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『県学会の想い出』 

第 23 回静岡県理学療法士学会 

学会長  宮下 正好 

第 23 回静岡県理学療法士学会を、2019 年 6 月 15 日（土）・16 日（日）にプラサヴェルデ（沼津市）で開催

させていただきます。県学会には、これまで様々な立場で参加させていただき、多くの経験をさせていただきま

した。 

記念すべき第 1 回（1990 年）は、浜松医科大学で開催されました。静岡県でもいよいよ県内学会がスタート

する、これは是非参加しなくては・・・ということで職場の同僚と浜松まで出かけていったのを思い出します。

第 2 回（1992 年、あやめ会館；伊豆の国市 ＊当時は伊豆長岡町）は、私の住む東部地区で初めての開催でした。

運営のお手伝いをさせていただいたのですが、当時は予算規模が小さく、スクリーンやスライドプロジェクター

を学会役員の所属施設からご厚意でお借りし、持ち寄って準備しました。今では考えられないようなことですが、

まさに手作りの学会でした。第 7 回（2001 年、アクトシティ浜松）では、人工透析の症例報告を発表させてい

ただきました。腎臓リハビリテーションという言葉すらなかった時代でしたので、興味のある人はいないだろう

な、と思いながらポスターの横に佇んでいましたが、意外にも何名かの方々からご質問いただき良いディスカッ

ションができたことを覚えています。第 8 回（2004 年、富士市文化会館ロゼシアター）では準備委員長を拝命

しました。会場との折衝、文書の作成、各部署間の調整等々、寝食を忘れて学会準備に打ち込みました。心身と

もにそれなりの負荷は感じたものの、その分、成し遂げた喜びはひとしおでした。 

県学会はどのような立場で参加しても、理学療法士として、社会人として私を成長させてくれる場であったよ

うに思います。時代の変化とともに、県学会に対する考え方ややり方は変わっていくかもしれませんが、県士会

員が集い互いに成長できる場であることは変わらずにいて欲しいと願っています。つぎの時代へそれを繋いでい

けるよう、23 回学会は準備を進めて参りました。多くの会員、県民の皆様のご参加をお待ちしております。6 月

15 日・16 日、プラサヴェルデでお会いしましょう。 
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第 23 回 静岡県理学療法士学会 

…お知らせ 第 5 報… 

 

                             

 

 

…運営委員登録御礼… 

   たくさんのご応募ありがとうございました。 

   一緒に本学会を盛り上げ成功させましょう!! 

   どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

…公 開 講 座 紹 介…  

   

 

東京 2020 パラリンピックまであと 1 年！ 

シンポジウムと体験ブースで「障がい者スポーツ」をわかりやすく紹介します。シンポジストは静

岡県の障がい者スポーツに長年携わってきた大胡田氏をはじめ、現役アスリートの山口選手、神田

コーチの他、障がい者スポーツトレーナー及び初中級障がい者スポーツ指導員の資格を有する県士

会員です。 

お子様からお年寄り、障がいがある方、どなたでも楽しんでいただけます。 

お誘い合わせのうえ、お気軽にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人財育成 ～つぎの時代へ～  2019年 6月 15･16日 プラサ ヴェルデ 

学会長:宮下正好  準備委員長:市村真樹 

みんなで楽しめる障がい者スポーツ講座 

【シンポジスト】 

大胡田茂夫氏 静岡県障害者スポーツ指導者協議会会長 

山口 光男氏 リオ 2016 パラリンピック競技大会走り幅跳び日本代表選手 

神田いずみ氏 日本知的障がい者陸上競技連盟コーチ 

赤岩 龍士  富士リハビリテーション専門学校 

小林 敦郎  順天堂大学医学部附属静岡病院 

新倉 裕二  えがわ医院 

【日時】 

6/15(土) 学会１日目 

体験ブース 13:30～16:30 

シンポジウム 14:00～15:30 

【場所】 

第２会場（1 階 ホール A-1） 
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  …学会企画紹介… 

 

                   

 

4 名の講師とともに養成校と臨床現場それぞれの立場から次世代のリハビリテーション専門職

育成について討論します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画ワークショップ リハビリテーション専門職育成のこれから 

