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巻頭言 
 

 

 

 

公益社団法人 茨城県理学療法士会  

第10 代会長 浅川 育世 

（茨城県立医療大学） 

      

 

 

 

本会は公益社団法人として、県民の医療・保健・福祉の増進に寄与する団体として事業を実

施しております。 

地域自立支援センター事業として設置された北茨城地域自立支援センターは訪問事業、介護

予防事業、各種会議への参加など着実に実績を積み重ね、北茨城市の重責を担うようになって

まいりました。日本理学療法士協会モデル事業で進めてきた障害者相談支援事業では、本会よ

り２名が障害者相談支援従事者（初任者）研修を受講し、筑西地域自立支援センターに障害者

相談支援事業所の開設の準備に当たりました。今後は筑西市周辺地域の障害者福祉にも注力し

ていきたいと考えます。 

また、7 月 17 日の理学療法の日にちなみ、日本理学療法士協会全国一斉介護予防・健康増

進キャンペーンとして開催したシルバーリハビリ体操フェスティバル事業は県内 9 か所で多く

の一般市民の参加を得、シルバーリハビリ体操を県内のみならず全国に広めることが出来まし

た。今後も「自助」「共助」で行う先駆的なモデルであるシルバーリハビリ体操を本会としても

支援していきたいと考えます。他に本会が実施する介護予防事業としては、茨城県看護協会「ま

ちの保健室」と共同で実施する体力測定・理学療法相談や各地のイベント時に開催される介護

予防キャラバンがあり、これらの実績は高く評価され、平成 30 年度健康づくり推進事業功労

者表彰において、茨城県保健福祉部長より感謝状を受賞することが出来ました。受賞を励みに

今後も県民の健康増進に貢献していきたいと考えます。 

2019 年 10 月には本県においていきいき茨城ゆめ国体、いきいき茨城ゆめ大会が開催され

ますが、昨年度に引き続き様々な準備を進めてまいりました。福井しあわせ元気大会 2018 に

おいては本会会員を茨城県選手団に帯同させ、関係機関より高い評価が得られ、茨城大会につ

いても 11 名の茨城県選手団の帯同が決定しました。2020 年の東京オリンピック・パラリン

ピックにおける理学療法士の活動にも弾みがついたものと考えます。 

学術関連では斉藤秀之大会長の元、第 53 回日本理学療法学術研修大会 in 茨城を開催しまし

た。これまでにない新たな参加型の研修会として全国より 2,284 名の参加者を集め、成功裏

に終了しましたが、開催にあたっては外部業者に委託をせず、本会会員総力を挙げて運営に取

り組み、会員相互の連携をより強いものとすることが出来ました。2021 年 10 月には関東甲

信越ブロック理学療法士学会の開催も本会が担当することが決定しており、ますます学術活動

にも力を注ぎ、会員の知識技能の向上を図りたいと思います。 

更なる組織強化としては理学療法部門責任者会議・管理者ネットワークをそれぞれ 2 回開催

したほか、県内理学療法士養成校の学生向けの会員制度を検討してまいりました。学生の段階

より本会の事業に参加していただき、本会の社会での責任、理学療法士としての社会的役割を

理解し、国家資格取得後も日本理学療法士協会ならびに本会の活動に積極的に関与いただくこ

との足場づくりと考えております。 

2019 年から 2020 年にかけても大きな事業・行事が目白押しであり、本会が貢献しなく

てはいけないこと、貢献できることはたくさんあります。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お願い申し上げます。 
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表彰 
 

【平成 30 年度県民健康づくり表彰】 

 茨城県保健福祉部長賞  公益社団法人 茨城県理学療法士会 

 

本会が平成 30 年度健康づくり推進事業功労者表彰を受賞！ 
公益社団法人 茨城県理学療法士会 会長 浅川 育世 

 この度、平成 30 年度健康づくり推進事業功

労者表彰において茨城県保健福祉部長からの感

謝状を本会が受賞いたしました。平成 31 年 2

月 19 日（火）に県庁で表彰式が行われ、本会

を代表し直井社会職能局長と共に有難く頂戴し

てまいりました。本表彰は健康いばらき 21 プ

ランの事業の一環として、地域等において健康

づくりに関して功績のあった個人・団体等に贈

られるものです。介護予防キャラバン、介護予

防フェスティバル、シルバーリハビリ体操フェ

スティバル、市民公開講座など、長年にわたり

住民向けの介護予防事業を展開・推進してきた

実績が認められての受賞となりました。本会と

して大変名誉なことだと思います。 

 これまで多くのご協力を頂いた会員の皆さま、

社会職能局の皆さまの努力がこのような形で茨城県の福祉行政から認められたことは大変誇ら

しく思います。会員の皆さまにはこれからも県民の健康づくりに寄与できるよう引き続きご支

援のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

【茨城県理学療法士会表彰】 

功労賞  該当者なし 

  

功績賞  庄司 満、本谷 功、須田 貴美子、加藤 邦子、浅川 育世、飯塚 欣司、星野 敏行 

     伊藤 博正、金城 歩 

  

学術賞  石井 伸尚、濱崎 愛、藤原 祐介、中島 弘 

  

プロボノスピリット賞  中村 太郎、中津川 理沙、神林 薫 
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平成 30 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：９回 延べ９名 

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

話人派遣） 

派遣者：１名  

    ○障害者相談支援事業 

     障害者相談支援従事者（初任者）研修を受講 受講者：2 名 

     障害者相談支援事業所開設準備 

２）高齢者の福祉増進に関する事業への協力・理学療法士派遣事業 

  〇茨城県立健康プラザ介護予防推進室への理学療法士派遣・協力事業 

派遣者：9 名 

○茨城県回復期リハビリテーション病棟の会への協力（世話人派遣） 

派遣者：１名 

○茨城県訪問リハビリテーション協議会への協力（世話人派遣） 

派遣者：１名 

３）市町村支援に関する事業 

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

法士を４４市町村に配置し、各種事業に対応 

  ４）地域自立支援センター事業 

    ○北茨城地域自立支援センター 

     ① 退院（所）時あるいは退院（所）前在宅訪問事業 

   訪問件数 ２件 

 ② 住民運営の「通いの場」等への関与促進事業 

  〇シルバーリハビリ体操教室での講話・相談会 

   実施回数：１３回 参加者：２８１名 相談件数：４０件 

  〇小川地区介護予防教室 

   実施回数：８回 参加者：７２名 

  〇公民館での講話 

   実施回数：4 回 参加者：９４名 相談件数：3 件 

  〇心身障害者通所施設の体力測定・レクレーション 

   実施回数：2 回 参加者：２９名 

  〇元気ステーションでの集団訓練 

   実施回数：１１回 参加者：４３名 

  〇認知力アップ教室の立ち上げ・実施協力 

   実施回数：8 回 参加者：６６名 

 ③ 共同利用型訪問リハビリテーション事業 

  ○訪問件数：２７４件 （実践型：２５３件、指導型：２１件） 

  ○サービス担当者会議・ケア会議への出席 出席件数：２３件 

  ○地域ケア会議への出席 出席回数：１２回 

 ④ 地域からの要望に応じた活動 

  ○特養での研修会開催：実施回数：3 回 参加者：７０名 
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５）茨城県訪問リハビリテーション実務者研修会の開催 

平成３０年度茨城県在宅リハビリテーション研修会 

期日：１日目 平成３０年１０月１４日 会場：筑波記念病院 

期日：２日目 平成３０年１２月２日  会場：茨城県立健康プラザ 

参加者：５４名 

６）介護予防キャラバン事業：県内市町村事業・関連団体事業への協力 

    介護予防キャラバン 

①健康づくりキャンペーン 

期日：平成３０年９月８日 会場：ファッションクルーズニューポートひたちなか 

内容：理学療法相談 相談者：１６名 

②古河ふれあい広場２０１８ 

期日：平成３０年９月２２日 会場：ネーブルパーク 

内容：体力測定及び理学療法相談 測定者：１６１名 相談者：８名 

③健康スポーツフェスティバル 

期日：平成３０年１０月８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：２６１名 相談者：２６１名 

④みんなの生活展 

期日：平成３０年１１月２４日 会場：下館旧庁舎前 

内容：体力測定及び理学療法相談 測定者：５３名  相談者：５３名 

        茨城県看護協会「まちの保健室」との共同事業への会員派遣 

        ①期日：平成３０年８月１１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３０年８月２６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：４１名   相談者：４１名 

