２７年９月２６日  会場：古河市ネーブルパーク 

    内容：体力測定及び理学療法相談  測定者：１８０名 相談者：２名 

   ③健康づくりキャンペーン 

    期日：平成２７年９月２６日  会場：イオンモールつくば 

    内容：体力測定及び理学療法相談  測定者：９８名 相談者：１７名 

④健康スポーツフェスティバル 

    期日：平成２７年１０月１１日（雨天中止）/１２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・講話  参加者：３２２名 

   ⑤みんなの生活展 

    期日：平成２７年１１月２１日  会場：しもだて地域交流センターアルテリオ 

    内容：体力測定及び理学療法相談  測定者：８１名 相談者：１名 
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   茨城県看護協会「まちの保健室」との共同事業 

   ①期日：平成２７年７月２３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：１０名 相談者：０名 

   ②期日：平成２７年８月 ８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：９名 相談者：０名 

   ③期日：平成２７年８月２３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：５９名 相談者：３名 

   ④期日：平成２７年１０月８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：２６名 相談者：２６名 

   ⑤期日：平成２７年１１月１４日～１５日   会場：千波公園ふれあい広場 

    内容：体力測定及び理学療法相談  測定者：１７２名 相談者：０名 

   ⑥期日：平成２７年１１月２６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：１１名 相談者：０名 

   ⑦期日：平成２８年１月２８日  会場：茨城県保健衛生会館 

    内容：講話            参加者：１４名 

   ⑧期日：平成２８年２月２５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：１８名 相談者：０名 

   茨城県看護協会・北茨城シルバーリハビリ体操指導士会との３団体共催事業 

    期日：平成２７年１０月２７日 会場：北茨城市民ふれあいセンター 

    内容：体力測定及び理学療法相談  測定者５９名 相談者：５９名 

介護予防キャラバン（第１９回茨城県理学療法士学会併催事業） 
土浦地区ブロック会員 綿引文香（山王台病院） 

７月１２日、つくば国際大学にて介護予防キャラバンに参加

させて頂きました。よく晴れた暑い日にも関わらず、２５名の

方がブースに足を運んで下さいました。皆さん笑顔で体力テス

トを受けられていましたが、その後の測定結果をとても真剣に

聞いていらっしゃいました。また参加者の方々からは、「どの

筋肉を鍛えればいいか？」「鍛えるためにはどのように運動す

ればいいか？」など具体的な質問を多く頂きました。同時開催

された市民公開講座を楽しみにしていた方も多く、健康のため

に適度な運動が大切である事をよく認識されている印象を受け

ました。そのためリハビリテーションに対する期待は高く、より専門的な知識が求められていると感

じました。 
 今回、初めて通常業務とは違った病院外での活動に参加し、地域住民の方々と顔を合わせて直接関

わる事が大切であると改めて思いました。また、地域の方々のニーズを素早く感じ取り、それに対応

出来るよう、知識と技術をさらに磨く必要があると実感する貴重な体験となりました。 

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） 

 9 月 26 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 2015』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 180 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 27％・女性 73％。

年代別では、0～10 歳（12％）・10～20 歳（14％）・20～30 歳（4％）・30～40 歳（9％）・

40～50 歳（7％）・50～60 歳（6％）・60～70 歳（25％）・70～80 歳（18％）・80～90
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歳（5％）。60 歳以上の割合は、48％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。 
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）  
9 月 26 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 115 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。 

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（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） 
10 月 8 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 30 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。 
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。 
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） 
11 月 15 日（日）千波湖ふれあい広場にて開催された水戸市産業祭（14 日・15 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 54 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
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   茨城県看護協会「まちの保健室」との共同事業 

   ①期日：平成２７年７月２３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：１０名 相談者：０名 

   ②期日：平成２７年８月 ８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：９名 相談者：０名 

   ③期日：平成２７年８月２３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：５９名 相談者：３名 

   ④期日：平成２７年１０月８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：２６名 相談者：２６名 

   ⑤期日：平成２７年１１月１４日～１５日   会場：千波公園ふれあい広場 

    内容：体力測定及び理学療法相談  測定者：１７２名 相談者：０名 

   ⑥期日：平成２７年１１月２６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：１１名 相談者：０名 

   ⑦期日：平成２８年１月２８日  会場：茨城県保健衛生会館 

    内容：講話            参加者：１４名 

   ⑧期日：平成２８年２月２５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：１８名 相談者：０名 

   茨城県看護協会・北茨城シルバーリハビリ体操指導士会との３団体共催事業 

    期日：平成２７年１０月２７日 会場：北茨城市民ふれあいセンター 

    内容：体力測定及び理学療法相談  測定者５９名 相談者：５９名 

介護予防キャラバン（第１９回茨城県理学療法士学会併催事業） 
土浦地区ブロック会員 綿引文香（山王台病院） 

７月１２日、つくば国際大学にて介護予防キャラバンに参加

させて頂きました。よく晴れた暑い日にも関わらず、２５名の

方がブースに足を運んで下さいました。皆さん笑顔で体力テス

トを受けられていましたが、その後の測定結果をとても真剣に

聞いていらっしゃいました。また参加者の方々からは、「どの

筋肉を鍛えればいいか？」「鍛えるためにはどのように運動す

ればいいか？」など具体的な質問を多く頂きました。同時開催

された市民公開講座を楽しみにしていた方も多く、健康のため

に適度な運動が大切である事をよく認識されている印象を受け

ました。そのためリハビリテーションに対する期待は高く、より専門的な知識が求められていると感

じました。 
 今回、初めて通常業務とは違った病院外での活動に参加し、地域住民の方々と顔を合わせて直接関

わる事が大切であると改めて思いました。また、地域の方々のニーズを素早く感じ取り、それに対応

出来るよう、知識と技術をさらに磨く必要があると実感する貴重な体験となりました。 

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） 

 9 月 26 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 2015』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 180 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 27％・女性 73％。

年代別では、0～10 歳（12％）・10～20 歳（14％）・20～30 歳（4％）・30～40 歳（9％）・

40～50 歳（7％）・50～60 歳（6％）・60～70 歳（25％）・70～80 歳（18％）・80～90

9 

歳（5％）。60 歳以上の割合は、48％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。 
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）  
9 月 26 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 115 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。 

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（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） 
10 月 8 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 30 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。 
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。 
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） 
11 月 15 日（日）千波湖ふれあい広場にて開催された水戸市産業祭（14 日・15 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 54 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
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   茨城県看護協会「まちの保健室」との共同事業 

   ①期日：平成２７年７月２３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：１０名 相談者：０名 

   ②期日：平成２７年８月 ８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：９名 相談者：０名 

   ③期日：平成２７年８月２３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：５９名 相談者：３名 

   ④期日：平成２７年１０月８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：２６名 相談者：２６名 

   ⑤期日：平成２７年１１月１４日～１５日   会場：千波公園ふれあい広場 

    内容：体力測定及び理学療法相談  測定者：１７２名 相談者：０名 

   ⑥期日：平成２７年１１月２６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：１１名 相談者：０名 

   ⑦期日：平成２８年１月２８日  会場：茨城県保健衛生会館 

    内容：講話            参加者：１４名 

   ⑧期日：平成２８年２月２５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：１８名 相談者：０名 

   茨城県看護協会・北茨城シルバーリハビリ体操指導士会との３団体共催事業 

    期日：平成２７年１０月２７日 会場：北茨城市民ふれあいセンター 

    内容：体力測定及び理学療法相談  測定者５９名 相談者：５９名 

介護予防キャラバン（第１９回茨城県理学療法士学会併催事業） 
土浦地区ブロック会員 綿引文香（山王台病院） 

７月１２日、つくば国際大学にて介護予防キャラバンに参加

させて頂きました。よく晴れた暑い日にも関わらず、２５名の

方がブースに足を運んで下さいました。皆さん笑顔で体力テス

トを受けられていましたが、その後の測定結果をとても真剣に

聞いていらっしゃいました。また参加者の方々からは、「どの

筋肉を鍛えればいいか？」「鍛えるためにはどのように運動す

ればいいか？」など具体的な質問を多く頂きました。同時開催

された市民公開講座を楽しみにしていた方も多く、健康のため

に適度な運動が大切である事をよく認識されている印象を受け

ました。そのためリハビリテーションに対する期待は高く、より専門的な知識が求められていると感

じました。 
 今回、初めて通常業務とは違った病院外での活動に参加し、地域住民の方々と顔を合わせて直接関

わる事が大切であると改めて思いました。また、地域の方々のニーズを素早く感じ取り、それに対応

出来るよう、知識と技術をさらに磨く必要があると実感する貴重な体験となりました。 

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） 

 9 月 26 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 2015』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 180 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 27％・女性 73％。

年代別では、0～10 歳（12％）・10～20 歳（14％）・20～30 歳（4％）・30～40 歳（9％）・

40～50 歳（7％）・50～60 歳（6％）・60～70 歳（25％）・70～80 歳（18％）・80～90
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歳（5％）。60 歳以上の割合は、48％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。 
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）  
9 月 26 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 115 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。 

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（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） 
10 月 8 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 30 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。 
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。 
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） 
11 月 15 日（日）千波湖ふれあい広場にて開催された水戸市産業祭（14 日・15 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 54 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
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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。 
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 渡邊勧（介護老人保健施設 桜の郷敬愛の杜） 

１月２８日、県看護協会主催の「まちの保健室」において、「まちの保健室フォローアップ講習会」

が開催されました。 
従来ではシルバーリハビリ体操とあわせて、県看護協会による血圧や体脂肪などの身体測定、本会

による体力測定およびリハビリ相談のコーナーが中心でしたが、今回は趣向を変え、体力測定の結果

を踏まえて、自身の身体状況の把握と介護予防の必要性について住民の方に知って頂くことを目的と

した講習会を行いました。また、体力測定をより身近なものとして体験していただくために、ストッ

プウォッチ・握力計・体幹前屈測定計などを参加者が気軽に使用し、参加者同士を測定する機会を設

けました。 

参加者数は 13 名で、「体力測定にそんな意味があったことは知らなかった」「介護予防体操を行

うことがいっそう楽しくなりました」等の声が聞かれ、より関心を高めることにつながったのではな

いかと思います。今後、ボランティアとして体操を指導している指導士の方にも体力測定の意義や、

測定が何を示すものなのか伝えていくためにも、継続的な相談や支援方法の検討を通して事業を進め

ていく必要性を感じています。 

 

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 3 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。10 月 27 日北茨城市民ふれあいセンターで開催され、市民の方 59 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。 
 

７．介護予防フェスティバル事業  

    期日：平成２７年１２月６日   会場：北茨城市民ふれあいセンター 

    内容：  

講演会 

     テーマ：「みんなでできる認知症の予防と早期発見〜地域でいきいき生きる〜」 

        講師：宮澤麻子氏（北茨城市民病院附属家庭医療センター）  

           高橋聡子氏（北茨城市民病院） 

     介護予防イベント  参加者：２３４名 
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（２）スポーツ支援関連事業   

１．野球支援事業 
  第６７回春季関東地区高校野球茨城大会（準決勝・決勝） 

   期日：平成２７年５月２日・３日  

会場：水戸市民球場 派遣者：４名  

第９７回全国高校野球選手権茨城大会（準々決勝～決勝） 

期日：平成２７年７月２０日・２２日・２４日  

会場：水戸市民球場・ひたちなか市民球場 派遣者：８名 

第６８回秋季関東地区高校野球茨城大会（準決勝・決勝） 

   期日：平成２７年１０月３日～４日  

会場：ひたちなか市民球場 派遣者：４名  

 
２．スポーツ支援事業   

スポーツ外傷・障害の予防に関する研修会の開催 

期日：平成２８年３月２７日 会場：茨城県保健衛生会館 

テーマ：投球障害の予防ならびにその取り組み 

講師：亀山顕太郎氏（松戸整形外科クリニック） 参加者：３２名 

  第７０回国民体育大会「紀の国わかやま国体」視察 

   期日：平成２７年９月２６日～２７日 

   会場：和歌山県片男波健康館 

内容：和歌山県理学療法士会が行った国体開催までの準備内容、コンディショニングサ 

ポート内容の調査 

 

