
 
平成２４年度事業報告 

一般社団法人 富山県理学療法士会 

＜ 学術局 ＞ 

［専門領域研究部］ 
１．研修会開催 
 第１回研修会（運動器研究会企画） 
  日 時：平成24年5月19日（土） 14：00～17：00 

平成24年5月20日（日）  9：00～12：00 
  場 所：八尾総合病院 
  テーマ：「肩関節疾患に対する運動療法」 
  講 師：福吉正樹（名古屋スポーツクリニック）  
      アシスタント3名（名古屋スポーツクリニック） 
  参加者数：49名 
 第２回研修会（基礎研究会企画） 
  日 時：平成24年6月3日（日）9：00～12：00 
  場 所：富山大学杉谷キャンパス 
  テーマ：「リハビリテーション脳科学」 
  講 師：武田湖太郎 
     （国立病院機構村山医療センター生体機能制御解析室） 
      木村純（旧千葉医療大学 作業療法士） 
      浦川将（富山大学大学院） 
      石黒幸治（富山大学附属病院） 
  参加者数：67名（会員外OT3名、学生13名、一般5名含む） 
 第3回研修会（内部障害研究会企画） 
  日 時：平成24年6月24日（日）14：00～16：00 
  場 所：富山市民病院 
  テーマ：呼吸不全の症例検討会 
  講 師：志村政明（厚生連高岡病院） 

  青木歩（富山協立病院） 
  参加者数：24名 
 第４回研修会（運動器研究会企画） 
  日 時：平成24年7月7日（土）14：00～17：00 
  場 所：八尾総合病院 
  テーマ：「歩行・動作観察から見えるもの」 
  講 師：高畑芳信（高岡市民病院 リハビリテーション部） 
  参加者数：73名 
 第５回研修会（物理療法研究会企画） 
  日 時：平成24年７月8日（日）9：00～12：00 
  場 所：富山医療福祉専門学校 
  テーマ：「末梢血管疾患の病態～深部静脈血栓症， 
          動脈硬化合併症に対する理学療法へのヒント～」 
  講 師：鳥畠康充 医師（厚生連高岡病院整形外科診療部長、 
              金沢大学医学部整形外科臨床准教授） 
  参加者数：52名 
 第6回研修会（神経研究会企画） ケース・スタディー開催 
  日 時：平成24年9月8日（土）14：00～17：00 
  テーマ：「片麻痺の評価と治療」～回復期の右片麻痺の一症例～ 
  講 師：仲川 仁 （山田温泉病院） 
  場 所：八尾総合病院 
  参加者数：36名（会員外OT3名、学生2名含む） 
 第７回研修会（生活環境支援研究会企画） 
  日 時：平成25年2月17日（日）9：00～12：00 
  場 所：高岡市ふれあい福祉センター 
  テーマ：リハビリテーションにおける健康増進との関わり 
  講 師：島田 裕之（独立行政法人国立長寿医療研究センター 
            老年学・社会科学研究センター 自立支援開    
            発研究部 自立支援システム開発室 室長） 
      田村 茂（地域リハビリ支援室・タムラ） 
  参加者数：98名（会員外28名） 
 

 
 
 
 
 第8回研修会（運動器研究会企画） 
  日 時：平成25年2月18日（月） 19：00～21：00 
  場 所：八尾総合病院 
  テーマ：「変形性膝関節症に対する 
           当院の人工膝関節置換術後のリハビリ」 
  講 師：岡本 留美（西能病院） 
  参加者数：43名 
 
２．講習会の開催 
 ①理学療法士講習会「基本編」 
        （日本理学療法士協会共催・内部障害研究会担当） 
 日 時：平成24年11月18日（日）9：00～16：30 
 場 所：サンシップとやま 
 テーマ：「呼吸・循環セミナー」 
 講 師：小宮良輔 医 師（富山県中央病院） 
     水上由紀 看護師（砺波総合病院） 
     嶋先晃、藤吉健史（砺波総合病院） 
     銭谷嘉純（厚生連滑川病院） 
 参加者数：69名（県外PT18名含む） 

 ②理学療法士講習会「応用編」 
        （日本理学療法士協会共催・運動器研究会担当） 
 日 時：平成24年12月8日（土）10：00～18：00 
     平成24年12月9日（日）9：00～16：00 
 場 所：富山医療福祉専門学校 
 テーマ：「筋・筋膜性可動域制限と痛みに対する治療」 
 講 師：来間弘展（首都大学東京） 
     荒木茂（石川県リハビリテーションセンター） 
 参加者数：29名 