③期日：平成３０年１０月２５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：２０名   相談者：０名 

④期日：平成３０年１１月１７/１８日 会場：青柳公園市民体育館 

内容：体力測定及び理学療法相談 測定者：５３名  相談者：５３名 

⑤期日：平成３０年１１月２２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：１０名 

 

 

 

古河ふれあい広場 2018（H30. 9.22 ネーブルパーク） 

古河・坂東ブロック会員 渡邊 延彦（ホスピタル坂東） 

 当日は体力測定（握力、片脚立位保持時間、長座位体前屈）

やリハビリ相談を行い、体力測定へは 161 名の参加、リハ

ビリ相談は 8 名の参加がありました。60 歳以上の参加者へ

は、問診と測定結果に基づき、日々の運動・生活の指導、ア

ドバイスを行わせていただきました。参加された方には変形

性膝関節症、腰痛、骨折等の既往がある方が多く、自身の健

康寿命・介護予防への意識の高さが窺えました。今後とも、

このような事業を通じて、古河・坂東ブロックの会員の皆様

と地域活性化のお役に立てればと思います。 
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５）茨城県訪問リハビリテーション実務者研修会の開催 

平成３０年度茨城県在宅リハビリテーション研修会 

期日：１日目 平成３０年１０月１４日 会場：筑波記念病院 

期日：２日目 平成３０年１２月２日  会場：茨城県立健康プラザ 

参加者：５４名 

６）介護予防キャラバン事業：県内市町村事業・関連団体事業への協力 

    介護予防キャラバン 

①健康づくりキャンペーン 

期日：平成３０年９月８日 会場：ファッションクルーズニューポートひたちなか 

内容：理学療法相談 相談者：１６名 

②古河ふれあい広場２０１８ 

期日：平成３０年９月２２日 会場：ネーブルパーク 

内容：体力測定及び理学療法相談 測定者：１６１名 相談者：８名 

③健康スポーツフェスティバル 

期日：平成３０年１０月８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：２６１名 相談者：２６１名 

④みんなの生活展 

期日：平成３０年１１月２４日 会場：下館旧庁舎前 

内容：体力測定及び理学療法相談 測定者：５３名  相談者：５３名 

        茨城県看護協会「まちの保健室」との共同事業への会員派遣 

        ①期日：平成３０年８月１１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 
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⑤期日：平成３０年１１月２２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：１０名 

 

 

 

古河ふれあい広場 2018（H30. 9.22 ネーブルパーク） 

古河・坂東ブロック会員 渡邊 延彦（ホスピタル坂東） 

 当日は体力測定（握力、片脚立位保持時間、長座位体前屈）

やリハビリ相談を行い、体力測定へは 161 名の参加、リハ

ビリ相談は 8 名の参加がありました。60 歳以上の参加者へ

は、問診と測定結果に基づき、日々の運動・生活の指導、ア

ドバイスを行わせていただきました。参加された方には変形

性膝関節症、腰痛、骨折等の既往がある方が多く、自身の健
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このような事業を通じて、古河・坂東ブロックの会員の皆様
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健康スポーツフェスティバル（H30.10.8 国営ひたち海浜公園） 
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みんなの生活展（H30.11.24 下館旧庁舎前） 

筑西・下妻ブロック会員 早乙女 詩歩（城西病院） 

当日は、筑西市しもだて商工まつりという地域の祭
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んで下さいました。相談内容も様々で、若いご家族の

方々では「運動する時間がない」「体力が落ちてしまっ

た」、ご高齢の方々では「お医者さんから骨粗鬆症とい

われ、不安です」「これから体力はつきますか？」とい

う意見が中心でした。体力測定結果から、参加者それ

ぞれの相談に具体的なアドバイスをすることで不安を

少しでも解消し、より健康への意識を高める事が出来

たのではないかと思います。 

 介護予防キャラバンのような身近な相談場所は、健

康の悩み・問題を持つ方々に寄り添う事ができ、理学

療法士として貢献できる大切なチャンスだと感じました。今後もこのような健康に関する事業

に参加する事で、理学療法士の立場から多くの方のお力になれればと思います。 

 

 

県看護協会まちの保健室との共同事業（Ｈ30.8.11 大宮ピサーロ） 

     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） 

 当日は看護協会との共同事業として、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、女性 3

名（60 歳未満 1 名、60 歳以上：2 名）でした。一昨年

9 名、昨年 4 名と、年々参加者が減少しています。ここ数

年の猛暑とお盆時期であるため、常陸大宮ショッピングセ

ンター「ピサーロ」自体来客が少なく、それに合わせて体

力測定者も少ない現状も考えられました。来年度は、地域

の方々が参加しやすい日程の検討も必要であると感じま

した。 
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県看護協会まちの保健室との共同事業（H30.8.26 イオンモール水戸内原） 

  水戸ブロック会員 横田 大輔（水戸ブレインハートセンター） 

当日は看護師と連携を行い、血圧測定や体力測定(握力、

片脚立位、長座位体前屈)、理学療法相談を実施しました。

参加人数は合計 41 名(男性 16 名、女性 19 名、性別未

記載 6 名)でした。また、60 歳以上の参加人数は 11 名

(男性 4 名、女性 7 名)でした。リハビリの相談内容とし

ては、腰痛の対応、筋力の付け方、ストレッチング方法

などがありました。全体的に 60 歳よりも若い年代の参

加が多く、中には 10～20 代の参加者も見られました。

若い年代でも自身の健康意識や身体機能へ興味を持って

いる印象を受けました。 

 

 
県看護協会まちの保健室との共同事業（H30.10.25 茨城県保健衛生会館） 

                            水戸ブロック会員 横田 大輔（水戸ブレインハートセンター） 

当日は、看護師は受付と血圧測定を中心に実施し、理学療

法士は体力測定( 握力、片脚立位保持時間、長座位体前屈 )

及びリハビリ相談を実施しました。また、体力測定の結果に

対して結果説明を実施しました。参加者は 20 名(男性 3 名、

女性 17 名)であり、平均年齢は男性 81 歳、女性 77.3 歳で

した。シルバーリハビリ体操後のまちの保健室開催でした。

参加者は高齢な方が多かったですが、測定結果に対する疑問

や質問などが多く聞かれ、自身の身体に対する健康意識が高

い様子が観察されました。「予防」という概念が重要視され

る中で、今回のような活動が今後さらに重要になっていくと

感じました。 

 

 

県看護協会まちの保健室との共同事業（H3011.17、11.18 水戸市産業祭） 

  水戸ブロック会員 中川 瞳（立川記念病院）  

当日は当院から 3 名参加させていただきました。私は 11 月 18 日（日）の理学療法相談を

担当させていただきましたが、相談された方々はご自分の相談だけでなく、ご家族の相談、介

助法、自主プログラム等日常生活においての様々な疑問をお持ちでした。今回初日の 11 月 17

日（土）は 26 名（男性 10 名、女性 16 名：年齢 30 代 1 名、40 代 1 名、50 代 4 名、60

代 6 名、70 代 13 名、80 代 1 名）、18 日（日）は 27 名（男性 10 名、女性 17 名：年齢

10 代 1 名、30 代 1 名、40 代 4 名、50 代 2 名、60 代 6 名、70 代 12 名、80 代 1 名）

と非常に幅広い年齢層のご相談を受けさせていただきました。地域の皆様の様々なご相談、ご

意見を聞かせていただいて理学療法士としての使命を改めて強く感じ、今後も地域事業、教育

等様々な分野の士会事業に参加し、理学療法士としてどのような形で貢献できるか考えていき

たいと思いました。私も、当院のスタッフも始めは緊張していましたが、相談者の方々とのコ

ミュニケーションの中で自身の立ち位置や役割を徐々に実感し笑顔で対応できるようになりま

した。普段は病棟で業務をしておりますが、退院後に元気に生活を送っている方々に対しての

ご相談をお聞きする機会はなかなか無かったので貴重な体験をさせていただきました。また、

相談の他に「今回は体力測定ないの？」等の問い合わせが多数あり、この事業が地域に浸透し

ていると直に感じました。今後とも機会があればこのような地域の皆様を直に接することがで

きる事業に参加させていただきたいと思いました。ありがとうございました。 
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〈笠間市〉 
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講話講師：高田 祐（アール医療福祉専門学校） 