平成 27 年度 茨城県介護予防リハビリ専門職指導者養成研修 
調査情報部長 長谷川大悟（サンフラワーひたちなか） 

2015 年 12 月 12 日 
指定研修＜地域ケア＞【場所：つくば国際大学 参加者 76 名（PT52.OT16.ST8）】 
2015 年 12 月 13 日 
指定研修＜地域ケア＞【場所：茨城県立医療大学 参加者 71 名(PT49.OT15.ST7)】 
2016 年 1 月 30 日 
実践研修＜介護予防＞【場所：ワークプラザ勝田 参加者 134 名（PT78.OT39.ST17）】 
2016 年 1 月 31 日 
実践研修＜地域ケア＞【場所：茨城県立医療大学 参加者 206 名(PT121.OT57.ST28)】 
2016 年 2 月 20 日 
指定研修＜地域ケア＞【場所：つくば国際大学 参加者 182 名(PT101.OT53.ST28)】 
初期研修      【場所：つくば国際大学 参加者 122 名(PT62.OT31.ST29)】 
2016 年 2 月 21 日 
指定研修＜地域ケア＞【場所：ワークプラザ勝田 参加者 135 名（PT98.OT15.ST22）】 
 

「茨城県介護予防リハビリ専門職指導者養成研修」が開始されました。当研修会は茨城県からの委

託を受け、おおよそ３年間のうちに初期・導入・指定・実践研修を履修するプログラムとなっており

ます。最終的には 750 名を養成し、県内の高齢者 1000 名に 1 名の修了者を目指す予定です。修了

者は、県内 44 市町村へ派遣され、リハビリ専門職として技術的な指導・助言等を実施していく予定

です。 
いずれの日程も大勢の方々が参加され、茨城型の地域包括ケアシステムの構築に向けて始動してい

ることを改めて実感する機会でした。 
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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。 
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 渡邊勧（介護老人保健施設 桜の郷敬愛の杜） 

１月２８日、県看護協会主催の「まちの保健室」において、「まちの保健室フォローアップ講習会」

が開催されました。 
従来ではシルバーリハビリ体操とあわせて、県看護協会による血圧や体脂肪などの身体測定、本会

による体力測定およびリハビリ相談のコーナーが中心でしたが、今回は趣向を変え、体力測定の結果

を踏まえて、自身の身体状況の把握と介護予防の必要性について住民の方に知って頂くことを目的と

した講習会を行いました。また、体力測定をより身近なものとして体験していただくために、ストッ

プウォッチ・握力計・体幹前屈測定計などを参加者が気軽に使用し、参加者同士を測定する機会を設

けました。 

参加者数は 13 名で、「体力測定にそんな意味があったことは知らなかった」「介護予防体操を行

うことがいっそう楽しくなりました」等の声が聞かれ、より関心を高めることにつながったのではな

いかと思います。今後、ボランティアとして体操を指導している指導士の方にも体力測定の意義や、

測定が何を示すものなのか伝えていくためにも、継続的な相談や支援方法の検討を通して事業を進め

ていく必要性を感じています。 

 

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 3 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。10 月 27 日北茨城市民ふれあいセンターで開催され、市民の方 59 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。 
 

７．介護予防フェスティバル事業  

    期日：平成２７年１２月６日   会場：北茨城市民ふれあいセンター 

    内容：  

講演会 

     テーマ：「みんなでできる認知症の予防と早期発見〜地域でいきいき生きる〜」 

        講師：宮澤麻子氏（北茨城市民病院附属家庭医療センター）  

           高橋聡子氏（北茨城市民病院） 

     介護予防イベント  参加者：２３４名 
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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１９回茨城県理学療法士学会の開催 

テーマ：運動器疾患において理学療法士が出来ること 

学会長：橋本貴幸氏（総合病院土浦協同病院） 

・学会長講演「運動器疾患において理学療法士が出来ること」 

・茨城県理学療法士会会長特別講演「理学療法士に求められていること」 

・市民公開講座「元気な高齢者のあふれる未来へ～今からはじめる介護予防～」 

期日：平成２７年７月１２日 

    会場：つくば国際大学  

参加者：会員：１２４名、非会員：２名（福島県理学療法士会会員：１名、医師：１名）、 

一般（６５歳以上）：２名、学生：４０名 

第 19 回茨城県理学療法士学会を終えて 
学会長 橋本貴幸（総合病院土浦協同病院） 

第 19 回茨城県理学療法士学会は、平成 27 年 7 月 12 日（日）に、つく

ば国際大学を会場として、開催されました。 
学会準備、運営ではいくつかの不備がございましたことを会員の皆様へお

詫び申し上げます。 
本学会は、夏季開催へ変更された 2 年目となりますが、26 演題のご登録

と口述発表により、多くの会員の皆さんにご参加をいただき、大盛況のもと、

無事に終えることが出来ました。 
本学会開催にあたりましては、公益社団法人茨城県理学療法士会の役員の皆様、各部局の皆様、関

係者の皆様の格別のご支援を賜り、心より御礼を申し上げます。 
初めての学会長をご任命頂き、不安も多くありましたが、皆様方に支えられ遂行することができま

した。貴重な経験をさせていただき本当にありがとうございました。 
本学会テーマは、「運動器疾患において理学療法士ができること」と致しました。学会長講演では、

テーマにおける「関節可動域」、「筋力」、「バランス」、３つの維持・改善が基盤であり、その治

療の考え方、工夫、課題を疾患や症例を交えてお伝えさせていただきました。 
 学会企画の中では、機器展示、書籍展示、第 18 回茨城県理学療法士学会学会長賞表彰式、作文コ

ンクール表彰式、賛助会員等による企業プレゼンテーション、市民公開講座「元気な高齢者のあふれ

る未来へ ～今からはじめる介護予防～」、介護予防キャラバンを開催致しました。理学療法士だけで

なく、学生の皆さん、市民の皆様の一般参加も 100 名を越え、多くのご参加をいただきました。 
 このような機会を得て、県民の皆様の介護予防、健康寿命の延伸につながることや、理学療法に対

する認知度、関心がより一層高まることを期待します。 
最後に、理学療法士はコメディカルの中でも、実際に患者様（その他対象者含む）へ直接触れて治

療（指導）を提供する特殊な職種です。今後も、多くの期待に貢献でき、リハビリテーション医療に

寄与する理学療法士の生涯学習は必要です。その場の１つとして、茨城県理学療法士学会のますます

の発展を願っております。 
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（２）研修会・講習会等に関する事業 

１．新人教育プログラム研修会 

期日：平成２７年４月２６日  会場：茨城県立医療大学 

テーマ：A-4 人間関係および接遇（労働衛生含む）    参加者：１８６名 

テーマ：E-1 臨床実習指導方法論            参加者：１７５名 

テーマ：A-1 理学療法と倫理                参加者：１８８名 

テーマ：B-2 クリニカルリーズニング            参加者：１８５名 

テーマ：D-2 生涯学習と理学療法の専門            参加者：１７６名 

期日：平成２７年５月３１日  会場：日立総合病院  

テーマ：C-3 内部障害の理学療法             参加者：１４７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：１６２名 

テーマ：D-4 理学療法士のための医療政策論         参加者：１４９名 

期日：平成２７年６月２８日  会場：茨城県立医療大学 

テーマ：C-2 運動器疾患の理学療法            参加者：１５４名 

テーマ：C-5 地域リハビリテーション（生活環境支援を含む） 参加者：１５５名 

テーマ：E-2 ティーチングとコーチング           参加者：９５名 

期日：平成２７年８月３０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：４７名 

テーマ：C-1 神経系疾患の理学療法             参加者：８４名 

テーマ：E-3 国際社会と理学療法                参加者：４０名 

テーマ：D-3 理学療法の研究方法論（EBPT 含む）       参加者：５５名 

テーマ：B-1 一次救命処置と基本処置             参加者：７０名 

期日：平成２７年９月６日  会場：茨城県保健衛生会館 

テーマ：B-4 症例報告・発表の仕方              参加者：６８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：１４３名 

テーマ：A-2 協会組織と生涯学習システム           参加者：１４９名 

テーマ：B-3 統計方法論                   参加者：５７名 

テーマ：C-4 高齢者の理学療法                参加者：９７名 

 

２．理学療法士講習会の開催《公益社団法人日本理学療法士協会委託事業》 

＜理学療法士講習会 基本編＞ 

・期 日：平成２７年６月２１日  

テーマ：筋力増強運動 骨関節系疾患に対する治療手技 

会 場：茨城県立医療大学 参加者：３９名 

・期 日：平成２７年７月２６日  

テーマ：関節可動治療の基本「運動器系疾患に対する関節可動域治療手技」 

上下肢の関節系・筋系障害に起因する治療を中心に 

会 場：茨城西南医療センター病院 参加者：３７名 

・期 日：平成２７年８月３０日 

テーマ：スポーツ理学療法に必要な関節の解剖・運動学と代表的疾患の理学療法の展開 

会 場：日立総合病院 参加者：５１名 

・期 日：平成２７年９月２６～２７日 

テーマ：脊髄障害の理学療法  

会 場：茨城県立医療大学 参加者：１６名 

・期 日：平成２７年１２月２０日 

テーマ：今知っておくべき地域包括ケアシステムにおける理学療法士の役割と実践  
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と口述発表により、多くの会員の皆さんにご参加をいただき、大盛況のもと、

無事に終えることが出来ました。 
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講 師：大田仁史氏（茨城県立健康プラザ） 

会 場：茨城県立医療大学 参加者：８８名 

 

（３）学術誌「理学療法いばらき」の発行 

第１９巻 

   特集：スポーツに対する理学療法 

   投稿論文：２編 

 

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の発行：５、８、１１、２月 ２０５０部発行 

  ・インフォメーション内の求人広告掲載：８件 

    ・「年報ひたちの」の発行：６月 ９１０部発行 

 

（２）ホームページによる県民に向けた情報発信 

  ・ホームページによる情報発信：件数１６２件（研修会・その他情報発信）   

 ・facebook による情報発信：２９件 

15 

  ・メールマガジン配信：２件 

  ・メールサーバーの管理・運用 

・ホームページ構築に際して業者の調査（調査・情報部） 

・クラウド構築の取組（調査・情報部） 

 

（３）高校生および高校教員向けの啓発活動 

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士について進路指導担当者への情報提供 

    対 象：県内高等学校の進路指導担当教員 

    方 法：見学会の案内に合わせて情報提供（資料および Web の案内） 

・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 

    期 日：平成２７年８月１７日～８月３０日 

    参加者：６３校２０９名 

 

（４）理学療法週間ＰＲグッズの配布 

（配布先）理学療法・作業療法・言語聴覚療法見学会参加者、介護の日、その他各種イベント参加者 

  （グッズ）本会ロゴ入りトートバック 

 
（５）「理学療法の日」作文コンクール事業 

対象：県内在住及び県内に通学している中・高校生、専門学校生、大学生（学生の部） 

県内に在住している一般の方（一般の部） 

    応募期間：平成２７年５月１日～６月７日 

    応募数 ：３８件 

    表彰式 ：平成２７年７月１２日 

    結 果 ：＜学生の部＞     

最優秀賞 鈴木千裕殿「理学療法に救われた私」常磐大学高等学校 

優秀賞  石崎由佳殿「夢は、理学療法士」茨城県立土浦湖北高等学校 

優秀賞  高野国大殿「地域とともに生きる」アール医療福祉専門学校 

佳作   白澤川柳殿「心に寄り添うということ」アール医療福祉専門学校 

佳作   有坂沙月殿「理学療法士の活躍」茨城県立取手松陽高等学校 

＜一般の部＞     

最優秀賞 黒沢朗殿 「理学療法で生きる希望が」東海村 

優秀賞  塩谷哲夫殿「介護予防に活躍する理学療法士」土浦市 

優秀賞  川﨑香苗子殿「理学療法に思うこと“私は独りじゃなかった”」筑西市 

佳作   和具君子殿「理学療法」筑西市 

佳作   沼尻昭子殿「理学療法に想うこと」つくば市 

理学療法啓発部 峯岸忍（筑波メディカルセンター） 
平成２7 年７月１2 日、第 19 回茨城県理学療法士学会内において、平成２7 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。 
会員の皆様のご協力もあり、「学生の部」、「一般の部」を合わせて 38 通の応募を頂きました。

この場を借りて御礼申し上げます。 
各部においてそれぞれ最優秀賞 １点、優秀賞 ２点、佳作 2 点が選ばれました。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。 
応募作品の内容としては、理学療法士を目指す自分の想いや、実際にご本人やご家族として理学療

法に関わった経験から理学療法（士）に対する想いが綴られていました。 
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会員の皆様のご協力もあり、「学生の部」、「一般の部」を合わせて 38 通の応募を頂きました。

この場を借りて御礼申し上げます。 
各部においてそれぞれ最優秀賞 １点、優秀賞 ２点、佳作 2 点が選ばれました。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。 
応募作品の内容としては、理学療法士を目指す自分の想いや、実際にご本人やご家族として理学療

法に関わった経験から理学療法（士）に対する想いが綴られていました。 
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 ・facebook による情報発信：２９件 
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  ・メールマガジン配信：２件 

  ・メールサーバーの管理・運用 

・ホームページ構築に際して業者の調査（調査・情報部） 

・クラウド構築の取組（調査・情報部） 

 

