
 

＜ 学術局 ＞ 

［専門領域研究部］ 

１．専門領域研究部会 

①専門領域研究部会（2回開催）平成30年5月、平成31年3月 

②研究会連絡会議（1回開催）平成30年10月 

③専門領域研究部事務会議（5回開催） 

④研修会の開催 

研修会① 

テーマ：臨床研究についてpart3 

日 時：平成30年6月15日（金） 19:00～20:30 

場 所：富山西総合病院 

講 師：久保田雅史先生（福井大学付属病院リハビリテーション科 

理学療法士） 

参加費：1,000円 

内 容：研究についての講義 

定 員：40名 

２．研究会活動 

 （１）内部障害研究会 

① 会議（6回、循環器班・呼吸班合わせて） 

   ② 研修会開催 

   研修会② 

テーマ：呼吸・循環セミナー2018 

「（仮）腎疾患について（心肺腎関連）」 

  日 時：平成30年11月11日（日）9：00～13：00 

  場 所：富山県立中央病院 講堂 

  講 師：教授クラスの医師、助教授・講師クラスの看護師各1名、臨

床工学技士 

  参加費：3000円 

   ③次年度の活動企画 

 

 （２）生活環境支援研究会 

① 会議 偶数月の第3火曜日19：00～20：30 

（症例検討会、研修会に沿った勉強会など）6回 

② 研修会開催 

研修会③ 

テーマ：未定  

日 時：平成31年2月18日（日）9:00～13:00 

場 所：サンシップ富山（予定） 

講 師：未定（教授クラス） 

参加費：会員3,000円 非会員4000円  

定 員：50名 

 

 （３）神経研究会 

① 会議 毎月第1月曜日 18：30～20：30 

（伝達講習、実技練習）6回 

② 研修会開催 

研修会④ 

日 時：平成30年10月14日（日） 9：00～16：00 

場 所：富山西総合病院 

テーマ：「脳卒中片麻痺患者に対する歩行リハビリテーション～下

肢装具療法を中心に～」 

講 師：中谷 知生先生（宝塚リハビリテーション病院 理学療

法士） 

参加費：4000円 

定 員：50名 

 

研修会⑳ 

日 時：平成30年7月7日（日） 9：00～16：00 

場 所：富山西総合病院 

テーマ：「脳卒中片麻痺患者の歩行と下肢装具のバイオメカニクス」 

講 師：山本 澄子先生（国際医療福祉大学大学院 教授） 

参加費：4000円 

定 員：50名 

 

 

  

 

（４）運動器研究会 

    骨関節班 

① 会議 毎月第1水曜日（勉強会，症例検討）7回   

② 研修会開催 

研修会⑤ 

テーマ： 未定 

日 時：平成30年7月21日(土)14:00～17:00 

場 所：サンシップとやま 研修室（仮） 

講師：北川秀機 先生（きたがわ整形外科病院 医師） 

   北野雅之 先生（山室クリニック 理学療法士） 

参加費：3,000円 

内 容： レントゲンのみかた、超音波診断装置の理学療法への活用 

定 員：40名 

 

研修会⑥ 

テーマ：運動器疾患の理学療法について  

日 時：平成31年1月6日(日)9:00～16:00 

場 所：富山西リハビリテーション病院（仮） 

講 師：舟坂浩史 先生（八尾総合病院 理学療法士） 

    里崎賢人 先生（きたがわ整形外科病院 理学療法士） 

    柴田麻衣子 先生（富山西リハビリテーション病院 理学

療法士） 

    野上静恵 先生（八尾総合病院 理学療法士） 

参加費：2,500円 

内 容：運動器認定理学療法士による運動器疾患の理学療法のポイ

ントについての講義 

定 員：40名 

 

研修会⑦ 

テーマ：触診について  

日 時：平成31年2月18日(月)19：00～21：00 

場 所：富山西リハビリテーション病院（仮） 

講 師：運動器研究会会員 

参加費：500円  

定 員：40名 

 

 スポーツ班 

① 会議 4回  

② 研修会開催 

研修会⑧ 

    テーマ：テーピング研修会  

日 時：平成30年6月13日(水) 19:00～21:00    

場 所：富山西リハビリテーション病院  

講 師：県士会員 

参加費：1000円 

定 員：25名 

 

研修会⑨ 

テーマ：肩を診る 

日 時：平成30年10月18日(水)  19:00～21:00    

場 所：厚生連高岡病院 

講師 ：八田将志先生（整志会高岡病院 理学療法士） 

参加費：1,000円 

定 員：30名 

 

研修会⑩ 

テーマ：人を育てる～選手・子供との関りを通して～  

日 時：平成31年2月21日（木）  19:00～21:00   

場 所：富山県リハビリテーション病院 

講 師：大塚一朗（富山第一高校サッカー部監督）  

参加費：1000円 

定 員：30名 

富山県理学療法士会 平成３０年度事業計画 

 

 



 