参加者：１０２名 
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〈つくば市〉 

会場：イーアスホール 

講話講師：江口 哲男（筑波メディカルセンター病院） 

講話講師：後藤 吾郎（筑波記念病院） 

参加者：１６７名 

〈利根町〉 

会場：利根町保健福祉センター 

講話講師：榎本 景子（茨城県立医療大学付属病院） 

参加者：１００名 

〈下妻市〉 

会場：下妻市民文化会館 

講話講師：大田 仁史（茨城県立健康プラザ） 

参加者：１９３名 

〈古河市〉 

会場：古河福祉の森会館 

講話講師：廣嶋 俊秀（古河総合病院） 

参加者：１２８名 

 

 

茨城県シルバーリハビリ体操フェスティバルを終えて 
筑西・下妻ブロック会員 飯村 浩輔（湖南病院） 

7 月 15 日、公益社団法人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 茨城県シルバーリハビリ体操フェスティバルが県内 9

ヵ所で開催されました。下妻市では下妻市民文化会館での開催となりまし

た。当日は士会筑西・下妻ブロックの担当者、下妻市役所介護保険課及び

シルバーリハビリ体操指導士会の方々と協力して会場設営や準備、進行の

手伝い等をしました。初めての経験であり、全てが順調というわけにはい

かなかったものの、皆様のご協力により無事にイベントを終えることがで

きました。 

 連日猛暑が続き、当日も炎天下の中でしたが、193 名と多くの方に参加して頂きました。開

会式では下妻市長の菊池氏よりご挨拶を頂きました。そして会館ホールでは、「日本の未来のた

めに！シルバーリハビリ体操！」と題して茨城県立健康プラザの大田仁史先生による講話と指

導士会によるシルバーリハビリ体操体験が行われ、会館ロビーでは士会スタッフによる介護予

防キャラバンも行いました。講演、体操体験では終始笑いもあり和やかに進みましたが、参加

者は一生懸命取り組んでいる姿勢が見受けられました。下妻市及び県西地区にも介護予防に熱

心な方が多くいるのだと実感しました。そして大田先生の講話では、シルバーリハビリ体操の

意義・目的や自助・互助の大切さを再認識することができました。また、講話で話されていた

「独立自尊是修身」という言葉が心に残り、日々の業務においても独立心、自尊心を大切にす

ることが大事なのだと改めて認識できました。そして、今後も行政及びシルバーリハビリ体操

指導士会と連携を取り、教室の県内の普及更には全国展開をすることで介護予防の促進につな

がると感じました。 

 今回のイベントで多くの方々にシルバーリハビリ体操や理学療法士のことを理解して頂く良

い機会になったと感じました。また、準備から開催の全てにおいて助け合いということが、と

ても大切なのだと実感できた有意義な時間となりました。ありがとうございました。 
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（２）スポーツ支援関連事業 

 １）野球支援事業 

      ○第７０回 春季関東地区高校野球茨城大会 

平成３０年５月６日（準決勝） 会場：JCOM スタジアム土浦 派遣：２名 

５月７日（決勝）   会場：JCOM スタジアム土浦 派遣：２名 

○第１００回 全国高校野球選手権茨城大会 

平成３０年７月２２日（準々決勝）  

会場：水戸市民球場、ひたちなか市民球場 派遣：４名 

７月２４日（準決勝） 会場：水戸市民球場 派遣：２名 

７月２５日（決勝）   会場：水戸市民球場 派遣：２名 

○第１７回 茨城県少年野球教室 

平成３０年８月２４日（県北・水戸地区）会場：水戸市民球場 派遣：３名 

平成３０年８月２６日（県南・県西地区）会場：たつのこスタジアム 派遣：４名 

○第７１回 秋季関東地区高校野球茨城大会 

平成３０年９月２６日（準決勝） 会場：ノーブルスタジアム水戸 派遣：２名 

平成３０年９月２８日（決勝）   会場：ノーブルスタジアム水戸 派遣：２名 

    ○野球支援事業会議・研修会の開催 

     平成３０年６月２日  会場：水戸赤十字病院 

     参加者：１７名（メディカルサポートメンバーとして登録） 

  ２）スポーツ支援事業 

       〇第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）、第１９回全国障害者スポーツ大会 

（いきいき茨城ゆめ大会）に向けた情報収集 

訪問した市町村：土浦市、牛久市、鹿嶋市、筑西市、大洗町、茨城町 

〇スポーツ理学療法運営担当者研修会への出席者派遣 

期日：平成３０年６月１７日 

会場：田町カンファレンスルーム（東京都） 

〇関東甲信越ブロック協議会スポーツ関連事業運営委員会への出席者派遣 

期日：平成３０年９月３０日 

会場：栃木県総合文化センター 

    ○「福井しあわせ元気大会２０１８」視察 

日時：平成３０年１０月１４日 

会場：福井県福井市周辺 
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〇第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）に向けた情報収集 

日時：平成３０年１１月８日 

会場：Club Verde（山梨県） 

    ○「スポーツ障害予防のための啓発活動」、「障がい者スポーツ普及活動」に向けた 

情報収集 

日時：平成３１年１月２４日 

会場：郡山市障がい者福祉センター（福島県） 

〇国体・全国障がい者スポーツ大会支援のための連絡調整会議への出席者派遣 

期日：平成３１年１月２６日 

会場：日本理学療法士協会田町カンファレンスルーム 

    ○平成３０年度第２回成長期のスポーツ障害予防講習会・講師養成講習会への出席者

派遣 

期日：平成３１年２月１０日 

会場：日本理学療法士協会田町カンファレンスルーム 

〇スポーツリハビリテーションマップの作成準備、情報収集 

 

 

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２２回茨城県理学療法士学会の開催 

期日：平成３０年１０月１４日       会場：茨城県立医療大学 

テーマ：住民と共に地域共生社会を推進する理学療法士を目指して  

～創造、実践そして検証～ 

学会長：上岡 裕美子（茨城県立医療大学） 参加者：１８４名 

 

 

第２２回茨城県理学療法士学会を終えて 

学会長 上岡 裕美子（茨城県立医療大学） 

第 22 回茨城県理学療法士学会は「住民と共に地域共生社会を推

進する理学療法士を目指して～創造、実践そして検証～」をテーマ

に、去る 10 月 14 日、参加者総勢 184 名のご参加を頂き、無事に

開催できました。公益社団法人茨城県理学療法士会の役員ならびに

各部局の皆様、関係者の皆様の格別なるご支援を賜り、心より御礼

申し上げます。 

一般演題は、新しい評価、治療方法を適用した症例、連携パスを

用いた病院間の連携、困難症例への退院支援や、情報提供書の内容

について、また、訪問理学療法での活動・参加への支援、行政にお

ける住民の自助・互助の活動へ繋げる取組みなど、幅広い内容でした。学科長企画シンポジウ

ムでは、回復期病棟の立場から、画一的なサービス導入よりも、対象者の独自性を踏まえた退

院支援が大切であると提言をいただきました。地域包括ケア病棟の立場からは、日常生活活動、

服薬等の情報を多職種で共有しながらの、短期間での退院支援の実際をお話しいただき、理学

療法士によるマネジメントの重要性を認識しました。訪問理学療法士の立場からは、難病者の

希望をかなえ、日々の生活を介護している家族と介護職を最期までとことん支える理学療法の

あり方に感銘を受けました。教育講演では、最先端の理学療法士の知識、技術をご講演いただ

きました。フレッシュマンセッションでは各ブロックからの優秀演題をご発表いただき、症例

の仮説検証プロセスが論理的に示されていました。 

学会企画では、機器展示、書籍展示、第 21 回茨城県理学療法士学会学会長表彰式、作文コ

ンクール表彰式、企業プレゼンテーションを実施致しました。 

全体を通して、医療、介護、予防、また地域づくりにおいて理学療法士の様々な取組みが行
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院支援が大切であると提言をいただきました。地域包括ケア病棟の立場からは、日常生活活動、