（３）高校生および高校教員向けの啓発活動 

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士について進路指導担当者への情報提供 

    対 象：県内高等学校の進路指導担当教員 

    方 法：見学会の案内に合わせて情報提供（資料および Web の案内） 

・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 

    期 日：平成２７年８月１７日～８月３０日 

    参加者：６３校２０９名 

 

（４）理学療法週間ＰＲグッズの配布 

（配布先）理学療法・作業療法・言語聴覚療法見学会参加者、介護の日、その他各種イベント参加者 

  （グッズ）本会ロゴ入りトートバック 

 
（５）「理学療法の日」作文コンクール事業 

対象：県内在住及び県内に通学している中・高校生、専門学校生、大学生（学生の部） 

県内に在住している一般の方（一般の部） 

    応募期間：平成２７年５月１日～６月７日 

    応募数 ：３８件 

    表彰式 ：平成２７年７月１２日 

    結 果 ：＜学生の部＞     

最優秀賞 鈴木千裕殿「理学療法に救われた私」常磐大学高等学校 

優秀賞  石崎由佳殿「夢は、理学療法士」茨城県立土浦湖北高等学校 

優秀賞  高野国大殿「地域とともに生きる」アール医療福祉専門学校 

佳作   白澤川柳殿「心に寄り添うということ」アール医療福祉専門学校 

佳作   有坂沙月殿「理学療法士の活躍」茨城県立取手松陽高等学校 

＜一般の部＞     

最優秀賞 黒沢朗殿 「理学療法で生きる希望が」東海村 

優秀賞  塩谷哲夫殿「介護予防に活躍する理学療法士」土浦市 

優秀賞  川﨑香苗子殿「理学療法に思うこと“私は独りじゃなかった”」筑西市 

佳作   和具君子殿「理学療法」筑西市 

佳作   沼尻昭子殿「理学療法に想うこと」つくば市 

理学療法啓発部 峯岸忍（筑波メディカルセンター） 
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この場を借りて御礼申し上げます。 
各部においてそれぞれ最優秀賞 １点、優秀賞 ２点、佳作 2 点が選ばれました。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。 
応募作品の内容としては、理学療法士を目指す自分の想いや、実際にご本人やご家族として理学療

法に関わった経験から理学療法（士）に対する想いが綴られていました。 
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応募していただいた作品にある想いを受け止め、県民や患者さんに還元できるよう、これからの臨

床に励みたいと思います。 

 

（６）市民公開講座 

    期 日：平成２７年７月１２日  会 場：つくば国際大学 

    内 容：講演 

    テーマ：「元気な高齢者のあふれる未来へ 〜今からはじめる介護予防〜」 

    講 師：嶽本伸敏氏（ひたちの整形外科） 

    参加者：６７名 

 
地域ケア事業推進部長 村田康成（介護老人保健施設サン・テレーズ） 

 （公社）日本理学療法士協会「全国一斉介護予防推進キャン

ペーン」の一環として、７月１２日に市民公開講座を開催致し

ました。テーマを「元気な高齢者のあふれる未来へ〜今からは

じめる介護予防〜」と題し、人口の４人に１人が７５歳以上と

いう超高齢社会を迎えようとしている日本の現状と、元気に歳

を重ねるために今からできる介護予防策等をひたちの整形外科

の嶽本伸敏氏にご講演いただきました。日本が直面している超

高齢社会における２０２５年問題を取り上げ、地域包括ケアシ

ステムの中で、できるだけ医療や介護を必要としない高齢者を

増やすための「自助」「互助」の大切さを唱えました。その中

で要支援、要介護となる原因の１つである運動器の障害、とりわけロコモティブシンドロームの予防

をキーワードとして、生活習慣、運動習慣を見直し日頃からのセルフコンディショニングの重要性等

をお話いただきました。また、自宅できる簡単なストレッチや筋力強化練習等の実技を交えたことも

あり、聴講された６７名の参加者は、熱心に耳を傾けていました。同時開催の介護予防キャラバンで

は、ロコモ度テストを同期する形で実施したこともあり、両事業を盛況で終えることができました。 
 
（７）平成２７年 介護の日 パネル展示 

期日：平成２７年１１月６日～１１月１２日 会場：茨城県庁 

 
Ⅱ．共益事業 

１.就業支援事業準備事業 

 平成２７年度業務執行理事会にて協議を行う。 

 就業に関する相談：７１件  

 

２.入会の促進  

  新人オリエンテーションの開催 

  第１回 

   期 日：平成２７年４月２６日  

場 所：茨城県立医療大学   

内 容：入会案内について 

  第２回 

期 日：平成２７年６月２８日  

場 所：茨城県立医療大学   

内 容：協会・士会の活動について 
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３.会員の交流援助 

  平成２７年度３士会合同新年会 

期 日：平成２８年２月５日 

場 所：水戸京成ホテル 

参加者：１２名（本会会員） 

 

４.福利厚生環境の提供と充実 

  自動車保険の集団扱い制度の導入 

 

５.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 

（１）新人教育プログラム  

テーマ：B-4 症例報告・発表の仕方            読み替え：２件 

テーマ：C-2 運動器疾患の理学療法            読み替え：１件 

   テーマ：C-3 内部障害の理学療法             読み替え：４件 

   テーマ：C-5 地域リハビリテーション           読み替え：２０件 

   テーマ：C-6 症例発表                  読み替え：２件 

（２）生涯学習ポイント  

   専門・認定理学療法士２０ポイント              読み替え：２件 

              ５ポイント               読み替え：１件 

 

６.政策提言の活動 

（１）小川かつみ君を囲む会への出席 

  期 日：平成２７年１０月２日 会 場：TKP 赤坂カンファレンスルーム 

（２）日本理学療法士連盟研修会への参加 

  期 日：平成２８年２月２６日 会 場：参議院議員会館 

（３）小川かつみ君に期待する会への出席 

  期 日：平成２８年２月２６日 会 場：TKP 赤坂カンファレンスルーム 

（４）茨城県理学療法士連盟と自由民主党茨城県連合会事務局との会議へ出席 

  期 日：平成２８年２月２９日 会 場：本会事務所 

（５）茨城県理学療法士連盟合同研修会の開催 

  期 日：平成２８年３月２７日 会 場：ホテルレイクビュー水戸 

（６）その他 

・[自民党]県政要望 

・[自民党]「地方創世のためのアイデア施策」提案 

・[茨城県]茨城型地域包括ケアシステム推進マニュアル意見書 

・[茨城県]茨城型地域包括ケアシステム推進基盤整備事業に係る意見書 

・[茨城県]医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度事業提案書 

 

７.その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（１）理学療法士卒前オリエンテーションの開催 

期 日：平成２８年２月２９日  

会 場：茨城県立医療大学、筑波技術大学、つくば国際大学、アール医療福祉専門学校、水戸

メディカルカレッジ 

 

（２）理学療法士教育に関する事業 

・茨城県臨床実習連絡協議会 
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４.福利厚生環境の提供と充実 

  自動車保険の集団扱い制度の導入 

 

５.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 

（１）新人教育プログラム  

テーマ：B-4 症例報告・発表の仕方            読み替え：２件 

テーマ：C-2 運動器疾患の理学療法            読み替え：１件 

   テーマ：C-3 内部障害の理学療法             読み替え：４件 

   テーマ：C-5 地域リハビリテーション           読み替え：２０件 

   テーマ：C-6 症例発表                  読み替え：２件 

（２）生涯学習ポイント  

   専門・認定理学療法士２０ポイント              読み替え：２件 

              ５ポイント               読み替え：１件 

 

６.政策提言の活動 

（１）小川かつみ君を囲む会への出席 

  期 日：平成２７年１０月２日 会 場：TKP 赤坂カンファレンスルーム 

（２）日本理学療法士連盟研修会への参加 

  期 日：平成２８年２月２６日 会 場：参議院議員会館 

（３）小川かつみ君に期待する会への出席 

  期 日：平成２８年２月２６日 会 場：TKP 赤坂カンファレンスルーム 

（４）茨城県理学療法士連盟と自由民主党茨城県連合会事務局との会議へ出席 

  期 日：平成２８年２月２９日 会 場：本会事務所 

（５）茨城県理学療法士連盟合同研修会の開催 

  期 日：平成２８年３月２７日 会 場：ホテルレイクビュー水戸 

（６）その他 

・[自民党]県政要望 

・[自民党]「地方創世のためのアイデア施策」提案 

・[茨城県]茨城型地域包括ケアシステム推進マニュアル意見書 

・[茨城県]茨城型地域包括ケアシステム推進基盤整備事業に係る意見書 

・[茨城県]医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度事業提案書 

 

７.その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（１）理学療法士卒前オリエンテーションの開催 

期 日：平成２８年２月２９日  

会 場：茨城県立医療大学、筑波技術大学、つくば国際大学、アール医療福祉専門学校、水戸

メディカルカレッジ 

 

（２）理学療法士教育に関する事業 

・茨城県臨床実習連絡協議会 
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応募していただいた作品にある想いを受け止め、県民や患者さんに還元できるよう、これからの臨

床に励みたいと思います。 
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    内 容：講演 
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    参加者：６７名 
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ペーン」の一環として、７月１２日に市民公開講座を開催致し
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期 日：平成２７年６月２８日  

場 所：茨城県立医療大学   

内 容：協会・士会の活動について 
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３.会員の交流援助 

  平成２７年度３士会合同新年会 

期 日：平成２８年２月５日 
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（２）理学療法士教育に関する事業 

・茨城県臨床実習連絡協議会 
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第１回 

期 日：平成２７年７月１６日 

会 場：アール医療福祉専門学校 

第２回 

期 日：平成２８年３月２５日 

会 場：アール医療福祉専門学校 

・茨城県臨床実習指導者研修会 

  期 日：平成２８年２月１４日 

  会 場：茨城県立医療大学 

参加者：２５名 
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茨城県臨床実習指導者研修会履修者の分布 

2016 年 3 月末時点 

 

 

 

 

 

土浦保健医療圏 
3 施設 5 名 

日立保健医療圏 
2 施設 2 名 

常陸太田・ひたちなか保健医療圏

2 施設 5 名 

水戸保健医療圏 
13 施設 30 名 

鹿行保健医療圏 
4 施設 6 名 

つくば保健医療圏 
6 施設 36 名 

取手・龍ヶ崎保健医療圏 
8 施設 20 名 

古河・坂東保健医療圏 
１施設１名 

筑西・下妻保健医療圏

2 施設 3 名 

北茨城市 

高萩市 

日立市 

大子町 

常陸大田市

市

常陸大宮市 

東海村

ひたちなか市

那珂市

水戸市
笠間市

茨城町

小美玉市

市

城里町

鉾田市

潮来市

神栖市 

鹿嶋市

行方市

石岡市

かすみがうら市 
土浦市つくば市 

常総市

つくばみらい市 

桜川市 
筑西市

下妻市

結城市 

古河市 

境町 
五霞町

市

坂東市 

阿見町
美浦村

牛久市

町 稲敷市

龍ヶ崎市 

河内町

守谷市

市
取手市 

利根町

八千代町 



1918 

第１回 

期 日：平成２７年７月１６日 

会 場：アール医療福祉専門学校 

第２回 

期 日：平成２８年３月２５日 

会 場：アール医療福祉専門学校 

・茨城県臨床実習指導者研修会 

  期 日：平成２８年２月１４日 

  会 場：茨城県立医療大学 

参加者：２５名 

 

19 

（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 

   共催９件、後援３９件、協賛０件 

  

