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令和元年 年度初めのご挨拶 

静岡県理学療法士会 

会長 和泉 謙二 

 

日頃より静岡県理学療法士会活動にご支援・ご協力賜りましてありがとうございます．この号が皆様のお手元

に届く頃は，「平成」が静かに幕を閉じ，新しい元号「令和」へと変わっていく，まさにその時だと思われます．

最近では元号不要論も持ち上がっていた記憶もございますが，あえて日本だけが守る「文化」として捉えるので

あれば，今この時の令和ブームも愛おしく感じられます． 

さて，本会において本年度は令和 2（2020）年から始まる新しい養成校等指定規則に基づく臨床実習指導者制

度への準備，講師・世話人の研修会派遣や各養成校との意見調整を行っていきます．さらに令和 3（2021）年よ

り始まる新・生涯学習システムへの準備・対応として，オンラインでの学習効率の検討や対面講義のメリットデ

メリットの勘案による研修会開催方法の検討，OJT を利用する形での実地研修のあり方を模索しつつ，さらには

単位認定される症例検討会を士会で，地域で，施設で行うことが求められていることに対し，士会として如何に

承認していくか，研修あるいは登録理学療法士という新制度への対応等の含め，未来を見据えた動きが現時点か

ら求められています． 

組織基盤の強化としては，三役や事務所職員において個人的なスキルでの対応でなんとか成立している士会運

営からの脱却が必要であり，役員あるいは事務所職員といえども増員・そして人材育成は急務であると考えてい

るところです． 

また，地域包括ケアシステムでは地域で活躍できる理学療法士を如何に育成していくのか，地域リハビリテー

ション推進員制度の浸透も含め行政や他団体とタイアップしながら進めて参ります． 

本年 11 月 3 日には，静岡県理学療法士会 50 周年記念式典・祝賀会を静岡駅前 葵タワーにおいて開催予定で

す．ひとりでも多くの方々にご参加いただき，歴史を振り返るのみではなく，将来を見据えた熱い意見交換の場

となることを期待し年度初めのご挨拶とさせていただきます． 

 

 

***目 次*** 

 

とびら ・・・・・・・・・・・・・・・・1       23 回県学会お知らせ ・・・・・・・・・・2 

各部局からのお知らせ ・・・・・・・・・4       編集後記 ・・・・・・・・・・・・・・・21

発行  公益社団法人  静岡県理学療法士会 

会  長 和泉謙二 

 山内一之 

事 務 所   〒420-0853 静岡県静岡市葵区 

追手町 10番 203号新中町ﾋﾞﾙ 2階  

TEL：054-275-2985 FAX：054-275-2977 

編集  広報局ゆまにて編集部 

部  長 清水 美晴 

所 在 地 〒410-2502静岡県伊豆市上白岩 1000番 

JA静岡厚生連ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-ｼｮﾝ中伊豆温泉病院内 
 

会員数：3,226名 511施設 

東部：1,124名 中部：942名 西部：1,160名 

施設会員数：2,909名   自宅会員数：317名 
2019.4.22        No.174 



2 

 

 

◎リハビリテーション専門職育成のこれから 

 

◎ベテラン PT の臨床推論を学ぼう 

 

 

◎みんなで楽しめる障がい者スポーツ講座 

 

◎専門部会セミナー 

 

◎発表（一般口述・ポスター、フレッシュマンズ口述・ポスター） 

ワークショップ 

実践的ケースカンファレンス 

第 23 回 静岡県理学療法士学会 公開講座 

講師：熊野貴紀・名倉達也・大石義秀・宮下大典  司会：市村真樹 

講師：【運動器】小松 亮   【中枢神経】髙木亮輔 

シンポジスト：大胡田茂夫氏・山口光男氏・神田いずみ氏 

赤岩龍士・小林敦郎・新倉裕二 

講師：【神経系】田中幸平 【生活環境支援系】松本信広 【運動器系】松本武士 

                                             

第 23 回 静岡県理学療法士学会 

…お知らせ 第 6報… 

  

 

 

…学会開催迫る… 
 

 

 

 

 

 

 

学会まであと 1 ヶ月足らずとなりました。 

準備にご協力いただきました皆様には厚く御礼申し上げます。 

多くの方のご協力を得て、以下の様な充実した企画をご用意しております。 

是非、奮ってご参加ください！！ 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

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 
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「静岡県士会を盛り上げよう」をテーマに 1 日目終了後（受付 18:10～・開会

18:30）、懇親会を開催します。会費は飲み放題がついて 4,000 円!! 