服薬等の情報を多職種で共有しながらの、短期間での退院支援の実際をお話しいただき、理学

療法士によるマネジメントの重要性を認識しました。訪問理学療法士の立場からは、難病者の

希望をかなえ、日々の生活を介護している家族と介護職を最期までとことん支える理学療法の
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の仮説検証プロセスが論理的に示されていました。 

学会企画では、機器展示、書籍展示、第 21 回茨城県理学療法士学会学会長表彰式、作文コ

ンクール表彰式、企業プレゼンテーションを実施致しました。 
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われており、貢献できることが沢山あることを再確認しました。そして、その検証作業を共有

でき、緒に就いたばかりの部分もあると思いますが、今後の発展に繋がる意義ある学会になっ

たと思います。最後に、学会準備委員および運営スタッフの皆様、ご協力本当にありがとうご

ざいました。このような貴重な体験をさせて頂いたことに感謝致しますとともに、茨城県理学

療法士会の益々の発展、そして会員の皆様のご活躍を心より祈念致します。 

 

（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３０年８月２６日 会場：茨城県立青少年会館 

テーマ：A-１ 理学療法と倫理               参加者：１５０名 

テーマ：A-２ 協会組織と生涯学習システム          参加者：１５２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：１５２名 

テーマ：A-４ 人間関係および接遇（労働衛生含む）      参加者：１４７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：１４９名 

・期日：平成３０年９月２３日 会場：茨城県立医療大学 

テーマ：C-１ 神経系疾患の理学療法             参加者：１５９名 

テーマ：C-２ 運動器疾患の理学療法             参加者：１６６名 

テーマ：C-３ 内部障害の理学療法              参加者：１６１名 

テーマ：C-４ 高齢者の理学療法               参加者：９２名 

・期日：平成３０年１０月２１日 会場：日立製作所日立総合病院 

テーマ：D-１ 社会の中の理学療法              参加者：９０名 

テーマ：C-５ 地域リハビリテーション（生活環境支援含む）  参加者：６３名 

テーマ：D-２ 生涯学習と理学療法の専門領域        参加者：１０４名 

テーマ：D-３ 理学療法の研究方法論（EBPT 含む）     参加者：１５名 

・期日：平成３０年１１月２５日 会場：つくば国際大学 第１キャンパス 

テーマ：B-１ 一次救命処置と基本処置            参加者：８８名 

テーマ：B-２ クリニカルリーズニング            参加者：４６名 

テーマ：B-３ 統計方法論                  参加者：１９名 

テーマ：B-４ 症例報告・発表の仕方             参加者：９名 

・期日：平成３０年１２月１６日 会場：茨城県立青少年会館 

テーマ：D-４ 理学療法士のための医療政策論        参加者：２９名 

テーマ：E-１ 臨床実習指導方法論             参加者：８４名 

テーマ：E-２ コーチングとティーチング（コミュニケーションスキル含む） 

 参加者：１２名 

テーマ：E-３ 国際社会と理学療法              参加者：２名 

２）理学療法士講習会の開催 

  基礎編/理論 

 ① 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 

期日：平成３０年１１月１１日 会場：茨城県霞ケ浦環境科学センター  

 参加者：３９名 

    ② 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 

期日：平成３０年１２月９日 会場：筑波メディカルセンター病院ＴＭＣホール  

 参加者：２７名 

 基礎編/技術  

 ① 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」 

期日：平成３０年８月１２日 会場：アール医療福祉専門学校  参加者：３８名 

    ② 筋力増強運動「骨関節系疾患に対する治療手技」 

期日：平成３０年９月９日 会場：茨城県立医療大学  参加者：３８名 
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３）管理者研修 

   ① 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・EPDCA サイクル 

の徹底の必要性に関する講義 

期日：平成３０年６月２４日 会場：茨城県立健康プラザ     参加者：２１名 

期日：平成３１年２月１０日 会場：日立製作所 日立総合病院   参加者：６名 

期日：平成３１年２月１５日 会場：筑波メディカルセンター病院 参加者：１５名 

② 職場内訪問指導研修 

会場：県南病院      回数：１７回 

会場：サンシャインつくば 回数：１０回 

  ４）学術誌「理学療法いばらき 第２２巻」の発行 

    平成３０年９月１５日  発行部数２，８４２部 

５）茨城県理学療法士中級障がい者スポーツ指導員養成講習会の開催 

  期日：平成３０年１０月２７日、２８日、１１月４日、１８日 

  会場：笠松運動公園、筑波技術大学、つくば国際大学 

テーマ：中級障がい者スポーツ指導員養成講習会 

参加者：２６名 

６）茨城県理学療法士会スポーツ理学療法士養成講習会の開催 

  期日：平成３１年２月２４日 会場：茨城県立医療大学 参加者：３８名 

期日：平成３１年３月３日  会場：茨城県立医療大学 参加者：５４名 

期日：平成３１年３月１７日 会場：つくば国際大学第２キャンパス 参加者：５０名 

 

（３）第５３回日本理学療法学術研修大会 in 茨城 2018 の開催 

期日：平成３０年５月２５日～２６日    会場：つくば国際会議場、他 

テーマ：自立を支援する 臨床技能を極める 

大会長：斉藤 秀之（筑波記念会） 参加者：２，２８４名 

 

第 53 回日本理学療法学術研修大会 in 茨城 2018 開催後記 

豊田 和典（JA とりで総合医療センター） 

「自立を支援する臨床技能を極める -豊かな理学療法士人生を送るために-」の大会テーマのも

と、平成30年5月25日（金）～26日（土）の2日間、つくば国際会議場をメイン会場、県内

5会場をサテライト会場として、2,284名に参加いただき盛大に開催することが出来ました。 

本学術研修大会より、開催時期が春になり、研修内容も今までのような座学中心ではなく、

「理学療法士の臨床技能」を高めることを主眼としたとした内容に大きく変更いたしました。

また、運営に関してもコンベンション業者によるものではなく、茨城県理学療法士会会員を中

心とした運営を行いました。 

今までの全国学術研修大会とは研修内容、運営方法は

大きく異なり、日本理学療法士協会、茨城県理学療法士

協会、茨城県理学療法士会会員など様々な方にご協力い

ただきながら、実践形式の研修を中心とした集合研修会

の新たなあり方・方向性を示した大会となりました。 
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  ４）学術誌「理学療法いばらき 第２２巻」の発行 

    平成３０年９月１５日  発行部数２，８４２部 

５）茨城県理学療法士中級障がい者スポーツ指導員養成講習会の開催 

  期日：平成３０年１０月２７日、２８日、１１月４日、１８日 

  会場：笠松運動公園、筑波技術大学、つくば国際大学 

テーマ：中級障がい者スポーツ指導員養成講習会 

参加者：２６名 

６）茨城県理学療法士会スポーツ理学療法士養成講習会の開催 

  期日：平成３１年２月２４日 会場：茨城県立医療大学 参加者：３８名 
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期日：平成３１年３月１７日 会場：つくば国際大学第２キャンパス 参加者：５０名 

