
 

＜ 学術局 ＞ 

［専門領域研究部］ 

１．専門領域研究部会 

 （１）代表、会計連絡会議（2回開催）平成27年5月、平成28年3月 

（２）代表連絡会議（1回開催）平成27年10月 

（３）専門領域研究部事務会議（10回開催） 

 

２．研究会活動 

 （１）内部障害研究会 

①研究活動（4回、循環器班・呼吸班合わせて） 

   ②研修会開催 

ａ）日 時：平成27年11月予定 

ｂ）場 所：未定 

ｃ）テーマ：呼吸・循環セミナー2015（仮） 

ｄ）講 師：医師、看護師、理学療法士4名 

 

 （２）生活環境支援研究会 

   ①研究活動 毎月第4火曜日（19：00～20：30）６回 

（症例検討会、研修会に沿った勉強会（福祉用具や住宅改修）など 

②研修会開催 

ａ）日 時：平成28年2月予定 

ｂ）場 所：未定 

ｃ）テーマ：未定 

ｄ）講 師：未定 

 

 （３）神経研究会 

   ①研究活動 毎月第4木曜日（伝達講習、実技練習）4回 

   ②研修会開催 

ａ）日 時：平成27年9月13日（日）9：00～16：00 

ｂ）場 所：未定 

ｃ）テーマ：「脳画像を用いた予後予測」（仮） 

ｄ）講 師：阿部 浩明（広南病院 理学療法士） 

 

 （４）運動器研究会 

    骨関節班 

   ①研究活動 毎月第3月曜日（勉強会，症例検討）10回（骨関班） 

日時未定3回（スポーツ班） 

         理学療法士講習会応用編の開催    

 

②研修会開催 

ａ）日 時：平成27年7月5日（日）9：00～16：00 

 ｂ）場 所：未定 

 ｃ）テーマ：「腰痛症～理学療法士が対応すべき病態にせまる～」 

 ｄ）講 師：山岸 茂則（Physical Wave Resonance代表） 

 

③研修会開催 

ａ）日 時：平成28年2月15日（月）19：00～21：00 

ｂ）場 所：未定 

ｃ）テーマ：「骨関節疾患についての講義と実技」（仮） 

ｄ）講 師：未定 

 

 スポーツ班 

   ④研修会開催 

ａ）日 時：平成27年5月 19：00～21：00 

ｂ）場 所：未定 

ｃ）テーマ：仮）競技を考えたテーピングの実施 

ｄ）講 師：運動器研究会会員 

 

   ⑤研修会開催 

ａ）日 時：平成27年8月 19：00～21：00 

ｂ）場 所：未定 

ｃ）テーマ：仮）スポーツ支援事業での事例報告 

ｄ）講 師：運動器研究会会員 

 

 

⑥研修会開催 

ａ）日 時：平成27年11月 19：00～21：00 

ｂ）場 所：高志リハビリテーション病院 

ｃ）テーマ：未定 

ｄ）講 師：運動器研究会会員 

 

⑦研修会開催 

ａ）日 時：平成27年4月18日（土）14：00～17：00 

ｂ）場 所：高志リハビリテーション病院 

ｃ）テーマ：仮）成長期のスポーツ障害 

        高校野球大会での個別ケア・事例報告 

ｄ）講 師：高畑芳信（理学療法士 高岡市民病院） 

運動器研究会会員 

 

    ⑧研修会開催 

ａ）日 時：平成27年7月11日（土）10：00～11：30 

ｂ）場 所：富山県総合体育センター 

ｃ）テーマ：仮）高齢者からアスリートまでの筋力トレーニング 

ｄ）講 師：山地 延佳（富山県体育協会職員） 

     

    ⑨研修会開催 

ａ）日 時：未定 

ｂ）場 所：未定 

ｃ）テーマ：富山県理学療法士会トレーナー養成講習会 

ｄ）講 師：運動器研究会会員 

 

