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生涯学習 
                    

            公益社団法人 静岡県理学療法士会 
                                   生涯学習局長 山下裕太郎 
  

理学療法士における生涯学習とは、生涯を通じて自己の充実・啓発や知識技術の向上のために、自発的

意思に基づいて行う学習活動であると認識しています。一見当たり前のように思えますが、これを毎日の

習慣にするためには常に疑問を持ち、対応策や改善策を主体的に模索する活動が必要となります。習慣で

すので、毎日です。これには労力やお金や時間を投資することも必要になるでしょう。習慣を続けると主

体的な生涯学習活動が当たり前になります。私は県士会活動に関わり、12 年になります。現在は生涯学習

局を担当し、県士会員に有益な情報や学習機会を届けようと日々考えています。事業を進めるうえでは、

多くの人と関わり、試行錯誤を繰り返すことが必要となります。この過程は自己成長のきっかけと思い、

私なりの生涯学習活動と捉えながら活動を続けています。 
生涯学習局では、新人教育プログラムの運営、各種研修会の企画、生涯学習ポイントの管理等を行って

います。なかでも、2022 年度に開始予定の新生涯学習制度は大きな変革となります。詳細は協会ホームペ

ージに掲載されておりますが、現行の新人教育プログラムは前期研修・後期研修へと分かれ、修了までに

5 年間を要すこととなります。修了すると、登録理学療法士となり、5 年ごとの更新が必要となります。

新生涯学習制度の目的は「ジェネラリストとして幅広く総合的な研修の受講により、自己研鑽を継続する

ことで、社会に対して理学療法士の質を保証するため」と記されています。新生涯学習制度の受講が自発

的意思にあたるかどうかは別として、社会に求められる理学療法士の期待や多様性が増えてきていること

は間違いありません。 
いずれにせよ、私達が理学療法士を継続するうえで、学習機会があることは成長のチャンスと捉え、共

に生涯学習活動を展開していきましょう。そしてお互いに日々成長できる存在でいたいものですね！ 
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【学会長あいさつ】  
常葉大学  健康科学部  静岡理学療法学科  加藤  倫卓  

 
 

 

平素より静岡県理学療法士会の活動に多大なるご高配を賜り、誠に有難うございます。新型

コロナウイルス感染拡大により今年度の学会開催は延期となり、来年度は可能な限り対面ある

いはハイブリッドでの学会を開催できるように準備を進めておりました。しかし、新型コロナ

ウイルス感染症は世界的に見ても拡大を続けており、国内においても今後、第三波やそれ以降

の感染拡大も懸念されています。そのため、学会準備委員会および県士会理事会で十分な協議

をした上で、完全オンライン学会で開催することに決定致しました。参加者の多くが、新型コ

ロナウイルス感染に高いリスクを持つ患者さんの診療に関連する方々でもあり、少しのリスク

でも避けなければならないと考えた結果です。また、会場での感染防止対策や設備費用を投じ

るよりも、充実したプログラムを、より多くの方が満足度の高い状態で視聴できるようなイン

ターネット環境づくり、およびオンライン配信システムの構築を以って、会員の皆様への還元

を行う方が良いと考えたからであります。  

WEB 開催における参加登録方法やプログラム視聴方法、当日の発表方法などは随時、学会

ホームページや個別メールにてご案内いたしますので、定期的にご確認頂けますと幸いです。 

色々と初めての事となりますが、新たな学会へ向けて鋭意、準備を進めて参ります。引き続き

ご協力賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

オンライン開催決定  
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メールでの情報通知があると投票

の際、投票サイトへのアクセスが

非常に簡単です。 

 
2021 年 1 月 4 日（月）選挙告示 
2021 年 2 月 5 日（金）立候補締切 
2021 年 3 月 8 日（月）投票開始 
2021 年 3 月 19 日（金）投票締切 
2021 年 3 月 20 日（土）開票 

 
令和 2 年 11 月吉日 

会員各位 
（公社）静岡県理学療法士会 

選挙管理委員会 
次期役員選挙について（お願い） 

 
平素より静岡県理学療法士会の活動にご理解ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。さ

てこの度は、次期役員選挙についてのご案内です。次期役員選挙から、より正確かつ効率的に選挙運営を

行うために Web 選挙システムを導入することになりました。 
今後、皆様への選挙情報の通知、投票サイトへのアクセスのご案内等、電子メールでの連絡が必要とな

ります。つきましては、日本理学療法士協会のマイページに登録してあるメールアドレスを今一度ご確認

いただき、普段から確認ができるアドレスへの変更をお願いできますと幸いです。以下に手順を掲載しま

すのでご参照ください。なお、この件に関するお問い合わせは下記連絡先までよろしくお願いいたしま

す。 
 
【メールアドレス確認の手順】 
➀マイページに登録してあるメールアドレスをご確認ください。 
②登録してあるメールアドレスが、使用されていないものである場合は、使用しているものへ変更をお願

いいたします。（マイページから変更可能） 
③メールアドレスの登録が困難な場合を考慮して、会員全員に投票に必要な情報をハガキで通知いたし

ます。メールでの通知を受け取れない場合は、ハガキにある情報をご活用ください。 
 
【マイページからのメールアドレス変更方法】 
日本理学療法士協会ＨＰへアクセス 
 
マイページ 
 
会員管理 
 
E-mail アドレス変更 
 
更新画面へ 
 
アドレスを変更する 
 
 