 

（３）第５３回日本理学療法学術研修大会 in 茨城 2018 の開催 

期日：平成３０年５月２５日～２６日    会場：つくば国際会議場、他 

テーマ：自立を支援する 臨床技能を極める 

大会長：斉藤 秀之（筑波記念会） 参加者：２，２８４名 

 

第 53 回日本理学療法学術研修大会 in 茨城 2018 開催後記 

豊田 和典（JA とりで総合医療センター） 

「自立を支援する臨床技能を極める -豊かな理学療法士人生を送るために-」の大会テーマのも

と、平成30年5月25日（金）～26日（土）の2日間、つくば国際会議場をメイン会場、県内

5会場をサテライト会場として、2,284名に参加いただき盛大に開催することが出来ました。 

本学術研修大会より、開催時期が春になり、研修内容も今までのような座学中心ではなく、

「理学療法士の臨床技能」を高めることを主眼としたとした内容に大きく変更いたしました。

また、運営に関してもコンベンション業者によるものではなく、茨城県理学療法士会会員を中

心とした運営を行いました。 

今までの全国学術研修大会とは研修内容、運営方法は

大きく異なり、日本理学療法士協会、茨城県理学療法士

協会、茨城県理学療法士会会員など様々な方にご協力い

ただきながら、実践形式の研修を中心とした集合研修会

の新たなあり方・方向性を示した大会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 
 

３）管理者研修 

   ① 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・EPDCA サイクル 

の徹底の必要性に関する講義 

期日：平成３０年６月２４日 会場：茨城県立健康プラザ     参加者：２１名 

期日：平成３１年２月１０日 会場：日立製作所 日立総合病院   参加者：６名 

期日：平成３１年２月１５日 会場：筑波メディカルセンター病院 参加者：１５名 

② 職場内訪問指導研修 

会場：県南病院      回数：１７回 

会場：サンシャインつくば 回数：１０回 

  ４）学術誌「理学療法いばらき 第２２巻」の発行 

    平成３０年９月１５日  発行部数２，８４２部 

５）茨城県理学療法士中級障がい者スポーツ指導員養成講習会の開催 

  期日：平成３０年１０月２７日、２８日、１１月４日、１８日 

  会場：笠松運動公園、筑波技術大学、つくば国際大学 

テーマ：中級障がい者スポーツ指導員養成講習会 

参加者：２６名 

６）茨城県理学療法士会スポーツ理学療法士養成講習会の開催 

  期日：平成３１年２月２４日 会場：茨城県立医療大学 参加者：３８名 

期日：平成３１年３月３日  会場：茨城県立医療大学 参加者：５４名 

期日：平成３１年３月１７日 会場：つくば国際大学第２キャンパス 参加者：５０名 

 

（３）第５３回日本理学療法学術研修大会 in 茨城 2018 の開催 

期日：平成３０年５月２５日～２６日    会場：つくば国際会議場、他 

テーマ：自立を支援する 臨床技能を極める 

大会長：斉藤 秀之（筑波記念会） 参加者：２，２８４名 

 

第 53 回日本理学療法学術研修大会 in 茨城 2018 開催後記 

豊田 和典（JA とりで総合医療センター） 

「自立を支援する臨床技能を極める -豊かな理学療法士人生を送るために-」の大会テーマのも

と、平成30年5月25日（金）～26日（土）の2日間、つくば国際会議場をメイン会場、県内

5会場をサテライト会場として、2,284名に参加いただき盛大に開催することが出来ました。 

本学術研修大会より、開催時期が春になり、研修内容も今までのような座学中心ではなく、

「理学療法士の臨床技能」を高めることを主眼としたとした内容に大きく変更いたしました。

また、運営に関してもコンベンション業者によるものではなく、茨城県理学療法士会会員を中

心とした運営を行いました。 

今までの全国学術研修大会とは研修内容、運営方法は

大きく異なり、日本理学療法士協会、茨城県理学療法士

協会、茨城県理学療法士会会員など様々な方にご協力い

ただきながら、実践形式の研修を中心とした集合研修会

の新たなあり方・方向性を示した大会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．地域の健全な発展に寄与する理学療法の普及啓発事業 
（１）広報誌発行 

  ・「インフォメーション」発行 ５月（2,200 部発行）、８月（2,300 部発行） 

１１月（2,250 部発行）、２月（2,200 部発行） 

・「年報ひたちの」発行    ８月（1,000 部発行） 

 

（２）ホームページ等による県民に向けた情報発信 

 １）ＷＥＢサイト・ＳＮＳによる情報発信 

   ・ホームページ：１４８件 

   ・閲覧総数：132,691 アクセス 

   ・Facebook ：６３件 

２）各種メディア・催事による情報発信 

  ・茨城新聞社「理学療法の日」特集掲載 

  ・茨城放送「高齢者介護サポートキャンペーン」協賛 

  ・「介護の日」等各種展示事業 

  ・その他広報媒体の作成（パンフレット 4,000 部） 

 

（３）高校生および高校教員向けの啓発活動 

  ・理学療法・作業療法・言語聴覚療法見学会の実施 

（一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会と共催） 

対象：県内に通学する高校生 実施期間：平成３０年８月５日～８月２５日 

参加者：６１校５０７名申し込み（４０６名マッチング、最終参加者３７３名） 

見学受け入れ施設：４７施設 

 

（４）理学療法週間ＰＲグッズの配布 

  （主な配布先） 

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

療法見学会参加者、その他各種イベント参加者 

（配布物） 

茨城県理学療法士会ロゴ入り３色＋１ボールペン（６３０本） 

 

（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・高校生および大学生・専門学校生（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３０年４月１５日～５月３１日 

応募総数：１４３通 

受賞者： 

〈学生の部〉 

最優秀賞 田村 希 （江戸川学園取手高等学校） 終末期理学療法について 

優秀賞   丹家 千佳（アール医療福祉専門学校） 素敵な職業 

優秀賞   島田 成美（茨城県立水戸第三高等学校）理学療法との出会いと私の夢 

佳作     小林 亜未（茨城県立佐和高等学校）  言葉の力 

佳作     塩澤 希龍（茨城県立佐和高等学校）  目標とする 

理学療法士になるために 

佳作     熊岡 瑞稀（アール医療福祉専門学校） 理学療法士に求められるスキル 

〈一般の部〉 

最優秀賞 清水 道子（古河市） 療法士さんに感謝 
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優秀賞   塚原 智江（水戸市） 理学療法と出会って 

優秀賞   川﨑 香苗子（筑西市）理学療法に想うこと ～長かった月日と自分～ 

佳作     塩谷 哲夫（土浦市） 地域の PT さんと一緒に坂道に挑む 

佳作     鈴木 美文（鹿嶋市） 恢復（かいふく）の希望をもって生きる 

佳作   石塚 義夫（笠間市） 理学療法に想うこと 

表彰式 ：平成３０年１０月１４日 茨城県立医療大学（茨城県理学療法士学会内） 

 

 

Ⅱ．共益事業 
１．会員に関する事業 
（１）会員相互扶助事業（会員の交流援助） 

  １）３士会合同懇親会の開催 

期日：平成３１年３月８日 

会場：ホテル テラス ザ ガーデン 水戸 

参加者：茨城県理学療法士会会員５名 

２）賛助会員等との意見交換会の開催 

開催無し 

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

・FAX ニュースの発行：９件 

   発行日：平成３０年５月１５日（2 件）、９月４日、１０月２５日 

       平成３０年１０月２９日、１０月３１日、１１月１日 

       平成３０年１１月２２日、１２月１７日 

・会員所属施設一覧の作成、１１月号インフォメーションに掲載依頼 

 

（２）卒前オリエンテーションの開催 

期日：平成３１年２月１４日 会場：茨城県立医療大学 

期日：平成３１年２月２５日 会場：水戸メディカルカレッジ、筑波技術大学 

                 アール医療福祉専門学校、つくば国際大学 

参加者：計２０１名 

 

