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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。 

 本会公益事業として中心的に取り組んできた北茨城地域自立支援センターを拠点とした北茨城市在宅医療・介

護連携拠点事業は３年間（平成25 年～27 年）の委託を無事に終了し、平成28 年度に北茨城市が北茨城地域

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、平成29 年度には北茨城市の地域包括ケアシステムの拠点として新設された北茨城市コミュニティ

総合センターのなかで活動することが実現したことは大変大きな成果と考えています。今後はこうした我々が常

駐する拠点を他の市町村で提言・実現する事、北茨城市ではニーズの隙間に対応する自立支援型のサービスを提

供する場作りに取り組む段階となりました。 

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、県から平成 27 年度より委託されている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に加え、機能訓練サービス等強化推進事業を受託し、高齢者対応に加え

障がい者に対する理学療法士の研修・活動の場を県と共に事業として取り組み始めました。多世代対応型

の茨城型地域ケアシステムに「自立支援」の息吹を明確に位置づいた元年となったと考えています。 

学術活動として、第２０回茨城県理学療法士学会を開催しました。また第４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継続しています。 

 事務所機能においては専従事務職員複数体制が概ね確立し、財務体質の改善も図られ、公益事業を推進するた

めの収益事業を創出する法人決算になったと判断しています。日本理学療法士協会からモデル事業として OJT

事業と障がい者対応事業を今年度から3 年間展開し、法人として新たな展開を開始する予定です。 

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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第 24 回参議院議員選挙総括と今後の政治活動 

～3 年後・6 年後、そして価値ある未来へ～ 
 

茨城県理学療法士連盟会長 佐藤弘行 

（日本理学療法士連盟関東ブロック幹事） 

 

2016 年 7 月 10 日、公益社団法人日本理学療法士協会副会長で自由民主党公認候補の小川かつみ先

生は、130,101 票、医療系団体推薦者 6 名中第 4 位、自民党公認候補者 25 名中第 16 位、都道府県

平均得票数 2,768 票、最新会員得票率 127％、前回（2013 年参院選）比較得票率 174％で見事当

選を果たした。この結果は各都道府県の組織的活動（県士会・連盟・後援会）の表れであり、内外から

注目される数値（票）として大きく評価された。ここでは茨城県の活動について報告する。 

茨城県の得票数は、4,463 票（得票数全国第 9 位、会員得票率全国第 2 位）で、市町村平均 101

票、医療系第 2 位、公認第 10 位、最新会員得票率 223％、前回比較得票率 233％であった。市町村

別では、最高得票がつくば市の 533 票、最低得票が河内町の 2 票、県平均以上の 101 票超が 13 市

町村であった。また、県平均以上の医療系第 1 位は 17 市町村、公認第 9 位以上は 14 市町村であった。

前回得票数を下回った市町村は五霞町のみであった。特筆すべき市町村は笠間市であり、前回得票数 65

票、今回 234 票、比較得票率 360％、医療系第 1 位・公認第 3 位の驚異的な結果となった。詳細な

分析の実施と他市町村での取り組みの参考となる事例となった。また、県士会・連盟・後援会・自民党

職域支部役員の勤務地や居住地の市町村では、概ね平均以上の好成績を上げた。 

この結果を導くに当たり本県では、日本理学療法士協会・日本理学療法士連盟・小川かつみ全国後援

会からの各種情報・指示、前回参院選における本県の取り組み、自由民主党茨城県連合会による助言・

指導等を基に、代表的活動として以下を展開した。 

【支援者名簿】 

応援個人カード会員 1,451 名、応援者 6,705 名、支援者合計 8,156 名、目標達成率 132％ 

支援者名簿得票率 54.7％（得票数／名簿数＝4,463 票／8,156 名） 

【職場訪問】 

 少人数・少名簿・作業療法士のみ・理学療法士施設長・非自民職場等を中心に訪問 

本人訪問施設 18 箇所・参加者 213 名、県会長・役員等の訪問施設多数 

【演説会・集会】 

 本人演説会・集会・研修会開催 5 回、参加者 602 名、県会長・役員等の参加集会多数 

【電話作戦】 

 公募・ボランティアで対応、18 日間、延べ 152 名・実人数 89 名、約 2 時間／回・人 

 電話件数延べ約 16,000 件、約 800 件／日、約 100 件／回・人、主に選対事務所で実施 

【事務所・事務職員】 

 ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ・専門職協会事務所同所、水戸選対事務所・土浦選対事務所設置 

 法人事務所事務員が元県議会・自民党関係者、事務長元リハ病院管理部長、他雇用 

【自民党職域支部・担当県議会議員】 

 自由民主党茨城県理学療法士連盟支部（職域支部）の設立、自民党県連助言・指導等 

本県特例・担当県議会議員 5 名、応援県議会議員 1 名・市議会議員 2 名 

最後に、3 年後・6 年後の参院選に向けた対応は、7 月 23 日開催の日本理学療法士連盟中央役員会

（参院選第一次総括）と、8 月 21 日開催の日本理学療法士協会全国都道府県理学療法士会役員意見交

換会で中央方針として発信された。本県としては、更なる盤石な組織基盤強化と財政基盤強化が最重要

であり、その詳細および具体化については、後日協会・士会・連盟等より、会員諸氏へ広く周知される

予定である。 

今後とも皆様方の絶大なるご理解とご支援の程、よろしくお願い申し上げます。 
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表彰 
 

【プロボノスピリット賞】 

 受賞者：江口哲男 鈴木紀美惠 下田美由紀 小貫葉子 佐々木武人 高橋一史  

 

【感謝状】 

今回は北茨城地域自立支援センターの開設・運営に多大に貢献された方におくられました。 

 受賞者：沼尻一哉 直井洋明 所圭吾 鈴木和江 三富寿子 

 

【学術賞】           【功績賞】 

受賞者：三浦美佐       受賞者：久保田淳 

 

【功労賞】 

 受賞者：関口春美 金城歩 峯岸忍 ＊順不同 敬称略です。 

 

「茨城県介護予防リハビリ専門職指導者養成研修」修了書 授与 

修了者：１２８名  代表：長谷川大悟  

青木葉尚子 秋葉かほり 荒井秀行 有田真己 安齋明子 飯島弥生 磯智 礒山裕美 一ノ瀬陽子 

伊藤彰良 稲葉豊 犬田和成 岩田佳 岩場大典 植崎良太 牛山広和 内田智子 梅山麻実  

江幡安彦 蛯名行茂 大川亜祐美 大曽根いづみ 大部寛紀 奥山剛 小澤太郎 小澤佑佳 小田木勇 

小野寺佑介 笠原鉄聡 勝村亘 上村忠正 川﨑仁史 木内仁美 木名瀬彩花 倉持正一 倉持直人 

氣田和希 合田秀人 古賀達也 小澤幸司 小林隼也 坂本和也 坂本清夏 佐川修平 櫻井侑子 

桜山眞也 佐々木隆行 笹目真未 佐藤卓也 佐藤康嵩 佐藤亜希 佐藤勝志 佐藤順一 佐藤大介 

佐藤貴宏 三田拓 鹿内英樹 柴崎典子 渋谷真成 白井陽平 菅井康弘 菅井一輝 杉水流健 

杉山響介 鈴木愛 鈴木誠二 鈴木伸隆 鈴木徳子 須田浩二 関一博 関口純 関口春美 關泰徳 

曽我元幸 高橋大介 嶽本香奈 谷内勇太 谷口圭佑 谷邑公 千吉良成利 寺沼瑞穂 照山雪絵 

傳田理絵 遠峰雅人 所圭吾 中井崇 永井優子 中川瞳 中野雄司 永峯典子 沼尻一哉 野﨑伸弘 

野澤佳祐 長谷川聡 服部恵美 張替大樹 開光太朗 平田清次 平山裕美 深谷めぐ美 藤井有希也 

藤﨑英珠芳 藤沢遼 藤田紀子 藤田義隆 藤田裕介 藤原祐介 堀井里紗 本澤俊昭 松井弘子 

松澤郁実 松本和也 丸山真範 三枝かおる（旧：鈴木） 向井佑太 武藤卓眞 森井将弘 山口直輝 

山中亮太 横山聖 横山徳子 吉澤晃一 四辻英樹 渡邉三枝子 渡邉崇 渡邊優太朗 渡部理沙 

亘理克治 

 

平成 28 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 

○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） 

派遣者：髙橋千晶 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：石川公久  

総会・研修会   期 日：平成２８年７月１０日 

第１回世話人会  期 日：平成２８年７月１０日 
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別では、最高得票がつくば市の 533 票、最低得票が河内町の 2 票、県平均以上の 101 票超が 13 市

町村であった。また、県平均以上の医療系第 1 位は 17 市町村、公認第 9 位以上は 14 市町村であった。

前回得票数を下回った市町村は五霞町のみであった。特筆すべき市町村は笠間市であり、前回得票数 65

票、今回 234 票、比較得票率 360％、医療系第 1 位・公認第 3 位の驚異的な結果となった。詳細な

分析の実施と他市町村での取り組みの参考となる事例となった。また、県士会・連盟・後援会・自民党

職域支部役員の勤務地や居住地の市町村では、概ね平均以上の好成績を上げた。 

この結果を導くに当たり本県では、日本理学療法士協会・日本理学療法士連盟・小川かつみ全国後援

会からの各種情報・指示、前回参院選における本県の取り組み、自由民主党茨城県連合会による助言・

指導等を基に、代表的活動として以下を展開した。 

【支援者名簿】 

応援個人カード会員 1,451 名、応援者 6,705 名、支援者合計 8,156 名、目標達成率 132％ 

支援者名簿得票率 54.7％（得票数／名簿数＝4,463 票／8,156 名） 

【職場訪問】 

 少人数・少名簿・作業療法士のみ・理学療法士施設長・非自民職場等を中心に訪問 

本人訪問施設 18 箇所・参加者 213 名、県会長・役員等の訪問施設多数 

【演説会・集会】 

 本人演説会・集会・研修会開催 5 回、参加者 602 名、県会長・役員等の参加集会多数 

【電話作戦】 

 公募・ボランティアで対応、18 日間、延べ 152 名・実人数 89 名、約 2 時間／回・人 

 電話件数延べ約 16,000 件、約 800 件／日、約 100 件／回・人、主に選対事務所で実施 

【事務所・事務職員】 

 ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ・専門職協会事務所同所、水戸選対事務所・土浦選対事務所設置 

 法人事務所事務員が元県議会・自民党関係者、事務長元リハ病院管理部長、他雇用 

【自民党職域支部・担当県議会議員】 

 自由民主党茨城県理学療法士連盟支部（職域支部）の設立、自民党県連助言・指導等 

本県特例・担当県議会議員 5 名、応援県議会議員 1 名・市議会議員 2 名 

最後に、3 年後・6 年後の参院選に向けた対応は、7 月 23 日開催の日本理学療法士連盟中央役員会

（参院選第一次総括）と、8 月 21 日開催の日本理学療法士協会全国都道府県理学療法士会役員意見交

換会で中央方針として発信された。本県としては、更なる盤石な組織基盤強化と財政基盤強化が最重要

であり、その詳細および具体化については、後日協会・士会・連盟等より、会員諸氏へ広く周知される

予定である。 

今後とも皆様方の絶大なるご理解とご支援の程、よろしくお願い申し上げます。 
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【プロボノスピリット賞】 

 受賞者：江口哲男 鈴木紀美惠 下田美由紀 小貫葉子 佐々木武人 高橋一史  

 

【感謝状】 

今回は北茨城地域自立支援センターの開設・運営に多大に貢献された方におくられました。 

 受賞者：沼尻一哉 直井洋明 所圭吾 鈴木和江 三富寿子 

 

【学術賞】           【功績賞】 

受賞者：三浦美佐       受賞者：久保田淳 

 

【功労賞】 

 受賞者：関口春美 金城歩 峯岸忍 ＊順不同 敬称略です。 

 