役員選挙スケジュール 

【お問い合わせ先】 
sh-yamanaka@janrc.or.jp 
選挙管理委員会 山中 真一 
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第 37回 東海北陸理学療法学術大会 
   ―第１報 ― 

 

 

 

 

 

 

 
このたび第 37 回東海北陸理学療法学術大会を 2021（令和 3）年 10 月 30 日

（土）、31 日（日）の日程で、静岡県浜松市のアクトシティ浜松を会場に開催させ

ていただくこととなりました。  
理学療法士としての専門性はもちろんのこと、プロフェッショナルとしての自

負が積み重ねた知識・技能に裏付けられ日常の臨床業務に成果を示せること、ま

た取り巻く方々に向けた発信することのスキル自体も改めて考え直す機会とすべ

く、テーマを「問われる臨床技能と発信力 ～今、求められる Professionalism
～」としました。  

さて、理学療法士有資格者の急増は、急速に進む超高齢社会における医療およ

び介護現場からの求人増加と合致し、幅広く活躍の場を得られました。しかし、

社会の求めは知識や技術を有し、加えて地域を理解（精通）した人材であり、経

験の浅い理学療法士が多くを占める構成では、社会からの求めに十分応じきれて

おりません。  
理学療法士は地域包括ケアシステムを深化させる重要な役割があります。動作

を観察し、環境を捉え、どのように動けるかを評価した上で、動作の改善を図

り、適応させるため道具の活用し、周辺環境を整備するいった複数の手だてを有

する Professional だからです。急性期、回復期、生活期（予防期も含め）、病期を

問わず常に新しい情報を得つつ、時代の変化に適応した職業であり続ける必要が

あります。  
理学療法士を取り巻く環境は、多職種協働が当たり前の時代となり、他職種に

向けてどう発言し理解してもらうか、対象者へのインフォームドコンセントとは

異なる発信力が必要となります。いかに有用なことを胸に秘めていても、相手に

いかに伝えるか、それがうまく発信できなければ意味を成しません。本大会にお

いては、発信力という観点からも意味深い報告となるよう皆様方にも注視いただ

けますようお願いしたいところです。  
本大会開催時期には安心して浜松を訪れていただくことができ、「文化・歴史・

音楽そして食」をご堪能いただけることとなりますよう切に願っております。  
晩秋の浜松で皆様にお会いできますことを楽しみにしています。  

大会長 和泉 謙二  
（共立蒲原総合病院）  
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【 開催概要 】 

【テーマ】 

問われる臨床技能と発信力 ～今、求められる Professionalism～ 

【開催日】 

2021 年 10 月 30 日（土）  
10 月 31 日（日）  

【会場】  
アクトシティ浜松 中ホール・コングレスセンター  

【学会ホームページ】  

https://www.shizuoka-pt.com/thpt37 
 

【問い合わせ】  
袋井市立聖隷袋井市民病院  リハビリテーション室  
tokaihokuriku37@shizuoka-pt.com 
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会員各位

職能局長 永澤加世子

職能研修部長 田島光和

職能局主催『令和２年度上級管理者研修会』のご案内

 仲秋の候、会員の皆様におかれましては益々ご清栄のことと心からお喜び申し上げます。この度職能局

では上級管理者研修会を開催する運びとなりましたのでご案内致します。対象を上級管理者研修取得者に

限定せず、初級管理者研修取得者・今後上級管理者研修受講予定の方まで広げておりますので、何卒多く

の会員の皆様にご参加頂きます様、宜しくお願い致します。

この研修会に参加される会員は、申込締切日までに下記の手続きにて申請を済ませて下さい。申請確認

後、担当者よりメールを返信致します。

 

記 
【日 時】

令和２年１２月５日（土） 受付開始 ９：００  講義 ９：３０～１２：００ 
【場 所】

会場 JR静岡駅ビル パルシェ ７階  パルシェ貸会議室 
〒４２０-０８５１  静岡市葵区黒金町４９番地 

【受講資格】 

 上級管理者研修取得者または初級管理者研修取得者で今後、上級管理者研修受講を予定している方

 ＊申し込み多数の場合には上級管理者研修取得者を優先させて頂きます

【定員】 ２０名程度

【内 容】 講師による講義、質疑応答、情報交換等

【講 師】 浜松市リハビリテーション病院    森下一幸 先生 
リハビリテーション中伊豆温泉病院  山下淳一 先生 

【スケジュール（予定）】 
9：00～ 受付開始  
9：30～11：35  講義  
11：40～12：00 情報交換・意見交換・質疑応答等 
12：00 終了予定 
 
【申込方法】 

グーグルフォーム（URL,下記QRコード）にて必要事項を記入の上、お申し込み下さい。 
確認後、担当者よりメールにて連絡致します。 

  URL： https://forms.gle/Epj5w7iv82EKzvBs8 
【申込期間】 
  令和２年９月１１(金)～令和２年１１月２７日（金） 
【参加費】 無料 

感染管理については県士会の規定等に則り厳重に実施します。

申し込み等でご不明な点がありましたら、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

＜お問い合わせ＞ 
公益社団法人静岡県理学療法士会 職能局 職能研修部長 田島光和 

Tel：０５３７－８６－８８５８ E-mail：omaezakireha@maotv.ne.jp
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【2020年度 研究・開発支援専門部会講座のご案内】 