（３）福利厚生に関すること 

１）団体補償保険への加入 

２）自動車保険の集団扱い制度への加入 加入件数：２９件 

 

（４）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の開催 

期日：第１回 平成３０年７月２７日 会場：アール医療福祉専門学校 

期日：第２回 平成３１年３月１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の開催 

期日：平成３１年２月１０日     会場：茨城県立医療大学 
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２．政策提言に関する事業 
（１）日本理学療法士連盟、茨城県理学療法士連盟に係る事業 

  １）研修会の開催 

    第１回 期日：平成３０年９月１６日 会場：つくば国際会議場 

        テーマ：脳卒中患者に対する歩行再建を目指したニューロリハビリテーショ

ンアプローチ 

参加者：７６名 

第２回 期日：平成３０年９月１７日 会場：つくば国際会議場 

        テーマ：心疾患を合併する高齢者の診方と考え方  

～理学療法におけるリスク管理とフィジカルアセスメントの実際～  

参加者：７４名 

第３回 期日：平成３０年１１月１６日 会場：つくば国際会議場 

        テーマ：身体性システム科学とリハビリテーションの接点  

参加者：１１０名 

第４回 期日：平成３０年１１月２２日 会場：茨城県立医療大学 

        テーマ：膝関節拘縮の運動療法 

～関節可動域制限に対する予防と改善のポイント～  

参加者：４７名 

第５回 期日：平成３０年１１月２７日 会場：つくば国際会議場 

        テーマ：筋膜リリースの最先端 ～理論から治療、最新研究まで～  

参加者：１４８名 

２）情報の発信 

 

（２）身分、処遇、待遇に関する各種調査 

 

（３）医療、保険制度に関する各種調査：茨城県障害者施策推進協議会に委員として参加し新

いばらき障害者プランに関する資料入手、茨城県在宅医療の連携体制構築に関する検討

委員会に委員として参加し関連資料入手 

 

（４）職域、職能に関する各種調査：茨城県介護職員腰痛予防モデル施設検討委員会、介護機

器普及事業運営協議会、茨城県介護労働懇談会等に参加し各種関連情報入手 

 

（５）その他：地域リハビリテーション普及促進委員会に委員として参画 

 

 

３．その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
（１）研修会の新人教育プログラム又は生涯学習ポイントへの読み替え、および単位認定の管   

   理 

 

（２）調査・研究に関する事業 

 

（３）リハビリテーション関連研修会、イベント等への共催、協賛、後援、スタッフ派遣推薦 
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2012

年度 

2013

年度 

2014

年度 

2015

年度 

2016

年度 

2017

年度 

2018 

年度 

日立総合病院  1 名      

北茨城市民病院    1 名  1 名  

田尻ヶ丘病院      1 名  

県北医療センター高萩協同病院       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   1 名  

きぬ医師会病院 1 名       

筑波記念病院 5 名 4 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   2 名  

筑波学園病院   2 名 2 名   1 名 

広瀬医院       1 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  2 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      

城南病院  1 名      

立川記念病院  2 名  2 名 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   1 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   

茨城県立中央病院       3 名 

水戸協同病院       1 名 

愛正会記念 茨城福祉医療センター       1 名 

土沢整形外科       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     
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白十字病院     1 名   

土浦協同病院なめがた地域医療センター       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   2 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   

介護老人保健施設いちご苑       1 名 

老人保健施設涼風苑       1 名 

アイビークリニック       1 名 

湖南病院  1 名  1 名    

県西総合病院    1 名    

きぬ医師会病院       1 名 

ホスピタル坂東   1 名     

古河総合病院      1 名  

茨城西南医療センター病院       1 名 

つくば国際大学 1 名 2 名      

神立病院  1 名      1 名 

土浦市役所  1 名      

土浦協同病院     1 名   

介護老人保健施設ゆうゆう      3 名  

石岡市医師会病院      2 名  

介護老人保健施設 ウイケア       1 名 

野上病院       1 名 

茨城県立医療大学 2 名      1 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 2 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   3 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    

守谷慶友病院      2 名  

東取手病院      1 名  

美浦中央病院      1 名  

ひたちの整形外科       4 名 

あべ整形外科       1 名 
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Ⅲ．管理部門 
１．各種会議運営事業 
（１） 運営会議  

１）第４５回定時総会（代議員総会） 

期日：平成３０年６月２４日          会場：茨城県立健康プラザ 

２）理事会 

第１回         期日：平成３０年５月１８日   会場：本会事務所 

第２回         期日：平成３０年１１月１６日 会場：本会事務所 

臨時理事会     期日：平成３０年８月３１日   会場：本会事務所 

臨時理事会     期日：平成３１年２月１８日   会場：本会事務所 

持ち回り理事会 期日：平成３０年６月１５日 

持ち回り理事会 期日：平成３１年３月２９日 

３）業務執行理事会 

第１回         期日：平成３０年４月２３日   会場：本会事務所 

第２回         期日：平成３０年７月２０日   会場：本会事務所 

第３回         期日：平成３０年９月１４日   会場：本会事務所 

第４回         期日：平成３０年１０月３０日 会場：本会事務所 

第５回         期日：平成３１年１月１８日   会場：本会事務所 

第６回         期日：平成３１年３月１５日   会場：本会事務所 

４）ブロック長会議  

  第１回     期日：平成３１年３月１５日  会場：本会事務所 

５）ブロック会議 

   ・水戸ブロック 

第１回：       期日：平成３０年４月２６日  会場：水戸赤十字病院 

第２回：       期日：平成３０年１０月１２日 会場：水戸赤十字病院 

   ・日立ブロック 

第１回：    期日：平成３０年８月２８日  会場：日立総合病院 

   ・常陸太田・ひたちなかブロック 

第１回：       期日：平成３０年９月７日   会場：ひたちなか総合病院 

   ・鹿行ブロック  期日：開催なし 

   ・土浦ブロック       

第１回：       期日：平成３１年２月８日   会場：土浦協同病院 

   ・つくばブロック 

第１回：       期日：平成３０年６月８日   会場：筑波記念病院 

   ・取手・龍ヶ崎ブロック 

第１回：       期日：平成３０年８月１７日  会場：JAとりで総合医療センター 

第２回：       期日：平成３１年３月２日   会場：茨城県立医療大学 

   ・筑西・下妻ブロック 

第１回         期日：平成３０年７月３０日  会場：結城病院 

第２回         期日：平成３０年１２月１２日 会場：結城病院 

   ・古河・坂東ブロック 

第１回：       期日：平成３０年7月5日    会場：茨城西南医療センター 

第２回：       期日：平成３０年１２月３日  会場：茨城西南医療センター 
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６）理学療法部門責任者会議 

第１回 期日：平成３０年６月２４日 会場：茨城県立健康プラザ 参加者：１０２名 

第２回 期日：平成３０年１１月５日 会場：つくば国際会議場  参加者：８３名 

７）管理者ネットワーク会議 

第１回 期日：平成３０年６月２４日 会場：茨城県立健康プラザ 参加者：１０２名 

第２回 期日：平成３０年１１月５日 会場：つくば国際会議場  参加者：８３名 

８）その他 

 

（２） 平成２９年度期末監査および平成３０年度中間監査 

平成２９年度期末監査 期日：平成３０年５月１８日   会場：本会事務所 

平成３０年度中間監査 期日：平成３０年１１月１６日 会場：本会事務所 

 