 （５）物理療法研究会 

①  会議6回 

② 学会発表 

③ 次年度活動企画 

 

 （６）教育管理研究会 

① 会議 4回 

② 研修会開催 6回（富山県からの委託事業） 

研修会⑬⑭⑮⑯⑰⑱ 

テーマ： 未定 

日 時：未定 

場 所：富山医療福祉専門学校（仮） 

講 師：未定 

参加費：無料 

内 容： 在宅医療の人材育成基盤を整備するための研修の実施事業 

定 員：100名 

 

 （７）理学療法基礎研究会 

① 会議、勉強会 原則として水曜日 19:00～21:00 年3回 

② 研修会開催 

研修会⑲（協会主催） 

テーマ：「いまさら聞けない解剖学～下肢編～」 

日 時：平成30年6月17日（日）9:00～16：00        

場 所：富山市民病院 講堂 

講 師：町田志樹 先生 （臨床福祉専門学校 理学療法士） 

参加費：3,000円（非会員5000円） 

定 員：50名 

 

３．学術大会座長、査読者、研修会講師、アドバイザ―派遣 

 

４．学会発表等の支援活動 

 

 

［学術資料部］ 

 １．学術誌「みんなの理学療法」vol.31の企画、編集及び発行 

２．会議5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31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30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 

 ４．平成33年度からの生涯学習システム新体制への対応準備 

県士会員への周知、準備事項・運営方針の検討 

 

［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 

①日時：平成30年5月13日（日）9：00～16：00 

②場所：富山県立中央病院（予定） 

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）生涯学習研修会 必須研修1 

①日時：平成30年7月15日（日）9：00～16：00 

②場所：厚生連高岡病院（予定） 

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6名        

（３）標準理学療法研修会2 

①日時：平成30年9月2日（日）9：00～16：00 

②場所：サンシップとやま（予定） 

③テーマ：「専門・認定PTから学ぶ標準理学療法」  

  神経・運動器・循環器・生活環境支援の4分野で開催予定。 

  C-1  C-2   C-3   C-5 ：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定員を予め設定(60名程度)し、定員になり次第締め切る。 

⑥参加費：2000円 

（４）臨床教育研修会 

①日時：平成30年12月2日（日）9：00～12：30 

②場所：未定 

③テーマ：             

  a.コミュニケーションスキル 

E-2.「ティーチングとコーチング」 

b.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3名＋進行役1名 

⑤定員を予め設定(60名程度)し、定員になり次第締め切る。 

⑥参加費：1000円 

（５）生涯学習研修会 必須研修2 

①日時：平成31年1月20日（日）9：00～12：30 

②場所：サンシップとやま（予定） 

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 

（６）地域包括ケア推進リーダー導入研修会 

   ①日時：平成31年2月24日（日）9:30～16:30 

   ②場所：サンシップとやま 

   ③講師：未定 

   ④定員：60名 

   ⑥参加費：2000円 

 （７）介護予防推進リーダー導入研修会 

   ①日時：平成31年3月3日（日）9:30～16:30 

   ②場所：サンシップとやま 

   ③テーマ：未定 

   ④定員：60名 

   ⑤参加費：2000円 

 ２．会議     

   ①会議（全体）年間2回  

   ②会議（研修会運営）各研修会2回 

 

［協会指定管理者研修部］ 

１．次年度研修事業計画案 

（１）協会指定管理者研修 伝達研修会 

①日時：9:00～16:00 

②場所：未定 

③テーマ：協会指定管理者研修 伝達研修 

  「急性期」「回復期」「地域包括ケア病棟」「生活期」                               

④講師：協会指定管理者中央研修会参加者 4名 

⑤対象：各領域における各施設の管理者・リーダー・希望者 

⑥定員を予め設定(50名程度)し、定員になり次第締め切る。 

⑦参加費：無料 

 

２．会議 

   ①会議 1回 



 

＜ 職能局 ＞ 

［業務推進部］ 

1．理学療法部門代表者研修開催 

（１）日時：平成31年3月17日（日）10：00～12：00 

（２）場所： サンシップとやま 

（３）テーマ： 「これからの理学療法と理学療法士（仮）」 

（４）講師：未定 

2．職能に関する相談窓口の設置 

3、会議3回 

 

［医療・介護保険部］ 

１．研修会開催 

（１）日時：平成30年6月上旬 

（２）場所：未定 

（３）テーマ：地域医療構想における医療計画・介護保険計画の動向に

ついて 

（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 

３．医療保険・介護保険制度に関する相談窓口の設置 

４．会議3回 

 

 

［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 

（１） 日時：平成30年11月中旬（休日）10：00～11：30 

（２） 場所：未定 

（３） テーマ：未定 

 ２．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 

３．障害者（児）のリハビリテーションに関する相談窓口の設置 

４．会議2回 

 