「茨城県介護予防リハビリ専門職指導者養成研修」修了書 授与 

修了者：１２８名  代表：長谷川大悟  

青木葉尚子 秋葉かほり 荒井秀行 有田真己 安齋明子 飯島弥生 磯智 礒山裕美 一ノ瀬陽子 

伊藤彰良 稲葉豊 犬田和成 岩田佳 岩場大典 植崎良太 牛山広和 内田智子 梅山麻実  

江幡安彦 蛯名行茂 大川亜祐美 大曽根いづみ 大部寛紀 奥山剛 小澤太郎 小澤佑佳 小田木勇 

小野寺佑介 笠原鉄聡 勝村亘 上村忠正 川﨑仁史 木内仁美 木名瀬彩花 倉持正一 倉持直人 

氣田和希 合田秀人 古賀達也 小澤幸司 小林隼也 坂本和也 坂本清夏 佐川修平 櫻井侑子 

桜山眞也 佐々木隆行 笹目真未 佐藤卓也 佐藤康嵩 佐藤亜希 佐藤勝志 佐藤順一 佐藤大介 

佐藤貴宏 三田拓 鹿内英樹 柴崎典子 渋谷真成 白井陽平 菅井康弘 菅井一輝 杉水流健 

杉山響介 鈴木愛 鈴木誠二 鈴木伸隆 鈴木徳子 須田浩二 関一博 関口純 関口春美 關泰徳 

曽我元幸 高橋大介 嶽本香奈 谷内勇太 谷口圭佑 谷邑公 千吉良成利 寺沼瑞穂 照山雪絵 

傳田理絵 遠峰雅人 所圭吾 中井崇 永井優子 中川瞳 中野雄司 永峯典子 沼尻一哉 野﨑伸弘 

野澤佳祐 長谷川聡 服部恵美 張替大樹 開光太朗 平田清次 平山裕美 深谷めぐ美 藤井有希也 

藤﨑英珠芳 藤沢遼 藤田紀子 藤田義隆 藤田裕介 藤原祐介 堀井里紗 本澤俊昭 松井弘子 

松澤郁実 松本和也 丸山真範 三枝かおる（旧：鈴木） 向井佑太 武藤卓眞 森井将弘 山口直輝 

山中亮太 横山聖 横山徳子 吉澤晃一 四辻英樹 渡邉三枝子 渡邉崇 渡邊優太朗 渡部理沙 

亘理克治 

 

平成 28 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 

○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） 

派遣者：髙橋千晶 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：石川公久  

総会・研修会   期 日：平成２８年７月１０日 

第１回世話人会  期 日：平成２８年７月１０日 
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第 24 回参議院議員選挙総括と今後の政治活動 

～3 年後・6 年後、そして価値ある未来へ～ 
 

茨城県理学療法士連盟会長 佐藤弘行 

（日本理学療法士連盟関東ブロック幹事） 

 

2016 年 7 月 10 日、公益社団法人日本理学療法士協会副会長で自由民主党公認候補の小川かつみ先

生は、130,101 票、医療系団体推薦者 6 名中第 4 位、自民党公認候補者 25 名中第 16 位、都道府県

平均得票数 2,768 票、最新会員得票率 127％、前回（2013 年参院選）比較得票率 174％で見事当

選を果たした。この結果は各都道府県の組織的活動（県士会・連盟・後援会）の表れであり、内外から

注目される数値（票）として大きく評価された。ここでは茨城県の活動について報告する。 

茨城県の得票数は、4,463 票（得票数全国第 9 位、会員得票率全国第 2 位）で、市町村平均 101

票、医療系第 2 位、公認第 10 位、最新会員得票率 223％、前回比較得票率 233％であった。市町村

別では、最高得票がつくば市の 533 票、最低得票が河内町の 2 票、県平均以上の 101 票超が 13 市

町村であった。また、県平均以上の医療系第 1 位は 17 市町村、公認第 9 位以上は 14 市町村であった。

前回得票数を下回った市町村は五霞町のみであった。特筆すべき市町村は笠間市であり、前回得票数 65

票、今回 234 票、比較得票率 360％、医療系第 1 位・公認第 3 位の驚異的な結果となった。詳細な

分析の実施と他市町村での取り組みの参考となる事例となった。また、県士会・連盟・後援会・自民党

職域支部役員の勤務地や居住地の市町村では、概ね平均以上の好成績を上げた。 

この結果を導くに当たり本県では、日本理学療法士協会・日本理学療法士連盟・小川かつみ全国後援

会からの各種情報・指示、前回参院選における本県の取り組み、自由民主党茨城県連合会による助言・

指導等を基に、代表的活動として以下を展開した。 

【支援者名簿】 

応援個人カード会員 1,451 名、応援者 6,705 名、支援者合計 8,156 名、目標達成率 132％ 

支援者名簿得票率 54.7％（得票数／名簿数＝4,463 票／8,156 名） 

【職場訪問】 

 少人数・少名簿・作業療法士のみ・理学療法士施設長・非自民職場等を中心に訪問 

本人訪問施設 18 箇所・参加者 213 名、県会長・役員等の訪問施設多数 

【演説会・集会】 

 本人演説会・集会・研修会開催 5 回、参加者 602 名、県会長・役員等の参加集会多数 

【電話作戦】 

 公募・ボランティアで対応、18 日間、延べ 152 名・実人数 89 名、約 2 時間／回・人 

 電話件数延べ約 16,000 件、約 800 件／日、約 100 件／回・人、主に選対事務所で実施 

【事務所・事務職員】 

 ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ・専門職協会事務所同所、水戸選対事務所・土浦選対事務所設置 

 法人事務所事務員が元県議会・自民党関係者、事務長元リハ病院管理部長、他雇用 

【自民党職域支部・担当県議会議員】 

 自由民主党茨城県理学療法士連盟支部（職域支部）の設立、自民党県連助言・指導等 

本県特例・担当県議会議員 5 名、応援県議会議員 1 名・市議会議員 2 名 

最後に、3 年後・6 年後の参院選に向けた対応は、7 月 23 日開催の日本理学療法士連盟中央役員会

（参院選第一次総括）と、8 月 21 日開催の日本理学療法士協会全国都道府県理学療法士会役員意見交

換会で中央方針として発信された。本県としては、更なる盤石な組織基盤強化と財政基盤強化が最重要

であり、その詳細および具体化については、後日協会・士会・連盟等より、会員諸氏へ広く周知される

予定である。 

今後とも皆様方の絶大なるご理解とご支援の程、よろしくお願い申し上げます。 
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平成 28 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 

○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） 

派遣者：髙橋千晶 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：石川公久  

総会・研修会   期 日：平成２８年７月１０日 

第１回世話人会  期 日：平成２８年７月１０日 
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第２回世話人会  期 日：平成２８年１１月２９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 

  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：所圭吾・藤田義隆・鈴木和江・増渕裕子・柳町幹・内藤幾愛 

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。２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。１８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。１回 

④ 健康プラザスタッフとの連絡会議に出席する。１回 

期 日：平成２８年５月２０日 

⑤ その他 

シルバーリハビリ体操指導士フォローアップ研修会での講演 １回 

期 日： 平成２８年１１月９日 

○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：森田英隆  

第１回世話人会  期日：平成２８年５月２６日 

総会・研修会   期日：平成２８年７月２日 

第２回世話人会  期日：平成２８年１１月２６日 

○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：鈴木和江  

平成２８年度茨城県訪問リハビリテーション実務者研修会 開催準備 

期 日：１日目 平成２８年１２月１８日 ２日目 平成２９年２月２６日 

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 延べ８７名 

  ４）地域自立支援センター事業 

①退院（所）時あるいは退院（所）前在宅訪問事業 

訪問件数 ３件 

②住民運営の「通いの場」等への関与促進事業 

シルバーリハビリ体操教室訪問による利用者への相談支援 

平成２８年７月より開始、市内５教室実施 

訪問件数 ２３回（対応件数 ８１件） 

③共同利用型訪問リハビリテーション事業 

訪問件数 ４５６件 （うち実践型 ４３６件、指導型 ２０件） 

相談件数 ７０件（依頼元：ケマネジャー ３３件、行政 １９件、住民 ７件、 

     看護師 ２件、PT・OT・ST ２件、その他 ７件） 

※②・③事業のプロボノ活動日数 ６０件  

④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 ２件 

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２８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２８年１２月１８日 会場：つくば国際大学 
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   期日：２日目 平成２９年２月２６日  会場：茨城県立県民文化センター 

   参加者：１日目８５名（理学療法士５３名、作業療法士２４名、言語聴覚士８名） 

       ２日目８３名（理学療法士５２名、作業療法士２３名、言語聴覚士８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第２０回茨城県理学療法士学会 

    期 日：平成２８年７月２４日    会 場：茨城県総合福祉会館 

   内 容：体力測定及び理学療法相談  測定者：２２名 相談者：３名 

    ②健康づくりキャンペーン  

   期 日：平成２８年９月１０日    会 場：ファッションクルーズひたちなか 

   内 容：体力測定及び理学療法相談  測定者：１２１名 相談者：１０名 

    ③古河市「古河ふれあい広場２０１６」 

   期 日：平成２８年９月２４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：１１４名 相談：０名 

④スポーツ健康フェスティバル 

   期 日：平成２８年１０月９/１０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：２１０名 相談者：０名 

  ⑤筑西市「みんなの生活展」 

   期 日：平成２８年１０月２９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：１２３名 相談者：０名 

茨城県看護協会「まちの保健室」との共同事業 

    ①期 日：平成２８年８月１３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：４名 相談者：１名 

   ②期 日：平成２８年８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：１０名 相談者：０名 

    ③期 日：平成２８年８月２８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：３３名 相談者：０名 

④期 日：平成２８年１０月２７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：１３名 相談者：０名 

    ⑤期 日：平成２８年１１月１９/２０日 会 場：茨城県三の丸庁舎 

   内 容：体力測定及び理学療法相談  測定者：２３３名 相談者：０名 

    ⑥期 日：平成２９年３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：１７名 相談者：０名 

７）介護予防フェスティバル事業 

 期 日：平成２８年１２月４日     会 場：北茨城市民ふれあいセンター 

 内 容：講演会 

         テーマ：「差し伸べられた“手”を握り返していますか？」 

         講 師：根本あや子氏 

        介護予防イベント 

    参加者：１５６名 
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第２回世話人会  期 日：平成２８年１１月２９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 

  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：所圭吾・藤田義隆・鈴木和江・増渕裕子・柳町幹・内藤幾愛 

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。２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
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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。１回 

④ 健康プラザスタッフとの連絡会議に出席する。１回 

期 日：平成２８年５月２０日 

⑤ その他 

シルバーリハビリ体操指導士フォローアップ研修会での講演 １回 

期 日： 平成２８年１１月９日 

○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：森田英隆  

第１回世話人会  期日：平成２８年５月２６日 

総会・研修会   期日：平成２８年７月２日 

第２回世話人会  期日：平成２８年１１月２６日 

○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：鈴木和江  
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介護予防キャラバン事業 
 

●第２０回茨城県理学療法士学会併催事業（H28.7.24） 

水戸ブロック会員 重松志保（石岡循環器科脳神経外科病院） 

 

 7 月 24 日茨城県総合福祉会館にて、第 20 回茨城県理

学療法士学会の併催事業の１つとして介護予防キャラバン

を実施しました。当日はロコモ度テスト（立ち上がりテス

ト、2 ステップテスト）に 22 名の方々が参加され、測定

結果をもとにロコトレや生活指導、理学療法相談を行ない

ました。参加された方々はロコモティブシンドロームをご

存知である方が多く、驚きとともに自身の健康への関心が

とても高い印象を受けました。理学療法相談では痛みに対

することや健康な身体を維持するための運動をしたいが、

誰に相談すればいいのか分からないといったことが聞かれ、 

理学療法士の認知度が低いことを感じました。また今回の

ような地域での活動は、介護予防のみでなく理学療法（士）の大事な啓発の場にもなることも実感する

ことができました。いわゆる地域の現場にきてみて初めて感じること、見えることが多くあります。ま

だこのような活動に参加されたことのない会員の皆様にもぜひ、体験、経験していただきたいと思いま

した。 

 