本講座では、「研究力」向上のため、臨床で「研究に対する意欲や興味を引き出すこと」、「研究

を実践するために必要なスキルやチーム作り」などの具体的な研究実践方法を実践者から学びま

す。 

臨床研究を実践するためのスキルアップの機会として、また臨床研究のあり方や疑問解決の機会と

していただけたら幸いです。皆様の参加をお待ちいたしております。 

 認定理学療法士および専門理学療法士を目指す方に是非おすすめいたします。 

 

 テ ー マ：「臨床研究実践者に聞いてみよう！」 

―研究計画の立案から学会・論文発表までの実践方法― 
日  時：第 1回 2021年 1月 9日（土） 13：00～17：00 入退室・休憩時間含む 

     第 2回 2021年 2月 6日（土） 13：00～17：00 入退室・休憩時間含む 

    ※第 1 回・第 2 回は同じ内容になりますので、いずれかを選んでお申込みください。 

受  付：13：00開始 

会  場：オンライン（Zoomを用いてライブ配信） 

 内  容：①13：15～14：15  

研究実践総論（研究の意義・研究疑問の設定，研究計画の立案，データ測定など） 

 講師：西島 勇 （沼津リハビリテーション病院） 

②14：25～15：25 

実践方法総論（組織的な研究チーム作り，現場で起こりうる課題の克服方法など） 

 講師：山下裕太郎（JA静岡厚生連 遠州病院） 

③15：40～16：40 

実践者とのカタリバ（研究者と実践者との意見交換・参加者との質疑応答） 

 講師：西島 勇・山下裕太郎 

金原一宏・俵 祐一（聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部理学療法学科） 

対  象：一般、県士会会員 30名 ※先着順 

参加条件：①オンライン動画の閲覧などのWeb環境が整っている 

     ②PCやタブレットなどオンライン上での双方向のやり取りができる 

      （カメラ・マイク・スピーカーがある） 

参 加 費：1000円 

ポイント認定：内部障害理学療法 脳卒中理学療法 

 申込方法：Google forms（以下の URLまたはQRコード）にて申込受付、振り込み完了返信

メールにて申込完了となります。 

      https://forms.gle/Hj3YyHVDm5mvPi6J6  

 

申込期間：申込時のメールアドレスに振込先をご連絡いたします。 

振込が確認できましたら会議室の URLをご案内いたします。 

第 1回期限：2020年 12月 25日（金） 

      第 2回期限：2021年 1月 22日（金） 

備  考：事前キャンセルの際は、必ず「 maki-t@seirei.ac.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）。 

 問合せ先：担当 高山真希（聖隷クリストファー大学） Email：maki-t@seirei.ac.jp
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 講義1：「 臨床現場の疑問を研究につなげるための準備」 
 

   前田 慶明 先生      広島大学大学院医系科学研究科 講師 

                             日本運動器理学療法学会 運営幹事 
                             運動器専門理学療法士 
 

 講義2：「動作分析を踏まえた臨床研究の進め方」 
 

   阿南 雅也 先生      大分大学 福祉健康科学学部 准教授 

    日本運動器理学療法学会 運営幹事 
    運動器専門理学療法士 

運動器理学療法研修会 

お問い合わせ 公益社団法人 静岡県理学療法士会 事務局 
E-mail：office@shizuoka-pt.com TEL：054-275-2985  

WEB（リモート）研修会  ZOOM開催 形 式    

参加費 

申し込み期間   

日 時    

応募方法 

令和３年1月31日（日）  9:30～13:00(受付9:00～） 

100名様（先着順）  （どなたでも参加できます）  

1000円 （入金方法などは申し込み後ご案内します）  

令和２年12月24日～1月21日 

https://docs.google.com/forms/d/1-
6Vc9N1sYLo7Mp0GpAjfOKhiOkdtY-ySQ_eI3TJG28U/edit 

定 員    

2020年度 WEB開催！ 

テーマ：「臨床現場における 
運動器理学療法研究のすすめ」 
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第 21 回静岡県障害者スポーツ大会「わかふじスポーツ大会」 
フライングディスク競技 活動報告 

 
中西 俊介 1)2)   新倉 裕二 1)2)   前島 悠汰 1)3)  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）えがわ医院 3）静岡リウマチ整形外科リハビリ病院 
 
令和 2 年 9 月 19 日（土）と 20 日（日）の 2 日間、草薙総合運動場陸上競技場で第 21 回静岡県障害

者スポーツ大会「わかふじスポーツ大会」のフライングディスク競技が開催されました。本大会は、障害

者スポーツの振興を図るとともに、障害のある人に対する社会の理解と認識を深め、障害のある人の自

立と社会参加の促進に寄与することを目的とした大会となっております。今回の新型コロナウイルス感

染症（COVID-19）の影響により、残念ながら中止となった競技種目もありますが、今回のフライングデ

ィスク競技を含めた 7 競技が全 10 日間の日程で開催されます。 
 
 
 
  
 
 
 