共催  

協賛  

後援 

事業名称 
開催期日     

 （名義使用期日） 
会場 主催者（申請者） 

新人教育プログ

ラム・生涯学習ポ

イント読み替え 

１ 後援 
第１２回茨城心臓大血管リハビリ

テーション・運動生理研究会 
平成２７年６月２８日 

オークラフロンティ

ホテルつくば  

茨城心臓大血管リハ

ビリテーション・運動

生理研究会、興和創薬

株式会社 

Ｃ－３         

内部障害の理学

療法 

２ 後援 

平成２７年度第１回茨城県介護老

人保健施設協会 リハビリテーシ

ョン専門委員会研修会 

平成２７年５月１５日 茨城県総合福祉会館

一般社団法人茨城県

介護老人保健施設協

会リハビリテーショ

ン専門委員会 

Ｃ－５         

地域リハビリテ

ーション 

３ 後援 

公益社団法人茨城県作業療法士会

第７回生活行為向上マネジメント

基礎研修 

平成２７年５月１７日 つくば国際会議場 
公益社団法人茨城県

作業療法士会 
￣ 

４ 後援 県医療福祉交流会 平成２７年６月２７日 
国立病院機構 霞ヶ

浦医療センター 
県南地域医療懇話会 ￣ 

５ 後援 

特定非営利活動法人茨城県訪問リ

ハビリテーション協議会第４７回

事例検討会 

平成２７年６月１９日 

フロイデ総合在宅サ

ポートセンターひた

ちなか 

特定非営利活動法人

茨城県訪問リハビリ

テーション協議会 

Ｃ－５         

地域リハビリテ

ーション 

６ 共催 
平成２７年度「介護の日」作文コ

ンクール 

平成２７年７月１日～

１１月末日 
— 

茨城県保健福祉部長  

茨城県老人福祉施設

協議会長 

— 

７ 後援 
平成２７年度「福祉用具プランナ

ー研修会」 

平成２７年７月１日～

１１月末日 

茨城県福祉サービス

振興会 

一般社団法人茨城県

福祉サービス振興会 
￣ 

８ 後援 

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

会平成２７年度総会・研修会 

平成２７年７月５日 茨城県立医療大学 

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 

Ｃ－５         

地域リハビリテ

ーション 

９ 後援 第１２回茨城リウマチ研究会 平成２７年８月７日 つくば国際会議場 
茨城リウマチケア研

究会 

Ｃ－５         

地域リハビリテ

ーション 

１０ 共催 

第５８回つくば地域リハ・セミナ

ー            第５

９回つくば地域リハ・セミナー 

平成２７年８月２３日 

平成２８年３月１３日 
筑波記念病院 

つくば保健医療圏茨

城県指定地域リハ・ス

テーション 

発表者のみ    

Ｃ-６ 症例発表

１１ 後援 

平成２７年度第２回茨城県介護老

人保健施設協会リハビリテーショ

ン専門委員会研修会 

平成２７年７月２４日 茨城県総合福祉会館

一般社団法人茨城県

介護老人保健施設協

会リハビリテーショ

ン専門委員会 

Ｃ－５         

地域リハビリテ

ーション 

１２ 共催 

第２８回いばらき医療福祉研究集

会・第９回いばらき歯科医療フォ

ーラム 

平成２７年１０月２５

日 
つくば国際大学 

一般社団法人茨城県

保険医協会 

Ｃ－５ 地域リハ

ビリテーション 

Ｂ－４ 症例報

告・発表の仕方  

専門・認定理学療法

士 ２０ポイント 
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第１回 

期 日：平成２７年７月１６日 

会 場：アール医療福祉専門学校 

第２回 

期 日：平成２８年３月２５日 

会 場：アール医療福祉専門学校 

・茨城県臨床実習指導者研修会 

  期 日：平成２８年２月１４日 

  会 場：茨城県立医療大学 

参加者：２５名 
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平成２７年５月１７日 つくば国際会議場 
公益社団法人茨城県

作業療法士会 
￣ 

４ 後援 県医療福祉交流会 平成２７年６月２７日 
国立病院機構 霞ヶ

浦医療センター 
県南地域医療懇話会 ￣ 

５ 後援 

特定非営利活動法人茨城県訪問リ

ハビリテーション協議会第４７回

事例検討会 

平成２７年６月１９日 

フロイデ総合在宅サ

ポートセンターひた

ちなか 

特定非営利活動法人

茨城県訪問リハビリ

テーション協議会 

Ｃ－５         

地域リハビリテ

ーション 

６ 共催 
平成２７年度「介護の日」作文コ

ンクール 

平成２７年７月１日～

１１月末日 
— 

茨城県保健福祉部長  

茨城県老人福祉施設

協議会長 

— 

７ 後援 
平成２７年度「福祉用具プランナ

ー研修会」 

平成２７年７月１日～

１１月末日 

茨城県福祉サービス

振興会 

一般社団法人茨城県

福祉サービス振興会 
￣ 

８ 後援 

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

会平成２７年度総会・研修会 

平成２７年７月５日 茨城県立医療大学 

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 

Ｃ－５         

地域リハビリテ

ーション 

９ 後援 第１２回茨城リウマチ研究会 平成２７年８月７日 つくば国際会議場 
茨城リウマチケア研

究会 

Ｃ－５         

地域リハビリテ

ーション 

１０ 共催 

第５８回つくば地域リハ・セミナ

ー            第５

９回つくば地域リハ・セミナー 

平成２７年８月２３日 

平成２８年３月１３日 
筑波記念病院 

つくば保健医療圏茨

城県指定地域リハ・ス

テーション 

発表者のみ    

Ｃ-６ 症例発表

１１ 後援 

平成２７年度第２回茨城県介護老

人保健施設協会リハビリテーショ

ン専門委員会研修会 

平成２７年７月２４日 茨城県総合福祉会館

一般社団法人茨城県

介護老人保健施設協

会リハビリテーショ

ン専門委員会 

Ｃ－５         

地域リハビリテ

ーション 

１２ 共催 

第２８回いばらき医療福祉研究集

会・第９回いばらき歯科医療フォ

ーラム 

平成２７年１０月２５

日 
つくば国際大学 

一般社団法人茨城県

保険医協会 

Ｃ－５ 地域リハ

ビリテーション 

Ｂ－４ 症例報

告・発表の仕方  

専門・認定理学療法

士 ２０ポイント 
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茨城県臨床実習指導者研修会履修者の分布 

2016 年 3 月末時点 

 

 

 

 

 