●健康づくりキャンペーン（H28.9.10） 

      常陸太田・ひたちなかブロック会員 江幡 翔（㈱日立製作所ひたちなか総合病院） 

 

 私は以前から予防事業などの重要性を強く感じていましたが、介護予防などの活動には参加したこと

がありませんでした。しかし今回初めて院外での活動に参加することができ、非常に貴重な体験ができ

ました。今回の活動を通じて感じたことは大きく分けて 2 つあります。１つは高齢者だけでなく、若い

方もリハビリや予防体操などへの興味がある方が予想よりも多かったということ、二つ目は怪我や病気

などを経験した方が、運動により負担がかかり余計悪くなるのではないかと心配し、運動に対して消極

的になってしまうなど、運動方法などへの正しい理解ができていないということを感じました。怪我や

病気を未然に防ぐためにも、食生活の改善や適度な運動は不可欠であり、そういった正しい情報を提供

するためにも、今後も多くの予防活動に参加したいと思っています。 

 

●古河ふれあい広場 2016（H28.9.24） 

                 古河・坂東ブロック会員 飯田 卓巳（友愛記念病院） 

 

 ９月２４日に開催されました『古河ふれあい広場

２０１６』での介護予防キャラバンに参加してきました。

当日は雨が降り、あいにくの天候でしたが、１１４名の

方が当会のブースに足を運んで下さいました。利用され

た方からは「自分の身体を知ることができました」など

の言葉を頂けました。私自信、今回３度目の参加でした

が、毎年たくさんの方々と接することができ、普段勤務

している現場とは違う刺激を与えてもらっていると感じ

ています。その中でも、理学療法士をたくさんの方々に

知って頂けたことを嬉しく思いました。今後とも、この
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ような事業への参加を通じて地区ブロックの会員の皆様と交流を深めながら、地域活性化のお役に立て

ればと思っています。今後ともよろしくお願い致します。最後に、事業担当の井上さんをはじめ、ご参

加して頂きました地区ブロック会員の方々と一緒に介護予防キャラバンを行えたことに感謝申し上げま

す。 

 

●健康スポーツフェスティバル（H28.10.9〜10） 

                常陸太田・ひたちなかブロック会員 菅沼 祥弘（勝田病院） 

 

10 月 11 日の体育の日に参加させて頂きました。開催日当日は終日曇りでしたが、朝 9 時頃から公

園内を散歩される方が見られ、その元気な姿に驚かされました。また、体力測定にご参加される方々は

老若男女様々で、多くの方が、「軽い運動はやっています。」と話され、その意識の高さにも驚きがあり

ました。 

普段の勤務では入院される方に対する働きかけが中心なだけに、予防段階にある方の身体状態や健康

に対する意識について直接知ることはありませんでした。理学療法士が様々な分野で活躍する一方で、

一つの分野や建物の中だけで業務が完結してしまいがちかと思います。私自身、その傾向はあり、専門

性を生かした地域貢献については取り組めていない状態でした。しかし、今回の介護予防キャラバンを

通して身を以って体験でき、非常に有意義な時間となりました。次の機会では当院の他のスタッフも誘

い参加していきたいと思います。 

 

●みんなの生活展（H28.10.29） 

                    筑西・下妻ブロック会員 飯村 浩輔（湖南病院） 

 

 10 月 29 日にしもだて地域交流センターアルテリ

オで行われた『みんなの生活展』での介護予防キャラ

バンに参加させて頂きました。私は今回で 2 回目の参

加でしたが、123 名と前回より多くの方々に利用して

頂く事が出来ました。2 年前に参加させて頂いた時は、

「私は運動が苦手だから」と拒否される方もいました

が、今回は体力測定を行う際に、笑顔で積極的に利用

される方が多いような印象を受けました。中には「こ

れからは健康寿命が大事だから。毎日運動するように

しているよ」という方もいて、予防の必要性を一般の方も認識されてきており、ご自身の身体や健康、

介護について興味を持たれている方が増えたのではないかと感じました。一方で、身体の不安を悩みに

されている方も多くいらっしゃいました。今後も地域への参加を積極的に行い、多くの人に理学療法を

知って頂きたいと思いました。 

 

 

介護予防フェスティバル事業 

 
●「介護予防フェスティバル in 北茨城」（H28.12.4） 

 日立ブロック会員 田口朝美（（株）日立製作所日立総合病院） 

 

 12 月 4 日、本会主催の「介護予防フェスティバル in 北茨城」が開催され、156 名の方にご参加頂

きました。内容は講演会にはじまり、それに続く介護予防イベントとして県看護協会による身体測定や

健康相談、北茨城市シルバーリハビリ体操指導士会による体操実演・体験、本会による体力測定や理学

療法相談等が実施され大変盛況でした。 
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 体力測定では握力・片脚立位・体幹前屈を測定しました。参加者から「握力が去年と一緒だ。これか

らも運動継続するね。」との発言があり、体力測定により自身の身体機能のフィードバックができ、運動

に対する意識付けができたと思います。実際に地域の方と密着に関わり、介護予防に対する関心を深め

て頂く事は非常に重要であり、今後もこのような企画を通して地域の皆様の健康維持・増進に向けて介

入していきたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域ケア推進事業部より  

関連団体事業への協力（まちの保健室） 
 

●常陸大宮ショッピングセンターピサーロ（H28.8.13） 

     常陸太田・ひたちなかブロック会員 佐藤 誠（㈱日立製作所ひたちなか総合病院） 

 

 看護協会と共同にて健康相談、リハビリ相談、体力測定を実施しました。体力測定者は、男性 2 名、

女性 2 名（60 歳以上：4 名、リハビリ相談：1 名）であり、参加者が 4 名でした。一昨年は 18 名、

昨年9名と、年々参加者が減少しています。開催時期がここ数年の猛暑やお盆時期であることも影響し、

ショッピングセンター自体の来客が少なく、それに合わせて体力測定者も少ない現状でした。介護予防

事業が今後の地域にとって重要であると地域住民に理解してもらえる活動に取り組まなければならない

ことを痛感しました。 

 

●鹿島ショッピングセンターピサーロ（H28.8.25） 

                 鹿行ブロック会員 中﨑 正博（なめがた地域総合病院） 

 

鹿嶋市ショッピングセンター「チェリオ」でまちの保健室の活動を看護協会と共同で行い、血圧測定

や体脂肪検査、体力測定（握力、片脚立位、長座体前屈）、リハビリ相談を実施しました。平日の日中に

も関わらず 10 名の方々にご参加いただきました。以前病気やけがで入院されていた方からも「次はい

つやりますか？それまでに頑張って運動してきます」といった発言が聞かれ、今後運動をするきっかけ

の 1 つになったのではないかと感じました。 

日常生活を送られていても、身体の痛みや下肢のむくみ、栄養面等様々な不安を抱えている方も多く

おり、そのような方々とリハビリ相談を通して触れ合うことが出来たのは、私たちにとっても地域にお

ける高齢者の方々の生活を身近に感じることが出来る良い機会になったと感じました。 

 

 

9 
 

●イオンモール水戸内原（H28.8.28） 

              水戸ブロック会員 圷 良輔（茨城保健生活協同組合 城南病院） 

 

 今回、本事業に初めて参加させて頂きました。内原イオンでの開催ということもあり約 30 名の参加

者が集まりました。また、年齢層が幅広く、下は 5 歳ぐらいの子供から上は 60 代ぐらいの方に参加し

て頂きました。リハビリ相談では、現在の生活で困っている方は少ない印象でした。しかし、体力測定

を行ってみると、長座位体前屈での柔軟性の低下が目立ち、今後の日常生活や腰痛等への影響があるの

ではないかと思いました。また、病院外での活動のため他施設の方との予防事業等に関する意見交換を

することが出来ました。今回、まちの保健室に参加することで地域活動の大切さを感じました。また、

地域活動に参加することで健康推進や介護予防等へのつながりを改めて感じました。今後も積極的に参

加し、地域医療へ貢献していきたいと思います。 

 

●茨城県保健衛生会館（H28.10.27） 

                     水戸ブロック会員 塚田 幸（北水会記念病院） 

 

10 月 27 日に茨城県保健衛生会館にて「まちの保健室」が開催され、運営スタッフとして初めて参

加させていただきました。当日の参加者 20 名に対し、握力・長座体前屈・片脚立ちの３種目を測定し、

相談コーナーを設け、その結果を踏まえてアドバイスをさせていただきました。ほとんどの方が年齢基

準を上回る好成績でしたが、さらに良くしていこうと理学療法士のアドバイスを熱心に聞いていました。

このような活動を通じて地域の方々の健康状態を確認することで、どのような生活をして、どのような

ことに困っているのかを知るきっかけになり、地域の現状を把握することができ、生活に寄り添ったよ

り良いサポートができるのではないかと思いました。これからも定期的に開催することで、地域と連携

した予防医療にもなるのではないかと思うので、より多くの方に参加して頂きたいと思いました。今後

も地域に貢献するため、このような事業に積極的に参加していきたいです。 

 
●茨城県三の丸庁舎（H28.11.19） 

水戸ブロック会員 菅井郁美（介護老人保健施設ひまわり水戸） 

 

 11 月 19 日、茨城県三の丸庁舎で開催された水戸市産業祭において、県看護協会「まちの保健室」

との共同事業に参加し、体力測定および理学療法相談を実施させて頂きました。当日は悪天候の中、45

名の幅広い年齢層の方にご参加頂きました。その中でも、膝や腰に不安を抱えていても、通院及び運動

の機会が少ないという中高年の参加者が多かった事が印象的でした。今後、高齢化率が増加していく中

で、理学療法士がこうした活動を通し運動の重要性・健康の大切さを発信していく事で、介護予防の意

識を高め、一人ひとりの健康寿命を延ばしていく事が必要であると感じました。 

 今回は、普段職場では関わることのできない様々な方と交流を深めることができ、病院・施設以外で

の理学療法士の役割を再認識するとても良い経験となりました。これからより多くの活動に参加し、地

域に貢献していきたいと思います。 

 

（２）スポーツ支援関連事業 

 １）野球支援事業 

第６８回春季関東地区高校野球茨城大会（準決勝・決勝） 

   期 日：平成２８年５月４日・５日 

会 場：水戸市民球場 派遣者：４名 

第９８回全国高校野球選手権茨城大会（準々決勝～決勝） 

期 日：平成２８年７月２３日・２５日・２６日 

会 場：水戸市民球場・ひたちなか市民球場 派遣者：８名 



9
8 

 

 体力測定では握力・片脚立位・体幹前屈を測定しました。参加者から「握力が去年と一緒だ。これか

らも運動継続するね。」との発言があり、体力測定により自身の身体機能のフィードバックができ、運動

に対する意識付けができたと思います。実際に地域の方と密着に関わり、介護予防に対する関心を深め

て頂く事は非常に重要であり、今後もこのような企画を通して地域の皆様の健康維持・増進に向けて介

入していきたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域ケア推進事業部より  

関連団体事業への協力（まちの保健室） 
 

●常陸大宮ショッピングセンターピサーロ（H28.8.13） 

     常陸太田・ひたちなかブロック会員 佐藤 誠（㈱日立製作所ひたちなか総合病院） 

 

 看護協会と共同にて健康相談、リハビリ相談、体力測定を実施しました。体力測定者は、男性 2 名、

女性 2 名（60 歳以上：4 名、リハビリ相談：1 名）であり、参加者が 4 名でした。一昨年は 18 名、

昨年9名と、年々参加者が減少しています。開催時期がここ数年の猛暑やお盆時期であることも影響し、

ショッピングセンター自体の来客が少なく、それに合わせて体力測定者も少ない現状でした。介護予防

事業が今後の地域にとって重要であると地域住民に理解してもらえる活動に取り組まなければならない

ことを痛感しました。 

 

●鹿島ショッピングセンターピサーロ（H28.8.25） 

                 鹿行ブロック会員 中﨑 正博（なめがた地域総合病院） 

 