準備の都合上、申込みは原則、事前申込のみ（〆切 2019 年 6 月 6 日）と

させていただきますので、あらかじめご了承ください。定員、申込み方法等は、

ホームページに掲載しております。ご確認ください。 

 

…各種ご案内の一部変更… 

 

 

ホームページ内に学会誌掲載内容および最新情報を掲載しております。ご活用ください。 

 

 

…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。準備の都合上、申込みは事前申込のみ（先着

順・〆切 2019 年 6 月 6 日）とさせていただきますので、あらかじめご了承

ください。対象、定員、申込み方法、当日の持ち物等は、ホームページに掲載

しております。ご確認ください。 

 

 

…懇親会のご案内… 

 

 

 

 

 

 

 

皆様のご参加を心よりお待ちしております

注目!! 

各種ご案内について、ゆまにて 3 月号・学会誌掲載内容から若干の変更が

あります。ホームページにて変更内容、お知らせ等を随時更新しております

ので、参加を予定されている皆様は、お手数をおかけしますが、ホームペー

ジにて変更点等を確認の上、ご参加くださいますよう、よろしくお願いいた

します。 

託児室・懇親会に関するお問い合わせ 

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） 



4 

 

 「第 16 回 DREAM CUP（障害者野球）」 

メディカルサポートスタッフ募集のお知らせ 

 

予 防 局 長 小林 敦郎 

メディカルサポート部長 河野 隆志 

 

障害者野球部門では、静岡県内唯一の障害者野球チーム「静岡ドリームス」のメディカ

ルサポートとして、全国大会帯同、大会中のメディカルサポート等の活動を行っています。 

今回、7月 27日（土）、28 日（日）に「静岡ドリームス」主催の野球大会「第 16回 DREAM 

CUP」が裾野市運動公園野球場で開催されます。 

そこで、「第 16 回 DREAM CUP」のメディカルサポートスタッフを下記のように募集いた

します。 

大会期間中のサポート活動、メディカルブースを設置し選手の障害予防の相談等を行う

予定です。障害者野球、スポーツに関心がある方、未経験者の方でも参加、活動できます。 

 

 

記 

 

時  期：令和元年 7 月 27 日（土）、28 日（日） 

会  場：裾野市運動公園野球場  トヨタ球場（裾野市） 

募集人数：大会 1日目（27日）4 名 

     大会 2日目（28日）4 名 

活動内容：メディカルブースの設置 

（選手のコンディショニング、試合中の応急処置、選手への相談 等） 

 

申し込み方法 

静岡県理学療法士会 HP の登録フォームから申し込みください 

 

参加申込期日 ：令和元年 7 月 17日（水曜日） 

 

※ 参加スタッフが決定しましたら、詳細情報をご連絡いたします。 

以上 

お問い合わせ、質問、興味のある方は下記連絡先までお気軽にご連絡下さい。 

＜お問い合わせ・申し込み先＞ 

            静岡県理学療法士会 予防局 メディカルサポート部 

障害者野球担当 下田 健一朗（専門学校 白寿医療学院） 

〒410-2221 静岡県伊豆の国市南江間 1949 
TEL．055－947-5311  FAX．055-947-5314 

E-mail：shimoda@hakujuiryo.ac.jp 

 

mailto:shimoda@hakujuiryo.ac.jp
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『ダイハツ健康安全運転講座』 

スタッフ募集 
 

予 防 局 長  小林 敦郎 

介 護 予 防 部 長  小原 智永 

 

 

 さて、この度『ダイハツ健康安全運転講座』が下記のとおり行われます。2016 年より、ダ

イハツ工業からの依頼をいただき健康安全講座参加者に対して、運動機能・認知機能に関す

る個別評価・指導を開催地区の介護予防推進リーダーが実施してきました。 

今年度は、３店舗で実施を予定しています。この貴重な機会に多くの介護予防推進リーダ

ーが、ご検討いただけることを願っています。 

 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ・お申し込み先】 

 開催日と担当店舗：令和元年 6月 24日 13時～16時 ダイハツ函南店 

         令和元年 秋頃    13時～16時 ダイハツ富士宮店 

令和元年 12月 4日 13時～16時 ダイハツ掛川店 

 業務内容 ： 講座参加者の個別評価、運動指導 

 ポイント申請 ：認定・専門理学療法士 専門（生活環境支援）認定（介護予防）理学療法 

 期  限 ： 令和元年６月１日(土曜日) 