（３）表彰式の実施及び茨城県表彰に関する調査 

１）表彰式の開催：学術調査、研究等に功績のあった会員に対して年1回表彰 

期日：平成３０年６月２４日 会場：茨城県立健康プラザ 

２）茨城県表彰に係る受賞候補者の推薦に関する調査 

 ・平成３０年度茨城県表彰に係る表彰候補者の調査 平成３０年５月 

 ・医療従事者に係る叙勲・褒章候補者の調査 平成３０年６月 

 ・平成３０年度公衆衛生事業功労者表彰候補者の調査 平成３０年８月 

 ・平成３０年度健康づくり推進事業功労者表彰候補者の調査 平成３０年９月 

   茨城県保健福祉部長賞 公益社団法人茨城県理学療法士会 

 ・第７１回「保険文化賞」候補者の調査 平成３１年２・３月 

 ・平成３０年度 茨城県理学療法士会 功労賞・功績賞・学術賞候補者の調査 

 ・日本理学療法士協会賞候補者の調査 

 

 
２．委員会 
（１）定款組織検討委員会 

   なし 

 

（２）表彰委員会 

   平成３０年度表彰受賞者 参照 

 

（３）倫理委員会 

   活動実績無し 

 

（４）選挙管理委員会 

   活動実績無し 
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・平成３０・３１年度代議員選挙 

    〈選挙区〉 日立ブロック（定数６名：立候補者７名） 

  〈選挙方法〉はがきによる郵便投票 

  〈投票期間〉平成３０年５月１日～５月１３日必着 

  〈開票日〉 平成３０年５月１４日 

        開票立会人２名、開票管理者１名、職員１名、計４名にて開票 
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６）理学療法部門責任者会議 

第１回 期日：平成３０年６月２４日 会場：茨城県立健康プラザ 参加者：１０２名 

第２回 期日：平成３０年１１月５日 会場：つくば国際会議場  参加者：８３名 

７）管理者ネットワーク会議 

第１回 期日：平成３０年６月２４日 会場：茨城県立健康プラザ 参加者：１０２名 

第２回 期日：平成３０年１１月５日 会場：つくば国際会議場  参加者：８３名 

８）その他 

 

（２） 平成２９年度期末監査および平成３０年度中間監査 

平成２９年度期末監査 期日：平成３０年５月１８日   会場：本会事務所 

平成３０年度中間監査 期日：平成３０年１１月１６日 会場：本会事務所 

 

（３）表彰式の実施及び茨城県表彰に関する調査 

１）表彰式の開催：学術調査、研究等に功績のあった会員に対して年1回表彰 

期日：平成３０年６月２４日 会場：茨城県立健康プラザ 

２）茨城県表彰に係る受賞候補者の推薦に関する調査 

 ・平成３０年度茨城県表彰に係る表彰候補者の調査 平成３０年５月 

 ・医療従事者に係る叙勲・褒章候補者の調査 平成３０年６月 

 ・平成３０年度公衆衛生事業功労者表彰候補者の調査 平成３０年８月 

 ・平成３０年度健康づくり推進事業功労者表彰候補者の調査 平成３０年９月 

   茨城県保健福祉部長賞 公益社団法人茨城県理学療法士会 

 ・第７１回「保険文化賞」候補者の調査 平成３１年２・３月 

 ・平成３０年度 茨城県理学療法士会 功労賞・功績賞・学術賞候補者の調査 

 ・日本理学療法士協会賞候補者の調査 

 

 
２．委員会 
（１）定款組織検討委員会 

   なし 
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  〈選挙結果〉投票者数：７７名 有権者数：１２２名 投票率：63.11％ 

        有効投票数：２３７票（有効数７２名 無効数５名※期日外投票） 

  〈ブロック別当選者数〉日立ブロック以外、無投票当選 当選者総数９７名 

             水戸        （定数１７名：当選者１７名） 

             日立        （定数６名 ：当選者６名） 

             常陸太田・ひたちなか（定数１０名：当選者９名） 

             鹿行        （定数７名 ：当選者５名） 

             土浦        （定数１０名：当選者１０名） 

             つくば       （定数２２名：当選者２０名） 

             取手・龍ヶ崎    （定数２２名：当選者２２名） 

             筑西・下妻     （定数６名 ：当選者３名） 

             古河・坂東     （定数６名 ：当選者５名） 

  〈当選証の発行・配布〉平成３０年６月２４日 総会時 

 

 

３．事務所運営事業機能 
（１）資料据え置き及び公開事業 

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

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

事、部長、委員長、部員、委員、ブロック長名簿）、各種広報物、など 

 

（２）慶弔（祝金・弔慰金、祝電・弔電）に関する事業 

祝金：４件・弔慰金：１件、祝電：１２件・弔電：３件、祝花：３件・仏花：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）平成２９年度事業報告書等の提出：平成３０年６月２８日 

  ２）定款・代表理事変更の登記完了：平成３０年７月１８日 

  ３）無料職業紹介事業申請（茨城労働局）：平成３０年７月３０日 

  ４）茨城県による公益法人立入検査：平成３０年１０月３０日 

  ５）変更認定申請：平成３１年２月１日（認可：平成３１年３月２５日） 

  ６）平成３１年度事業計画書等の提出：平成３１年３月２９日 

 

（５）理学療法士の求人に関すること 

    3 件 
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2018 年度 会員動向について 
庶務担当  山口 勝彦 

 

１、正会員・賛助会員 

正会員数 2094 名 （2019 年 3 月 31 日現在） 

新入会 191 名 

転入 50 名、 転出 73 名、 県内異動 330 名、 

退会 34 名、 休会 153 名、 復会 18 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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②新入会員の出身校（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

③医療圏別会員数（図 3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区ブロック＞ 

取手・竜ヶ崎：龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、守谷市、阿見町、河内町、利根町、美浦村 
つくば：つくば市、つくばみらい市、常総市 

水戸：水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、城里町、大洗町 

土浦：土浦市、石岡市、かすみがうら市 

常陸大宮・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 30・31 年度 公益社団法人 茨城県理学療法士会 代議員名簿 
1 

水戸 

長谷川 聡 水戸メディカルカレッジ 

2 笠原 鉄聡 介護老人保健施設みがわ 

3 福田 友 立川記念病院 

4 鈴木 康平 水戸メディカルカレッジ 

5 武藤 久司 水戸メディカルカレッジ 

6 大西 耕平 茨城県立健康プラザ 

7 鈴木 和成 介護老人保健施設シルバービレッジ 

8 髙橋 千晶 水戸済生会総合病院 

9 和田 敏裕 誠潤会水戸病院 

10 金子 哲 水戸赤十字病院 

11 鈴木 紀美惠 水戸赤十字病院 

12 山口 勝彦 水戸済生会総合病院 

13 石田 修也 茨城県立健康プラザ 

14 磯部 紀仁 立川記念病院 

15 今 絵理佳 茨城県立健康プラザ 

16 渡邊 勧 桜の郷敬愛の杜 

17 古澤 綾 茨城県立健康プラザ 

18 

日立 

平田 清次 ひたち医療センター 

19 遠藤 卓也 ひたち医療センター 

20 根本 悟嗣 県北医療センター高萩協同病院 

21 佐川 修平 嶋崎病院 

22 佐々木 武人 日立製作所日立総合病院 

23 柴田 みどり 介護老人保健施設おはよう館 

24 

常陸太田・ひたちなか 

神林 幸生 吉成医院 

25 長谷川 大悟 特別養護老人ホームサンフラワーひたちなか 

26 鈴山 祐二 日立製作所ひたちなか総合病院 

27 國井 崇洋 志村大宮病院 

28 佐藤 誠 日立製作所ひたちなか総合病院 

29 山中 亮太 志村大宮病院 

30 原島 亮治 介護老人保健施設サンライズ湊 

31 立花 淳二 勝田病院 

32 鈴木 智也 西山堂慶和病院 

33 

鹿行 

圷 真毅 特別養護老人ホーム樅の木荘 

34 赤井 広彬 介護老人保健施設フロンティア鉾田春の場所 

35 藤田 義隆 土浦協同病院なめがた地域医療センター 

36 三谷 健 渡辺病院 

37 土谷 隆伸 小山記念病院 

38 

土浦 

直井 洋明 土浦市療育支援センター 

39 関口 春美 アール医療福祉専門学校 

40 上木 祐介 らふえる訪問看護ステーション 

41 秋田 哲 土浦協同病院 
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42 
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84 