 （５）物理療法研究会 

   ①研究活動3回  ②理学療法士講習会基本編理論の開催 

   ③学会での演題発表 

 

 （６）教育管理研究会 

   ①研究活動 4回 

   ②研修会開催 4回（富山県からの委託事業） 

ａ）日 時：未定 

ｂ）場 所：未定 

ｃ）テーマ：在宅医療の人材育成基盤を整備するための研修 

ｄ）講 師：未定 

 

 （７）理学療法基礎研究会 

① 研究活動 （基礎理学療法の勉強会 5回） 

 

 ３．研修会の開催 

   ① 理学療法士講習会「応用編」（日本理学療法士協会主催） 

    運動器研究会担当 

ａ）日 時：平成27年11月7日（土）10：00～18：00 

               8日（日）9：00～16：00 

ｂ）場 所：富山医療福祉専門学校（予定） 

ｃ）テーマ：「マッスルインバランスに対する理学療法 

    －筋・筋膜に対する徒手療法と弱化筋に対する運動療法－」 

ｄ）講 師：竹井 仁（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） 

 

② 理学療法士講習会「基本編理論」（日本理学療法士協会主催） 

物理療法研究会担当 

ａ）日 時：平成27年7月18日（土）・19日（日） 

ｂ）場 所：富山医療福祉専門学校（予定） 

ｃ）テーマ：脳卒中片麻痺に対するニューロリハビリテーション 

     運動療法と電気療法とのカップリングについて（仮） 

ｄ）講 師：生野 公貴（西大和リハビリテーション病院） 

      中村 潤二（西大和リハビリテーション病院） 

 

 ４．学術大会座長、査読者、研修会講師、アドバイザ―派遣 

 ５．学会発表等の支援活動 

 

富山県理学療法士会 平成２７年度事業計画（案）  

 

 



 

［学術資料部］ 

１．学術誌「みんなの理学療法 vol.28」企画および編集・発行 

２．学術誌の内容について検討 

３．会議6回 

 

＜ 教育局 ＞ 

［研修管理部］ 

 １．研修管理 

  （１）新人教育、生涯学習の推進、啓発 

  （２）包括的会員管理システムによる研修管理、履修記録管理 

 ２．教育・研修計画の発行 

  （１）新人教育プログラムの単位認定 

  （２）平成28年度教育・研修計画の発行 

 ３．理学療法士講習会の準備・運営への協力 

平成27年度に県内で開催される協会主催の理学療法士講習会の準備、

運営への協力 

 

［生涯学習部］ 

１．次年度研修事業計画案      

（１）標準理学療法研修会1開催 

①日時：平成27年5月31日（日）9：00～16：00 

②場所：富山県立中央病院 

③テーマ：「吸引基礎講習会」 

  B-1.「一時救命措置と基本処置」                              

④講師：Dr、Ns、PT 

⑤対象：PT・OT・ST 

⑥吸引キットの使用は講師と検討。定員を予め設定(60 名程度)し、

定員になり次第締め切る。 

⑦参加費：2000円 

 （２）卒後教育研修会 必須研修1開催 

①日時：平成27年7月12日（日）9：00～16：00 

②場所：未定（今年度同様に年2回を呉東・呉西地域に分けて開催） 

③テーマ：                

A-1.「理学療法と倫理」         

A-2.「協会組織と生涯学習システム」※ランチョン 

A-3.「リスクマネジメント」        

A-4.「人間関係および接遇」       

A-5.「理学療法における関連法規」     

D-3.「理学療法の研究方法論」  

④講師：生涯学習部員から5名 + 寺田局長(A-2)         