【司会】 

市村真樹 第 23 回静岡県理学療法士学会 準備委員長 

【講師】 

熊野貴紀 専門学校 白寿医療学院 

名倉達也 掛川東病院 

 大石義秀 静岡医療科学専門大学校 

 宮下大典 医療法人社団アール・アンド・オー 

【日時】 

6/16(日) 学会２日目 

14:00～15:30 

【場所】 

第１会場(1 階 ホール A-2) 

【日時】 

6/15(土) 学会 1 日目 

15:00～16:30 

【場所】 

第 3 会場(3 階 301・302) 

◎運動器 「骨粗鬆症性椎体骨折に対する理学療法推論の実際」 

【講師】 

小松 亮 

医療法人社団英志会 富士整形外科病院 

◎中枢神経 「脳卒中片麻痺者に対する理学療法推論の実際」 

【日時】 

6/16(日) 学会２日目 

10:00～11:30 

【場所】 

第 3 会場(3 階 301・302) 

【講師】 

髙木 亮輔 

JA 静岡厚生連 リハビリテーション中伊豆温泉病院 

企画セミナー  

実践的ケースカンファレンス ベテラン PT の臨床推論を学ぼう 

脳卒中片麻痺の理学療法はどのように進めるべきか、回復期病棟へ転入院した実際の症

例を通じて、病態解釈や治療展開を論理的に構築する体験が出来ることを目指します。 

実際の症例の急性期から在宅までの経過を検討し、再転倒予防に対するアプローチ、医療から介護

への移行などの引き継ぎ、骨粗鬆症リエゾンサービス（OLS）について考えを深めていきます。あ

らゆる分野の理学療法士の臨床の参考になる内容です。 



4 

 

 

 …託児室のご案内 
お子様のいらっしゃる方にも積極的に安心して学会に参加していただけるように、託児室を設置いたします。

NPO 法人 子育て応援ネットワークドレミより託児児童の年齢・人数に合わせて保育士を派遣していただき

ます。お子様の楽しい遊び場と時間をご用意いたしますので、どうぞご利用ください。 

 尚、準備の都合上、申込みは事前申込のみとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

【料    金】 無料 

【対象年齢】  月齢６ヶ月～12 歳まで 

【定    員】 若干名（学会参加者優先、先着順） 

【留 意 点】 病児保育はお受けできかねますので予めご了承ください 

【託児可能時間】 2019 年６月 15日（土） 12：00～18：30 

６月 16日（日）  9：30～16：00 

【場    所】 ふじのくに千本松フォーラム プラサ ヴェルデ内 

【申 込 方 法】 2019 年６月６日（木）までに下記のメールアドレスへお申し込みください。 

お申し込み後 3日以内に返信がない場合、恐れ入りますが下記電話番号までご連絡くだ

さい。やむを得ずキャンセルされる場合はなるべく早くご連絡をお願いします。       

件名に必ず『第 23 回静岡県理学療法士学会 託児申込』と入れるようお願いいたしま

す。下記の項目をご明記ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【備    考】 その他、当日の持ち物など詳細については学会ホームページをご参照ください。 

尚、『お子様の事前アンケート』を学会ホームページよりダウンロードし、ご記入の上、

当日ご持参ください。 

URL：http://www.shizuoka-pt.com/spta-congress23 

【問い合わせ先】 第 23 回静岡県理学療法士学会 厚生局  

         担当：NTT 東日本伊豆病院 田中 泉 

         E-mail：sizugakkai2019@yahoo.co.jp 

         TEL：055-978-2320（代表）/PHS（7078） 

 

①氏名（参加する保護者） 

②所属機関名（病院、施設名） 

③氏名（お子様） 

④年齢・学年（お子様） 

⑤託児希望時間（日付・時間） 

⑥第一緊急連絡先（氏名・電話番号） 

 第二緊急連絡先（氏名・電話番号） 

＊当日必ず連絡がとれる番号 

⑦PC メールアドレス 

E-mail：sizugakkai2019@yahoo.co.jp 

mailto:sizugakkai2019@yahoo.co.jp
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 …懇親会のご案内… 
  

 「静岡県士会を盛り上げよう」をテーマに学会 1 日目終了後、懇親会を開催いたします。 

会費は飲み放題がついて「4,000 円！！」 余興もあります！！！ 

尚、準備の都合上、申込みは原則、事前申込とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 

【日    時】 2019 年６月 15 日（土） 

受付 18：10～ 

           開会 18：30～ 

【場    所】 ふじのくに千本松フォーラム プラサ ヴェルデ  ３階 ホール B 

【会    費】 4,000 円  学会当日、懇親会受付にてお支払いください。 

（お釣りが出ないようご用意をお願いいたします。） 

【定    員】 100名 

【申 込 方 法】 2019 年６月６日（木）までに下記のメールアドレスへお申し込みください。 

件名に必ず『懇親会の申込み』と入れるようお願いいたします。 

下記の項目をご明記ください。 

 