 
     【受付での検温の様子】                【競技風景】 

予防局メディカルサポート部では、今年度よりメディカルサポートスタッフとして全競技日程を 2 名

体制で参加することとなりました。主な活動内容は、選手の緊急時（外傷等）の対応やテーピングの実施

となります。今大会ではそれに加えて、看護師や障害者スポーツ指導員、運営スタッフの皆さまと連携し

て、選手や介助者の会場入場時の受付業務を行い、手指消毒の徹底や検温等の体調チェックを実施し、

COVID-19 感染予防対策を徹底して取り組みました。 
大会 2 日間で約 250 名の選手が参加し、外傷や熱中症等の対応もなく、

無事にフライングディスク競技の日程を終えることができました。他県で

は COVID-19 の影響で障害者スポーツ大会が行えない中、今回メディカ

ルサポートスタッフとして看護師や運営スタッフと連携し、大会に関わる

ことができたことはとても貴重な経験となりました。全国的にみても障害

のある人たちが楽しくスポーツを行える環境はまだ少なく、医療的な体制

も不十分であると感じています。私たち理学療法士は、障害者がスポーツ

を安全・安心して行える環境作りに貢献するためにもこれからも積極的に

障害者スポーツに関わっていく必要があると感じました。今後も自身の経

験を積み、障害のある方たちがスポーツを楽しめるようサポートしていけ

る知識と技術を身につけていきたいと思います。 
最後にこのような機会をいただきました公益財団法人静岡県障害者ス

ポーツ協会の皆さま、大会関係者の皆さまに深謝いたします。 

【参加スタッフ】 
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静岡県ブレードランニングクリニック  

〜活動報告〜  
大木  雅智 1)2)   新倉  裕二 1)   下田  健一朗 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）浜松市リハビリテーション病院  

 
令和 2 年 9 月 22 日（火・祝）に開催されました静岡県

ブレードランニングクリニックに予防局メディカルサポー

ト部より、パラサイクリングと義足体験、会場運営スタッフ

として 10 名のスタッフが参加しました。  

今回のブレードランニングクリニックは、下肢切断者を対

象に競技用義足を装着したランニングを東海地区出身のパ

ラアスリートやオリンピアンが講師として、参加者に体験し

てもらうことが主な目的となっています。競技用義足は日常

用義足と違い扱いが難しく、歩くことも戸惑う参加者もいま

したが、歩行や体操、ジャンプなどの動作を繰り返すことで

競技用義足の感触を身体で感じている印象を受けました。少

しずつ身体を動かすことで参加者全員がそれぞれ  

の障害を持っていても同じように走ることができ、笑顔で楽しそう  

に走っていることがとても印象的でした。  

私たちは、会場内に設けられたパラサイクリングと義足体験のサポート、参加者

や見学者の受付業務を新型コロナウイルス感染症への感染防止対策を徹底した上

で実施しました。義足体験では、健常者でも履けるように膝を曲げて装着する下腿

義足や靴型の装具にブレードを使用した義足などが用意されており、下肢の振り出

しにくさや立脚期の重心移動の難しさを感じました。また、パラサイクリングのブ

ースでは視覚障害者用の 2 人乗りタンデム自転車や下半身不随者用のハンドサイ

クルを体験しました。今回の活動を通して、改めて下肢切断者の現状や課題を知る

ことができました。理学療法士として、障害を持つ人がスポーツを通じ豊かな生活

を送れるように支援することと自身のスキルアップは勿論のこと積極的に多くの

活動に参加することが大切だと感じました。  

最後にこのような貴重な機会や多大なご支援をいただきました公益財団法人静

岡県障害者スポーツ協会の皆さま、関係者の皆さまに深くお礼申し上げます。  

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

【会場での受付の様子】              【参加スタッフ】  

【義足体験の様

子】 
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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  秋 野  翼 

ポ イ ン ト 認 定 部 長  高 橋  敦 

研 修 部 長  岩 里 大 樹 

新 人 教 育 部 長  原 木 公 祐 

 

【新生涯学習制度について】 
 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う各種研修会事業等の開催中止および延期

により、 2021 年 4 月から開始予定であった新生涯学習制度の開始時期を  2022 年 4

月からへと 1 年延期することが決定しています。  

 

新生涯学習制度についての詳細は、「日本理学療法士協会マイページ」より、ご確

認下さい。現行制度のからの移行についてなどの情報も掲載されています。  

 

 

「会員限定コンテンツ」へのアクセス方法 

マイページ→会員限定コンテンツ→新生涯学習制度 

 

STEP 1 

マイページにログインし「会員専用コンテンツ」の入口をクリックしてください。  

 

STEP 2 

「新生涯学習制度」のパネルをクリック、その他の資料が掲載されています。  
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【令和 2 年度 新人教育プログラム開催について】 

新型コロナウイルスによる影響から、2020 年度上半期（４～９月）に予定していた対面形式で

の新人教育プログラムを中止しましたが、下半期に各地区 1回ずつ開催予定です。今年度予定し

ていた新人教育プログラム A,B,D,E の計 11テーマを受講できるように開催準備を進めています

が、開催が確約されたものではないこと、3密回避のために会場収容人数の制限を設けていること

などから、まずは e-ラーニングでの受講を検討ください。     （令和 2年 10月末 現在） 

                               

【新人教育プログラムの単位取得が可能な e-ラーニングについて】 

今年度に限り、新人教育プログラムが全会員を対象に e-ラーニングにて受講可能となっていま

す。C領域についても履修が可能となっていますので、積極的な e-ラーニングでの受講をすすめて

下さい。 

新人教育プログラムの単位取得が可能な e-ラーニング一覧 

 
※日本理学療法士協会 HP より「2020 年度 e-ラーニング実施コンテンツ一覧 （2020 年 9 月 30 日更新）」より抜粋 

セミナーＩＤ 　コンテンツ名 受講費 申込期間 視聴期間
新プロ
履修単位

生涯学習
ポイント

備考

22089
　新人教育プログラム
（2019年度迄の⼊会者⽤）

¥8,800

23536
　新人教育プログラム
（2020年度の⼊会者⽤）
　※2020年度に限り無料

無料
（2020年度

に限る）

22091
　技術編Transferシリーズ
　＜2015年度版＞

¥2,200
C-4
C-5 10

※内容①②を両方修了することで
　履修単位（ポイント）が付与されます

22084
【e-ラーニング】
第55回日本理学療法学術研修大会
2020inおおいた

無料
（全会員）

2020年2月3日（月）
　～2020年12月31日
（木）

～2021年1月31日（日）
C-7

10

※第55回日本理学療法学術研修大会
　2020inおおいたの参加可否に関わらず
　受講可能です
※内容①～⑦までを全て履修することで
　履修単位（ポイント）が付与されます