鹿嶋市ショッピングセンター「チェリオ」でまちの保健室の活動を看護協会と共同で行い、血圧測定

や体脂肪検査、体力測定（握力、片脚立位、長座体前屈）、リハビリ相談を実施しました。平日の日中に

も関わらず 10 名の方々にご参加いただきました。以前病気やけがで入院されていた方からも「次はい

つやりますか？それまでに頑張って運動してきます」といった発言が聞かれ、今後運動をするきっかけ

の 1 つになったのではないかと感じました。 

日常生活を送られていても、身体の痛みや下肢のむくみ、栄養面等様々な不安を抱えている方も多く

おり、そのような方々とリハビリ相談を通して触れ合うことが出来たのは、私たちにとっても地域にお

ける高齢者の方々の生活を身近に感じることが出来る良い機会になったと感じました。 

 

 

9 
 

●イオンモール水戸内原（H28.8.28） 

              水戸ブロック会員 圷 良輔（茨城保健生活協同組合 城南病院） 

 

 今回、本事業に初めて参加させて頂きました。内原イオンでの開催ということもあり約 30 名の参加

者が集まりました。また、年齢層が幅広く、下は 5 歳ぐらいの子供から上は 60 代ぐらいの方に参加し

て頂きました。リハビリ相談では、現在の生活で困っている方は少ない印象でした。しかし、体力測定

を行ってみると、長座位体前屈での柔軟性の低下が目立ち、今後の日常生活や腰痛等への影響があるの

ではないかと思いました。また、病院外での活動のため他施設の方との予防事業等に関する意見交換を

することが出来ました。今回、まちの保健室に参加することで地域活動の大切さを感じました。また、

地域活動に参加することで健康推進や介護予防等へのつながりを改めて感じました。今後も積極的に参

加し、地域医療へ貢献していきたいと思います。 

 

●茨城県保健衛生会館（H28.10.27） 

                     水戸ブロック会員 塚田 幸（北水会記念病院） 

 

10 月 27 日に茨城県保健衛生会館にて「まちの保健室」が開催され、運営スタッフとして初めて参

加させていただきました。当日の参加者 20 名に対し、握力・長座体前屈・片脚立ちの３種目を測定し、

相談コーナーを設け、その結果を踏まえてアドバイスをさせていただきました。ほとんどの方が年齢基

準を上回る好成績でしたが、さらに良くしていこうと理学療法士のアドバイスを熱心に聞いていました。

このような活動を通じて地域の方々の健康状態を確認することで、どのような生活をして、どのような

ことに困っているのかを知るきっかけになり、地域の現状を把握することができ、生活に寄り添ったよ

り良いサポートができるのではないかと思いました。これからも定期的に開催することで、地域と連携

した予防医療にもなるのではないかと思うので、より多くの方に参加して頂きたいと思いました。今後

も地域に貢献するため、このような事業に積極的に参加していきたいです。 

 
●茨城県三の丸庁舎（H28.11.19） 

水戸ブロック会員 菅井郁美（介護老人保健施設ひまわり水戸） 

 

 11 月 19 日、茨城県三の丸庁舎で開催された水戸市産業祭において、県看護協会「まちの保健室」

との共同事業に参加し、体力測定および理学療法相談を実施させて頂きました。当日は悪天候の中、45

名の幅広い年齢層の方にご参加頂きました。その中でも、膝や腰に不安を抱えていても、通院及び運動

の機会が少ないという中高年の参加者が多かった事が印象的でした。今後、高齢化率が増加していく中

で、理学療法士がこうした活動を通し運動の重要性・健康の大切さを発信していく事で、介護予防の意

識を高め、一人ひとりの健康寿命を延ばしていく事が必要であると感じました。 

 今回は、普段職場では関わることのできない様々な方と交流を深めることができ、病院・施設以外で

の理学療法士の役割を再認識するとても良い経験となりました。これからより多くの活動に参加し、地

域に貢献していきたいと思います。 

 

（２）スポーツ支援関連事業 

 １）野球支援事業 

第６８回春季関東地区高校野球茨城大会（準決勝・決勝） 

   期 日：平成２８年５月４日・５日 

会 場：水戸市民球場 派遣者：４名 

第９８回全国高校野球選手権茨城大会（準々決勝～決勝） 

期 日：平成２８年７月２３日・２５日・２６日 

会 場：水戸市民球場・ひたちなか市民球場 派遣者：８名 



9
8 

 

 体力測定では握力・片脚立位・体幹前屈を測定しました。参加者から「握力が去年と一緒だ。これか

らも運動継続するね。」との発言があり、体力測定により自身の身体機能のフィードバックができ、運動

に対する意識付けができたと思います。実際に地域の方と密着に関わり、介護予防に対する関心を深め

て頂く事は非常に重要であり、今後もこのような企画を通して地域の皆様の健康維持・増進に向けて介

入していきたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域ケア推進事業部より  

関連団体事業への協力（まちの保健室） 
 

●常陸大宮ショッピングセンターピサーロ（H28.8.13） 

     常陸太田・ひたちなかブロック会員 佐藤 誠（㈱日立製作所ひたちなか総合病院） 

 

 看護協会と共同にて健康相談、リハビリ相談、体力測定を実施しました。体力測定者は、男性 2 名、

女性 2 名（60 歳以上：4 名、リハビリ相談：1 名）であり、参加者が 4 名でした。一昨年は 18 名、

昨年9名と、年々参加者が減少しています。開催時期がここ数年の猛暑やお盆時期であることも影響し、

ショッピングセンター自体の来客が少なく、それに合わせて体力測定者も少ない現状でした。介護予防

事業が今後の地域にとって重要であると地域住民に理解してもらえる活動に取り組まなければならない

ことを痛感しました。 

 

●鹿島ショッピングセンターピサーロ（H28.8.25） 

                 鹿行ブロック会員 中﨑 正博（なめがた地域総合病院） 

 

鹿嶋市ショッピングセンター「チェリオ」でまちの保健室の活動を看護協会と共同で行い、血圧測定

や体脂肪検査、体力測定（握力、片脚立位、長座体前屈）、リハビリ相談を実施しました。平日の日中に

も関わらず 10 名の方々にご参加いただきました。以前病気やけがで入院されていた方からも「次はい

つやりますか？それまでに頑張って運動してきます」といった発言が聞かれ、今後運動をするきっかけ

の 1 つになったのではないかと感じました。 

日常生活を送られていても、身体の痛みや下肢のむくみ、栄養面等様々な不安を抱えている方も多く

おり、そのような方々とリハビリ相談を通して触れ合うことが出来たのは、私たちにとっても地域にお

ける高齢者の方々の生活を身近に感じることが出来る良い機会になったと感じました。 

 

 

9 
 

●イオンモール水戸内原（H28.8.28） 

              水戸ブロック会員 圷 良輔（茨城保健生活協同組合 城南病院） 

 

 今回、本事業に初めて参加させて頂きました。内原イオンでの開催ということもあり約 30 名の参加

者が集まりました。また、年齢層が幅広く、下は 5 歳ぐらいの子供から上は 60 代ぐらいの方に参加し

て頂きました。リハビリ相談では、現在の生活で困っている方は少ない印象でした。しかし、体力測定

を行ってみると、長座位体前屈での柔軟性の低下が目立ち、今後の日常生活や腰痛等への影響があるの

ではないかと思いました。また、病院外での活動のため他施設の方との予防事業等に関する意見交換を

することが出来ました。今回、まちの保健室に参加することで地域活動の大切さを感じました。また、

地域活動に参加することで健康推進や介護予防等へのつながりを改めて感じました。今後も積極的に参

加し、地域医療へ貢献していきたいと思います。 

 

●茨城県保健衛生会館（H28.10.27） 

                     水戸ブロック会員 塚田 幸（北水会記念病院） 

 

10 月 27 日に茨城県保健衛生会館にて「まちの保健室」が開催され、運営スタッフとして初めて参

加させていただきました。当日の参加者 20 名に対し、握力・長座体前屈・片脚立ちの３種目を測定し、

相談コーナーを設け、その結果を踏まえてアドバイスをさせていただきました。ほとんどの方が年齢基

準を上回る好成績でしたが、さらに良くしていこうと理学療法士のアドバイスを熱心に聞いていました。

このような活動を通じて地域の方々の健康状態を確認することで、どのような生活をして、どのような

ことに困っているのかを知るきっかけになり、地域の現状を把握することができ、生活に寄り添ったよ

り良いサポートができるのではないかと思いました。これからも定期的に開催することで、地域と連携

した予防医療にもなるのではないかと思うので、より多くの方に参加して頂きたいと思いました。今後

も地域に貢献するため、このような事業に積極的に参加していきたいです。 

 
●茨城県三の丸庁舎（H28.11.19） 

水戸ブロック会員 菅井郁美（介護老人保健施設ひまわり水戸） 

 

 11 月 19 日、茨城県三の丸庁舎で開催された水戸市産業祭において、県看護協会「まちの保健室」

との共同事業に参加し、体力測定および理学療法相談を実施させて頂きました。当日は悪天候の中、45

名の幅広い年齢層の方にご参加頂きました。その中でも、膝や腰に不安を抱えていても、通院及び運動

の機会が少ないという中高年の参加者が多かった事が印象的でした。今後、高齢化率が増加していく中

で、理学療法士がこうした活動を通し運動の重要性・健康の大切さを発信していく事で、介護予防の意

識を高め、一人ひとりの健康寿命を延ばしていく事が必要であると感じました。 

 今回は、普段職場では関わることのできない様々な方と交流を深めることができ、病院・施設以外で

の理学療法士の役割を再認識するとても良い経験となりました。これからより多くの活動に参加し、地

域に貢献していきたいと思います。 

 

（２）スポーツ支援関連事業 

 １）野球支援事業 

第６８回春季関東地区高校野球茨城大会（準決勝・決勝） 

   期 日：平成２８年５月４日・５日 

会 場：水戸市民球場 派遣者：４名 

第９８回全国高校野球選手権茨城大会（準々決勝～決勝） 

期 日：平成２８年７月２３日・２５日・２６日 

会 場：水戸市民球場・ひたちなか市民球場 派遣者：８名 

10
10 

 

第６９回秋季関東地区高校野球茨城大会（決勝） 

   期 日：平成２８年９月３０日 

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 

   ①スポーツ理学療法士養成講習会の開催 

・期 日：平成２９年２月５日 

テーマ：運動器のバイオメカニクス 

運動生理学的基礎と運動処方 

会 場：茨城県霞ケ浦環境科学センター  

参加者：４８名 

・期 日：平成２９年２月１９日  

テーマ：スポーツ外傷・障害に対する理学療法（体幹） 

スポーツ外傷・障害に対する理学療法（上肢） 

スポーツ外傷・障害に対する理学療法（下肢） 

応急処置とコンディショニング 

 会 場：つくば国際大学     

参加者：５２名 

・期 日：平成２９年３月５日  

テーマ：スポーツ理学療法に必要な検査測定の方法（メディカルチェック） 

スポーツ外傷・障害の発生機転 

障がい者スポーツでの医学的リスクファクター 

会 場： 茨城県保健衛生会館   

参加者： ５３名 

 

②中級障がい者スポーツ指導者研修開催に向けた準備を実施 

③IRPA の立場で県の全国障害者スポーツ大会準備委員会に参画 

 

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２０回茨城県理学療法士学会の開催 

   期 日：平成２８年７月２４日   会 場：茨城県総合福祉会館 

テーマ：急性期における理学療法の役割 

   学会長：大曽根賢一氏（筑波メディカルセンター） 

   参加者：２２５名（うち、会員：１７４名、県外の会員：７名、一般参加：２名、学生：４２名） 

   一般演題数：１８演題、教育講演：２講演、機器展示：６社 

 
 

第 20 回茨城県理学療法士学会を終えて 

 

学会長 大曽根賢一（筑波メディカルセンター病院） 

 

平成 28 年 7 月 20 日に茨城県保健衛生会館を会場として、第 20 回茨城県理学療法士学会を開催す

ることができました。今回は発表演題が 18 題とやや少なめではありましたが、本会会員はもとより県

外や一般の方合わせて 225 名の参加者があり、盛況な大会であったと思っております。本大会に演題

発表やご参加していただいた皆様に心よりお礼申し上げます。また、本学会のため尽力いただいた準備

委員長はじめ準備委員の皆様に感謝申し上げます。 

今回学会テーマを「急性期における理学療法士の役割」とさせていただき、学会長企画、教育講演、
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演題発表と茨城県内で活躍されている理学療法士の皆さんとともに急性期理学療法を語り合える機会に