          

 

 

 

 

【備    考】 準備の都合上、やむを得ない場合を除き、直前のキャンセルはご遠慮ください。 

（キャンセル料をいただく場合がございます） 

その他、詳細は学会ホームページをご覧ください。 

URL：http://www.shizuoka-pt.com/spta-congress23 

【問い合わせ先】 第 23 回静岡県理学療法士学会 厚生局 

         担当：NTT 東日本伊豆病院 田中 泉 

         E-mail：sizugakkai2019@yahoo.co.jp 

         TEL：055-978-2320（代表）/PHS（7078） 

 

 

皆様のご参加を心よりお待ちしております 

①名前（団体でのお申込みの場合は全員の氏名） 

②所属機関名（病院、施設名） 

③連絡先（電話番号またはメールアドレス、団体の場合は代表者名）          

※余興のお申込みも上記メールアドレスまでお願いいたします。 

E-mail：sizugakkai2019@yahoo.co.jp 

mailto:sizugakkai2019@yahoo.co.jp
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「スポーツ理学療法研修会」のご案内 
 

  

 

 

2020東京オリンピック・パラリンピック大会が来年に迫り、県内でも自転車競技が開催され

ることもあり、少しずつ盛り上がりを見せてきております。さて、この度はスポーツ理学療法推

進協力者が中心となり「スポーツ理学療法研修会」を企画いたしました。内容は基本的なスポー

ツ理学療法についてです。これまでスポーツに関わったことのない方、これから関わりたい方に

分かりやすく紹介します。もちろん経験者も歓迎です。皆様、お誘いあわせの上、ご参加頂けま

すようよろしくお願い致します。 

記 

 

開催日時 ： 2019 年 4 月 21日（日） 9：30～16：30（受付 9：00～） 

催場所 ： 浜松市リハビリテーション病院 浜松市中区和合北１町目 6-1 

定  員 ： 40名 （応募多数の場合は抽選）    

会  費 ： 会員－無 料  非会員－500円 

講  師 ： スポーツ理学療法推進協力者 

内  容 ： スポーツ理学療法総論 障がい者スポーツ  

県士会 MS部紹介 上肢・下肢のスポーツ障害と理学療法 

申し込み期間 ： 4月 10日まで 

日本理学療法士協会会員の方－マイページよりお申し込みください 

会員外の方－静岡県理学療法士会 HPよりお申し込みください 

＊参加の可否については、研修会 1週間前までにご連絡致します 

＊日本理学療法士協会生涯学習ポイントが付与されます（予定） 

＊秋（9～10月）には同じ内容を東部地区で開催予定です 

 

< 問い合わせ >  静岡県理学療法士会メディカルサポート部長 

河野 隆志 

mail : <atsu@shizuoka-pt.com>  

 

 

予 防 局 長  小 林 敦 郎 

メディカルサポート部長  河 野 隆 志 
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「産後の理学療法研修会」 のご案内  

予防局長   小林  敦郎 

健康増進部長  山﨑 一史 

この度、予防局健康増進部では下記の研修会を開催する運びとなりました。静岡県内でウィメンズヘ

ルス理学療法の分野で活躍されている健康増進部のスタッフにご講演いただきます。県民を対象に健康

増進部が開催している「産後の骨盤ケア教室」において必要な知識と技術について学ぶことのできる内

容を企画しました。また、できるだけ多くの皆様に参加していただけるよう、２会場での開催、お子様

連れでもご参加できるよう託児所も設けました。今後の静岡県のウィメンズヘルス理学療法の発展につ

いて話し合える機会です。ご多忙とは存じますが、皆方のご参加をこころよりお待ち申し上げます。 

 

記 

 

産後骨盤ケア研修会（西部）  定員 30 名 忚募多数の場合は抽選とします 

日時： 2019 年 5 月 19 日(日)  10:00～12:00  (9 時 45 分から受付開始)  

会場： 中東遠総合医療センター 第 3 会議室 〒436-0040 掛川市菖蒲ヶ池１番１ 

 

