
 

 

 

 

平成２７年度事業報告書 

Ⅰ．公益目的事業 

1．理学療法を通じて県民の保健・医療・福祉の増進と支援に寄与する事業 

（１）地域包括ケアシステムに関する事業   

１）障害者（児）支援に関する理学療法士派遣事業 

○水戸特別支援学校への外部専門家（理学療法士）派遣事業（月１回） 

      派 遣：９回 延べ ９名 

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

派遣者：１名 

      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   

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：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 

○茨城県回復期リハビリテーション病棟の会への協力（世話人派遣） 

派遣者：１名 

   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 

○茨城県訪問リハビリテーション協議会（茨城の訪問リハビリテーションを考える会より改称）

への協力（世話人派遣） 

派遣者：１名 

○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 延べ８７名 

 



 

 

 

 

 ・結城市二次予防事業介護教室 

   派 遣：２０回 延べ４６名（理学療法士２０名、作業療法士１８名、言語聴覚士８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：１４件  

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） 

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  

    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スポーツ健康フェスティバル 

    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 



 

 

 

 

  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 

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： ＊詳細平成２７年度在宅医療介護連携拠点事業報告参照 

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 

 

（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 

 

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 

 

（２）研修会・講習会等に関する事業 

１）研修会の開催 

＜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性            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  

会 場：茨城県保健衛生会館 

参加者：１３名 

・期 日：平成２８年１月２４日 

テーマ：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 

会 場：つくばセントラル病院  

参加者：３８名 

 

３）新人症例検討会の開催 

・水戸： 

期 日：平成２７年９月５日    会 場：水戸赤十字病院  

参加者：４名 

    ・日立： 

期 日：平成２７年１１月２０日  会 場：日立製作所多賀総合病院 

参加者：７名  

    ・常陸太田・ひたちなか： 

期 日：平成２７年１１月２７日  会 場：日立製作所ひたちなか総合病院 

参加者：１１名  

    ・鹿行： 

期 日：平成２８年２月１２日   会 場：鹿島病院 

参加者：３名    

    ・土浦： 

期 日：平成２８年２月１２日   会 場：総合病院土浦協同病院 

参加者：１２名    

    ・つくば： 

第１回 

期 日：平成２７年８月２３日   会 場：筑波記念病院 

参加者：３名 

第２回 

期 日：平成２８年３月１３日   会 場：筑波記念病院 

参加者：２０名 

 



 

 

 

 

    ・取手・龍ヶ崎： 

期 日：平成２８年３月１２日   会 場：東京医科大学茨城医療センター 

参加者：２８名    

    ・筑西・下妻、古河・坂東： 

期 日：平成２８年２月７日    会 場：協和中央病院 

参加者：８名 

 

４）茨城県理学療法士会主催講習会の開催 

期 日：平成２７年６月２８日 

テーマ：すべての人に「理学療法」が届く地域包括ケアを目指して  

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（平成２７年６月）の発行 

    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 

    ・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 

 

（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 

 

 



 

 

 

 

（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 

 

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.調査・研究に関する事業 

活動なし 

 

７.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 

 

８.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 

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 



 

 

 

 

 

（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

文コンクールに係る共催名義

の使用等について（依頼） 

平成２７年７月１日～１

１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」の後援につい

て 

平成２７年７月１日～１

１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５９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                 

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

人茨城県理学療法士会日立ブ

ロック「２０１５新人症例発

表会」 

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

院統括本部施設間連携

委員会リハビリテーシ

ョン管理分科会 

Ｃ－６ 症例発

表 

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 

 

 

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 

 

 

― 

 

  ・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）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 

 

（５）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）ブロックリーダー会議    非実施 

５）ブロック会議 

    水戸：           期 日：平成２７年８月１８日 

    日立：           非実施 

    常陸太田・ひたちなか：   期 日：平成２７年６月１０日 

    鹿行：           非実施 

    土浦：           非実施 

    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 

 

６）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 

７）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 

 

８）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 

（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）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、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 

 