 ③日本理学療法士協会 教育管理専門領域研究部研修会 
       （日本理学療法士協会共催・教育管理研究会担当） 

 日 時：平成24年9月21日（金）9：30～18：00 

     平成24年９月22日（土） 9：00～16：30 
 場 所：富山市民プラザ 

 テーマ：「リハビリテーション部門のマネジメント 

        －今、理学療法士に求められるマネジメント－」 

 講 師：渡辺 京子（亀田総合病院 継続学習センター） 

     加藤 宗規（了徳寺大学健康科学部） 

     保村 譲一（浜松大学保健医療学部） 

     森本 榮 （医療法人社団輝生会、医療法人財団新誠会） 

     伊藤 隆夫（船橋市立リハビリテーション病院） 

 参加者数：12名 

 
３．学会発表 

  第３０回日本私立医科大学理学療法学会 

    演題名：「立位保持時の静脈還流速度について 

         ～免荷時，部分免荷時，全荷重時での比較～」 

   発表者：徳田裕（物理療法研究会） 

 

４．研究会活動 
① 内部障害研究会 

企画委員会 8 回開催 参加人数：延べ64名 
② 生活環境支援研究会 

企画委員会 5 回開催 参加人数：延べ53名 
③ 神経研究会 

企画委員会 7 回開催 参加人数：延べ85名 
④ 運動器研究会 

企画委員会 ３ 回開催 参加人数：延べ29名 



 
⑤ 物理療法研究会 

    企画委員会 2 回開催 参加人数：延べ12名 
⑥ 教育・管理研究会 

企画委員会 １ 回開催 参加人数：延べ6名 
⑦ 基礎研究会 

企画委員会 3 回開催 参加人数：延べ22名 
 

５．あすなろ研修（症例研究発表会）へのアドバイザー派遣 
 神経研究会 2名 
 運動器研究会 1名 
 生活環境支援研究会 2名 
 
６．会議 
① 研究会連絡会議（1回開催）平成25年3月28日 

参加者数：12名 
② 専門領域研究部事務会議（１回開催）平成24年11月19日 

参加者数：2名 
 
［学術資料部］ 
１．学術誌「みんなの理学療法」Vol.25の編集、発行 
２．会議 6回 出席者 延べ17名 

 

＜ 教育局 ＞ 

［研修管理部］ 
 １. 研修管理事業 
  ①新人教育、生涯学習の推進、啓発 
  ②履修単位の登録 
 ２. 教育･研修計画発行 
  ①新人教育プログラム単位認定 
  ②平成25年度教育･研修計画発行 
 ３. 理学療法士講習会運営への協力 
 ４. 会議1回 出席者 6名 
 
［卒前教育部］ 
１． 研修会事業 
（１） 理学療法教育方法論 

「臨床で生かすコミュニケーションスキル」 
平成24年7月1日（日） 真生会富山病院 
講師：坂井朋子（真生会富山病院 臨床心理士） 
参加者：41名 

（２） 理学療法教育方法論 
  シンポジウム「臨床実習の現状と課題」 
  平成24年12月2日（日） 真生会富山病院 

   講師：土井仁美（厚生連滑川病院） 
      田中悦子（高志学園） 
      田中正康（南砺市民病院） 
      小西純子（老人保健施設なごみ苑）  
      城戸智之（富山医療福祉専門学校） 
   参加者：21名 
 ２．会議 5回 出席者 延べ28名 
 
［卒後教育部］ 
１．研修事業 
（１）卒後教育研修会１ 

平成24年6月17日（日）富山医療福祉専門学校 
①「生涯学習と理学療法の専門領域」  
②「理学療法と職業倫理」 
講師：①寺田 一郎 （厚生連高岡病院）                              

      ②島倉聡（黒部市民病院）  
   参加者：①67名 ②62名 

 （２）標準理学療法研修会１ 
平成24年8月26日（日）富山県立中央病院 
「吸引基礎講習会」                        

講師：市川智巳、下川一生（富山県立中央病院Dr） 
   廣田恭子（富山県立中央病院Ns） 
   中島隆興（富山県立中央病院PT） 
参加者：53名                   

（３）標準理学療法研修会2 
平成24年10月21日（日）滑川市民交流プラザ 
「リスクマネジメント」  
講師：南塚正光（高志学園） 
参加者：35名   

（４）あすなろ研修  
平成25年2月10日（日）滑川市民交流プラザ 
①「学問としての理学療法と研究方法論」         

   ②「理学療法士における関係法規」                 

   ③症例研究発表会 
講師：①宮原謙一郎（富山医療福祉専門学校）            

      ②森山明（魚津地域包括支援センター）  
      ③座長：卒後教育部企画委員 
       アドバイザー：専門領域研究会員 
   参加者①72名 ②68名 ③62名        
（５）卒後教育研修会2 