（３）標準理学療法研修会2開催 

①日時：平成27年9月6日（日）9：00～16：00 

②場所：サンシップとやま 

③テーマ：「専門・認定PTから学ぶ標準理学療法」  

  神経・運動器・内部障害・物療の4つの大分野で開催。 

  C-1  C-2   C-3   C-1 ：新プロ領域 

全ての講義受講を条件として認定単位を申請。 

④講師：専門・認定PT4名  

⑤参加費：2000円 

（４）卒後教育研修会 必須研修2開催 

①日時：平成27年11月15日（日）9：00～16：00 

②場所：未定（呉東or呉西地域） 

③テーマ：        

A-1.「理学療法と倫理」 

A-2.「協会組織と生涯学習システム」※ランチョン 

A-3.「リスクマネジメント」 

A-4.「人間関係および接遇」 

A-5.「理学療法における関連法規」  

④講師：生涯学習部員から5名           

（５）臨床教育研修会開催 

①日時：平成27年12月6日（日）9：00～12：30 

②場所：未定 

 

 

 

③テーマ：             

E-2.「ティーチングとコーチング」 

シンポジウム「臨床実習の現状と課題」 

④講師：1名＋シンポジスト数名 

⑤参加費：1000円 

（６）卒後教育研修会 必須研修3開催 

①日時：平成28年1月24日（日）9：00～12：30 

②場所：未定 

③テーマ：             

B-2.「クリニカルリーズニング」 

B-4.「症例報告・発表の仕方」   

D-2.「生涯学習と理学療法の専門領域」   

④講師：生涯学習部員から3名 

 ２．会議     

   ①全体会議 年間３回 ②中会議  研修会前後１回ずつ（計２回） 

   ③小会議  随時（メーリングリスト等） 

＜ 職能局 ＞ 

［業務推進部］ 

 １．第11回理学療法部門代表者研修開催 

（１）日時：平成28年3月12日or 19日（土）14：00～ 

（２）場所： サンシップとやま 

（３）テーマ： 診療報酬改定に関すること 他 

（４）講師：未定 

２．ママさんPT情報交換会 

（１）日時：平成27年7月上旬 

（２）場所：とやま健康パーク（託児室利用申し込み） 

（３）テーマ：未定 

３．職能に関する相談窓口の設置 

   会員の職能に関する相談をメールで受ける 

 

［医療・介護保険部］ 

１．研修会開催 

（１）日時：平成27年10月以降 

（２）場所：未定 

（３）テーマ：地域包括ケアシステムについて（仮） 

（４）講師：未定 

２．医療保険・介護保険制度に関する情報収集・整理・発信 

 

［障害福祉部］ 

 １．障害者（児）のリハビリテーションに関する情報交換会の開催 

 ２．小児福祉事業部との合同情報交換会（年２回開催予定） 

 ３．障害者（児）のリハビリテーションに関する情報収集・整理・発信 

 

＜ 社会事業局 ＞ 

［福祉事業部］ 

 １．「第１３回介護老人福祉施設リハビリテーション研修会」の 

                            企画と実施 

    日 時：未定 

    場 所：未定 

    テーマ：未定 

 ２．ノーマライゼーション推進事業の企画と実施 

  ①「富山市民ふれあい広場」参加 

    日時：９月上旬（土） 

    場所：総曲輪グランドプラザ 

  ②その他、同様のイベントに参加 

 ３．講師派遣事業 

  ①富山市社会福祉協議会からのシニアシュミレーション講師派遣事業 

  ②その他士会への講師派遣依頼に対応 

 

［小児福祉事業部］ 

１．特別支援学校のセンター的機能充実事業の連絡調整のための会議等 

２．障害福祉部との連絡調整 

   

 



 

［保健事業部］ 

１．富山県の健康増進に関わる研修会・勉強会の講師派遣の窓口 

２．平成 28年度から開始される小・中学生、高校生に対する運動器

健診に向けての準備（講師派遣など） 

３．地域包括ケア推進リーダー制度の推進 

 

［スポーツ支援事業部］ 

１．県士会員より事業参加者を募集する。 

２．高校野球・バレーボール競技へトレーナー派遣を行う。 

３．平成27年度より富山マラソンへトレーナー派遣を開始する。 

［介護保険事業部］ 

１． 介護予防体操冊子配布 

２． 高齢化問題・介護予防の啓発活動の企画・実施（講師派遣委託） 

富山市広域支援センター研修会、富山市介護保険リハビリテーショ

ン担当者研修会、介護予防体操指導者育成（水橋地区）など 

３．理学療法週間イベントへの協力事業 

４．他団体イベントでの高齢化問題及び介護予防体操のPR 

  （作業療法の日、言語聴覚の日、介護の日など） 

５．会議 

 