取手・龍ケ崎 

西山 徹 東京医科大学茨城医療センター 

85 中島 弘 東京医科大学茨城医療センター 

86 矢上 健二 JA とりで総合医療センター 

87 板垣 昭宏 JA とりで総合医療センター 

88 豊田 和典 JA とりで総合医療センター 

89 松田 智行 茨城県立医療大学 

90 

筑西・下妻 

牧野 広之 結城病院 

91 飯島 正亮 介護老人保健施設健田 

92 高石 直紀 湖南病院・とき田クリニック 

93 

古河・坂東 

荒井 秀行 友愛記念病院 

94 青栁 敏之 介護老人保健施設寿桂苑 

95 菅井 康弘 茨城西南医療センター病院 

96 羽鳥 弘輝 茨城西南医療センター病院 

97 廣嶋 俊秀 古河総合病院 

 

 

平成 30 年度 公益社団法人 日本理学療法士協会 代議員名簿 
大曽根 賢一 筑波メディカルセンター病院 

武藤 久司 水戸メディカルカレッジ 

鹿内 英樹 しみず整形外科リハビリクリニック 

深谷 大輔 総合守谷第一病院 

川﨑 仁史 茨城北西総合リハビリテーションセンター 

森 洋輔 城西病院 

長谷川 聡 水戸メディカルカレッジ 

 

 

平成 30 年度 公益社団法人茨城県理学療法士会役員名簿 
職名 氏名 所属 

会長 浅川 育世 茨城県立医療大学 

副会長・専務理事 大曽根 賢一 筑波メディカルセンター病院 

副会長・事務局長 金子 哲 水戸赤十字病院 

副会長 直井 洋明 土浦市療育支援センター 

常任理事 國谷 伸一 立川記念病院 

  森田 英隆 いちはら病院 

  川﨑 仁史 茨城北西総合リハビリテーションセンター 

理事 赤津 安恵美 株式会社日立製作所日立総合病院 

  淺野 信一 つくばセントラル病院 

  圷 真毅 特別養護老人ホーム樅の木荘 

  桜井 哲也 結城病院 

  鈴木 和江 公益社団法人茨城県理学療法士会 

  髙橋 千晶 水戸済生会総合病院 

  廣嶋 俊秀 古河総合病院 

監事 黒澤 保壽 石岡循環器科脳神経外科病院 

橋本 英之（外部） 橋本公認会計士事務所 

 
 

平成 30 年度各局部員名簿 
局名 部名 職名 氏名 所属 

社会・職能局   局長 直井 洋明 土浦市療育支援センター 

  地域ケア推進事業部 部長 村田 康成 石岡循環器科脳神経外科病院 

    部員 佐藤 誠 日立製作所ひたちなか総合病院 

      井上 愛理 石岡循環器科脳神経外科病院 

      長谷川 聡 水戸メディカルカレッジ 

      飯島 弥生 茨城県リハビリテーション専門職協会 

  
地域自立支援センター

推進事業部 
部長 鈴木 和江 

茨城県理学療法士会北茨城地域自立支援セ

ンター 

    部員 神林 薫 やすらぎの丘温泉病院 

      高木 和宏 北茨城市民病院 

      久保田 淳 総和中央病院 

  スポーツ支援事業部 部長 鈴木 康文 つくば国際大学 

    部員 田村 耕一郎 広瀬医院 

      中村 功 水戸赤十字病院 

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 下村 哲志 筑波学園病院 

    部員 佐野 歩 茨城県立医療大学付属病院 

      高尾 敏文 つくば国際大学 

      飯野 和徳 筑波記念病院 

  生涯学習部 部長 黒田 崇 きぬ医師会病院 

    部員 加藤 行一 神立病院 

      神林 幸生 吉成医院 

      鈴木 和成 介護老人保健施設シルバービレッジ 

      山本 達也 水戸中央病院 

      荒井 秀行 友愛記念病院 

      福田 友 立川記念病院 

      永井 智 つくば国際大学 

      柴崎 典子 訪問看護ステーション terms 

      毛利 成孝 いちはら病院 

      武井 修 つくばセントラル病院 

  卒前教育部 部長 村野 勇 土浦協同病院 

    部員 
ジャンチャン

キュ 
アール医療福祉専門学校 

      山本 達也 水戸中央病院 
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    部員 田村 耕一郎 広瀬医院 

      中村 功 水戸赤十字病院 

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 下村 哲志 筑波学園病院 

    部員 佐野 歩 茨城県立医療大学付属病院 

      高尾 敏文 つくば国際大学 

      飯野 和徳 筑波記念病院 

  生涯学習部 部長 黒田 崇 きぬ医師会病院 

    部員 加藤 行一 神立病院 

      神林 幸生 吉成医院 

      鈴木 和成 介護老人保健施設シルバービレッジ 

      山本 達也 水戸中央病院 

      荒井 秀行 友愛記念病院 

      福田 友 立川記念病院 

      永井 智 つくば国際大学 

      柴崎 典子 訪問看護ステーション terms 

      毛利 成孝 いちはら病院 

      武井 修 つくばセントラル病院 

  卒前教育部 部長 村野 勇 土浦協同病院 

    部員 
ジャンチャン

キュ 
アール医療福祉専門学校 

      山本 達也 水戸中央病院 
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普及・啓発局   局長 森田 英隆 いちはら病院 

  広報部 部長 高石 直紀 湖南病院 

    部員 倉田 俊洋 いちはら病院 

      冨澤 将人 牛尾病院 

      小橋 正和 湖南病院 

      古後 俊介 塚田整形外科 

  理学療法啓発部 部長 峯岸 忍 筑波メディカルセンター病院 

    部員 一ノ瀬 陽子 筑波メディカルセンター病院 

  調査・情報部 部長 長谷川 大悟 介護老人福祉施設サンフラワーひたちなか 

    部員 柴田 洋佑 きぬ医師会病院 

      高見 友 あかおぎ整形外科クリニック 

事務局   局長 金子 哲 水戸赤十字病院 

    
次長 

 兼法人担当 
平田 清次 ひたち医療センター 

    
次長 

 兼財務担当 
川﨑 仁史 茨城北西総合リハビリテーションセンター 

    財務 三田 拓 茨城北西総合リハビリテーションセンター 

    総務 笠原 鉄聡 介護老人保健施設みがわ 

      和田 敏裕 水戸病院 

      海野 聡 介護老人保健施設エバーグリーン 

    庶務 山口 勝彦 水戸済生会総合病院 

    共益 菅井 康弘 茨城西南医療センター病院 

委員会   担当理事 大曽根 賢一 筑波メディカルセンター病院 

  定款組織検討委員会 委員長 長谷川 聡 水戸メディカルカレッジ 

  表彰委員会 委員長 前田 信道 JA とりで総合医療センター 

  倫理委員会 委員長 石塚 和重 筑波技術大学 

 選挙管理委員会 委員長 金森 毅繁 筑波記念病院 

  代議員選挙管理委員会 委員長 沼尻 一哉 茨城西南医療センター病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成 30 年度 賛助会員名簿 
 

企業名称 郵便番号 施設住所 

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

テクノブレイス株式会社 347-0063 埼玉県加須市久下 1696-1 

株式会社 デベロ 310-0841 茨城県水戸市酒門町 1744-2 

株式会社 ロングライフ 311-4164 茨城県水戸市谷津町細田 1-8 

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

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

有限会社 ヨシフク 310-0841 茨城県水戸市酒門町 1437-3 

株式会社 三陽 310-0852 茨城県水戸市笠原町 1510 

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

株式会社東亜義肢 331-0062 埼玉県さいたま市西区土屋 515 

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

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

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

株式会社レイモンド・チル 150-0011 東京都渋谷区東 1-27-7 渋谷東 KM ビル 9 階 
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