 募集人員 ： 各店舗 3名 ※人数多数の場合、選考にて決定させて頂きます 

 対  象 ： 静岡県理学療法士会に所属し、介護予防推進リーダー取得者 

※開催約 1か月前に、各地区で事前会議を予定しています。 

申し込み：静岡県理学療法士会ホームページ「ダイハツ工業健康安全運転講座申込」 

Googleフォームより http://www.shizuoka-pt.com/ 

 

お問い合わせ：（公社）静岡県理学療法士会予防局介護予防部 小原 智永 t.kohara@shizuoka-pt.com 

mailto:t.kohara@shizuoka-pt.com
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予防局メディカルサポート部では、平成 15 年度より理学療法の知識・技術を活かし、スポーツ現

場でのメディカルサポート活動を中心に活動・支援を行っています。とくに高校野球部門やサッカ

ー部門、障がい者スポーツでは、該当する大会のサポートを中心に毎年多くの県士会員が活躍して

います。その他には、マラソン大会のサポートや傷害予防などの啓発活動も行っています。 

 

年間を通して研修会を行い、知識や技術を高め現場での対応力向上に努めています。案内や募集は

随時県士会 HP にアップされます。活動参加には登録が必要です。まずは登録をお願い致します！ 

 

 

 

 

 

問い合わせ：  予 防 局 長  小林 敦郎 atsu@shizuoka-pt.com 

メディカルサポート部長  河野 隆志 kawano@hakujuiryo.ac.jp 
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2019 年度 専門部会のご案内 

 

 

 

 今年度も公益社団法人 静岡県理学療法士会が運営する「専門部会」への入会をご案内いたします。

理学療法の活動を広く県内に広めるとともに、地域社会で活躍できる理学療法士の育成を目指していま

す。この機会にぜひご入会をお勧めします。 

 

 

Q１：専門部会とは？ 

A：県士会員の「専門性向上」「研究活動支援」「相互情報交換」を目的とした「公益社団法人 静岡県

理学療法士会」独自の部会です。日本理学療法士協会の専門部会に準じた事業を行っていますが、運営

は県士会独自の事業です。 

 

Q２：どんな専門部会があるの？ 

 A：下記 6 つの専門部会があります。詳細は、県士会 HP をご覧ください。 

１）運動器系理学療法専門部会 （専門部会番号 01） 

２）生活環境支援系専門部会  （専門部会番号 02） 

３）内部障害系理学療法専門部会（専門部会番号 03） 

４）神経系理学療法専門部会  （専門部会番号 04） 

５）研究・開発支援専門部会  （専門部会番号 05） 

６）教育・管理系専門部会   （専門部会番号 06） 

  

Q３：何をしているの？ 

 A：専門分野の研修会や症例検討会の開催を中心に、座学・実技を中心に開催されています。 

 

Q４：参加費は？ 

 A：一律 1000 円（2019 年度）で参加出来ます。 

 

Q５：どうしたら参加出来るの？ 

 A：県士会員含め「どなた」でも参加が出来ます。各専門部会の研修会案内を確認いただき、お申込み

いただけます。 
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Q６：専門部会に入るメリットは？ 

 １．研修会に定員がある場合、該当部会会員は優先的に参加登録が出来ます。 

 ２．研修会に参加すると、生涯学習ポイント（10P）を得ることが出来ます。 

    ⇒ 認定・専門理学療法士を目指す会員の方に必要なポイントを得られます。 

 ３．専門部会の講師や運営に携わる経験が出来ます。 

 ４．専門分野の最新の知見や、会員同士のつながりを得ることが出来ます。 

 

Q7：どうやったら入会できるの？ 

下記必要事項を記載いただき、専門領域部まで「メール」にてお申込みください。但し、「新人教

育プログラムを終了し、日本理学療法士協会の専門部会に申請済の方」が対象となります。 

 