少しでもなったと思っております。また、学会と同期して「理学療法の日」作文コンクール表彰式や市

民公開講座「痛みのない体を目指して！～なぜ痛い？筋力？柔軟性？どうしたらいいの？～」、介護予防

キャラバンを開催、多くの県民の皆様にご参加いただくことができました。 

今後、茨城県における理学療法の学術的な発展のため、本学会がその大きな役割を担えることを願っ

ております。 

 

 

第 20 回茨城県理学療法士学会での発表を終えて   

 

 中山功一（湖南病院） 

今回、「認知機能障害の程度による大腿骨近位部骨折患者の当院の

ADL 傾向」について人生初の学会発表をさせて頂きました。リハ部内

で協力して学会発表に至るまでの大変さや当日の演者側の心境など多く

の事を学ぶ機会となりました。また、発表当日は多くの先生方よりご意

見を頂き、今後の臨床業務に向けて大変勉強になりました。発表前は不

安や緊張もありましたが、学会を終えた今は大変貴重な経験が出来て本

当に良かったと思っています。 

 

 

 

 

 

市民公開講座（第２０回茨城県理学療法士学会併催事業） 

 

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） 

 

 （公社）日本理学療法士協会「全国一斉介護予防・健康増進キャンペーン」の一環として、７月２４

日、茨城県総合福祉会館で市民公開講座を開催致しました。１５０名弱の多くの参加者を招き、テーマ

を「痛みのないカラダを目指して！〜なぜ痛い？筋力？柔軟性？どうしたらいいの？〜」とし、水戸メ

ディカルカレッジの長谷川聡先生にご講演いただきました。スパインダイナミクス療法の概念をもとに、

腰痛等の痛みの予防や改善には脊椎の柔軟性の大切さを唱えるとともに、誰にでもできる簡単な骨盤運

動やストレッチといった運動療法のデモンストレーションも交えながらお話しいただきました。参加者

からは「大変分かりやすく、勉強になりました。」「教えていただいた運動をやってみようと思います。」

「またこのような機会があれば参加したいです。」などといったコメントを多くいただきました。同時開

催の介護予防キャラバンでは、本講座内容とリンクしたロコモ度テストを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。 
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（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：平成２８年４月２９日  会 場：つくば国際大学 

テーマ：A４ 人間関係および接遇(労働衛生含む       参加者：１６６名 

テーマ：E１ 臨床実習指導方法論                参加者：１４６名 

テーマ：C２ 運動器疾患の理学療法              参加者：１３９名 

テーマ：C５ 地域リハビリテーション（生活環境支援を含む） 参加者：１２９名 

テーマ：D２ 生涯学習と理学療法の専門性           参加者：１２４名 
 

期 日：平成２８年５月１５日  会 場：日立製作所日立総合病院 

テーマ：C３ 内部障害の理学療法            参加者：９０名 

テーマ：B２ クリニカルリーズニング          参加者：９０名 

テーマ：D４ 理学療法士のための医療政策論              参加者：７３名 

テーマ：B４ 症例報告・発表の仕方           参加者：１９名 
 

期 日：平成２８年６月２６日  会 場：茨城県立医療大学 

テーマ：Ｂ３ 統計方法論                参加者：５３名 

テーマ：Ａ１ 理学療法と倫理              参加者：１６８名 

テーマ：Ｅ２ ティーチングとコーチング         参加者：４９名 
 

期 日：平成２８年８月２１日  会 場：茨城県立医療大学 

テーマ：D１ 社会の中の理学療法            参加者：１０１名 

テーマ：C１ 神経系疾患の理学療法           参加者：１２７名 

テーマ：E３ 国際社会と理学療法            参加者：２８名 

テーマ：D３ 理学療法の研究方法論（EBPT 含む）    参加者：６６名 

テーマ：C４ 高齢者の理学療法             参加者：６１名 
 

    期 日：平成２８年９月２５日  会 場：茨城県立青少年会館 

    テーマ：A３ リスクマネジメント（安全管理と感染予防含む） 参加者：１４７名 

テーマ：A５ 理学療法における関連法規（労働法含む）    参加者：１３７名 

テーマ：B１ 一次救命処置と基本処置            参加者：１０１名 

テーマ：A２ 協会組織と生涯学習システム          参加者：１４７名 
 

期 日：平成２８年８月２７日  会 場：水戸済生会総合病院 

テーマ：C６ 症例発表（水戸ブロック新人症例検討会）   参加者：１５名 
 

期 日：平成２８年１０月２日  会 場：筑波記念病院 

テーマ：C６ 症例発表（つくばブロック新人症例検討会）  参加者：７名 
 

    期 日：平成２８年１１月２５日 会 場：日立製作所多賀総合病院 

テーマ：C６ 症例発表（日立ブロック新人症例検討会）    参加者：５名 
 

期 日：平成２８年１１月２５日 会 場：日立製作所ひたちなか総合病院 

テーマ：C６ 症例発表（常陸太田・ひたちなかブロック新人症例検討会） 

  参加者：１１名 
 

期 日：平成２８年１１月２９日 会 場：鹿島病院 

テーマ：C６ 症例発表（鹿行ブロック新人症例検討会）  参加者：１名 
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期 日：平成２９年２月３日   会 場：総合病院土浦協同病院 

テーマ：C６ 症例発表（土浦ブロック新人症例検討会）   参加者：１１名 
 

期 日：平成２９年２月５日   会 場：古河病院 

テーマ：C６ 症例発表（筑西・下妻・古河・坂東ブロック新人症例検討会） 

  参加者：１０名 
 

期 日：平成２９年３月１２日  会 場：筑波記念病院 

テーマ：C６ 症例発表（つくばブロック新人症例検討会）  参加者：１３名 
 

期 日：平成２９年３月１８日  会 場：茨城県立医療大学 

テーマ：C６ 症例発表（龍ヶ崎・取手ブロック新人症例検討会） 

  参加者：８名 

 

２）新人教育プログラム追加研修会の開催 

  期 日：平成２９年２月２８日  会 場：筑波メディカルセンター病院 

    テーマ：A-1 理学療法と倫理                参加者：４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：４名 
 

期 日：平成２９年３月１日   会 場：結城病院 

    テーマ：B-2 クリニカルリーズニング           参加者：４名 
 

    期 日：平成２９年３月２日 会 場：茨城県保健衛生会館 コミュニティサロン和み 

    テーマ：A-4 人間関係および接遇（労働衛生含む）       参加者：３名 

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

    期 日：平成２９年３月８日 会 場：茨城県保健衛生会館 コミュニティサロン和み 

    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：２名 

テーマ：D-4 理学療法士のための医療政策論          参加者：２名 
 

    期 日：平成２９年３月１３日  会 場：茨城県立医療大学 

    テーマ：B-3 統計方法論                  参加者：１名 

テーマ：D-3 理学療法の研究方法論（EBPT 含む）      参加者：２名 
 

    期 日：平成２９年３月８日 会 場：茨城県保健衛生会館 コミュニティサロン和み 

    テーマ：B-1 一次救命処置と基本処置           参加者：３名 

テーマ：D-1 社会の中の理学療法             参加者：２名 
 

３）茨城県理学療法士講習会の開催 

期 日：平成２８年６月２６日  会 場：茨城県立医療大学 

テーマ：地域包括ケアシステム             参加者：２２名 
 

４）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受託事業） 

    期 日：平成２８年６月１２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：３６名 
 

    期 日：平成２８年７月１７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 
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テーマ：A４ 人間関係および接遇(労働衛生含む       参加者：１６６名 

テーマ：E１ 臨床実習指導方法論                参加者：１４６名 

テーマ：C２ 運動器疾患の理学療法              参加者：１３９名 

テーマ：C５ 地域リハビリテーション（生活環境支援を含む） 参加者：１２９名 

テーマ：D２ 生涯学習と理学療法の専門性           参加者：１２４名 
 

期 日：平成２８年５月１５日  会 場：日立製作所日立総合病院 

テーマ：C３ 内部障害の理学療法            参加者：９０名 

テーマ：B２ クリニカルリーズニング          参加者：９０名 

テーマ：D４ 理学療法士のための医療政策論              参加者：７３名 

テーマ：B４ 症例報告・発表の仕方           参加者：１９名 
 

期 日：平成２８年６月２６日  会 場：茨城県立医療大学 

テーマ：Ｂ３ 統計方法論                参加者：５３名 

テーマ：Ａ１ 理学療法と倫理              参加者：１６８名 

テーマ：Ｅ２ ティーチングとコーチング         参加者：４９名 
 

期 日：平成２８年８月２１日  会 場：茨城県立医療大学 

テーマ：D１ 社会の中の理学療法            参加者：１０１名 

テーマ：C１ 神経系疾患の理学療法           参加者：１２７名 

テーマ：E３ 国際社会と理学療法            参加者：２８名 

テーマ：D３ 理学療法の研究方法論（EBPT 含む）    参加者：６６名 

テーマ：C４ 高齢者の理学療法             参加者：６１名 
 

    期 日：平成２８年９月２５日  会 場：茨城県立青少年会館 

    テーマ：A３ リスクマネジメント（安全管理と感染予防含む） 参加者：１４７名 

テーマ：A５ 理学療法における関連法規（労働法含む）    参加者：１３７名 

テーマ：B１ 一次救命処置と基本処置            参加者：１０１名 

テーマ：A２ 協会組織と生涯学習システム          参加者：１４７名 
 

期 日：平成２８年８月２７日  会 場：水戸済生会総合病院 

テーマ：C６ 症例発表（水戸ブロック新人症例検討会）   参加者：１５名 
 

期 日：平成２８年１０月２日  会 場：筑波記念病院 

テーマ：C６ 症例発表（つくばブロック新人症例検討会）  参加者：７名 
 

    期 日：平成２８年１１月２５日 会 場：日立製作所多賀総合病院 

テーマ：C６ 症例発表（日立ブロック新人症例検討会）    参加者：５名 
 

期 日：平成２８年１１月２５日 会 場：日立製作所ひたちなか総合病院 

テーマ：C６ 症例発表（常陸太田・ひたちなかブロック新人症例検討会） 

  参加者：１１名 
 

期 日：平成２８年１１月２９日 会 場：鹿島病院 

テーマ：C６ 症例発表（鹿行ブロック新人症例検討会）  参加者：１名 
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期 日：平成２９年２月３日   会 場：総合病院土浦協同病院 

テーマ：C６ 症例発表（土浦ブロック新人症例検討会）   参加者：１１名 
 

期 日：平成２９年２月５日   会 場：古河病院 

テーマ：C６ 症例発表（筑西・下妻・古河・坂東ブロック新人症例検討会） 

  参加者：１０名 
 

期 日：平成２９年３月１２日  会 場：筑波記念病院 

テーマ：C６ 症例発表（つくばブロック新人症例検討会）  参加者：１３名 
 

期 日：平成２９年３月１８日  会 場：茨城県立医療大学 

テーマ：C６ 症例発表（龍ヶ崎・取手ブロック新人症例検討会） 

  参加者：８名 

 

２）新人教育プログラム追加研修会の開催 

  期 日：平成２９年２月２８日  会 場：筑波メディカルセンター病院 

    テーマ：A-1 理学療法と倫理                参加者：４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：４名 
 