土浦保健医療圏 
3 施設 5 名 

日立保健医療圏 
2 施設 2 名 

常陸太田・ひたちなか保健医療圏

2 施設 5 名 

水戸保健医療圏 
13 施設 30 名 

鹿行保健医療圏 
4 施設 6 名 

つくば保健医療圏 
6 施設 36 名 

取手・龍ヶ崎保健医療圏 
8 施設 20 名 

古河・坂東保健医療圏 
１施設１名 

筑西・下妻保健医療圏

2 施設 3 名 

北茨城市 

高萩市 

日立市 

大子町 

常陸大田市

市

常陸大宮市 

東海村

ひたちなか市

那珂市

水戸市
笠間市

茨城町

小美玉市

市

城里町

鉾田市

潮来市

神栖市 

鹿嶋市

行方市

石岡市

かすみがうら市 
土浦市つくば市 

常総市

つくばみらい市 

桜川市 
筑西市

下妻市

結城市 

古河市 

境町 
五霞町

市

坂東市 

阿見町
美浦村

牛久市

町 稲敷市

龍ヶ崎市 

河内町

守谷市

市
取手市 

利根町

八千代町 

20 20 

１３ 後援 

特定非営利活動法人茨城県訪問リ

ハビリテーション協議会第４８回

事例検討会 

平成２７年８月１９日 筑波記念病院 

特定非営利活動法人

茨城県訪問リハビリ

テーション協議会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

１４ 共催 
平成２７年度茨城県訪問リハビリ

テーション実務者研修 

平成２７年９月２７日 

平成２７年２月２８日 

ホテルマークワンつ

くば研究学園 

特定非営利活動法人

茨城県訪問リハビリ

テーション協議会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン        

専門・認定理学療

法士 ２０ポイ

ント 

１５ 後援 
第１３回いばらきフットケア研究

会 
平成２７年９月１０日 

ホテル・テラスザガ

ーデン水戸 

茨城フットケア研究

会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

１６ 後援 第６回「教育と医療」連携研修会 平成２７年８月１１日 茨城県立医療大学 
茨城県特別支援学校

長会 
   —  

１７ 後援 

公益社団法人茨城県作業療法士会

第８回生活行為向上マネジメント

基礎研修 

平成２７年９月１３日 茨城県立健康プラザ
公益社団法人茨城県

作業療法士会 
— 

１８ 後援 認知症フォーラム in 水戸 
平成２７年１１月２８

日 

茨城県メディカルセ

ンター 

県央地区認知症を語

る会 
— 

１９ 後援 
第１９回茨城県総合リハビリテー

ションケア学会学術集会 
平成２７年１２月５日 

茨城県メディカルセ

ンター 

茨城県総合リハビリ

テーションケア学会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

２０ 後援 常陸大宮市地域ケア研究会 平成２７年９月２６日 
常陸大宮市文化セン

ター 

常陸大宮市地域包括

ケア研究会 
   — 

２１ 共催 第９７回日立地域リハビリ懇話会 
平成２７年１０月１３

日 

株式会社日立製作所

日立総合病院 

日立地域リハビリ懇

話会 
— 

２２ 後援 第２５回茨城がん学会 平成２８年２月７日 

茨城県メディカルセ

ンター・茨城県医師

会・茨城県健康プラ

ザ 

茨城がん学会実行委

員会 

Ｃ－３ 内部障

害の理学療法 

２３ 後援 
第１４回認知症フォーラム in い

ばらき 
平成２７年１２月６日 

牛久市生涯学習セン

ター文化ホール 

公益社団法人認知症

の人と家族の会茨城

県支部 

   — 

２４ 後援 

平成２７年度第３回茨城県介護老

人保健施設協会リハビリテーショ

ン専門委員会研修会 

平成２７年９月１８日 茨城県総合福祉会館

一般社団法人茨城県

介護老人保健施設協

会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

２５ 後援 
第１回北関東甲信越ブロック学

会・第８回茨城県作業療法士学会 

平成２７年１１月１４

日～１５日 

アール医療福祉専門

学校 

公益社団法人茨城県

作業療法士会 
   — 

２６ 後援 スミセイさわやか介護セミナー 
平成２７年１２月１３

日 
ホテルグランド東雲

住友生命文化福祉財

団・茨城新聞社 
— 

２７ 後援 

特定非営利活動法人茨城県訪問リ

ハビリテーション協議会第４９回

事例検討会 

平成２７年１１月１８

日 
筑波記念病院 

特定非営利活動法人

茨城県訪問リハビリ

テーション協議会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

２８ 共催 
株式会社日立製作所リハビリテー

ション部門／公益社団法人茨城県

平成２７年１１月２０

日 

株式会社日立製作所

多賀総合病院 

株式会社日立製作所

病院統括本部施設間

Ｃ－６ 症例発

表 
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１３ 後援 

特定非営利活動法人茨城県訪問リ

ハビリテーション協議会第４８回

事例検討会 

平成２７年８月１９日 筑波記念病院 

特定非営利活動法人

茨城県訪問リハビリ

テーション協議会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

１４ 共催 
平成２７年度茨城県訪問リハビリ

テーション実務者研修 

平成２７年９月２７日 

平成２７年２月２８日 

ホテルマークワンつ

くば研究学園 

特定非営利活動法人

茨城県訪問リハビリ

テーション協議会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン        

専門・認定理学療

法士 ２０ポイ

ント 

１５ 後援 
第１３回いばらきフットケア研究

会 
平成２７年９月１０日 

ホテル・テラスザガ

ーデン水戸 

茨城フットケア研究

会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

１６ 後援 第６回「教育と医療」連携研修会 平成２７年８月１１日 茨城県立医療大学 
茨城県特別支援学校

長会 
   —  

１７ 後援 

公益社団法人茨城県作業療法士会

第８回生活行為向上マネジメント

基礎研修 

平成２７年９月１３日 茨城県立健康プラザ
公益社団法人茨城県

作業療法士会 
— 

１８ 後援 認知症フォーラム in 水戸 
平成２７年１１月２８

日 

茨城県メディカルセ

ンター 

県央地区認知症を語

る会 
— 

１９ 後援 
第１９回茨城県総合リハビリテー

ションケア学会学術集会 
平成２７年１２月５日 

茨城県メディカルセ

ンター 

茨城県総合リハビリ

テーションケア学会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

２０ 後援 常陸大宮市地域ケア研究会 平成２７年９月２６日 
常陸大宮市文化セン

ター 

常陸大宮市地域包括

ケア研究会 
   — 

２１ 共催 第９７回日立地域リハビリ懇話会 
平成２７年１０月１３

日 

株式会社日立製作所

日立総合病院 

日立地域リハビリ懇

話会 
— 

２２ 後援 第２５回茨城がん学会 平成２８年２月７日 

茨城県メディカルセ

ンター・茨城県医師

会・茨城県健康プラ

ザ 

茨城がん学会実行委

員会 

Ｃ－３ 内部障

害の理学療法 

２３ 後援 
第１４回認知症フォーラム in い

ばらき 
平成２７年１２月６日 

牛久市生涯学習セン

ター文化ホール 

公益社団法人認知症

の人と家族の会茨城

県支部 

   — 

２４ 後援 

平成２７年度第３回茨城県介護老

人保健施設協会リハビリテーショ

ン専門委員会研修会 

平成２７年９月１８日 茨城県総合福祉会館

一般社団法人茨城県

介護老人保健施設協

会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

２５ 後援 
第１回北関東甲信越ブロック学

会・第８回茨城県作業療法士学会 

平成２７年１１月１４

日～１５日 

アール医療福祉専門

学校 

公益社団法人茨城県

作業療法士会 
   — 

２６ 後援 スミセイさわやか介護セミナー 
平成２７年１２月１３

日 
ホテルグランド東雲

住友生命文化福祉財

団・茨城新聞社 
— 

２７ 後援 

特定非営利活動法人茨城県訪問リ

ハビリテーション協議会第４９回

事例検討会 

平成２７年１１月１８

日 
筑波記念病院 

特定非営利活動法人

茨城県訪問リハビリ

テーション協議会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

２８ 共催 
株式会社日立製作所リハビリテー

ション部門／公益社団法人茨城県

平成２７年１１月２０

日 

株式会社日立製作所

多賀総合病院 

株式会社日立製作所

病院統括本部施設間

Ｃ－６ 症例発

表 

21 

理学療法士会日立ブロック「２０

１５新人症例発表会」 

連携委員会リハビリ

テーション管理分科

会 

２９ 後援 

平成２７年度第４回茨城県介護老

人保健施設協会リハビリテーショ

ン専門委員会研修会 

平成２７年１１月１３

日 
茨城県総合福祉会館

一般社団法人茨城県

介護老人保健施設協

会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

３０ 後援 
第９回生活向上マネジメント基礎

研修会 

平成２７年１１月２２

日 
茨城県立医療大学 

公益社団法人茨城県

作業療法士会 
— 

３１ 後援 
茨城認知神経リハビリテーション

勉強会 

平成２７年１１月１５

日 

水戸メディカルカレ

ッジ 

茨城認知神経リハビ

リテーション勉強会 
   — 

３２ 共催 第１３回茨城リハ医の会 平成２８年２月７日 つくば国際会議場 
茨城リハ医の会，大塚

製薬株式会社 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン           

専門・認定ポイン

ト：５ポイント 

３３ 後援 第３回茨城呼吸療法セミナー 平成２８年２月２１日 つくば国際会議場 
一般社団法人茨城県

臨床工学技士会 

Ｃ－３ 内部障

害の理学療法 

３４ 後援 

特定非営利活動法人茨城県訪問リ

ハビリテーション協議会 第５０

回事例検討会 

平成２７年１２月９日 小山記念病院 

特定非営利活動法人

茨城県訪問リハビリ

テーション協議会 

   — 

３５ 後援 
古河市在宅医療・介護連携推進事

業講演会 
平成２８年１月２４日 

古河市生涯学習セン

ター  

古河市長・古河市在宅

医療・介護連携推進協

議会長 

 

— 

３６ 後援 

第２回筑波大学・茨城県立医療大

学合同公開講座「メディカルスタ

ッフのための多職種連携プログラ

ム」 

平成２８年２月１４日 つくば国際会議場 

筑波大学および茨城

県立医療大学

CoMESP 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

３７ 共催 
茨城県介護予防リハビリ専門職指

導者養成研修 

平成２７年１２月１２

日 （外８回） 
つくば国際大学 

一般社団法人茨城県

リハビリテーション

専門職協会 

— 

３８ 後援 第３回茨城県血液浄化セミナー 平成２８年２月７日 土浦協同病院 
一般社団法人茨城県

臨床工学技士会 

Ｃ－３内部障害

の理学療法 

３９ 後援 

平成２７年度第５回茨城県介護老

人保健施設協会リハビリテーショ

ン専門委員会研修会 

平成２８年１月１５日 茨城県総合福祉会館

一般社団法人茨城県

介護老人保健施設協

会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

４０ 後援 

特定非営利活動法人茨城県訪問リ

ハビリテーション協会第５１回事

例検討会 

平成２８年１月２７日 結城病院 

特定非営利活動法人

茨城県訪問リハビリ

テーション協議会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

４１ 後援 
大腿骨近位部骨折連携パス診療協

議会学術講演会 
平成２８年２月５日 ホテルグランド東雲

小野薬品工業株式会

社 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

４２ 後援 
第１３回つくばスポーツリハビリ

研究会 
平成２８年１月２５日 ホテルグランド東雲

つくばスポーツリハ

ビリ研究会 

Ｃ－２ 運動器

疾患の理学療法 
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１３ 後援 

特定非営利活動法人茨城県訪問リ

ハビリテーション協議会第４８回

事例検討会 

平成２７年８月１９日 筑波記念病院 

特定非営利活動法人

茨城県訪問リハビリ

テーション協議会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

１４ 共催 
平成２７年度茨城県訪問リハビリ

テーション実務者研修 

平成２７年９月２７日 

平成２７年２月２８日 

ホテルマークワンつ

くば研究学園 

特定非営利活動法人

茨城県訪問リハビリ

テーション協議会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン        

専門・認定理学療

法士 ２０ポイ

ント 

１５ 後援 
第１３回いばらきフットケア研究

会 
平成２７年９月１０日 

ホテル・テラスザガ

ーデン水戸 

茨城フットケア研究

会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

１６ 後援 第６回「教育と医療」連携研修会 平成２７年８月１１日 茨城県立医療大学 
茨城県特別支援学校

長会 
   —  

１７ 後援 

公益社団法人茨城県作業療法士会

第８回生活行為向上マネジメント

基礎研修 

平成２７年９月１３日 茨城県立健康プラザ
公益社団法人茨城県

作業療法士会 
— 

１８ 後援 認知症フォーラム in 水戸 
平成２７年１１月２８

日 

茨城県メディカルセ

ンター 

県央地区認知症を語

る会 
— 

１９ 後援 
第１９回茨城県総合リハビリテー

ションケア学会学術集会 
平成２７年１２月５日 

茨城県メディカルセ

ンター 

茨城県総合リハビリ

テーションケア学会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

２０ 後援 常陸大宮市地域ケア研究会 平成２７年９月２６日 
常陸大宮市文化セン

ター 

常陸大宮市地域包括

ケア研究会 
   — 

２１ 共催 第９７回日立地域リハビリ懇話会 
平成２７年１０月１３

日 

株式会社日立製作所

日立総合病院 

日立地域リハビリ懇

話会 
— 

２２ 後援 第２５回茨城がん学会 平成２８年２月７日 

茨城県メディカルセ

ンター・茨城県医師

会・茨城県健康プラ

ザ 

茨城がん学会実行委

員会 

Ｃ－３ 内部障

害の理学療法 

２３ 後援 
第１４回認知症フォーラム in い

ばらき 
平成２７年１２月６日 

牛久市生涯学習セン

ター文化ホール 

公益社団法人認知症

の人と家族の会茨城

県支部 

   — 

２４ 後援 

平成２７年度第３回茨城県介護老

人保健施設協会リハビリテーショ

ン専門委員会研修会 

平成２７年９月１８日 茨城県総合福祉会館

一般社団法人茨城県

介護老人保健施設協

会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

２５ 後援 
第１回北関東甲信越ブロック学

会・第８回茨城県作業療法士学会 

平成２７年１１月１４

日～１５日 

アール医療福祉専門

学校 

公益社団法人茨城県

作業療法士会 
   — 

２６ 後援 スミセイさわやか介護セミナー 
平成２７年１２月１３

日 
ホテルグランド東雲

住友生命文化福祉財

団・茨城新聞社 
— 

２７ 後援 

特定非営利活動法人茨城県訪問リ

ハビリテーション協議会第４９回

事例検討会 

平成２７年１１月１８

日 
筑波記念病院 

特定非営利活動法人

茨城県訪問リハビリ

テーション協議会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

２８ 共催 
株式会社日立製作所リハビリテー

ション部門／公益社団法人茨城県

平成２７年１１月２０

日 

株式会社日立製作所

多賀総合病院 

株式会社日立製作所

病院統括本部施設間

Ｃ－６ 症例発

表 
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理学療法士会日立ブロック「２０

１５新人症例発表会」 

連携委員会リハビリ

テーション管理分科

会 

２９ 後援 

平成２７年度第４回茨城県介護老

人保健施設協会リハビリテーショ

ン専門委員会研修会 

平成２７年１１月１３

日 
茨城県総合福祉会館

一般社団法人茨城県

介護老人保健施設協

会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

３０ 後援 
第９回生活向上マネジメント基礎

研修会 

平成２７年１１月２２

日 
茨城県立医療大学 

公益社団法人茨城県

作業療法士会 
— 

３１ 後援 
茨城認知神経リハビリテーション

勉強会 

平成２７年１１月１５

日 

水戸メディカルカレ

ッジ 

茨城認知神経リハビ

リテーション勉強会 
   — 

３２ 共催 第１３回茨城リハ医の会 平成２８年２月７日 つくば国際会議場 
茨城リハ医の会，大塚

製薬株式会社 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン           

専門・認定ポイン

ト：５ポイント 

３３ 後援 第３回茨城呼吸療法セミナー 平成２８年２月２１日 つくば国際会議場 
一般社団法人茨城県

臨床工学技士会 

Ｃ－３ 内部障

害の理学療法 

３４ 後援 

特定非営利活動法人茨城県訪問リ

ハビリテーション協議会 第５０

回事例検討会 

平成２７年１２月９日 小山記念病院 

特定非営利活動法人

茨城県訪問リハビリ

テーション協議会 

   — 

３５ 後援 
古河市在宅医療・介護連携推進事

業講演会 
平成２８年１月２４日 

古河市生涯学習セン

ター  

古河市長・古河市在宅

医療・介護連携推進協

議会長 

 

— 

３６ 後援 

第２回筑波大学・茨城県立医療大

学合同公開講座「メディカルスタ

ッフのための多職種連携プログラ

ム」 

平成２８年２月１４日 つくば国際会議場 

筑波大学および茨城

県立医療大学

CoMESP 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

３７ 共催 
茨城県介護予防リハビリ専門職指

導者養成研修 

平成２７年１２月１２

日 （外８回） 
つくば国際大学 

一般社団法人茨城県

リハビリテーション

専門職協会 

— 

３８ 後援 第３回茨城県血液浄化セミナー 平成２８年２月７日 土浦協同病院 
一般社団法人茨城県

臨床工学技士会 

Ｃ－３内部障害

の理学療法 

３９ 後援 

平成２７年度第５回茨城県介護老

人保健施設協会リハビリテーショ

ン専門委員会研修会 

平成２８年１月１５日 茨城県総合福祉会館

一般社団法人茨城県

介護老人保健施設協

会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

４０ 後援 

特定非営利活動法人茨城県訪問リ

ハビリテーション協会第５１回事

例検討会 

平成２８年１月２７日 結城病院 

特定非営利活動法人

茨城県訪問リハビリ

テーション協議会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

４１ 後援 
大腿骨近位部骨折連携パス診療協

議会学術講演会 
平成２８年２月５日 ホテルグランド東雲

小野薬品工業株式会

社 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

４２ 後援 
第１３回つくばスポーツリハビリ

研究会 
平成２８年１月２５日 ホテルグランド東雲

つくばスポーツリハ

ビリ研究会 

Ｃ－２ 運動器

疾患の理学療法 
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４３ 後援 第１４回茨城フットケア研究会 平成２８年２月１８日 つくば国際会議場 
茨城フットケア研究

会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

４４ 後援 

平成２７年度第６回茨城県介護老

人保健施設協会リハビリテーショ

ン専門委員会研修会 

平成２８年３月１８日 茨城県総合福祉会館

一般社団法人茨城県

介護老人保健施設協

会リハビリテーショ

ン専門委員会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

４５ 共催 
第５回古河・筑西のリハビリを支

える会 症例検討会 
平成２８年２月７日 協和中央病院 

古河・筑西のリハビリ

を支える会 

Ｂ－４ 症例報

告・発表の仕方 

４６ 後援 
リレー・フォー・ライフ・ジャパ

ン２０１６茨城 

平成２８年５月２１日

～２２日 
研究学園駅前公園 

リレー・フォー・ライ

フ・ジャパン茨城実行

委員会 

— 

４７ 後援 第５２回いばらき看護の祭典 平成２８年５月１０日 
茨城県立県民文化セ

ンター 
茨城県看護協会 — 

４８ 後援 
一般社団法人茨城県言語聴覚士会

主催 市民公開講座 
平成２８年４月２９日 つくば市役所 茨城県言語聴覚士会 — 

 

その他派遣 

・いばらき医療福祉研究集会 

期日：平成２７年１０月２５日   派遣者 ２名 

・茨城県総合リハビリテーションケア学会 

期日：平成２７年１２月 ５日   派遣者 １名 

 

（４）茨城県リハビリテーション専門職協会・茨城県医師会意見交換会 
調査情報部長 長谷川大悟（サンフラワーひたちなか） 

日時：平成 28 年 2 月 19 日 
場所：ホテルレイクビュー水戸 
出席者：浅川、大曽根、金子、川崎、神林、黒澤、斉藤、佐藤、直井、沼尻、長谷川（50 音順・敬