23574
　脳卒中・循環器病対策基本法と
　理学療法

無料
（全会員）

C-1
C-3

10
※本コンテンツの視聴でC-1およびC-3
　の２単位が取得可能です

23576 　理学療法⼠の基礎知識
無料

（全会員）
C-7 10

※内容①～⑨までを全て履修することで
　履修単位（ポイント）が付与されます

23661
　オリンピック・パラリンピック
　理学療法⼠に求められる役割

無料
（全会員）

2020年9月1日（火）
　～2021年1月31日（日）

～2021年2月28日（日） C-2 10
１．オリンピック（起源・オリンピックと理学療法⼠等）
２．パラリンピック（歴史・パラリンピックと理学療法⼠等）

①学⽣から社会人、医療人、職業人になるということ
②就業規則・職場⽂化とセルフマネジメント
③社会保障制度、医療・介護サービス提供体制の理解
④障害構造論
⑤各病期と各疾患別リハビリテーション
⑥理学療法の専⾨性と他職種連携・チームアプローチ
⑦理学療法のプロセス
⑧カンファレンスとプレゼンテーション
⑨個人情報の管理とSNS活⽤ルール

～2021年2月28日（日）

1.社会保障制度改⾰からみる基本法の背景
2.脳卒中・循環器病対策基本法の現状および概要
3.脳卒中・循環器病に係る政府の取り組み
4.循環器病対策推進協議会における本会からの提案

2020年8月3日（月）
　～2021年1月31日（日）

　内容

①100年ライフと理学療法⼠
②ICFとSPDCA cycle、OODA loop
③呼吸・循環⽣理
④筋⽣理
⑤運動学習
⑥臓器連関
⑦Evidence-based PTと診療ガイドライ ン

A
B
D
E

※修了に必要なテーマのみの受講で
　構いません
※自己診断テストまで修了したテーマに
　おいて、そのテーマの履修単位が付与
　されます

①技術編T-1：理学療法⼠ならとうぜん知っておくべき基本
②技術編T-2：理学療法⼠が他職種に教える際知っておくべき基本

2020年4月1日（月）
　～2021年1月31日（日）

必須初期研修（A-1～A-5）
理学療法の基礎（B-1～B-4）
理学療法の専⾨性（D-1～D-4）
 理学療法における人材の育成（E-1～ E-3）

合計：16テーマ
～2021年2月28日（日）

日程・会場 募集人数 申込み期間 内容
D-4　理学療法⼠のための医療政策論
A-3　リスクマネジメント（安全管理と感染予防含む）
A-4　人間関係および接遇（労働衛⽣含む）
D-1 　社会の中の理学療法
E-2 　ティーチングとコーチング
B-2　クリニカルリーズニング
B-3　統計方法論
A-1　理学療法と倫理
A-2　協会組織と⽣涯学習システム
A-5　理学療法における関連法規（労働法含む）
B-4　症例報告・発表の仕方

令和2年11月6日（金）
～

令和2年12月6日（日）

令和2 年10 月30 日（金）
～

令和2 年11 月29 日（日）

令和2年12月18日（金）
～

令和3年1月17日（日）

令和2年12月13日
ファルマバレーセンター

（東部）

令和3年1月24日
中央調理製菓専⾨学校

静岡校（中部）

令和2年12月6日
常葉大学浜松キャンパス

（西部）

約50人

約60人

約70人
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【令和 2 年度 新人教育部主催 症例検討会開催について】 

 

今年度も新人教育部主催の症例検討会を実施します。 

＜対  象＞発表者：経験年数１～5年目、聴講者：制限はありません。 

＜単位認定＞発表者のみ新人教育プログラム C-6(3単位)を取得できます。 

 ※申し込みの詳細は、県士会 HPのおしらせより各地区のセミナー情報をご覧ください。 

  多数の申し込みをお待ちしています。 

 

 

 

令和２年度第 3 回研修部研修会のご案内 
新人教育プログラム対象の研修会です 

 

※年度始めの計画から日時を変更していますのでご注意ください。 

※今年度は感染予防の観点から e-ラーニングでの受講が困難な方を対象としています。 

 

【日時】令和 3年 1月 10日（日） 10:00～15:30 

【場所】常葉大学静岡草薙キャンパス(静岡県静岡市駿河区弥生町 6-1) 

【内容】 C-1 神経系疾患の理学療法  10:00 ～ 11:00 

C-2 運動器疾患の理学療法  11:20 ～ 12:20 

C-3 内部障害の理学療法   13:10 ～ 14:10 

C-4 高齢者の理学療法    14:30 ～ 15:30 

【定員】100 名 

 

※申込期日は 11月 16日～12月 20日を予定しております。 

申込みは下記 URL又は QRコードより、必要事項を入力して下さい。 

 

https://forms.gle/9UMdKvD8V125WqR7A 

 