1） 氏名（ふりがな） 

2） 理学療法士協会 会員番号 

3） 所属施設（自宅会員の方はその旨記載） 

4） 所属施設の郵便番号、住所および電話番号（自宅会員の方は自宅住所を記載） 

5） メールアドレス 

6） 理学療法士協会会員歴：年数 

7） 新人教育修了書番号：昭和 60 年以前の入会者は除く 

 ※新人教育プログラム修了したもので，上記番号を確認できない場合は，その旨を記載の上で申

請してください 

8） 希望専門部会 

※前のページの１）～６）の部会のうち希望する部会を記載してください（複数登録可能） 

 

Q８：お申込み先 

  浜松市リハビリテーション病院 リハビリテーション部 

学術局 専門領域部長  森下一幸 宛  

E-mail：k-morishita@sis.seirei.or.jp 

 

連絡先：  

 433-8511 浜松市中区和合北 1 丁目 6-1 

  浜松市リハビリテーション病院 リハビリテーション部  

  053-471-8331 
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2018 年度 第 2 回支部連絡会が開催されました！ 

 

2018 年度第 2 回目となる『支部連絡会』が、県内 13 支部にて開催されました。この支部連絡会は地域連

携強化を目的に行われ、顔の見える関係作りをキーワードに 2018 年度よりスタートした新規事業です。今回

は 310 名（一般参加 2 名含む）の皆様にご参加頂きました。前半は県士会執行部より「変わる！！卒前・卒後

教育システム」と題して、「新生涯学習システム」と「指定規則改定を受けての臨床実習指導者育成」について

情報提供を頂きました。後半のグループワークでは教育管理系専門部会の先生方をコーディネーターにお迎えし

「今のうちから準備しよう！身の回りの教育状況を整理する」というテーマで各グループ熱いディスカッション

を行いました。 

    

地区 支部 日程 会 場 参加人数 

東部 

伊 豆 2/12（火） 東伊豆町役場 28名（1名） 

田 方 2/6（水） NTT東日本伊豆病院 28名 

駿東 2/13（水） ピット 28（沼津中央病院） 30名 

富 士 2/8（金） 富士リハビリテーション専門学校 24名 

中部 

葵 2/8(金) 静清リハビリテーション病院 28名 

清水 2/19（火） 介護老人保健施設 きよみの里 30名 

駿河 2/15(金) 専門学校中央医療健康大学校 16名 

志太榛原 2/20（水） コミュニティホスピタル甲賀病院 20名 

西部 

小笠 1/17（木） 中東遠総合医療センター 25名 

磐周 2/7(木) 磐田市立総合病院 25名（1名） 

中西遠 1/29（火） 常葉リハビリテーション病院 24名 

南東遠 1/30（水） 静岡医療科学専門大学校 23名 

北遠 1/25（木） 常葉大学浜松キャンパス 9名 

                                 ＊（ ）内は一般参加者 
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総括 

今年度からの新規地区事業として「支部連絡会」を年 2 回開催しました。今回開催しました第 2 回は季節柄

インフルエンザ等の流行性の感染症の影響もあり、開催を延期するなどの対応を求められる支部もございました

が、310 名の会員の方々にご参加頂き活発な意見交換の場とすることができました。後半のグループワークで

は事前に教育管理系専門部会と連携し、第 1 回で各会員からの要望が多かった「教育」に関するテーマで行いま

した。グループ分けも経験年数に配慮した結果、活発な意見交換を行うことができたのではないかと思います。

それぞれの施設で抱えている問題はその施設単独の問題ではなく他の施設の会員と共有し課題を解決していく

ヒントを得る場として提供できればと考えております。 

2019 年度も支部連絡会を開催予定です。これまで参加したいけど参加を見送っていた皆さん、ぜひ次回は一

歩踏み出してみませんか？必ず何か得るものがあります！！たくさんの会員のご参加をお待ちしております。 

常務理事（地区事業担当）大石義秀 
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2019 年度も静岡県理学療法士会では、支部連絡会を開催し、各施設・各ス

タッフの横のつながり、連携を強化していきたいと考えております。 

そこで、第 1 回 支部連絡会の日程が決定しましたので、ご案内させて

いただきます。職場では新人を迎え、世間では新たな元号『令和』を迎え、

何かとお忙しい中とは思いますが、是非スケジュールを調整し、ご参加い

ただきたいと思います。 

皆々様のご参加を、心よりお待ち申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年度 第 1 回 

支部連絡会のお知らせ 

Contents 
☞新・生涯学習システム 

☞臨床実習指導者講習会 

☞推進リーダーおよび推進員制度 

☞各局事業(講習会、研修会、介護予防キャラバン etc.) 