称略） 
 

2 月 19 日、茨城県医師会との意見交換会および懇親

会が行われました。 
茨城県理学療法士会を含むリハビリテーション専門職

の内外連携や事業が紹介され、災害支援体制・地域包括

ケアシステムの構築等を含めた意見が交わされました。 
茨城県医師会長 小松満氏からは、地域包括ケアシス

テムを推進していくにあたり、中心となる団体との顔の

見える関係を作り、関連職種で手を取り合って協力して

いきたいと話され、それぞれの不足している部分をお互い連携して担えるような関係作りが期待され

ています。 
リハビリテーション専門職として今後ますます期待が高まってきていると同時に必要とされる職種

となるため、自己研鑽に励みつつ、地域あるいは関係団体とのネットワークの重要性を感じる機会で

した。 
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（５）賛助会員等との意見交換会の開催 

   期 日：平成２８年２月２４日  

会 場：茨城県保健衛生会館 

   参加者：賛助会員およびリハビリテーション関連企業 ３社４名、本会４名 

 

（６）茨城県表彰に係る受賞候補者の推薦に関する調査 

・平成２７年度茨城県表彰 （茨城県） 推薦１名 ※平成２７年度の受賞無し 

・第４４回（平成２７年度）医療功労賞（茨城県）  推薦該当無し 

・平成２７年度健康づくり推進事業功労者表彰（茨城県） 推薦該当なし 

・平成２７年度協会賞表彰（日本理学療法士協会） 推薦該当なし 

・第２回「昭和上條医療賞」（昭和大学医学・医療振興財団） 推薦該当なし 

 

 
Ⅲ．管理部門 

１．各種会議運営事業 

（１）運営会議 

１）第４２回定時総会 

期 日：平成２７年６月２８日  

会 場：茨城県立医療大学 

２）理事会（５月、１１月） 

第１回 期 日：平成２７年 ５月１５日 会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２７年１１月１９日 会 場：本会事務所 

臨 時 期 日：平成２８年 ２月 ９日 会 場：本会事務所 

３）業務執行理事会 

第１回 期 日：平成２７年 ５月１５日 会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２７年 ７月１７日 会 場：本会事務所 

第３回 期 日：平成２７年 ９月 ８日 会 場：本会事務所 

第４回 期 日：平成２７年１１月１９日 会 場：本会事務所 

第５回 期 日：平成２８年 １月１５日 会 場：本会事務所 

第６回 期 日：平成２８年 ３月２１日 会 場：本会事務所 

４）ブロック会議 

    水戸：           期 日：平成２７年８月１８日 

    常陸太田・ひたちなか：   期 日：平成２７年６月１０日 

    つくば：          期 日：平成２７年６月１９日 

    取手・竜ヶ崎：       期 日：平成２７年１０月２６日 

    筑西・下妻：        期 日：平成２７年７月８日 

    古河・坂東：        期 日：平成２７年７月８日 

５）市町村担当者会議      期 日：平成２７年６月２８日   

会 場：茨城県立医療大学 参加者：２３名 

 

６）３士会市町村担当者説明会 

期 日：平成２７年８月２日   

会 場：茨城県保健衛生会館 参加者：２９名 

期 日：平成２７年１２月２７日  

会 場：茨城県保健衛生会館 参加者：２４名 
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（５）賛助会員等との意見交換会の開催 

   期 日：平成２８年２月２４日  

会 場：茨城県保健衛生会館 

   参加者：賛助会員およびリハビリテーション関連企業 ３社４名、本会４名 

 

（６）茨城県表彰に係る受賞候補者の推薦に関する調査 

・平成２７年度茨城県表彰 （茨城県） 推薦１名 ※平成２７年度の受賞無し 

・第４４回（平成２７年度）医療功労賞（茨城県）  推薦該当無し 

・平成２７年度健康づくり推進事業功労者表彰（茨城県） 推薦該当なし 

・平成２７年度協会賞表彰（日本理学療法士協会） 推薦該当なし 

・第２回「昭和上條医療賞」（昭和大学医学・医療振興財団） 推薦該当なし 

 

 
Ⅲ．管理部門 

１．各種会議運営事業 

（１）運営会議 

１）第４２回定時総会 

期 日：平成２７年６月２８日  

会 場：茨城県立医療大学 

２）理事会（５月、１１月） 

第１回 期 日：平成２７年 ５月１５日 会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２７年１１月１９日 会 場：本会事務所 

臨 時 期 日：平成２８年 ２月 ９日 会 場：本会事務所 

３）業務執行理事会 

第１回 期 日：平成２７年 ５月１５日 会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２７年 ７月１７日 会 場：本会事務所 

第３回 期 日：平成２７年 ９月 ８日 会 場：本会事務所 

第４回 期 日：平成２７年１１月１９日 会 場：本会事務所 

第５回 期 日：平成２８年 １月１５日 会 場：本会事務所 

第６回 期 日：平成２８年 ３月２１日 会 場：本会事務所 

４）ブロック会議 

    水戸：           期 日：平成２７年８月１８日 

    常陸太田・ひたちなか：   期 日：平成２７年６月１０日 

    つくば：          期 日：平成２７年６月１９日 

    取手・竜ヶ崎：       期 日：平成２７年１０月２６日 

    筑西・下妻：        期 日：平成２７年７月８日 

    古河・坂東：        期 日：平成２７年７月８日 

５）市町村担当者会議      期 日：平成２７年６月２８日   

会 場：茨城県立医療大学 参加者：２３名 

 

６）３士会市町村担当者説明会 

期 日：平成２７年８月２日   

会 場：茨城県保健衛生会館 参加者：２９名 

期 日：平成２７年１２月２７日  

会 場：茨城県保健衛生会館 参加者：２４名 
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４３ 後援 第１４回茨城フットケア研究会 平成２８年２月１８日 つくば国際会議場 
茨城フットケア研究

会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

４４ 後援 

平成２７年度第６回茨城県介護老

人保健施設協会リハビリテーショ

ン専門委員会研修会 

平成２８年３月１８日 茨城県総合福祉会館

一般社団法人茨城県

介護老人保健施設協

会リハビリテーショ

ン専門委員会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

４５ 共催 
第５回古河・筑西のリハビリを支

える会 症例検討会 
平成２８年２月７日 協和中央病院 

古河・筑西のリハビリ

を支える会 

Ｂ－４ 症例報

告・発表の仕方 

４６ 後援 
リレー・フォー・ライフ・ジャパ

ン２０１６茨城 

平成２８年５月２１日

～２２日 
研究学園駅前公園 

リレー・フォー・ライ

フ・ジャパン茨城実行

委員会 

— 

４７ 後援 第５２回いばらき看護の祭典 平成２８年５月１０日 
茨城県立県民文化セ

ンター 
茨城県看護協会 — 

４８ 後援 
一般社団法人茨城県言語聴覚士会

主催 市民公開講座 
平成２８年４月２９日 つくば市役所 茨城県言語聴覚士会 — 

 

その他派遣 

・いばらき医療福祉研究集会 

期日：平成２７年１０月２５日   派遣者 ２名 

・茨城県総合リハビリテーションケア学会 

期日：平成２７年１２月 ５日   派遣者 １名 

 

（４）茨城県リハビリテーション専門職協会・茨城県医師会意見交換会 
調査情報部長 長谷川大悟（サンフラワーひたちなか） 

日時：平成 28 年 2 月 19 日 
場所：ホテルレイクビュー水戸 
出席者：浅川、大曽根、金子、川崎、神林、黒澤、斉藤、佐藤、直井、沼尻、長谷川（50 音順・敬

称略） 
 

2 月 19 日、茨城県医師会との意見交換会および懇親

会が行われました。 
茨城県理学療法士会を含むリハビリテーション専門職

の内外連携や事業が紹介され、災害支援体制・地域包括

ケアシステムの構築等を含めた意見が交わされました。 
茨城県医師会長 小松満氏からは、地域包括ケアシス

テムを推進していくにあたり、中心となる団体との顔の

見える関係を作り、関連職種で手を取り合って協力して

いきたいと話され、それぞれの不足している部分をお互い連携して担えるような関係作りが期待され

ています。 
リハビリテーション専門職として今後ますます期待が高まってきていると同時に必要とされる職種

となるため、自己研鑽に励みつつ、地域あるいは関係団体とのネットワークの重要性を感じる機会で

した。 
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（５）賛助会員等との意見交換会の開催 

   期 日：平成２８年２月２４日  

会 場：茨城県保健衛生会館 

   参加者：賛助会員およびリハビリテーション関連企業 ３社４名、本会４名 

 

（６）茨城県表彰に係る受賞候補者の推薦に関する調査 

・平成２７年度茨城県表彰 （茨城県） 推薦１名 ※平成２７年度の受賞無し 

・第４４回（平成２７年度）医療功労賞（茨城県）  推薦該当無し 

・平成２７年度健康づくり推進事業功労者表彰（茨城県） 推薦該当なし 

・平成２７年度協会賞表彰（日本理学療法士協会） 推薦該当なし 

・第２回「昭和上條医療賞」（昭和大学医学・医療振興財団） 推薦該当なし 

 

 
Ⅲ．管理部門 

１．各種会議運営事業 

（１）運営会議 

１）第４２回定時総会 

期 日：平成２７年６月２８日  

会 場：茨城県立医療大学 

２）理事会（５月、１１月） 

第１回 期 日：平成２７年 ５月１５日 会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２７年１１月１９日 会 場：本会事務所 

臨 時 期 日：平成２８年 ２月 ９日 会 場：本会事務所 

３）業務執行理事会 

第１回 期 日：平成２７年 ５月１５日 会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２７年 ７月１７日 会 場：本会事務所 

第３回 期 日：平成２７年 ９月 ８日 会 場：本会事務所 

第４回 期 日：平成２７年１１月１９日 会 場：本会事務所 

第５回 期 日：平成２８年 １月１５日 会 場：本会事務所 

第６回 期 日：平成２８年 ３月２１日 会 場：本会事務所 

４）ブロック会議 

    水戸：           期 日：平成２７年８月１８日 

    常陸太田・ひたちなか：   期 日：平成２７年６月１０日 

    つくば：          期 日：平成２７年６月１９日 

    取手・竜ヶ崎：       期 日：平成２７年１０月２６日 

    筑西・下妻：        期 日：平成２７年７月８日 

    古河・坂東：        期 日：平成２７年７月８日 

５）市町村担当者会議      期 日：平成２７年６月２８日   

会 場：茨城県立医療大学 参加者：２３名 

 

６）３士会市町村担当者説明会 

期 日：平成２７年８月２日   

会 場：茨城県保健衛生会館 参加者：２９名 

期 日：平成２７年１２月２７日  

会 場：茨城県保健衛生会館 参加者：２４名 
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（５）賛助会員等との意見交換会の開催 

   期 日：平成２８年２月２４日  

会 場：茨城県保健衛生会館 

   参加者：賛助会員およびリハビリテーション関連企業 ３社４名、本会４名 

 

（６）茨城県表彰に係る受賞候補者の推薦に関する調査 

・平成２７年度茨城県表彰 （茨城県） 推薦１名 ※平成２７年度の受賞無し 

・第４４回（平成２７年度）医療功労賞（茨城県）  推薦該当無し 

・平成２７年度健康づくり推進事業功労者表彰（茨城県） 推薦該当なし 

・平成２７年度協会賞表彰（日本理学療法士協会） 推薦該当なし 

・第２回「昭和上條医療賞」（昭和大学医学・医療振興財団） 推薦該当なし 

 

 
Ⅲ．管理部門 

１．各種会議運営事業 

（１）運営会議 

１）第４２回定時総会 

期 日：平成２７年６月２８日  

会 場：茨城県立医療大学 

２）理事会（５月、１１月） 

第１回 期 日：平成２７年 ５月１５日 会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２７年１１月１９日 会 場：本会事務所 

臨 時 期 日：平成２８年 ２月 ９日 会 場：本会事務所 

３）業務執行理事会 

第１回 期 日：平成２７年 ５月１５日 会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２７年 ７月１７日 会 場：本会事務所 

第３回 期 日：平成２７年 ９月 ８日 会 場：本会事務所 

第４回 期 日：平成２７年１１月１９日 会 場：本会事務所 

第５回 期 日：平成２８年 １月１５日 会 場：本会事務所 

第６回 期 日：平成２８年 ３月２１日 会 場：本会事務所 

４）ブロック会議 

    水戸：           期 日：平成２７年８月１８日 

    常陸太田・ひたちなか：   期 日：平成２７年６月１０日 

    つくば：          期 日：平成２７年６月１９日 

    取手・竜ヶ崎：       期 日：平成２７年１０月２６日 

    筑西・下妻：        期 日：平成２７年７月８日 

    古河・坂東：        期 日：平成２７年７月８日 

５）市町村担当者会議      期 日：平成２７年６月２８日   

会 場：茨城県立医療大学 参加者：２３名 

 