平成25年3月3日（日）サンフォルテ 
①「生涯学習～専門・認定理学療法士へ～」 
②「ママさんPT交流会」                     

講師：①中島隆興（富山県立中央病院） 
参加者：①22名 ②12名                     

 ２．会議 4回 出席者 延べ30名 
 

＜ 職能局 ＞ 

［業務推進部］ 
 1．委託事業「平成24年度医療関係者うつ病等対応力向上研修」 
  講師；山川百合子先生（茨城県立医療大学医科学センター准教授） 
  日時；平成25年3月9日（土） 
  場所；サンシップとやま601 
  テーマ；「うつの予防と自殺対策～医療者が燃え尽きないために～」 

参加者；35名（会員29名、非会員6名） 
2．理学療法部門代表者会議 

  日時；平成25年3月9日（土）   
場所；サンシップとやま601 
テーマ： グループワーク（４グループにてスタッフのメンタ 
ルヘルス・育成・管理者として求められるものについて実施） 
参加者：22名 

 3．組織内候補後援 
   ４回実施 活動部員延べ６名 

4．会議５回 出席者 延べ16名 
 
［医療保険部］ 
１． 研修会「県内における地域連携について 

       急性期～連携のツールとしての地域連携パスについて 
       維持期～介護の現場からみた地域連携について」 
   報告「県内の地域連携パスの運用状況」 

平成24年9月2日（日）サンシップとやま 
講師：島倉聡（黒部市民病院） 
   廣田和寛（堀川南光風苑） 
参加者：38名 

２．医療保険制度に関する相談 1件 
３．会議 4回 出席者 延べ35名 

 



 
［介護保険部］ 
１．研修会「現状をみんなでしゃべらんまいけ Part7」 

平成24年8月3日（金）富山市総合福祉センター 
参加者：27名 

２．会議 3回 出席者 延べ14名 
 

＜ 公益事業局 ＞ 

［福祉事業部］ 
１． 第11回介護老人福祉施設リハビリテーション研修会」 

企画と実施 
平成24年11月14日（水） アーバンプレイス 

テーマ：摂食、嚥下障害について 
参加者：15名 

２．ノーマライゼーション推進事業の企画と実施 
平成24年9月15日（土） 富山駅北親水広場 
「第31回富山市民ふれあい広場」参加 
車イス体験、高齢者疑似体験 

 ３．高齢者疑似体験講師派遣 
   平成24年９月5日、12日、19日 
４．会議 6回 出席者 延べ38名 

 
［保健事業部］ 
１．健康増進に関する小研修会 

   平成24年12月22日（土） 富山県立中央病院 
   テーマ：介護予防について  

～砺波市の運動機能向上事業の取り組み～ 
   講 師：土田裕次（砺波市庄川健康プラザ）  
   参加者：18名 
 ２．トレーナー養成研修会 
 （１）講義 
    平成24年５月12日（土）、13日（日） 
    会場：八尾総合病院、高岡市民病院 
    講師：中村拓人（厚生連高岡病院） 

       山口城弘（高岡市民病院） 

        梅野晃（高志リハビリテーション病院） 

        南塚正光（高志学園） 

        舟坂浩史（八尾総合病院） 

      参加者：延べ62名 

（２）実技 
   平成24年５月16日、21日、23日、24日、30日 

    会場：八尾総合病院、高岡市民病院、高志リハビリテーション 
       講師：山口城弘（高岡市民病院） 

        梅野晃（高志リハビリテーション病院） 

    参加者：延べ143名 

 ３．トレーナー派遣 

   バレーボール競技：春季大会（延べ５名） 

            富山県総体（延べ12名、見学者18名） 

            北信越総体（延べ７名、見学者11名） 

            インターハイ（延べ30名、見学者17名） 

            春高予選（延べ８名、見学者12名） 

            新人大会（延べ12名、見学者７名） 

 ４．会議１回 出席者 延べ６名  
  
［広報部］ 
１．理学療法週間事業 
平成24年7月15日（日）アピア富山 
活動人数：10名 

  活動内容：リーフレット・広報誌の配布、体力測定、 
       相談コーナーの設置 

 
 