産後骨盤ケア研修会（東部）  定員 20 名 忚募多数の場合は抽選とします 

日時： 2019 年 6 月 2 日(日)  9:30～11:30 (9 時 15 分から受付開始)  

会場： 静岡県総合健康センター 第 2 研修室 〒411−0801 三島市谷田 2276 

 

内 容：妊娠から産後にかけて身体の変化、マイナートラブルの対処法について 

授乳姿勢や抱き方、基礎から実技指導まで（両会場とも講義内容は同じです） 

参加費 会員：無料  会員外：500 円  

申し込み方法:  

・ 日本理学療法士協会会員の方 マイページよりお申し込みください。 

・ 会員外の方 静岡県理学療法士会 HP よりお申し込みください。 

・ 参加の可否については、研修会 1 週間前までにご連絡致します。 

 

＊生後 3 ヶ月から未就園児の託児所を設置しております。是非ともご利用ください。 

申込期限： 西部－2019 年 5 月 7 日(火)   東部－2019 年 5 月 21 日(火)  

 

 

＜問合せ＞ 静岡県理学療法士会予防局健康増進部   山﨑 一史 

mail : <atsu@shizuoka-pt.com> 
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～ 予防局 メディカルサポート部 活動報告 ～ 

「第 4 回全国知的障害特別支援学校高等部サッカー選手権」 

「第 2 回全国知的障害特別支援学校普及大会」 

寺田 隆二¹⁾²⁾ 花田 高彬¹⁾ 河野 隆志¹⁾ 小林 敦郎¹⁾ 

1) 予防局 メディカルサポート部  2) 静岡リウマチ整形外科リハビリ病院 

 

【大会概要】 

 今回、H31 年 2 月 16 日、17 日の 2 日間、藤枝総合

運動公園サッカー場にて全国知的障害特別支援学校

高等部サッカー選手権、全国知的障害特別支援学校普

及大会のメディカルサポート(以下、MS)を行いました

ので、報告します。この大会では、全国から都道府県

予選と地域予選を勝ち抜いた 10 チームが参加し、「も

うひとつの高校選手権」の優勝を争うとともに、障が

い者サッカーの普及を目的に開催された大会になり

ます。 

 

【活動内容】 

 今回のサポート体制として、メイン会場であるサッ

カー場の救護室と各会場に理学療法士を配置し、試合

中の救急対忚と試合前後のケアを行いました。 

 大会当日の主な活動は、大会前から抱えていた障害

に対するテーピングやケア方法の指導、試合中に発生

した外傷に対する初期対忚を行いました。テーピング

処置では選手からのフィードバックが乏しく、処置の

難しさを実感しました。 

傷害内容件数 (2 日目のみ)      (件) 

疼痛 10 

外傷 8 

その他 2 

合計 20 

 

処置内容別件数 (2 日目のみ)       (件) 

テーピング 8 

アイシング 7 

創部処置 2 

その他 4 

合計 21 

試合の様子 

 

【今後に向けて】 

 今回の大会の対象者は普段の臨床場面では関わる

ことの尐ない知的障害を有する高校生でしたが、コミ

ュニケーション方法など工夫をしながらMS活動を実

施しました。身体活動は、接触プレーやヘディングで

の競り合いなど激しいプレーが随所にみられ、技術力

の高さに驚きました。今回プレーした選手たちが今後

もスポーツ活動を継続できるよう大会中のサポート

共に障害予防についての取り組みを行って行きたい

と感じました。 

【謝辞】 

 この度、貴重な機会を与えて頂きました日本障がい

者サッカー連盟の皆様および関係各位に深謝いたし

ます。
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～ 予防局 メディカルサポート部 活動報告 ～ 

「静岡マラソン 2019」 

 