☞情報交換(グループワーク) 

   『地域連携・研修会』などをテーマに 

グループワークをを行いながら、意見交換を行います。 

地区 支  部 会  場 日  程 開催時間 

東
部
地
区 

伊豆支部 伊東市民病院 7 月 05 日(金曜日) 19:30～21:00 

田方支部 NTT 伊豆病院 6 月 26 日(水曜日) 19:30～21:00 

駿東支部 ピット 28(沼津中央病院) 7 月 12 日(金曜日) 19:00～20:30 

富士支部 富士リハビリテーション専門学校 6 月 21 日(金曜日) 19:30～21:00 

中
部
地
区 

清水支部 清水厚生病院 6 月 05 日(水曜日) 19:00～20:30 

葵支部 静清リハビリテーション病院 6 月 28 日(金曜日) 19:00～20:30 

駿河支部 中央医療専門大学校 5 月 31 日(金曜日) 19:00～20:30 

志太榛原支部 藤枝平成記念病院 6 月 14 日(金曜日) 19:00～20:30 

西
部
地
区 

小笠支部 市立御前崎総合病院 6 月 06 日(木曜日) 19:30～21:00 

磐周支部 磐田総合病院 周産期センター 7 月 11 日(木曜日) 19:30～21:00 

南東遠支部 浜松南病院 7 月 04 日(木曜日) 19:30～21:00 

中西遠支部 浜松市リハビリテーション病院 6 月 18 日(火曜日) 19:30～21:00 

北遠支部 常葉大学 浜松キャンパス 6 月 19 日(水曜日) 19:30～21:00 
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～予防局 健康増進部 活動報告～ 

『杏林堂薬局 ベビーフェスタ 2019』 

伊藤 早季 1⁾2⁾ 川合旬美 1⁾ 原田真帄 1⁾ 菊地麻友美 1⁾ 園田安希 1⁾ 伊藤真緒 1⁾  

山﨑一史 1⁾ 小林敦郎 1⁾ 

1）予防局 健康増進部   2）中東遠総合医療センター 

 

 2019 年 4 月 12 日に静岡市にあるツインメッセ静岡にて、杏林堂薬局主催の『ベビーフェスタ 2019』

に初めて理学療法士会として参加してきましたので、活動報告します。 

 まず、静岡県理学療法士会の予防局 健康増進部ではどういう活動をしているのか？近年ウィメンズヘ

ルス分野は、学会でも注目が高まってきています。また首都圏などでは、理学療法士が多く活躍していま

す。健康増進部でも、2～3 年前から県民の方々を対象とした「産後の骨盤ケア教室」やウィメンズの分野

でご活躍されている理学療法士や作業療法士の方をお呼びして研修会などを開催しています。 

今年度は、杏林堂薬局の方から産後のお母さんたちに理学療法士として何かできないかと、お声をか

けて頂きました。杏林堂薬局主催のベビーフェスタは静岡県内で毎年開催され、今年で 4 回目です。今

回は約 3100名の親子と出展者などの企業は 90社で 110のブースが参加するイベントでした。 

 

健康増進部として、今回のベビーフェスタでは、「理学療法士による産後の骨盤ケア教室」～腰

痛・肩こりさん大集合！体のゆがみを整え、美しい姿勢を作ろう！～をテーマに教室を開催しました。 

 教室は、整理券を配布して産後 3 ヶ月以降のお母さん 20名を対象に 30分間の教室を 3回実施しま

した。教室後には、質問ができるように時間を設けました。教室の内容としては、自分の身体の状態を確

認し自宅でも簡単にできる体操の指導を行いました。また、スタッフが参加者の身体を実際に確認しなが

ら、個別にわかりやすい指導を心がけました。 

 

配布した整理券 
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                                   教室風景 

 