問い合わせ先：新都市病院 岩里 大樹 

                Email：iwasato-reha＠shintoshi-hosp.co

開催地区 日程・会場 募集人数 申込み期間

東部地区

中部地区

西部地区

令和3年2月14日(日)
富⼠宮市立病院

令和3年2月7日（日）
きよみの里

令和3年1月24日(日)
クリエート浜松 5階53会議室

発表者6名　聴講者30名

発表者6名　聴講者15名

発表者6名　聴講者30名

令和2年12月1日（火）
　～令和3年2月7日（日）
令和2年12月1日（火）
　～令和3年1月31日（日）
令和2年11月22日（日）
　～令和3年１月１0日（日）

13



4 

2020年度「静岡県臨床実習指導者講習会」開催概要 

 

2020年 11月 5日時点 

※第 6回 聖隷クリストファー大学 で開催される講習会から、 

申し込み方法が変更となりました。必ず、裏面の申し込み方法をご確認ください。 

※講習会は、感染予防策を十分に配慮して開催致します。 

 

１．2020年度 静岡県「臨床実習指導者講習会」の開催主体 

静岡県理学療法士会が「臨床実習指導者講習会」を取りまとめ、県内 PT 養成校 6 校 7 学科（全国

リハビリテーション学校協会）と協力して臨床実習指導者講習会を運営 

 
２．2020年度 静岡県「臨床実習指導者講習会」開催方法について 

１）会場・日程・申込期間： ※第 1回、第 2回は 2019年度に開催 

  定員は 100名程度(※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更する可能性があります) 

 会 場 日程 申込期間 

第 3回 常葉大学 浜松キャンパス 2020年 11月 21・22日 2020年 8月 15日～9月 15日 13時 

第 4回 中央調理製菓専門学校静岡校 

（担当：中央医療健康大学校） 

2020年 12月 5・6日 2020年 8月 30日～9月 30日 13時 

第 5回 白寿医療学院 2021年 1月 10・11日 2020年 10月 4日～11月 4日 13時 

第 6回 聖隷クリストファー大学 2021年 2月 27・28日 2020年 11月 22日～12月 22日 13時 

    1日目 9：00～19：10（講義・演習） 受付開始 8：30 

    2日目 9：00～17：30（講義・演習） 受付開始 8：30 

   ※本講習会は 16時間の時間が指定されているため、欠席・遅刻・早退の場合修了書の発行がで

きません。予めご了承ください。 

 

２）受講対象者：実務経験 4年以上の理学療法士・作業療法士 

（実際の臨床実習指導は実務経験 5年以上から可能） 

         

３）受講費：①PT協会員：無料  ②PT協会員外：1,000円（作業療法士も含む） 

 

４）受講者の選定方法 

   申込多数の場合、次の①～③の有資格者を優先して、受講者を決定いたします。 

   ①理学療法士 

②静岡県内の理学療法士養成校実習施設（県外施設を含む） 

③静岡県理学療法士会会員 

同一施設から複数名の申込も可能ですが、全体申込数により受講人数を制限させていただきま

す。予めご了承ください。 

 

５）受講決定 

   締切後、1ヶ月程度にメールにて連絡いたします。 

原則的にキャンセルはできませんので、ご注意ください。  

申込は終了致しました。 
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６）申込方法・期間 

※注意：第 5回までと申込方法が変更となりました。 

申込期間中に、以下の①・②の両方を済ませた方のみ、申込を受付させていただきます。 

① 実務経験申告書の作成・提出 

静岡県理学療法士会ホームページから、「実務経験申告書（Excel）」をダウンロードしてください。 

実務経験申告書の注意事項を必ずご一読いただいた上で、Excel 上で必要事項をご入力いただき

作成ください。入力していただくと、32行目の「実勤務期間合計」が算出されます。その年数は

②の登録時に使用致します。また、作成後は印刷いただき、ご本人のご捺印と、施設代表者等の

サイン・ご捺印をした物を PDFデータにしていただき、下記の申込先へメールでご提出ください。 

＜実務経験申告書ダウンロード＞ 
  URL : https://www.shizuoka-pt.com/information/2612     QRコード： 

 

 

 

    【提出先】 

 rinsyo-jissyu@shizuoka-pt.com 

聖隷クリストファー大学 矢部広樹 宛 

件名に、「第 6回講習会実務経験申告書」と必ず明記してください。 
本文に、氏名を必ず明記してください。 

 

② 以下の URLまたは QRコードより申込者情報をご登録ください。 

第 6 回 
https://forms.gle/quHpzE7wTSUsKbTk9 

 
申込内容 

会員番号（作業療法士または非会員は会員外）、氏名（フリガナ）、所属、 

メールアドレス（職場・携帯アドレス不可）、専任教員・教員以外、長期講習会受講の有無、 

生年月日（西暦表示）、実勤務期間合計 

 

７）問い合わせ先（※問い合わせは e-mailでお願いします） 

静岡県理学療法士会 臨床実習指導者講習会委員会： rinsyo-jissyu@shizuoka-pt.com ） 

 

以上 
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    今年も残りわずかとなりました。コロナ禍で生活様式ががらりと変わり、

とまどいもありましたが、皆さんも徐々に慣れてきたことでしょうか。僕

はオンライン忘年会で１年を締めくくりたいと思います。（山本篤史） 

 
 
 
 

Memo 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人御山会 みずほリハビリデイサービス

 理学療法士/作業療法士/言語聴覚士　募集

 

 

 
 

 