花田 高彬 1）2） 栗田 泰成 1） 河野 隆志 1） 小林 敦郎 1） 

1) 予防局 メディカルサポート部  2) 静清リハビリテーション病院 

 
2019年 2月 24日に開催されました『静岡マラソン 2019』

に救護スタッフとしてメディカルサポート（以下：MS）活

動に参加しました。静岡マラソン 2019 は参加者約 12000

人（フルマラソン）の大規模な大会であり、参加したラン

ナーも全国各地、さらには海外からも参加している人気の

ある大会です。MS活動は第 1回大会より参加し、今回で 6

度目となりました。参加スタッフは MS 部所属の県士会員

69 名（西部：13 名，中部：26 名，東部：30 名）体制で、

傷害件数が増加する 21.9km 地点の第 5 関門救護所からフ

ィニッシュ地点までの計 8 か所に救護所を設置し、医師、

看護師、学生ボランティア、大会スタッフの皆様とともに救護活動を実施しました。 

主な MS活動内容は医師の指示のもとランナーの状況に応じて選手のアクシデントに対するストレ

ッチングやテーピング処置を中心に行いました。今大会は昨年の最高気温 21.8度と比較すると気温

12 度前後、曇りでランナーとしては快適に走れる天候に恵まれ、気温の影響もあり救護所を利用す

る人数は昨年の 117名から微減の 106名（マリナート北）でした。今回の MS活動を通して、走行距

離によって起こりうる身体の変化、気温や天気が要因となって発生確率が変化する傷害等、競技特

性を理解する必要性を改めて感じました。さらには救護対応マニュアルの改定が進み、同じ救護所

内に配置されている専門職がお互いの役割を理解し分担できたことでランナーに迅速に対応できた

と感じています。 

今後もランナーが安心して競技に取り組むことができる大会になるよう MS部内での連携の強化に

努め、理学療法士としてのスキルアップを目指していきたいと思います。 

最期に静岡マラソン 2019の救護活動にあたり、多大なご支援を頂きました関係者の皆様に深くお

礼申し上げます。 

救護所内での活動 フィニッシュ地点救護所のスタッフ 
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 生活環境支援系専門部会 

第 13 回地域リハ実践研修会 

「慢性期の関節可動域改善の方法」 

富士いきいき病院 永井崇史 

 

私は普段患者様に治療介入させていただく中で、入院時から認められる慢性的な可動域

制限に対して改善の困難さを感じていました。その中で本研修会のことを知り、慢性的な

可動域制限に対する考え方や介入方法について学びたく今回の研修会に参加させていただ

きました。 

関節可動域制限は、急性期と慢性期で考え方や介入方法が明確に違い、時間の経ったも

のほど改善に時間を要するとの事でした。慢性的な可動域制限の原因は関節構成体の問題

と、筋肉の問題に大別されその他として軟部組織や骨性の制限があることを教えていただ

きました。 

関節の構成体の問題は筋力が保たれていても、構成体自体に不具合があった時には運動

が円滑に行えず可動域制限が生じるというものでした。これに対して、関節モビライゼー

ションを中心に実技を含めた関節の遊びの評価・関節包のストレッチを体験しました。 

筋肉の問題に対しては、補助同筋を含む多関節筋に対しても筋硬結の有無など個別に評

価していくことの必要性を教えていただきました。評価し、抽出された個別の筋に対して

マッサージ等を行い筋緊張のバランスを整えることで軽快を図ることが出来ると実技研修

を通す中で感じることができました。また、マッサージについても筋の構造や感覚器を多

く富む起始部・停止部への介入についても教えていただきました。 

研修を通じて可動域制限を単純な問題として捉えずに、関わりうる要素に対して評価し、

本当の問題点を抽出しなければ適切な治療介入には至らないのだろうと感じました。また、

介入方法についても解剖学・生理学を踏まえたうえで介入をすることにより問題点を明確

にできることを改めて痛感いたしました。 

最後に、今回講義をしていただいた風間章好先生をはじめ、生活環境支援系専門部会運

営スタッフの皆様にこのような機会をいただいたことを感謝申し上げます。 
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受講欠席 連絡先 

spta_seminar@yahoo.co.jp 

（Yahoo!メールになります） 

生涯学習局だより 
 

生 涯 学 習 局 長   山下裕太郎 

理学療法士講習会部長  瀧  和人  

ポイント認定部長   高橋  敦  

研 修 部 長  永澤加世子 

新 人 教 育 部 長   岩里 大樹 

 

 

【生涯学習局担当研修会・講習会の受講欠席について】 

生涯学習局が担当する研修会、講習会等（下記参照）の受講欠席の連絡窓口を下記の連絡先に  

統一致しました。 

万が一、受講を欠席される場合、下記の連絡先へメールにて連絡ください。 

メール記載内容として、氏名、会員番号、キャンセルされるセミナー名を必ず明記するように

よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

＜生涯学習局 担当研修会・講習会＞ 

●新人教育プログラム  ●新人教育部症例検討会 

●研修部研修会     ●理学療法士講習会 

 