６）３士会市町村担当者説明会 

期 日：平成２７年８月２日   

会 場：茨城県保健衛生会館 参加者：２９名 

期 日：平成２７年１２月２７日  

会 場：茨城県保健衛生会館 参加者：２４名 
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４３ 後援 第１４回茨城フットケア研究会 平成２８年２月１８日 つくば国際会議場 
茨城フットケア研究

会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

４４ 後援 

平成２７年度第６回茨城県介護老

人保健施設協会リハビリテーショ

ン専門委員会研修会 

平成２８年３月１８日 茨城県総合福祉会館

一般社団法人茨城県

介護老人保健施設協

会リハビリテーショ

ン専門委員会 

Ｃ－５ 地域リ

ハビリテーショ

ン 

４５ 共催 
第５回古河・筑西のリハビリを支

える会 症例検討会 
平成２８年２月７日 協和中央病院 

古河・筑西のリハビリ

を支える会 

Ｂ－４ 症例報

告・発表の仕方 

４６ 後援 
リレー・フォー・ライフ・ジャパ

ン２０１６茨城 

平成２８年５月２１日

～２２日 
研究学園駅前公園 

リレー・フォー・ライ

フ・ジャパン茨城実行

委員会 

— 

４７ 後援 第５２回いばらき看護の祭典 平成２８年５月１０日 
茨城県立県民文化セ

ンター 
茨城県看護協会 — 

４８ 後援 
一般社団法人茨城県言語聴覚士会

主催 市民公開講座 
平成２８年４月２９日 つくば市役所 茨城県言語聴覚士会 — 

 

その他派遣 

・いばらき医療福祉研究集会 

期日：平成２７年１０月２５日   派遣者 ２名 

・茨城県総合リハビリテーションケア学会 

期日：平成２７年１２月 ５日   派遣者 １名 

 

（４）茨城県リハビリテーション専門職協会・茨城県医師会意見交換会 
調査情報部長 長谷川大悟（サンフラワーひたちなか） 

日時：平成 28 年 2 月 19 日 
場所：ホテルレイクビュー水戸 
出席者：浅川、大曽根、金子、川崎、神林、黒澤、斉藤、佐藤、直井、沼尻、長谷川（50 音順・敬

称略） 
 

2 月 19 日、茨城県医師会との意見交換会および懇親

会が行われました。 
茨城県理学療法士会を含むリハビリテーション専門職

の内外連携や事業が紹介され、災害支援体制・地域包括

ケアシステムの構築等を含めた意見が交わされました。 
茨城県医師会長 小松満氏からは、地域包括ケアシス

テムを推進していくにあたり、中心となる団体との顔の

見える関係を作り、関連職種で手を取り合って協力して

いきたいと話され、それぞれの不足している部分をお互い連携して担えるような関係作りが期待され

ています。 
リハビリテーション専門職として今後ますます期待が高まってきていると同時に必要とされる職種

となるため、自己研鑽に励みつつ、地域あるいは関係団体とのネットワークの重要性を感じる機会で

した。 
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（５）賛助会員等との意見交換会の開催 

   期 日：平成２８年２月２４日  

会 場：茨城県保健衛生会館 

   参加者：賛助会員およびリハビリテーション関連企業 ３社４名、本会４名 

 

（６）茨城県表彰に係る受賞候補者の推薦に関する調査 

・平成２７年度茨城県表彰 （茨城県） 推薦１名 ※平成２７年度の受賞無し 

・第４４回（平成２７年度）医療功労賞（茨城県）  推薦該当無し 

・平成２７年度健康づくり推進事業功労者表彰（茨城県） 推薦該当なし 

・平成２７年度協会賞表彰（日本理学療法士協会） 推薦該当なし 

・第２回「昭和上條医療賞」（昭和大学医学・医療振興財団） 推薦該当なし 

 

 
Ⅲ．管理部門 

１．各種会議運営事業 

（１）運営会議 

１）第４２回定時総会 

期 日：平成２７年６月２８日  

会 場：茨城県立医療大学 

２）理事会（５月、１１月） 

第１回 期 日：平成２７年 ５月１５日 会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２７年１１月１９日 会 場：本会事務所 

臨 時 期 日：平成２８年 ２月 ９日 会 場：本会事務所 

３）業務執行理事会 

第１回 期 日：平成２７年 ５月１５日 会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２７年 ７月１７日 会 場：本会事務所 

第３回 期 日：平成２７年 ９月 ８日 会 場：本会事務所 

第４回 期 日：平成２７年１１月１９日 会 場：本会事務所 

第５回 期 日：平成２８年 １月１５日 会 場：本会事務所 

第６回 期 日：平成２８年 ３月２１日 会 場：本会事務所 

４）ブロック会議 

    水戸：           期 日：平成２７年８月１８日 

    常陸太田・ひたちなか：   期 日：平成２７年６月１０日 

    つくば：          期 日：平成２７年６月１９日 

    取手・竜ヶ崎：       期 日：平成２７年１０月２６日 

    筑西・下妻：        期 日：平成２７年７月８日 

    古河・坂東：        期 日：平成２７年７月８日 

５）市町村担当者会議      期 日：平成２７年６月２８日   

会 場：茨城県立医療大学 参加者：２３名 

 

６）３士会市町村担当者説明会 

期 日：平成２７年８月２日   

会 場：茨城県保健衛生会館 参加者：２９名 

期 日：平成２７年１２月２７日  

会 場：茨城県保健衛生会館 参加者：２４名 
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（５）賛助会員等との意見交換会の開催 

   期 日：平成２８年２月２４日  

会 場：茨城県保健衛生会館 

   参加者：賛助会員およびリハビリテーション関連企業 ３社４名、本会４名 

 

（６）茨城県表彰に係る受賞候補者の推薦に関する調査 

・平成２７年度茨城県表彰 （茨城県） 推薦１名 ※平成２７年度の受賞無し 

・第４４回（平成２７年度）医療功労賞（茨城県）  推薦該当無し 

・平成２７年度健康づくり推進事業功労者表彰（茨城県） 推薦該当なし 

・平成２７年度協会賞表彰（日本理学療法士協会） 推薦該当なし 

・第２回「昭和上條医療賞」（昭和大学医学・医療振興財団） 推薦該当なし 

 

 
Ⅲ．管理部門 

１．各種会議運営事業 

（１）運営会議 

１）第４２回定時総会 

期 日：平成２７年６月２８日  

会 場：茨城県立医療大学 

２）理事会（５月、１１月） 

第１回 期 日：平成２７年 ５月１５日 会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２７年１１月１９日 会 場：本会事務所 

臨 時 期 日：平成２８年 ２月 ９日 会 場：本会事務所 

３）業務執行理事会 

第１回 期 日：平成２７年 ５月１５日 会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２７年 ７月１７日 会 場：本会事務所 

第３回 期 日：平成２７年 ９月 ８日 会 場：本会事務所 

第４回 期 日：平成２７年１１月１９日 会 場：本会事務所 

第５回 期 日：平成２８年 １月１５日 会 場：本会事務所 

第６回 期 日：平成２８年 ３月２１日 会 場：本会事務所 

４）ブロック会議 

    水戸：           期 日：平成２７年８月１８日 

    常陸太田・ひたちなか：   期 日：平成２７年６月１０日 

    つくば：          期 日：平成２７年６月１９日 

    取手・竜ヶ崎：       期 日：平成２７年１０月２６日 

    筑西・下妻：        期 日：平成２７年７月８日 

    古河・坂東：        期 日：平成２７年７月８日 

５）市町村担当者会議      期 日：平成２７年６月２８日   

会 場：茨城県立医療大学 参加者：２３名 

 

６）３士会市町村担当者説明会 

期 日：平成２７年８月２日   

会 場：茨城県保健衛生会館 参加者：２９名 

期 日：平成２７年１２月２７日  

会 場：茨城県保健衛生会館 参加者：２４名 
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７）その他 

    委員等の推薦 

《茨城県》 

いばらき高齢者プラン 21 推進委員会委員 

第二期茨城県立医療大学改革プラン検討委員会委員  

茨城県地域リハビリテーション普及促進協議会委員 

茨城県機能訓練等サービスのあり方検討委員会委員 

茨城型地域ケアシステム推進委員会委員 

茨城県障害者施設推進協議会委員 

茨城県障害者差別解消支援協議会委員 

茨城県高次脳機能障害者支援システム整備協議会委員 

《市町村》 

水戸市介護認定審査会委員 

日立市在宅医療・介護連携推進協議会委員 

日立市地域ケア会議委員 

土浦市地域包括支援センター運営協議会委員  

土浦市在宅医療・介護連携拠点事業推進協議会委員 

土浦市在宅医療・介護連携推進事業実務者会議委員 

古河市在宅医療・介護連携推進協議会委員 

石岡市介護保険運営協議会委員 

石岡市介護認定審査会委員 

龍ケ崎市医療・介護連携推進のための懇談会委員 

つくば市高齢者福祉推進会議委員 

平成２７年度桜川市在宅医療・介護連携推進委員 

平成２７年度桜川市在宅医療・介護連携推進実行委員会委員 

《団体》 

茨城県立健康プラザ事業検討委員会委員 

茨城県立健康プラザ介護予防体操相談支援者（６名） 

茨城県総合リハビリテーションケア学会理事 

茨城県総合リハビリテーションケア学会評議員（２名） 

日本プライマリ・ケア連合学会茨城支部常任幹事 

特定非営利活動法人茨城県訪問リハビリテーション協議会理事 

平成２７年度茨城県介護実習・普及センター介護機器普及事業運営協会委員 

茨城県回復期リハビリテーション病棟の会世話人 

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世話人 

第２８回いばらき医療福祉研究集会第９回いばらき歯科医療フォーラム合同実行委員 

 
（２）平成２６年度期末監査および平成２７年度中間監査 

   平成２６年度期末監査 期 日：平成２７年 ５月１５日 会 場：本会事務所 

平成２７年度中間監査 期 日：平成２７年１１月１９日 会 場：本会事務所 

 

２．委員会 

（１）定款組織検討委員会 

（規程の廃止） 

    ・社団法人茨城県理学療法士会学術誌｢理学療法いばらき｣投稿規程 

    ・｢理学療法いばらき｣編集委員会に関する規程 

25 

（規程の新設） 

    ・個人情報保護規程 

    ・特定個人情報基本方針 

    ・特定個人情報取扱規程 

・公益社団法人茨城県理学療法士会学術誌｢理学療法いばらき｣投稿規程 

・｢理学療法いばらき｣編集委員会規程 

（規程の改正） 

・個人情報保護に関する基本方針  

・組織規程 

・職員就業規則 

・職務分掌規程 

・｢理学療法いばらき｣論文執筆ガイドライン 

 

（２）表彰委員会 

    ・功労賞：関口春美氏（平成９～１２年度 代議員、平成２１～２６年度 就業支援部長） 

金城歩氏 （平成１５～２０年度 理事・厚生部長、平成２１～２２年度 理事・ 

学術教育局長、平成２５～２６年度 代議員） 

峯岸忍氏 （平成１７～１８年度 情報技術委員長、平成１９～２０年度 調査資料部

長、平成２１～２２年度 庶務部長、平成２３～２７年度 理学療法啓発部

長） 

・功績賞：久保田淳氏 （入会 ： １９８８/４/１ 【会員歴２７年】） 

・学術賞：三浦美佐氏 （掲載誌または学会名：アメリカ腎臓病学会、第３４回日本運動療法学

会、国際リハビリテーション医学会、ヨーロッパ腎臓学会、第３回医工

学治療学会、重複障害のリハビリテーション） 

 

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、定款細則、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、ブロックリーダー名簿）、 

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１件・祝電０件・弔電１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 

１）公益社団法人変更（公益目的事業等）の認定：平成２７年６月２５日 

２）平成２７年度役員及び定款変更の登記：平成２７年９月１５日 

        （茨城県への変更届出：平成２７年１０月１１日） 

３）平成２７年度事業計画書等の提出：平成２７年４月２０日 

４）平成２６年度事業報告等の提出：平成２７年７月２日 

５）平成２８年度事業計画書等の提出：平成２８年３月２７日 

６）公益法人制度に係る情報収集 

７）個人情報保護法、マイナンバー制度に係る情報収集 

８）共催、協賛、後援等に関すること 

９）日本理学療法士協会、都道府県理学療法士会に関すること 
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７）その他 