【募集人員】 常勤1名  非常勤2名 

【待 遇】 常勤 基本給18～21万円 職務手当24

千円～27千円 特殊業務手当12千円～

52千円  

非常勤 時給 1,300円～1,500円 

通勤手当 月額 30,000まで(実費支給) 

賞与年2回、昇給年1回 (前年実績) 

各種保険完備、退職金制度あり 

【休 日】 日曜日(週休2日)、年末年始休暇 

【勤務時間】 常勤 8時30分から17時30分 

非常勤 8時30分～12時30分 

又は13時00分から17時00分 

【交 通】 バス 富士市役所前より徒歩5分 

マイカー通勤可能 無料駐車場あり 

【応募方法】 電話又は履歴書を送付してください。 

【連 絡 先】 〒417-0057 静岡県富士市瓜島町 173 番地 1 

 社会福祉法人御山会 みずほ園 

 電話 0545-54-5400   担当/山崎・宮崎 
 HP   http://mizuhocare.or.jp/ 

 

令和 2 年 4 月 1 日開設予定のリハビリ特化型デイサービ

スです。高齢者が地域で、より生き生きと生活できるよ

うサポートしてまいりたいと思い、新たな事業として

「みずほリハビリデイサービス」を開設いたします。機

能訓練指導員としてのチームメンバーを募集します。  

理学療法士・作業療法士募集 

医療法人社団 小高会 小高整形外科 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤・非常勤１-2 名 

【施設概要】 整形外科、リハビリテーション科 

【待 遇】 月給 23.5万円～,通勤手当(上限 5万), 

賞与年 2 回,昇給年 1 回,各種保険完備, 

退職金制度あり 

【休 日】 4 週 8 休制，年次有給，夏季休暇 

年末年始休暇，年間休日120日 

【勤務時間】 8：00～18：00（平日）のうち 8 時間 

         8：00～15：00(土曜) 

【交 通】 JR 清水駅より徒歩 1 分 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい。 

【連 絡 先】 〒424-0806 静岡市清水区辻 1-15-3 

医療法人社団小高会 小高整形外科 
Tel 054-364-5985 Fax 054-364-6563 

担当：相田 

Email： kodaka-seikei@amail.plala.or.jp 

ＨＰ：http://www.yamanoue-hospital.jp 

 

外来患者様の運動器リハビリ業務全般を行ってい

ただきます。予約制のため残業はほとんどありま

せん。経験の浅い方も歓迎いたします。施設見学

はいつでも可能ですので、お気軽にご連絡くださ

い。 

理学療法士・作業療法士募集 

  

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 2 名,パート（時給1,500～2,000円）

【業務内容】 ①総合職：介護総合事業  ※選択可 

②一般職：訪問リハビリ,デイサービス, 

特養リハビリスタッフ 

【待 遇】 月給 26～35万円（経験考慮） 

賞与年2回・昇給年1回：会社の 

業績による,各種保険完備 

【休 日】  月9日間 

【勤務時間】 ①9：00～18：00 

②パート 4 時間～（応相談） 

【応募方法】  施設見学随時可能 

電話・メールまたは履歴書を郵送してください。

【連 絡 先】 〒422-8067 

       静岡市駿河区南町18-1 サウスポット 17F 

担当：九藤（くどう） 054-280-7340 

E－mail  h-kudo@infic.net 

介護保険事業の管理者 ,新規店舗展開サポート ,介護職・

リハ職サポート ,勉強会講師 ,他事業とリハビリテーショ

ンのコラボレーションを開発・運営していきます .セラ

ピストの知識技術をもって様々な領域の事業にも積極

的に関与していきます .若いセラピストにもプレゼンテ

ーションの場が与えられたりと多くのチャンスがあり

ます.新しい世界へ一歩踏み出してみませんか . 

インフィックグループ／株式会社まごころ介護サービス 
医療法人社団

 

 志太記念脳神経外科  
 

 

 

 

 

 

【募集人員】  理学療法士 常勤1名 
【施設概要】  脳外科急性期病棟19床，MRI，CT 

手術室（開頭・血管内），リハビリ室 
【待   遇】 基本給 18万円～（経験考慮），資格手当， 

通勤手当，皆勤手当，  
賞与年２回(実績４.５ヵ月)，昇給年1回， 
各種保険完備，退職金制度あり，
福利厚生施設あり

 

【休   日】  土・日・祝日，夏季・年末年始休暇 
         年次有給休暇 
【勤務時間】  8：30～17：30，9：00～18：00 
【交   通】  西焼津駅より徒歩10分，自動車通勤可 

【応募方法】  電話にて担当にご連絡ください。 
【連 絡 先】  〒425-0073 焼津市小柳津 371-1 

TEL 054-620-3717  

担当 リハビリ科 矢島 
HP http://www.shida-clinic.com 

開院15年の脳神経外科専門の有床クリニックです。 

脳卒中・脳外科手術後(年間100症例以上)の急性期

理学療法を中心とし，通所・訪問リハビリを必要に

応じて行います。質の高い医療を提供するために，

ひとりひとりの患者様に余裕をもって対応できる

環境です。まずはご見学をどうぞ。 

理学療法士募集
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理学療法士募集 

特定非営利活動法人 

静岡福祉総合支援センターＮＰＯきぼう 

 

 

 