【日本理学療法士協会マイページについて】 

会員情報、会費納入状況、生涯学習関連（新人教育プログラム、認定・専門理学

療法士）の履修状況管理、［会員限定コンテンツ］による情報提供など、マイペー

ジにてご利用いただけます。 

定期的にログインし、ご確認をよろしくお願いいたします。  

 

【新人教育プログラムを修了された方へのお願い】 

新人教育プログラムの単位を全て履修された方は、日本理学療法士協会マイページより修了申

請をご自身でお願いいたします（修了申請を行わないと、未修了のままとなります）。 

  

 修了申請手順 

 マイページへログイン ≫ メニュー「生涯学習管理」 ≫「履修状況確認」   

  ≫  新人教育プログラム ≫ 修了申請 をクリック 

 ※修了要件を満たすと修了申請ボタンが表示されます。 
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 新人教育プログラム修了申請後、「専門分野の登録」をお願いいたします。 

 ※ マイページへの履修反映は、受講日から約2カ月後です。 

※ 認定・専門理学療法士申請には新人教育プログラム修了日、翌日以降に取得した 

生涯学習ポイントが対象となります。 

 

 

【平成 31 年度 第 1 回研修部研修会のご案内】 

 テ ー マ：「理学療法士のためのスポーツ現場で必要な基礎知識」 

日  時：平成 3１年 6月 30日（日）  10：00～16：00 （受 付：9：30～） 

場  所：常葉大学 水落キャンパス 

内  容： 

1)コンディショニングの基礎知識  講師：栗田泰成先生（常葉大学） 

2)トレーニング科学の基礎知識   講師：星川秀利先生（常葉大学） 

3)スポーツ選手のための理学療法‐姿勢改善の実際‐  

講師：岡部敏幸先生（プロフットサポート岡部） 

対  象：60名（理学療法士、一般市民） 

参 加 費：静岡県理学療法士会会員：3000円  会員外：4000円 

 ＊支払い方法はクレジット決済(楽天カード)、又は現金振込みでお願いします。 

 申込方法：日本理学療法士協会 HP「マイページ」よりお申し込みください。 

申込期間：楽天カード決済 ; H31 年 4 月 1日（月）～H31 年 6 月 20日（木）  

現金振込み    ; H31 年 4 月 1 日（月）～H31 年 6 月 10日（木）  

＊申込人数が満員になり次第終了させていただきます。 

問合せ先：公立森町病院 永澤加世子  Email：kayoko@shizuoka-pt.com 

備  考：事前キャンセルの際は、必ず「spta_seminar@yahoo.co.jp」までご連絡下さい。 

*原則キャンセルに伴う返金はできませんので予めご了承下さい。 

 

 

【平成 3１年度 静岡県理学療法士講習会開催報告】 

基本編 理論「脳血管疾患に対する評価・治療の基礎 

               ～転倒予防も含めた二次障害予防～」 

日  時：平成 31年 1月 20日（日） 

場  所：中央調理製菓専門学校(静岡校) 

参 加 者：74名（県内会員 50名、県外会員 24名 非会員 0名） 

講  師：堀本 ゆかり先生(国際医療福祉大学小田原校) 

内田 成男先生(富士リハビリテーション専門学校) 

森下 一幸先生(浜松市リハビリテーション病院) 

 

理学療法士講習会 「脳血管疾患に対する評価・治療の基礎～転倒予防も含めた二次障害予防

～」を中央調理製菓専門学校にて開催いたしました。90 名の申し込みを頂きましたが、時節柄

感染症等の影響もあり、当日は 74 名の方々にご参加を頂き、無事開催に至る事が出来ました。

誠にありがとうございました。 

今年度も昨年度に引き続き、3名の講師をお迎えし、本講習会の目的であります「脳血管疾患

に対する特徴や概論を学び、多角的な視点から評価や治療について学ぶ事」に向けて、各講師の

mailto:spta_seminar@yahoo.co.jp」までご連絡
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方々に、それぞれ違った視点から講義をして頂きました。 

どの講義も非常に工夫が凝らされており、ベーシックな内容から、すぐに臨床忚用できる内容

まで幅広く網羅されており、聴講者も熱心な様子で受講する姿勢がうかがえました。 

また、一日 5講義というタイトなスケジュールではありましたが、聴講者にとって充実した内

容となり、今後の忚用編、専門的な研究会・学会参加への足掛かりとして有意義な時間になった

かと感じました。 

最後に講習会開催にご尽力頂きました講師の方々をはじめ、運営スタッフの皆様には心より感

謝申し上げます。また、会場を提供して頂きました中央調理製菓専門学校の先生の方々にもこの

場を借りて感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  報告者：理学療法士講習会部 運営局 新井 アガシ 