期 日：平成２９年３月１日   会 場：結城病院 

    テーマ：B-2 クリニカルリーズニング           参加者：４名 
 

    期 日：平成２９年３月２日 会 場：茨城県保健衛生会館 コミュニティサロン和み 

    テーマ：A-4 人間関係および接遇（労働衛生含む）       参加者：３名 

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

    期 日：平成２９年３月８日 会 場：茨城県保健衛生会館 コミュニティサロン和み 

    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：２名 

テーマ：D-4 理学療法士のための医療政策論          参加者：２名 
 

    期 日：平成２９年３月１３日  会 場：茨城県立医療大学 

    テーマ：B-3 統計方法論                  参加者：１名 

テーマ：D-3 理学療法の研究方法論（EBPT 含む）      参加者：２名 
 

    期 日：平成２９年３月８日 会 場：茨城県保健衛生会館 コミュニティサロン和み 

    テーマ：B-1 一次救命処置と基本処置           参加者：３名 

テーマ：D-1 社会の中の理学療法             参加者：２名 
 

３）茨城県理学療法士講習会の開催 

期 日：平成２８年６月２６日  会 場：茨城県立医療大学 

テーマ：地域包括ケアシステム             参加者：２２名 
 

４）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受託事業） 

    期 日：平成２８年６月１２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：３６名 
 

    期 日：平成２８年７月１７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 
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（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：平成２８年４月２９日  会 場：つくば国際大学 
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期 日：平成２８年５月１５日  会 場：日立製作所日立総合病院 

テーマ：C３ 内部障害の理学療法            参加者：９０名 

テーマ：B２ クリニカルリーズニング          参加者：９０名 

テーマ：D４ 理学療法士のための医療政策論              参加者：７３名 

テーマ：B４ 症例報告・発表の仕方           参加者：１９名 
 

期 日：平成２８年６月２６日  会 場：茨城県立医療大学 

テーマ：Ｂ３ 統計方法論                参加者：５３名 
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期 日：平成２９年２月３日   会 場：総合病院土浦協同病院 

テーマ：C６ 症例発表（土浦ブロック新人症例検討会）   参加者：１１名 
 

期 日：平成２９年２月５日   会 場：古河病院 

テーマ：C６ 症例発表（筑西・下妻・古河・坂東ブロック新人症例検討会） 

  参加者：１０名 
 

期 日：平成２９年３月１２日  会 場：筑波記念病院 

テーマ：C６ 症例発表（つくばブロック新人症例検討会）  参加者：１３名 
 

期 日：平成２９年３月１８日  会 場：茨城県立医療大学 

テーマ：C６ 症例発表（龍ヶ崎・取手ブロック新人症例検討会） 

  参加者：８名 

 

２）新人教育プログラム追加研修会の開催 

  期 日：平成２９年２月２８日  会 場：筑波メディカルセンター病院 

    テーマ：A-1 理学療法と倫理                参加者：４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：４名 
 

期 日：平成２９年３月１日   会 場：結城病院 

    テーマ：B-2 クリニカルリーズニング           参加者：４名 
 

    期 日：平成２９年３月２日 会 場：茨城県保健衛生会館 コミュニティサロン和み 

    テーマ：A-4 人間関係および接遇（労働衛生含む）       参加者：３名 

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

    期 日：平成２９年３月８日 会 場：茨城県保健衛生会館 コミュニティサロン和み 

    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：２名 

テーマ：D-4 理学療法士のための医療政策論          参加者：２名 
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【施設ごと履修者人数】※県内施設の理学療法士のみ記載  

 

2012

年度 

2013

年度 

2014

年度 

2015

年度 

2016

年度 

日立製作所多賀総合病院  1 名    

北茨城市民病院    1 名  

いちはら病院                     1 名  1 名 1 名  

筑波メディカルセンター病院 3 名 1 名 2 名   

きぬ医師会病院 1 名     

筑波記念病院 5 名 4 名 4 名   

介護老人保健施設 つくばケアセンター 5 名 2 名 2 名   

筑波学園病院   2 名 2 名  

水戸中央病院  3 名  3 名   

水戸済生会総合病院 1 名  1 名  4 名 

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院 3 名     

水戸ブレインハートセンター 1 名   1 名  

石岡循環器科脳神経外科病院  2 名 2 名   

医療専門学校 水戸メディカルカレッジ  1 名    

茨城保健生活協同組合 城南病院  1 名    

立川記念病院  2 名  2 名 2 名 

茨城県立こども病院   1 名   

介護老人保健施設 くるみ館   2 名   

介護老人保健施設シルバービレッジ    2 名  

介護老人保健施設みがわ    1 名 1 名 

茨城県立健康プラザ    1 名  

水戸病院     1 名 

鹿島病院 1 名 1 名   2 名 

介護老人保健施設 シオン 2 名     

渡辺病院 1 名     

リハビリデイサービス孫の茶   1 名   

白十字病院     1 名 

志村大宮病院・茨城北西総合リハビリテーションセンター 1 名  1 名 1 名  

岩上記念病院    2 名  

介護老人保健施設 サンライズ湊     1 名 

敬愛小林クリニック     1 名 

吉成医院     1 名 

湖南病院  1 名  1 名  

県西総合病院    1 名  
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2017 年 3月末時点

土浦保健医療圏

4 施設 6 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

5 施設 8 名 

水戸保健医療圏

14 施設 38 名 

鹿行保健医療圏

5 施設 9 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 24 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
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水戸市
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    期 日：平成２８年９月４日  会 場：つくば国際大学 

    テーマ：基礎編／理論 スポーツ理学療法に必要な関節の解剖・運動学と代表的な疾患の理学

療法の展開 

       参加者：４３名 
 

      期 日：平成２９年１月２２日  会 場：筑波メディカルセンター病院 

    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の進め方 

       参加者：４３名 
 

５）協会指定管理者研修 

    期 日：平成２８年６月２７日  会 場：茨城県保健衛生会館 

テーマ：協会の求める管理者像、各都道府県における士会組織化の方向性と管理者の協力体制 

     参加者：４０名 
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（３）学術誌「理学療法いばらき 第２０巻」の発行 

平成２８年６月１５日 発行部数２７００部 

 
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月、８月、１１月、２月  各２０５０部発行 

・「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１７５件（研修会・その他情報発信） 

  ・Facebook による情報発信：１８件 

・ホームページの閲覧状況等について解析。 

 
（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・言語聴覚士進路指導に関する情報提供 

対 象：県内高等学校の進路指導担当教員 

・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 

参加者：５９校２７６名参加（４８８名申し込み２９４名マッチング） 

期 日：8 月 1５日～8 月 2７日  対応施設：3８施設 

 

（４）理学療法週間ＰＲグッズの配布 

（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３色+１ボールペン（１，０００本） 
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（５）「理学療法の日」作文コンクール事業 

対 象：（学生の部）県内在住及び県内に通学している中・高校生および大学生・専門学校生 

（一般の部）県内に在住している一般の方 

   応募期間：平成２８年４月１５日～６月１０日 

   応募数 ：６８名 

   受賞者 ：＜学生の部＞     

最優秀賞 七字 葵（茨城県立水戸第三高等学校３年）理学療法士への感謝と将来の夢 

優秀賞  高野 国大（アール医療福祉専門学校３年）地域社会に資する理学療法 

優秀賞  伊藤 薫（茨城県立水戸第二高等学校３年）理学療法との出会い 

佳作   齋藤 裕也（アール医療福祉専門学校１年）私の目指す理学療法士 

佳作   大平 羽津奈（茨城キリスト教学園高等学校２年）けがと上手に生きるために 

佳作   多賀谷 開（茨城県立水海道第一高等学校３年）理学療法との出会い 

 

＜一般の部＞ 

最優秀賞 長谷 純子（石岡市）理学療法を受けられることに感謝 

優秀賞  髙橋 功（鹿嶋市）楽しい生活を夢見て 

佳作   中郡 久夫（日立市）身近な理学療法士さん 

佳作   松島 繁（笠間市）理学療法に思うこと 

   表彰式 ：平成２８年７月２４日（茨城県総合福祉会館） 

 
 

平成２８年度「理学療法の日」作文コンクール 

 

理学療法啓発部長 峯岸 忍（筑波メディカルセンター病院） 

 

平成２８年７月２４日、第 20 回茨城県理学療法士学会内において、平成２８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。 

会員の皆様ご協力もあり、「学生の部」、「一般の部」を合わせて ６８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。 

両部合わせて 10 点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。 

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）平成２８年 介護の日 パネル展示（担当：理学療法啓発部） 

日 時：平成２８年１１月８日（水）～１１月１３日（月） 会 場：茨城県庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホスピタル坂東   1 名   

つくば国際大学 1 名 2 名    

神立病院  1 名     

土浦市役所  1 名    

土浦協同病院     1 名 

茨城県立医療大学 2 名     

東京医科大学茨城医療センター  1 名     

つくばセントラル病院 3 名 3 名 3 名 3 名 3 名 

茨城県立医療大学付属病院   １名   

牛久愛和総合病院    1 名  

総合守谷第一病院    1 名 1 名 

牛尾病院    1 名  

介護老人保健施設けやきの郷    1 名  
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（５）「理学療法の日」作文コンクール事業 

対 象：（学生の部）県内在住及び県内に通学している中・高校生および大学生・専門学校生 

（一般の部）県内に在住している一般の方 

   応募期間：平成２８年４月１５日～６月１０日 

   応募数 ：６８名 

   受賞者 ：＜学生の部＞     

最優秀賞 七字 葵（茨城県立水戸第三高等学校３年）理学療法士への感謝と将来の夢 

優秀賞  高野 国大（アール医療福祉専門学校３年）地域社会に資する理学療法 

優秀賞  伊藤 薫（茨城県立水戸第二高等学校３年）理学療法との出会い 

佳作   齋藤 裕也（アール医療福祉専門学校１年）私の目指す理学療法士 

佳作   大平 羽津奈（茨城キリスト教学園高等学校２年）けがと上手に生きるために 

佳作   多賀谷 開（茨城県立水海道第一高等学校３年）理学療法との出会い 

 

＜一般の部＞ 

最優秀賞 長谷 純子（石岡市）理学療法を受けられることに感謝 

優秀賞  髙橋 功（鹿嶋市）楽しい生活を夢見て 

佳作   中郡 久夫（日立市）身近な理学療法士さん 

佳作   松島 繁（笠間市）理学療法に思うこと 

   表彰式 ：平成２８年７月２４日（茨城県総合福祉会館） 

 
 

平成２８年度「理学療法の日」作文コンクール 

 

理学療法啓発部長 峯岸 忍（筑波メディカルセンター病院） 

 

平成２８年７月２４日、第 20 回茨城県理学療法士学会内において、平成２８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。 

会員の皆様ご協力もあり、「学生の部」、「一般の部」を合わせて ６８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。 

両部合わせて 10 点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。 

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）平成２８年 介護の日 パネル展示（担当：理学療法啓発部） 

日 時：平成２８年１１月８日（水）～１１月１３日（月） 会 場：茨城県庁 
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（３）学術誌「理学療法いばらき 第２０巻」の発行 
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・「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１７５件（研修会・その他情報発信） 
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Ⅱ．共益事業 
１．会員に関する事業 
（１）会員相互扶助事業 

１）平成２８年度３士会合同懇親会： 

期 日：平成２９年３月１０日 

会 場：プレジデントホテル水戸 

参加者：理学療法士１０名 

２）賛助会員等との意見交換会の開催 

   開催なし 

（２）表彰式の実施および茨城県表彰に関する調査 

１）表彰式の開催 

 期 日：平成２８年６月２６日 

 会 場：茨城県立医療大学 

２）茨城県表彰に係る受賞候補者の推薦に関する調査 

 １名推薦 

（３）新人オリエンテーション及び卒前オリエンテーションの開催 

  １）新人オリエンテーションの開催 

期 日：平成２８年４月２９日 

会 場：つくば国際大学 

２）卒前オリエンテーションの開催 

期 日：平成２９年２月２７日 

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

       水戸メディカルカレッジ 

（４）会員名簿、定款・規程集の作成 

（５）団体補償保険に関すること 

自動車保険の集団扱い制度への加入 

（６）慶弔（祝金・弔慰金・祝電・弔電）に関すること 

   祝電１６件・祝金２件・祝花３件・弔電１０件・香典２件・生花２件 

（７）理学療法士の求人に関すること 

（８）理学療法士教育に関する事業 

  １）茨城県臨床実習連絡協議会 

第１回 

   期 日：平成２８年７月２８日 

   会 場：アール医療福祉専門学校 

   第２回 

   期 日：平成２９年３月２日  

   会 場：アール医療福祉専門学校 

  ２）茨城県臨床実習指導者研修会 

期 日：平成２９年２月１２日 

会 場：茨城県立医療大学 

（９）会員に向けた情報発信 

  ・ホームページ更新：１７５件 

  ・Facebook による情報発信：１８件 
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２．就業に関する事業 
（１）就業支援事業準備事業：４事業所との協議を実施 