２．「いきいきとやま・第25回健康と長寿の祭典」 
出展(リハビリ相談コーナー) 

  平成24年10月３日（火）・４日(水) 富山県民会館 
  活動人数：５名  相談件数：３件 
３．広報誌第７号の発行、第８号の企画・編集 
配布先：高校、保健センター、病院、施設、県士会員 
発行部数1000部 

４．地域医療再生リハビリ従事者業務啓発事業（県委託事業） 
（１）啓発用リーフレット（きときとPT増刊号）の作成・配布 

配布先は県内の高校 
（２）施設見学会の開催  

理学療法士所属施設（９施設）での見学会。 
述べ参加者８４名（１年生３６名、２年生４８名） 

５．会議３回 出席者 延べ28名 
 
［調査部］ 
１． アンケート発送準備および集計 
「生涯学習に関するアンケート」 

 ２．会議１回 出席者３名 
 

＜ 事務局 ＞ 

［事務部］ 
１．事務局の管理 
 ①会員名簿関連 
 ②文書保管 
 ③備品・消耗品 
２．総会・理事会・役員会の運営 

  ①総会：平成24年4月22日（日） 
②理事会：8回（内拡大役員会２回） 
③北陸三県理学療法士役員会：平成24年11月3日（土）石川県 

 ３．各種定型書類整理 
  公文書整理・発行 
４．郵送物郵送・管理 
 ①会員名簿，総会案内，公文書などの郵送 
 ②士会宛郵送物（PT協会・他県士会・関連団体） 
５．士会員の異動，登録管理 
６．士会員の慶弔に関する業務 
７．渉外活動，連絡調整：後援などの依頼，その他問合せ対応 

 
［財務部］ 
１． 財務管理    
２．会員カード、自動引き落とし制度の推進 

 
［組織部］ 
１．定款に関すること  

 
［福利厚生部］ 
１．新入・転入会員歓迎会 

平成24年6月17日（日） 富山医療福祉専門学校 食堂 
参加者：70名（士会員；17名、新入・転入会員；53名） 

２．富山県士会新年会 
平成25年2月2日（土） 我家的厨房 Big5 
参加者：42名 

３．ボランティア保険業務 

 ４．会議 2回 出席者 延べ8名 
 
 
 
 
 



 
［情報管理部］ 
１．会報とやまの発行 
 No125 平成24年7月1日      No126 平成24年9月28日 
 No127 平成25年1月 1日      No128 平成25年3月1日 
２．年報の発行：平成24年9月28日 
３．会報・年報の発送 

県士会員・東海北陸地区のＰＴ養成校・関係職種・協賛事業者 
４．会報掲載写真の保存（データのみ） 
５．ホームページの更新：計38回 
６．会議6回開催、出席者 延べ53名 

 

＜ 委員会 ＞ 

［表彰審査委員会］ 
富山県部門功労表彰の候補者推薦：福江明 
会員表彰：田村茂，塚本彰 

 
［選挙管理委員会］ 
 
［地区連絡会］ 
１．新川地区    会議２回 勉強会２回 

２．中部地区    会議１回 

３．富山北部地区  会議２回 研修会２回 

４．富山中央地区  会議1回 勉強会4回 交流会2回 
５．富山南部地区  会議２回 研修会２回 

６．砺波地区    会議２回 研修会２回 

７．高岡地区    研修会及び勉強会10回 交流会1回 
          講師派遣2回 
 

＜ 特別事業 ＞ 

［富山県理学療法士会創立40周年記念事業］ 
１．記念式典・記念講演・祝賀会の開催 
（１）日時：平成24年9月29日（土） 
（２）場所：名鉄トヤマホテル 
（３）参加者：延べ217名 
２．第12回富山あいの風リレーマラソン参加 
３．記念品の贈呈 
４．記念誌の発行：平成25年2月20日700部 
 
[富山県理学療法学術大会] 

第17回富山県理学療法学術大会 

大会長：酒井吉仁 

平成24年11月23日（祝金）富山医療福祉専門学校 

テーマ：理学療法の伝承 

演 題：14題（一般10題，チャレンジ4題） 

 市民公開講座：「足腰きたえてニコニコ 100 歳」～ロコモティブ・シ

ンドロームにならないために～ 
  講師：野村忠雄（富山県高志リハビリテーション病院） 

司会：荻島久裕（富山医療福祉専門学校） 
参加者：167名（会員86名 会員外7名 学生74名） 

 
第18回富山県理学療法学術大会準備委員会 
会議2回  出席者 延べ12名 

 
 
 
 
 