 

【平成 31 年度新人教育プログラム開催日程】 

                              （平成 31年 2月 27日 現在） 

 開催日 地区 会場 

第 1回 

2019年 8月 4 日（日） 東部 湖山リハビリテーション病院 

2019年 8月 18 日（日） 中部 藤枝市立総合病院 

2019年 7月 21 日（日） 西部 静岡医療科学専門大学校 

第 2回 

2019年 9月 1日（日） 東部 伊東市観光会館 

2019年 9月 15 日（日） 中部 静岡県立総合病院 

2019年 9月 8日（日） 西部 磐田市立総合病院 

第 3回 

2019年 12月 8日（日） 東部 未定 

2020年 1月 19 日（日） 中部 中央医療健康大学校 

2019年 12月 15日（日） 西部 常葉大学 浜松キャンパス 

※詳細は 4/20(土)9：30～静岡労政会館で開催予定の新人オリエンテーション内で報告致します。 

 新人オリエンテーションの詳細・申込みは静岡県理学療法士会ＨＰをご確認ください 
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平成 2019 年度 静岡県理学療法士会 生涯学習局 理学療法士講習会部年間計画 （平成 31年 1 月 22日現在） 

分類 開催日 時間 内容 会場 定員 受講費 申込について 

基本編 

2019 年 

8月 3日 

～4 日 

3 日 9：50～ 

4 日 16：10 

（受付 9：00～） 

下肢運動器疾患の理学療法 

～変形性膝関節症・変形性股関節症を中心に～ 

【講師】 

神戸晃男先生（金沢医科大学病院） 

嶋田誠一郎先生（福井大学医学部附属病院） 

対馬栄輝先生（弘前大学） 

石井慎一郎先生（国際医療福祉大学） 

千葉淳弘先生（リハビリテーション中伊豆温泉病院） 

三島市民 

文化会館 

96 名 
6000 円 

（非会員 12000 円） 

日本理学療法士協会 HPの講習会・研修会情報内の 

「理学療法士講習会 基本編理論」 

に掲載されています。 

 セミナー番号：19107 

 マイページからお申込み下さい。 

申込期間：2019年 5月 3 日～7月 24日 

基本編 

2019 年 

11月 9日 

～10 日 

9 日 9：30～ 

10 日 16：00 

（受付 9：00～） 

脳血管疾患に対する評価・治療

の基礎 

【講師】 

渡辺学先生（北里大学メディカルセンター） 

中谷知生先生（宝塚リハ病院） 

森下一幸先生（浜松市リハ病院） 

常葉大学 

（水落キャンパス） 

予定 

100 名 
6000 円 

（非会員 12000 円） 

日本理学療法士協会 HPの講習会・研修会情報内の 

「理学療法士講習会 基本編理論」 

に掲載されています。 

セミナー番号：19108 

マイページからお申込み下さい。 

申込期間：2019年 8月 9 日～10月 30日 

応用編 
2019 年 

9月 8日 

10：00～17：30 

（受付 9：30～） 

人材育成に悩んでいる中堅管理

者・若手リーダー向け研修 

～人を育てて組織を育てる～ 

【講師】 

高木亮輔先生（リハビリテーション中伊豆温泉病院） 

菅野武志先生（浜名病院） 

松下太一先生（北斗わかば病院） 

原真子先生（静岡医療科学専門大学校） 

未定 

（西部地区） 

50 名 
3000 円 

（非会員 6000円） 

日本理学療法士協会 HPの講習会・研修会情報内の 

「理学療法士講習会 応用編」 

に掲載されています。 

セミナー番号：19109 

マイページからお申込み下さい。 

申込期間：2019年 6月 8 日～8月 29日 

＊理学療法士講習会申込注意点＊ 

【申込について】申込の詳細は、協会ニュース（JPTANEWS）や協会ＨＰ（セミナー講習会情報閲覧）にて再度ご確認ください。 

【キャンセルについて】事前にキャンセルされる場合は、（spta_seminar@yahoo.co.jp）まで必ずご連絡ください！！ 



15 

 

 