（２）就業に関する相談：４１件 

 

３．政策提言に関する事業 
（１）県理学療法士連盟合同研修会の開催 

期 日：平成２８年４月２３日 

会 場：茨城県立健康プラザ 

テーマ：理学療法に関連する平成２８年度診療報酬改定説明会 

（２）身分、処遇、待遇に関する各種調査・会議 

   茨城県医療対策課に県内需給と施術院に関する疑義提言 

（３）医療・保険制度に関する各種調査・会議 

   県・市町村に提言 

（４）職域、職能に関する各種調査・会議 

県・市町村に提言 

（５）その他 

   自民党茨城県連への政策要望、自民党茨城県連保健福祉部会政策勉強会で提言 

 

４．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 

各種表彰推薦根拠となる役員業績調査を実施 

（３）情報の整理に関する事項 

（４）災害支援に関する事業 

・平成２７年９月関東・東北豪雨災害におけるお見舞金支給の検討 

支給者：１名（大規模半壊） 

 ・茨城JRAT会議出席 

   期 日：平成２８年４月２０日      会 場：水戸赤十字病院 

   期 日：平成２８年５月２４日      会 場：水戸赤十字病院 

   期 日：平成２８年８月３０日      会 場：志村大宮病院 

   期 日：平成２８年１２月９日      会 場：水戸赤十字病院 

 
 
Ⅲ．管理部門 
１．各種会議運営事業 
（１） 運営会議  

１）第４３回定時総会 

期 日：平成２８年６月２６日      会 場：茨城県立医療大学 

２）理事会 

 第１回 期 日：平成２８年５月２３日  会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２８年１１月１８日 会 場：本会事務所 

臨 時 期 日：平成２９年２月２４日  会 場：本会事務所 

３）業務執行理事会 

 第１回 期 日：平成２８年５月１１日  会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２８年７月１５日  会 場：本会事務所 

第３回 期 日：平成２８年９月２７日  会 場：本会事務所 
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（６）慶弔（祝金・弔慰金・祝電・弔電）に関すること 

   祝電１６件・祝金２件・祝花３件・弔電１０件・香典２件・生花２件 

（７）理学療法士の求人に関すること 

（８）理学療法士教育に関する事業 

  １）茨城県臨床実習連絡協議会 

第１回 

   期 日：平成２８年７月２８日 

   会 場：アール医療福祉専門学校 

   第２回 

   期 日：平成２９年３月２日  

   会 場：アール医療福祉専門学校 

  ２）茨城県臨床実習指導者研修会 

期 日：平成２９年２月１２日 

会 場：茨城県立医療大学 

（９）会員に向けた情報発信 

  ・ホームページ更新：１７５件 

  ・Facebook による情報発信：１８件 
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２．就業に関する事業 
（１）就業支援事業準備事業：４事業所との協議を実施 

（２）就業に関する相談：４１件 

 

３．政策提言に関する事業 
（１）県理学療法士連盟合同研修会の開催 

期 日：平成２８年４月２３日 

会 場：茨城県立健康プラザ 

テーマ：理学療法に関連する平成２８年度診療報酬改定説明会 

（２）身分、処遇、待遇に関する各種調査・会議 

   茨城県医療対策課に県内需給と施術院に関する疑義提言 

（３）医療・保険制度に関する各種調査・会議 

   県・市町村に提言 

（４）職域、職能に関する各種調査・会議 

県・市町村に提言 

（５）その他 

   自民党茨城県連への政策要望、自民党茨城県連保健福祉部会政策勉強会で提言 

 

４．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 

各種表彰推薦根拠となる役員業績調査を実施 

（３）情報の整理に関する事項 

（４）災害支援に関する事業 

・平成２７年９月関東・東北豪雨災害におけるお見舞金支給の検討 

支給者：１名（大規模半壊） 

 ・茨城JRAT会議出席 

   期 日：平成２８年４月２０日      会 場：水戸赤十字病院 

   期 日：平成２８年５月２４日      会 場：水戸赤十字病院 

   期 日：平成２８年８月３０日      会 場：志村大宮病院 

   期 日：平成２８年１２月９日      会 場：水戸赤十字病院 

 
 
Ⅲ．管理部門 
１．各種会議運営事業 
（１） 運営会議  

１）第４３回定時総会 

期 日：平成２８年６月２６日      会 場：茨城県立医療大学 

２）理事会 

 第１回 期 日：平成２８年５月２３日  会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２８年１１月１８日 会 場：本会事務所 

臨 時 期 日：平成２９年２月２４日  会 場：本会事務所 

３）業務執行理事会 

 第１回 期 日：平成２８年５月１１日  会 場：本会事務所 

第２回 期 日：平成２８年７月１５日  会 場：本会事務所 

第３回 期 日：平成２８年９月２７日  会 場：本会事務所 
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第４回 期 日：平成２８年１１月１８日 会 場：本会事務所 

第５回 期 日：平成２９年１月２０日  会 場：本会事務所 

第６回 期 日：平成２９年３月１７日  会 場：本会事務所 

４）ブロック長会議 

期 日：平成２９年１月１３日      会 場：本会事務所 

５）ブロック会議 

水戸：                 期 日：平成２８年６月３日、１０月１１日 

日立：                 期 日：平成２９年３月２８日 

常陸太田・ひたちなか：         期 日：平成２８年７月１２日 

鹿行：                 期 日：開催なし 

土浦：                 期 日：開催なし 

つくば：                期 日：平成２８年６月１日 

取手・竜ヶ崎：             期 日：平成２８年９月２日 

筑西・下妻：              期 日：平成２８年７月２７日 

古河・坂東：              期 日：平成２８年７月２７日 

６）市町村担当者会議 

 開催なし 

７）理学療法部門責任者会議 

開催なし 

８）その他 

（２）平成２７年度期末監査および平成２８年度中間監査 

平成２７年度期末監査 期 日：平成２８年５月２３日  会 場：本会事務所 

平成２８年度中間監査 期 日：平成２８年１１月１８日 会 場：本会事務所 

（３）障害者総合支援法に基づく自立訓練（機能訓練）事業準備会議 

  第１回 期 日：平成２８年５月２５日   会 場：茨城県庁 

  第２回 期 日：平成２８年６月６日    会 場：茨城県庁 

  第３回 期 日：平成２８年６月２２日   会 場：本会事務所 

  第４回 期 日：平成２８年７月２２日   会 場：茨城県庁 

  第５回 期 日：平成２８年１０月２４日  会 場：茨城県庁 

  第６回 期 日：平成２８年１２月１２日  会 場：筑波メディカルセンター病院 

 
２．委員会 
（１）定款組織検討委員会 

・定款改正 

・会員規程改定 

・茨城県理学療法士学会規程改定 

・寄付金規程新設 

・平成３２年度関東甲信越ブロック理学療法士学会準備資金取扱規程新設 

（２）表彰委員会 

１）平成２８年度茨城県表彰に係る表彰候補者調査 平成２８年５月  

２）平成２８年度ハーモニー功労賞表彰候補者調査 平成２８年５月から８月  

３）第３回「昭和上條医療賞」対象者調査 平成２８年５月から９月 

４）第４５回医療功労賞に係る候補者調査 平成２８年６月から８月 

５）平成２８年度公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰候補者調査 平成２８年８月 

６）平成２８年度健康づくり推進事業功労者表彰候補者調査 平成２６年９月 

７）平成２８年度 茨城県理学療法士会 功労賞・功績賞・学術賞候補者調査 
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８）日本理学療法士協会賞候補者調査 

９）医療従事者に係る叙勲・褒章等候補者の調査 平成２８年１１月 

１０）第６９回「保健文化賞」候補者調査 平成２９年２月から３月 

（３）就業支援、企業・職業支援事業準備委員会 

  活動なし 

（４）倫理委員会 

  活動なし 

（５）選挙管理委員会 

  活動なし 

 

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）会計処理に関する事業 

（３）本会会務運営の渉外・管理に関する事業 

  １）平成２７年度事業報告書等の茨城県への提出 

期 日：平成２８年６月２７日 

  ２）平成２９年度事業計画書等の茨城県への提出 

期 日：平成２９年３月３０日 

  ３）「公益法人の寄付金収入に関する実態調査」の内閣府への回答 

期 日：平成２９年２月２日 

 ４）公益法人制度に係る情報収集 

 ５）個人情報保護法、マイナンバー制度に係る情報収集 

６）共催、協賛、後援等に関すること 

  ７）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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第４回 期 日：平成２８年１１月１８日 会 場：本会事務所 

第５回 期 日：平成２９年１月２０日  会 場：本会事務所 

第６回 期 日：平成２９年３月１７日  会 場：本会事務所 

４）ブロック長会議 

期 日：平成２９年１月１３日      会 場：本会事務所 

５）ブロック会議 

水戸：                 期 日：平成２８年６月３日、１０月１１日 

日立：                 期 日：平成２９年３月２８日 

常陸太田・ひたちなか：         期 日：平成２８年７月１２日 

鹿行：                 期 日：開催なし 

土浦：                 期 日：開催なし 

つくば：                期 日：平成２８年６月１日 

取手・竜ヶ崎：             期 日：平成２８年９月２日 

筑西・下妻：              期 日：平成２８年７月２７日 

古河・坂東：              期 日：平成２８年７月２７日 

６）市町村担当者会議 

 開催なし 

７）理学療法部門責任者会議 

開催なし 

８）その他 

（２）平成２７年度期末監査および平成２８年度中間監査 

平成２７年度期末監査 期 日：平成２８年５月２３日  会 場：本会事務所 

平成２８年度中間監査 期 日：平成２８年１１月１８日 会 場：本会事務所 

（３）障害者総合支援法に基づく自立訓練（機能訓練）事業準備会議 

  第１回 期 日：平成２８年５月２５日   会 場：茨城県庁 

  第２回 期 日：平成２８年６月６日    会 場：茨城県庁 

  第３回 期 日：平成２８年６月２２日   会 場：本会事務所 

  第４回 期 日：平成２８年７月２２日   会 場：茨城県庁 

  第５回 期 日：平成２８年１０月２４日  会 場：茨城県庁 

  第６回 期 日：平成２８年１２月１２日  会 場：筑波メディカルセンター病院 

 
２．委員会 
（１）定款組織検討委員会 

・定款改正 

・会員規程改定 

・茨城県理学療法士学会規程改定 

・寄付金規程新設 

・平成３２年度関東甲信越ブロック理学療法士学会準備資金取扱規程新設 

（２）表彰委員会 

１）平成２８年度茨城県表彰に係る表彰候補者調査 平成２８年５月  

２）平成２８年度ハーモニー功労賞表彰候補者調査 平成２８年５月から８月  

３）第３回「昭和上條医療賞」対象者調査 平成２８年５月から９月 

４）第４５回医療功労賞に係る候補者調査 平成２８年６月から８月 

５）平成２８年度公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰候補者調査 平成２８年８月 

６）平成２８年度健康づくり推進事業功労者表彰候補者調査 平成２６年９月 

７）平成２８年度 茨城県理学療法士会 功労賞・功績賞・学術賞候補者調査 
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８）日本理学療法士協会賞候補者調査 

９）医療従事者に係る叙勲・褒章等候補者の調査 平成２８年１１月 

１０）第６９回「保健文化賞」候補者調査 平成２９年２月から３月 

（３）就業支援、企業・職業支援事業準備委員会 

  活動なし 

（４）倫理委員会 

  活動なし 

（５）選挙管理委員会 

  活動なし 

 