 

＜ 広報局 ＞ 

［発行部］ 

１．会報の発行（平成27年6月,9月,平成28年1月,3月） 

２．年報発行 （平成27年9月） 

３．広報誌「きときとPT」No.10発行とNo.11企画・作成 

 ４．会報・年報・広報誌の発送 

 ５．会議 

 

［広報事業部］ 

 １．理学療法週間事業の企画と実施 

 （１）日時：平成27年7月12日（日）10：00～15：00 

    場所：未定 

 ２．「いきいきとやま・第28回健康と長寿の祭典」の出展 

 （１）日時：平成27年11月10日（火）・11日（水）10：00～16：00 

 （２）場所：富山県民会館（予定） 

 （３）内容：相談コーナー、県士会・協会配布物の配布 

 

 

［理学療法士啓発部］ 

１．理学療法士啓発用リーフレットの作成・配布 

２．施設見学会の開催 

理学療法士所属施設での見学会 

３．会議 

 

＜ 事務局 ＞ 

［事務部］ 

１．事務局の管理 

２．総会・理事会・役員会の運営  

３．各種定型書類整理 

４．郵便物郵送・管理 

５．士会員の異動，登録などの管理 

６．士会員の慶弔に関する業務 

７．渉外活動，連絡調整 

 

［財務部］ 

１． 財産・財務管理 

２．楽天カードによる会費徴収の導入推進 

 

 

 

 

 

［福利厚生部］ 

 １．富山県士会新年会 

（１）日時：平成28年1月 9日(土)予定 

       拡大役員会に合わせる 

（２）場所：未定 

２．新入転入会員歓迎会 

（１）日時：未定 

（２）場所：未定 

３．ボランティア保険業務 

４．会議 

 

［情報管理部］ 

１．県士会ホームページの企画・運営・管理 

２．事務局FAX通信 

３．メールマガジンの管理・運営 

 

＜ 委員会 ＞ 

［選挙管理委員会］ 

［表彰審査委員会］ 

表彰に関する事項の検討 

［倫理委員会］ 

  １．会議 

  ２．倫理担当者会議への参加 

［災害支援対策委員会］ 

県内の他団体や機関と災害リハビリテーション支援のネットワークをつ

くる。 

［明日の理学療法を考える会］ 

［地域包括ケアシステム推進委員会］ 

 １．PT・OT・ST窓口 

 ２．行政PTの意見交換 

 ３．地域包括ケア推進リーダー導入研修の開催 

   日時：未定  

   場所：未定  

 ４．介護予防推進リーダー導入研修の開催 

   日時：未定  

   場所：未定  

＜ 地区連絡委員会 ＞ 

１．新川（会議１回、勉強会１回、親睦会） 

２．中部（会議1回，交流会 1回） 

３．富山北部（会議２回） 

４．富山中央（会議2回 勉強会2回 交流会2回） 

５．富山南部(会議１回,研修会２回、交流会１回) 

６．高岡（会議5回） 

７．砺波 

 

＜ 特別事業 ＞ 

［富山県理学療法学術大会］ 

１．第20回富山県理学療法学術大会の開催 

（１）日時：平成27年6月28日（日） 10:00～ 

（２）場所：氷見市ふれあいスポーツセンター 

（３）大会長：三浦健洋（金沢医科大学氷見市民病院） 

 

 ２．第21回富山県理学療法学術大会の企画・準備 

 

＜ 定期総会 ＞ 

（１）日時：平成27年6月28日（日） 

（２）場所：氷見市ふれあいスポーツセンター 

    ※第20回富山県理学療法学術大会と同時開催 