    委員等の推薦 

《茨城県》 

いばらき高齢者プラン 21 推進委員会委員 

第二期茨城県立医療大学改革プラン検討委員会委員  

茨城県地域リハビリテーション普及促進協議会委員 

茨城県機能訓練等サービスのあり方検討委員会委員 

茨城型地域ケアシステム推進委員会委員 

茨城県障害者施設推進協議会委員 

茨城県障害者差別解消支援協議会委員 

茨城県高次脳機能障害者支援システム整備協議会委員 

《市町村》 

水戸市介護認定審査会委員 

日立市在宅医療・介護連携推進協議会委員 

日立市地域ケア会議委員 

土浦市地域包括支援センター運営協議会委員  

土浦市在宅医療・介護連携拠点事業推進協議会委員 

土浦市在宅医療・介護連携推進事業実務者会議委員 

古河市在宅医療・介護連携推進協議会委員 

石岡市介護保険運営協議会委員 

石岡市介護認定審査会委員 

龍ケ崎市医療・介護連携推進のための懇談会委員 

つくば市高齢者福祉推進会議委員 

平成２７年度桜川市在宅医療・介護連携推進委員 

平成２７年度桜川市在宅医療・介護連携推進実行委員会委員 

《団体》 

茨城県立健康プラザ事業検討委員会委員 

茨城県立健康プラザ介護予防体操相談支援者（６名） 

茨城県総合リハビリテーションケア学会理事 

茨城県総合リハビリテーションケア学会評議員（２名） 

日本プライマリ・ケア連合学会茨城支部常任幹事 

特定非営利活動法人茨城県訪問リハビリテーション協議会理事 

平成２７年度茨城県介護実習・普及センター介護機器普及事業運営協会委員 

茨城県回復期リハビリテーション病棟の会世話人 

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世話人 

第２８回いばらき医療福祉研究集会第９回いばらき歯科医療フォーラム合同実行委員 

 
（２）平成２６年度期末監査および平成２７年度中間監査 

   平成２６年度期末監査 期 日：平成２７年 ５月１５日 会 場：本会事務所 

平成２７年度中間監査 期 日：平成２７年１１月１９日 会 場：本会事務所 

 

２．委員会 

（１）定款組織検討委員会 

（規程の廃止） 

    ・社団法人茨城県理学療法士会学術誌｢理学療法いばらき｣投稿規程 

    ・｢理学療法いばらき｣編集委員会に関する規程 

25 

（規程の新設） 

    ・個人情報保護規程 

    ・特定個人情報基本方針 

    ・特定個人情報取扱規程 

・公益社団法人茨城県理学療法士会学術誌｢理学療法いばらき｣投稿規程 

・｢理学療法いばらき｣編集委員会規程 

（規程の改正） 

・個人情報保護に関する基本方針  

・組織規程 

・職員就業規則 

・職務分掌規程 

・｢理学療法いばらき｣論文執筆ガイドライン 

 

（２）表彰委員会 

    ・功労賞：関口春美氏（平成９～１２年度 代議員、平成２１～２６年度 就業支援部長） 

金城歩氏 （平成１５～２０年度 理事・厚生部長、平成２１～２２年度 理事・ 

学術教育局長、平成２５～２６年度 代議員） 

峯岸忍氏 （平成１７～１８年度 情報技術委員長、平成１９～２０年度 調査資料部

長、平成２１～２２年度 庶務部長、平成２３～２７年度 理学療法啓発部

長） 

・功績賞：久保田淳氏 （入会 ： １９８８/４/１ 【会員歴２７年】） 

・学術賞：三浦美佐氏 （掲載誌または学会名：アメリカ腎臓病学会、第３４回日本運動療法学

会、国際リハビリテーション医学会、ヨーロッパ腎臓学会、第３回医工

学治療学会、重複障害のリハビリテーション） 

 

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、定款細則、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、ブロックリーダー名簿）、 

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１件・祝電０件・弔電１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 

１）公益社団法人変更（公益目的事業等）の認定：平成２７年６月２５日 

２）平成２７年度役員及び定款変更の登記：平成２７年９月１５日 

        （茨城県への変更届出：平成２７年１０月１１日） 

３）平成２７年度事業計画書等の提出：平成２７年４月２０日 

４）平成２６年度事業報告等の提出：平成２７年７月２日 

５）平成２８年度事業計画書等の提出：平成２８年３月２７日 

６）公益法人制度に係る情報収集 

７）個人情報保護法、マイナンバー制度に係る情報収集 

８）共催、協賛、後援等に関すること 

９）日本理学療法士協会、都道府県理学療法士会に関すること 
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７）その他 

    委員等の推薦 

《茨城県》 

いばらき高齢者プラン 21 推進委員会委員 

第二期茨城県立医療大学改革プラン検討委員会委員  

茨城県地域リハビリテーション普及促進協議会委員 

茨城県機能訓練等サービスのあり方検討委員会委員 

茨城型地域ケアシステム推進委員会委員 

茨城県障害者施設推進協議会委員 

茨城県障害者差別解消支援協議会委員 

茨城県高次脳機能障害者支援システム整備協議会委員 

《市町村》 

水戸市介護認定審査会委員 

日立市在宅医療・介護連携推進協議会委員 

日立市地域ケア会議委員 

土浦市地域包括支援センター運営協議会委員  

土浦市在宅医療・介護連携拠点事業推進協議会委員 

土浦市在宅医療・介護連携推進事業実務者会議委員 

古河市在宅医療・介護連携推進協議会委員 

石岡市介護保険運営協議会委員 

石岡市介護認定審査会委員 

龍ケ崎市医療・介護連携推進のための懇談会委員 

つくば市高齢者福祉推進会議委員 

平成２７年度桜川市在宅医療・介護連携推進委員 

平成２７年度桜川市在宅医療・介護連携推進実行委員会委員 

《団体》 

茨城県立健康プラザ事業検討委員会委員 

茨城県立健康プラザ介護予防体操相談支援者（６名） 

茨城県総合リハビリテーションケア学会理事 

茨城県総合リハビリテーションケア学会評議員（２名） 

日本プライマリ・ケア連合学会茨城支部常任幹事 

特定非営利活動法人茨城県訪問リハビリテーション協議会理事 

平成２７年度茨城県介護実習・普及センター介護機器普及事業運営協会委員 

茨城県回復期リハビリテーション病棟の会世話人 

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世話人 

第２８回いばらき医療福祉研究集会第９回いばらき歯科医療フォーラム合同実行委員 

 
（２）平成２６年度期末監査および平成２７年度中間監査 

   平成２６年度期末監査 期 日：平成２７年 ５月１５日 会 場：本会事務所 

平成２７年度中間監査 期 日：平成２７年１１月１９日 会 場：本会事務所 

 

２．委員会 

（１）定款組織検討委員会 

（規程の廃止） 

    ・社団法人茨城県理学療法士会学術誌｢理学療法いばらき｣投稿規程 

    ・｢理学療法いばらき｣編集委員会に関する規程 

25 

（規程の新設） 

    ・個人情報保護規程 

    ・特定個人情報基本方針 

    ・特定個人情報取扱規程 

・公益社団法人茨城県理学療法士会学術誌｢理学療法いばらき｣投稿規程 

・｢理学療法いばらき｣編集委員会規程 

（規程の改正） 

・個人情報保護に関する基本方針  

・組織規程 

・職員就業規則 

・職務分掌規程 

・｢理学療法いばらき｣論文執筆ガイドライン 

 

（２）表彰委員会 

    ・功労賞：関口春美氏（平成９～１２年度 代議員、平成２１～２６年度 就業支援部長） 

金城歩氏 （平成１５～２０年度 理事・厚生部長、平成２１～２２年度 理事・ 

学術教育局長、平成２５～２６年度 代議員） 

峯岸忍氏 （平成１７～１８年度 情報技術委員長、平成１９～２０年度 調査資料部

長、平成２１～２２年度 庶務部長、平成２３～２７年度 理学療法啓発部

長） 

・功績賞：久保田淳氏 （入会 ： １９８８/４/１ 【会員歴２７年】） 

・学術賞：三浦美佐氏 （掲載誌または学会名：アメリカ腎臓病学会、第３４回日本運動療法学

会、国際リハビリテーション医学会、ヨーロッパ腎臓学会、第３回医工

学治療学会、重複障害のリハビリテーション） 

 

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、定款細則、規程、社員名簿、定時総会議事録、理事会議事録 
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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 

常陸大宮・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 
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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 
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平成 27・28 年度役員名簿 

会長 斉藤 秀之 筑波記念会 

副会長 浅川 育世 茨城県立医療大学 

  金子 哲 水戸赤十字病院 

  沼尻 一哉 茨城西南医療センター病院 

専務理事 大曽根 賢一 筑波メディカルセンター 

常任理事 川﨑 仁史 志村大宮病院 

  國谷 伸一 立川記念病院 

  直井 洋明 土浦市役所 

  森田 英隆 いちはら病院 

理事 赤津 安恵美 日立製作所 多賀総合病院 

  淺野 信一 つくばセントラル病院 

  神林 薫 やすらぎの丘温泉病院 

  桜井 哲也 結城病院 

  菅谷 友美 鹿島病院 

  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 

監事 黒澤 保壽 石岡循環器科脳神経外科病院 

  橋本 英之 橋本公認会計士事務所 
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平成 27・28 年度局長・部長・委員長名簿 

社会職能局 直井 洋明 土浦市役所 

 地域ケア推進事業部長 村田 康成 石岡循環器科脳神経外科病院 

 地域自立支援センター推進事業部長 神林 薫 やすらぎの丘温泉病院 

 スポーツ支援事業部長 鈴木 康文 つくば国際大学 

学術・教育局長 國谷 伸一 立川記念病院 

 学会・学術誌部長 下村 哲志 筑波学園病院 

 生涯学習部長 黒田 崇 きぬ医師会病院 

 卒前教育部長 淺野 信一 つくばセントラル病院 

普及啓発局長 森田 英隆 いちはら病院 

 広報部長 高石 直紀 湖南病院 

 理学療法啓発部長 峯岸 忍 筑波メディカルセンター 

 調査・情報部長 長谷川 大悟 
介護老人福祉施設 サンフラワーひたちな

か 

事務局長 金子 哲 水戸赤十字病院 

 総務担当 平田 清次 ひたち医療センター 

 庶務担当 髙橋 千晶 水戸済生会総合病院 

 財務担当 川﨑 仁史 志村大宮病院 

 共益担当 菅井 康弘 茨城西南医療センター病院 

 法人担当 大地 寛 日立製作所 日立総合病院 

委員会担当理事 大曽根 賢一 筑波メディカルセンター 
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 共益担当 菅井 康弘 茨城西南医療センター病院 

 法人担当 大地 寛 日立製作所 日立総合病院 

委員会担当理事 大曽根 賢一 筑波メディカルセンター 
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 定款組織検討委員長代理 大曽根 賢一 筑波メディカルセンター 

 表彰委員長 前田 信道 JA とりで総合医療センター 

 倫理委員長 高倉 秀暢 水戸メディカルカレッジ 
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平成 27 年度賛助会員名簿 

 

  社名 郵便番号 住所 

1 有限会社明星メディカルサプライ 300-0812 茨城県土浦市下高津 3-4-8 

2 
帝人在宅医療株式会社               

高崎支店茨城営業所 
305-0034

 茨城県つくば市小野崎 260－1         

ヒロサワつくばビル 2F 

3 株式会社デベロ 310-0841 茨城県水戸市酒門町 1744-2 

4 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 

5 テクノブレイス株式会社 347-0063 埼玉県加須市久下 1696-1 

6 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 

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

8 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 

9 有限会社ヨシフク 310-0841 茨城県水戸市酒門町 1437-3 

10 株式会社三陽 310-0852 茨城県水戸市笠原町 1510 

11 株式会社 東亜義肢 331-0062 埼玉県さいたま市西区土屋 515 

12 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 

13 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 

14 茨城県理学療法士連盟 300-0056 茨城県土浦市木田余士西台 2-66-301 

（平成 28 年 3 月 31 日現在） 
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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

 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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  ●営業時間／ＡＭ９：００～ＰＭ５：００   ●営業時間／ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
  ●定 休 日 ／土曜日・日曜日・祝日   ●定 休 日 ／日曜日・祝日

介護保険指定事業所番号 第０８７０５０００２２

株式会社 茨城福祉サービス

〒315-0033　石岡市東光台4-9-3 〒309-1705　笠間市東平2-1470-677
ＴＥＬ　（０２９９）２８－１８２９ ＴＥＬ　（０２９６）７８－０１２８

快適介護のお手伝い

ＦＡＸ　（０２９９）２６－８００１ ＦＡＸ　（０２９６）７７－０４７７

明るく清潔なショールームでゆっくりとご相談ください

◎福祉用具レンタル・販売 ◎住宅改修 ◎ストーマ装具

本社ショールーム 介護ショップ ひまわり

 

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 
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株式会社セキショウライフサポート TEL0296-25-3220 

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 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
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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 TEL０２９（２４１）１１５５ 
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