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）会計処理に関する事業 

（３）本会会務運営の渉外・管理に関する事業 

  １）平成２７年度事業報告書等の茨城県への提出 

期 日：平成２８年６月２７日 

  ２）平成２９年度事業計画書等の茨城県への提出 

期 日：平成２９年３月３０日 

  ３）「公益法人の寄付金収入に関する実態調査」の内閣府への回答 

期 日：平成２９年２月２日 

 ４）公益法人制度に係る情報収集 

 ５）個人情報保護法、マイナンバー制度に係る情報収集 

６）共催、協賛、後援等に関すること 

  ７）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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第４回 期 日：平成２８年１１月１８日 会 場：本会事務所 

第５回 期 日：平成２９年１月２０日  会 場：本会事務所 

第６回 期 日：平成２９年３月１７日  会 場：本会事務所 

４）ブロック長会議 

期 日：平成２９年１月１３日      会 場：本会事務所 

５）ブロック会議 

水戸：                 期 日：平成２８年６月３日、１０月１１日 

日立：                 期 日：平成２９年３月２８日 

常陸太田・ひたちなか：         期 日：平成２８年７月１２日 

鹿行：                 期 日：開催なし 

土浦：                 期 日：開催なし 

つくば：                期 日：平成２８年６月１日 

取手・竜ヶ崎：             期 日：平成２８年９月２日 

筑西・下妻：              期 日：平成２８年７月２７日 

古河・坂東：              期 日：平成２８年７月２７日 

６）市町村担当者会議 

 開催なし 

７）理学療法部門責任者会議 

開催なし 

８）その他 

（２）平成２７年度期末監査および平成２８年度中間監査 

平成２７年度期末監査 期 日：平成２８年５月２３日  会 場：本会事務所 

平成２８年度中間監査 期 日：平成２８年１１月１８日 会 場：本会事務所 

（３）障害者総合支援法に基づく自立訓練（機能訓練）事業準備会議 

  第１回 期 日：平成２８年５月２５日   会 場：茨城県庁 

  第２回 期 日：平成２８年６月６日    会 場：茨城県庁 

  第３回 期 日：平成２８年６月２２日   会 場：本会事務所 

  第４回 期 日：平成２８年７月２２日   会 場：茨城県庁 

  第５回 期 日：平成２８年１０月２４日  会 場：茨城県庁 

  第６回 期 日：平成２８年１２月１２日  会 場：筑波メディカルセンター病院 

 
２．委員会 
（１）定款組織検討委員会 

・定款改正 

・会員規程改定 

・茨城県理学療法士学会規程改定 

・寄付金規程新設 

・平成３２年度関東甲信越ブロック理学療法士学会準備資金取扱規程新設 

（２）表彰委員会 

１）平成２８年度茨城県表彰に係る表彰候補者調査 平成２８年５月  

２）平成２８年度ハーモニー功労賞表彰候補者調査 平成２８年５月から８月  

３）第３回「昭和上條医療賞」対象者調査 平成２８年５月から９月 

４）第４５回医療功労賞に係る候補者調査 平成２８年６月から８月 

５）平成２８年度公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰候補者調査 平成２８年８月 

６）平成２８年度健康づくり推進事業功労者表彰候補者調査 平成２６年９月 

７）平成２８年度 茨城県理学療法士会 功労賞・功績賞・学術賞候補者調査 
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８）日本理学療法士協会賞候補者調査 

９）医療従事者に係る叙勲・褒章等候補者の調査 平成２８年１１月 

１０）第６９回「保健文化賞」候補者調査 平成２９年２月から３月 

（３）就業支援、企業・職業支援事業準備委員会 

  活動なし 

（４）倫理委員会 

  活動なし 

（５）選挙管理委員会 

  活動なし 

 

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）会計処理に関する事業 

（３）本会会務運営の渉外・管理に関する事業 

  １）平成２７年度事業報告書等の茨城県への提出 

期 日：平成２８年６月２７日 

  ２）平成２９年度事業計画書等の茨城県への提出 

期 日：平成２９年３月３０日 

  ３）「公益法人の寄付金収入に関する実態調査」の内閣府への回答 

期 日：平成２９年２月２日 

 ４）公益法人制度に係る情報収集 

 ５）個人情報保護法、マイナンバー制度に係る情報収集 

６）共催、協賛、後援等に関すること 

  ７）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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2016 年度 会員動向について 

庶務担当   髙橋 千晶 

 

１、正会員・賛助会員 

正会員数 1925 名 （2017 年 3 月 31 日現在） 

新入会  156 名   

転入 39 名、 転出 57 名、 県内異動 255 名 、退会 29 名、 休会 35 名 

賛助会員 14 社 

 

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） 
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③医療圏別会員数（図 3） 
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会員数（人）

図３ 医療圏別会員数（施設会員）

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度

 
  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 

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） 
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平成 27・28 年度役員名簿 

 

役職 氏名 勤務先 

会長 斉藤 秀之 筑波記念会 

副会長 浅川 育世 

金子 哲 

沼尻 一哉 

茨城県立医療大学 

水戸赤十字病院 

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 

國谷 伸一 

直井 洋明 

森田 英隆 

志村大宮病院 

立川記念病院 

土浦市役所 

いちはら病院 

理事 赤津 安恵美 

淺野 信一 

神林 薫 

桜井 哲也 

菅谷 友美 

鈴木 和江 

日立製作所多賀総合病院 

つくばセントラル病院 

やすらぎの丘温泉病院 

結城病院 

鹿島病院 

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 

橋本 英之 

石岡循環器科脳神経外科病院 

橋本公認会計士事務所 
 

日本理学療法士

協会代議員 

大曽根 賢一 

金子 哲 

佐藤 誠 

沼尻 一哉 

松井 弘子 

村野 勇 

森 洋輔 

筑波メディカルセンター 

水戸赤十字病院 

日立製作所ひたちなか総合病院 

茨城西南医療センター病院 

取手北相馬保健医療センター医師会病院 

土浦協同病院 

城西病院 

                          

                               （50 音順） 
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平成 27・28年度 局・部・委員会名簿 

 

社会職能局 局長 直井 洋明 土浦市役所 

地域ケア推進事業部 部長 

部員 

部員 

村田 康成 

佐藤 誠 

井上 愛理 

石岡循環器科脳神経外科病院 

日立製作所ひたちなか総合病院 

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 

部長 

部員 

部員 

神林 薫 

久保田 淳 

高木 和宏 

やすらぎの丘温泉病院 

総和中央病院 

北茨城市民病院 

スポーツ支援事業部 部長 

部員 

部員 

鈴木 康文 

田村 耕一郎 

永井 智 

つくば国際大学 

広瀬医院 

広瀬医院 

学術・教育局 局長 國谷 伸一 立川記念病院 

学会・学術誌部 部長 

部員 

部員 

部員 

下村 哲志 

高尾 敏文 

佐野 歩 

飯野 和徳 

筑波学園病院 

つくば国際大学 

茨城県立医療大学付属病院 

筑波記念病院 

生涯学習部 部長 

部員 

部員 

部員 

黒田 崇 

加藤 行一 

山口 勝彦 

武井 修 

きぬ医師会病院 

神立病院 

水戸済生会総合病院 

つくばセントラル病院 

卒前教育部 部長 

部員 

部員 

淺野 信一 

高田 祐 

村野 勇 

つくばセントラル病院 

アール医療福祉専門学校 

土浦協同病院 

普及啓発局 局長 森田 英隆 いちはら病院 

広報部 部長 

部員 

部員 

部員 

高石 直紀 

倉田 俊洋 

冨澤 将人 

小橋 正和 

湖南病院 

いちはら病院 

牛尾病院 

湖南病院 

 理学療法啓発部 部長 

部員 

峯岸 忍 

一ノ瀬 陽子 

筑波メディカルセンター 

筑波メディカルセンター 

調査・情報部 

 

 

部長 

部員 

部員 

長谷川 大悟 

柴田 洋佑 

高見 友 

介護老人福祉施設サンフラワーひたちなか 

きぬ医師会病院 

いちはら病院 
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事務局 局長 金子 哲 水戸赤十字病院 

総務 担当者 平田 清次 

笠原 鉄聡 

長谷川 聡 

ひたち医療センター 

介護老人保健施設みがわ 

北水会記念病院 

庶務 担当者 髙橋 千晶 

吉田 和歌子 

水戸済生会総合病院 

水戸協同病院 

財務 担当者 川﨑 仁史 

三田 拓 

志村大宮病院 

志村大宮病院 

共益 担当者 菅井 康弘 

嶋田 寛 

茨城西南医療センター病院 

茨城県立中央病院 

法人 担当者 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 

 定款組織検討委員会  委員長代理 

委員 

大曽根 賢一 

三谷 健 

筑波メディカルセンター 

渡辺病院 

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 

委員 

高倉 秀暢 

小手彰太 

水戸メディカルカレッジ 

水戸メディカルカレッジ 

 

 

平成 27年度 地区ブロック代表者名簿 

水戸 鈴木 紀美恵 水戸赤十字病院 

日立 佐々木 武人 日立製作所多賀総合病院 

常陸太田・ひたちなか 佐藤 誠 日立製作所ひたちなか総合病院 

鹿行 井上 克也 鹿島病院 

土浦 村野 勇 土浦協同病院 

つくば 江口 哲男 筑波メディカルセンター 

取手・竜ヶ崎 松井 弘子 取手北相馬保健医療センター医師会病院 

筑西・下妻 森 洋輔 城西病院 

古河・坂東 横山 哲也 茨城西南医療センター病院 
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平成 28 年度賛助会員名簿 

 

 
社名 郵便番号 住所 

1 株式会社デベロ 310-0841 茨城県水戸市酒門町 1744-2 

2 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 

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

4 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 

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

6 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 

7 有限会社ヨシフク 310-0841 茨城県水戸市酒門町 1437-3 

8 株式会社三陽 310-0852 茨城県水戸市笠原町 1510 

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

10 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 

11 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 

12 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 

13 
三井住友海上保険株式会社茨城支店 

水戸第二支社 
310-0011 茨城県水戸市三の丸 1-1-24 
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平成 27・28 年度役員名簿 

 

役職 氏名 勤務先 

会長 斉藤 秀之 筑波記念会 

副会長 浅川 育世 

金子 哲 

沼尻 一哉 

茨城県立医療大学 

水戸赤十字病院 

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 

國谷 伸一 

直井 洋明 

森田 英隆 

志村大宮病院 

立川記念病院 

土浦市役所 

いちはら病院 

理事 赤津 安恵美 

淺野 信一 

神林 薫 

桜井 哲也 

菅谷 友美 

鈴木 和江 

日立製作所多賀総合病院 

つくばセントラル病院 

やすらぎの丘温泉病院 

結城病院 

鹿島病院 

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 

橋本 英之 

石岡循環器科脳神経外科病院 

橋本公認会計士事務所 
 

日本理学療法士

協会代議員 

大曽根 賢一 

金子 哲 

佐藤 誠 

沼尻 一哉 

松井 弘子 

村野 勇 

森 洋輔 

筑波メディカルセンター 

水戸赤十字病院 

日立製作所ひたちなか総合病院 

茨城西南医療センター病院 

取手北相馬保健医療センター医師会病院 

土浦協同病院 

城西病院 

                          

                               （50 音順） 
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事務局 局長 金子 哲 水戸赤十字病院 

総務 担当者 平田 清次 

笠原 鉄聡 

長谷川 聡 

ひたち医療センター 

介護老人保健施設みがわ 

北水会記念病院 

庶務 担当者 髙橋 千晶 

吉田 和歌子 

水戸済生会総合病院 

水戸協同病院 

財務 担当者 川﨑 仁史 

三田 拓 
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嶋田 寛 

茨城西南医療センター病院 

茨城県立中央病院 

法人 担当者 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 

 定款組織検討委員会  委員長代理 

委員 

大曽根 賢一 

三谷 健 

筑波メディカルセンター 

渡辺病院 

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 

委員 

高倉 秀暢 

小手彰太 

水戸メディカルカレッジ 

水戸メディカルカレッジ 

 

 

平成 27年度 地区ブロック代表者名簿 
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日立 佐々木 武人 日立製作所多賀総合病院 
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鹿行 井上 克也 鹿島病院 
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平成 28 年度賛助会員名簿 
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賛助会員広告 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

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 
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＊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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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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水戸カルディオセンター株式会社 
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