【募集人員】  常勤１名、～59歳まで（定年を上限とする為） 

【施設概要】 機能訓練型デイサービス 

午前定員10名（9：00～12：00）、午後定員10名（13：30～16：30）

【仕事内容】 通所介護施設を利用する利用者様の送迎及び機能訓練

（リハビリ、マッサージ、治療、訓練、指導等の業務を行う。）  

・各種書類の作成 ・パソコン操作業務　※簡単な基本操作となります。  

【待　　　遇】 基本給：145,000円（総支給金額：230,000円以上）

資格手当：50,000円 送迎手当：20,000円 役職手当：15,000円

通勤手当：実費支給（上限10,000円） 賞与年２回 各種社会保険完備

【休　　　日】 週休２日制 土日休日 年次有給 夏季休暇 年末年始休暇

【勤務時間】 7：30～17：30（休憩有り） 

【応募方法】 電話にて受付,日程調整後面接． 

【連 絡 先】 〒425-0052 焼津市田尻８６番地の２ 

特定非営利活動法人 静岡福祉総合支援センター ＮＰＯきぼう  

TEL 054-631-4005 担当者：平口孝泰（ﾋﾗｸﾞﾁ ﾀｶﾔｽ） 

E-mail kibouhonbu@yahoo.co.jp 

ホームページ  http://npo-kibou.net/015_red/015_red/dei1.html

機能訓練を主体とした民家型の小さなデイサービスになりま

す。利用者様の送迎、各種マシンの負荷設定、各利用者様への

ストレッチをお願いします。スタッフは少人数ですが、その分

話がしやすくコミュニケーションが取りやすい環境です。  

 

理学療法士募集 

医療法人社団 智孝会 錦野クリニック 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 1-2 名 

【施設概要】 有床クリニック（14 床） 

【待 遇】 基本給 22 万円〜（諸手当あり）  

賞与年 2 回  昇給年 1 回   

 各種保険完備 退職金制度あり 

【休 日】 週休 2 日（シフト制）  年次有給  

夏期・年末休暇 

【勤務時間】 8:30〜19:00 （曜日によって変動あり） 

【交 通】 JR 東海道線 藤枝駅南口より徒歩 10 分 

【応募方法】 電話または E-mail にてご連絡ください 

【 連 絡 先 】  医療法人社団 智孝会 錦野クリニック 

リハビリテーション科  

担当：青山・山本 

 〒426-0066 藤枝市青葉町 2-1-47 

Tel：054-636-5000 

E-mail：m.aoyama@nishikino.net 

一般整形疾患やスポーツ傷害に対して、保存療

法から術後リハビリテーションまで幅広く行っ

ています。また超音波エコーを積極的に用い機

能解剖学に基づいた治療を展開することでより

早期の症状改善を心がけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士募集 

医療法人社団 伸 よしむら整形外科 
 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤１名

【施設概要】 整形外科、リハビリテーション科 

【待 遇】  月給23万～35万円,通勤手当あり,

 賞与年2回,昇給年1回,各種保険完備,

【休 日】  週休2日制，年次有給，夏季休暇

【勤務時間】 月火木金8：30～18：30（休憩2時間）

         水土8：30～12：30

【交 通】  ＪＲ袋井駅より徒歩5分

【応募方法】 お電話のうえ履歴書を郵送して下さい。 

【勤 務 先】  袋井市高尾1769-1 

【連 絡 先】  〒434-0037 浜松市浜北区沼 150-1 

浜北中央ビル 204 

みらいく社会保険労務士法人 

Tel 053-586-7902 Fax 053-545-7213 

HP：http://yoshimura-seikei.jp/ 

平成 29 年 4 月に開院しました。地域のみなさ

まに信頼される安心の医療をモットーにしてい

ます。開院直後からリハに対するニーズは大き

く、地域の皆様のために、リハビリ業務の更な

る充実を目指しています。教育体制はできてい

ますので、経験の浅い方、ブランクのある方も

安心してご応募下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士募集 

みどりのまち整形外科  
 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤１名 

【施設概要】 整形外科、リハビリテーション科 

           平成30年12月開院

【待   遇】  月給28万～35万円、通勤手当あり

  賞与年2回、昇給年1回、各種保険完備

【休   日】   木・土午後、日祝、有給休暇、年末年始 

  GW、夏季休暇 

【勤務時間】  月火水金 8:00～18:30（休憩 2h45min） 

         木 8:00～12:00、土 8:15～13:15 

【勤 務 先】 浜松市浜北区横須賀５９２ 

【交   通】 遠州鉄道「浜北駅」から徒歩15分 

【応募方法】 お電話のうえ履歴書を郵送してください。 

【連 絡 先】 〒434-0037 浜松市浜北区沼 150-1 

 浜北中央ビル 204 

 みらいく社会保険労務士法人 

Tel 053-586-7902 

 

浜松市浜北区にある当院は、患者様に寄り添い

「人と人」のつながりを大切にした診療を目指

しています。つねに新しい技術・設備を積極的

に取り入れることを心がけ、リハビリ、スポー

ツ整形、交通事故の診療にも力を入れています。

ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。 
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求人広告に関するお問い合わせ 
 

ＥメールまたはＦＡＸにて 

お問 い合 わせください 

 

 

静岡県理学療法士会広報局 

髙木亮輔（たかぎりょうすけ） 

Ｆ Ａ Ｘ  ０５５８－８３－１０２１ 

E-mail r-takagi@shizuoka-pt.com 

JA 静岡厚生連ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中伊豆温泉病院 

 

※ゆまにて 184 号の掲載原稿の締め切りは 

2020 年 12 月 25 日です。 
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