参加したお母さんの中には、「この教室目的できました」や「家でもやれそうです」などの感想が聞かれ

ました。尐しの体操でご自身の変化を実感された方が多く、笑顔で帰られるお母さんが多くいました。 

子育て中のお母さんは育児や家事、そして仕事に追われており、ご自身の体をじっくり見る機会はほと

んどありません。参加されたお母さんにとって、自分の体を見つめ直してもらえる良い機会のなったので

はと思います。 

 

個別指導の様子                                   参加スタッフ 

 

 今後も、お母さんたちが子育てしやすい環境を提供できるように理学療法士として活動ができればと思

います。 

 最後に、このような貴重な機会を与えて頂きました、杏林堂薬局の皆様および関係者各位に深くお礼

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致します。 

＊ 4 月よりマイページへの入り口が変更となりました !! 
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【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、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。 

 

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。 

 

【新人教育プログラム e-ラーニング（＊有料）開始について】 

入会 4 年目以降の方は 4 月より新人教育プログラムの受講が e-ラーニングで可能となっていま

す（セミナーNo19591）。 

また入会 1～3年目の方も 9月から、一部テーマを除き受講ができます（セミナーNo19590）。 

申し込みは、日本理学療法士協会ホームページからとなります。 

 

【お知らせ】 

「静岡リハビリテーション懇話会」は、認定･専門理学療法士ポイント、新人教育プログラム単

位付与が認められています！皆さん、是非この機会を活用されてみてはいかがでしょうか！ 

第 61 回静岡リハビリテーション懇話会が令和元年 9月に「プラサ ヴェルデ」にて開催されま

す。 

詳細は，http://rehabili.godream.ne.jp/konwakai.html をご覧ください。 

 〈認定・専門理学療法士ポイント〉 

   学会参加ポイント 10ポイント 

   発表ポイント    5ポイント 

 〈新人教育プログラム〉 

   症例発表 C-6 
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【平成 31 年度新人教育プログラム開催日程】 

                              （平成 31年 4月 15日 現在） 

 開催日 地区 会場 申込期間 

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 7/4  ～ 7/28 

2019年 8月 18日（日） 中部 藤枝市立総合病院 7/18 ～ 8/11 

2019年 7月 21日（日） 西部 静岡医療科学専門大学校 6/21 ～ 7/14 

第

2

回 

2019年 9月 1日（日） 東部 伊東市観光会館 8/1  ～ 8/25 

2019年 9月 15日（日） 中部 静岡県立総合病院 8/15 ～ 9/8 

2019年 9月 8日（日） 西部 磐田市立総合病院 8/8  ～ 9/1 

第

3

回 

2019年 12月 8日（日） 東部 未定 11/8 ～ 12/1 

2020年 1月 19日（日） 中部 中央医療健康大学校 12/19 ～ 1/12 

2019年 12月 15日（日） 西部 常葉大学 浜松キャンパス 11/15 ～ 12/8 

 

＊申し込みはマイページよりお願いいたします。開催日 1か月前より申込開始となります。 

また静岡県理学療法士会 HP（イベント・セミナー情報）もご確認下さい。 

 

【2019年度 第 2回研修部研修会のご案内】 

 テ ー マ：「中枢疾患における画像所見と理学療法への応用」 

日  時：2019年 8月 25 日（日）  10：00～15：30 （受付：9：30～） 

場  所：アクトシティ浜松 研修交流センター 62研修交流室 

講  師：吉尾雅春先生（千里リハビリテーション病院副院長） 

内  容： １．基本的な脳卒中とその画像    ２．脳のシステムと視床 

３．脳の連絡線維と血管              ４．基底核ネットワーク 

５．小脳系                          ６．姿勢制御系 

７．視覚経路 

対  象：100名（理学療法士、一般） 

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。 

（セミナー番号：19831） 

申込期間：楽天カード決済 ; 2019 年 6月 3日（月）～2019 年 8月 15 日（木）  

現金振込み    ; 2019 年 6 月 3 日（月）～2019 年 8月 5日（月）  

＊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。 

mailto:spta_seminar@yahoo.co.jp」までご連絡
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＊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！！ 

 

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 4月 8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） 

浜松市福祉 

交流センター 

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 
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   ついに新元号令和が発表され、新しい時代の幕開けとなりました。令和とは梅

の花のように、日本人が明日への希望を咲かせる国でありますようにとの願いが

込められているそうです。新しい元号に込められた意味を意識して、日々過ごし

ていけたらと思います。        

                                     （山本篤史） 
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