＜ 社会局 ＞ 

［保健福祉事業部］ 

１．介護予防体操冊子増刷及び配付 

（下記2～3事業に使用予定） 

２．県士会イベントの協力事業 

    （理学療法の日事業及び介護予防啓発事業） 

３．介護予防体操普及研修会事業 

    （1）日時：未定（9月頃予定） 

    （2）場所：サンシップ富山 

    （3）テーマ：理学療法士協会の介護予防への 

取り組みについて（仮） 

    （4）講師：ａ：大田 仁史 （茨城県立健康プラザ） 

        ｂ：未定（ＰＴ） 

４．健康増進関連事業の相談窓口 

５．小児福祉関連事業の相談窓口 

６．富山市まちなか総合ケアセンター自立支援モデル 

事業への協力（講師紹介） 

７．会議12回 

 

［スポーツ支援事業部］ 

１．スポーツ支援事業に関する情報発信 

２．野球（高校）・バレー競技（高校）・富山マラソン・ねんりんピック

などへのトレーナー派遣 

３．トレーナー養成講習会、支援事業に関する研修会の開催 

４．全国高等学校野球選手権大会（夏季）サポート見学 

５．会議5回 

 

＜ 広報局 ＞ 

［発行部］ 

 １．会報の発行 

平成30年度No１（平成30年6月）、No2（平成30年9月）、 

No3（平成31年1月）、No４（平成31年3月） 

 ２．年報の発行（平成30年9月） 

 ３．広報誌「きときとＰＴ」No13発行とNo14企画・作成 

 ４．会報・年報・広報誌の発送 

 ５．会議10回 

 

［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30年7月15日（日）10：00～15：00 

 （２）場所：未定 

 （３）内容：血圧・体力測定、健康・進路相談、福祉器具の展示・体験 

 ２．「ねんりんピック富山2018」の出展 

 （１）日時：平成30年11月3日（土）・4日（日）・5日（月） 

                        10：00～17：00 

 （２）場所：富山市総合体育館 

 （３）内容：未定 

 ３．「とやま健康・福祉・介護フェア」の出展 

 （１）日時：未定 

 （２）場所：未定 

 （３）内容：未定 

４．会議6回 

 

［理学療法士啓発部］ 

 １．理学療法士所属施設見学会の企画と実施 

 ２．啓発事業企画・運営のための会議 

 

＜ 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 

 

［福利厚生部］ 

 １．富山県士会新年会 

（１）日時：平成31年1月12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：平成 30年 6月 30日（土） 

（２）場所：とやま自遊館 

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］ 

 選挙に関する事項の検討 

 

［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 

 

［地域包括ケアシステム推進委員会］ 

 ・地域包括ケア推進に関わる活動 

 ・地域包括ケア推進に関わる協力施設調査 

 

［災害支援対策委員会］ 

災害に関する事項の検討 

 

［ねんりんピック富山準備委員会］ 

ねんりんピック富山に関する事項の検討 

 

［地区連絡委員会］ 

１．新川（会議１回、勉強会１回、親睦会１回） 

２．中部（会議２回，交流会２回） 

３．富山北部（会議1回、研修会3回） 

４．富山中央（会議２回、交流会１回） 

５．富山南部(会議３回,研修会３回) 

６．高岡（会議8回、研修会6回、新人歓迎会1回、慰労会1回） 

７．砺波 

 

 

＜ 特別事業 ＞ 

［富山県理学療法学術大会］ 

１．会議 

 第23回富山県理学療法士学会の企画・準備 

 参加者・回数：準備委員（大会長含）12名×6回 

２．大会 

テーマ：「Rethinking Physical Therapy~臨床・研究・教育、そして

社会貢献へ〜」 

 日時：平成30年7月1日（日）9：30～16：00 

 会場：富山県民共生センター サンフォルテ 

 大会長：竹中 誠（アルペンリハビリテーション病院） 

 副大会長；大野愛美（富山県リハビリテーション病院・こども支援

センター） 

      永山研太郎（アルペンリハビリテーション病院） 

 実行委員長：中本健一（アルペンリハビリテーション病院） 

 特別講演： 

「これからの理学療法教育と理学療法（仮）」 

金田嘉清（藤田保健衛生大学 副学長・医療科学部長・教授） 

 「高齢者と若者が共に暮らす“けやきいきいきプロジェクト”（仮）」 

  都築 晃（藤田保健衛生大学 医療科学部講師 

 

［東海北陸理学療法学術大会準備委員会］ 

１．第34回東海北陸理学療法学術大会の視察・引継ぎ 

   平成30年10月27日（土）28日（日） 

   三重県総合文化センター 

 ２．会議 

 

［45周年記念事業準備委員会］ 

１．45周年記念式典・祝賀会 

 記念式典 

 日時：平成30年6月30日 17時00分～ 

 会場：サンフォルテとやま 

 内容：士会員表彰 

    会長挨拶等 

祝賀会 

 日時：平成30年6月30日 17時30分～ 

 会場：とやま自遊館(仮) 

２．45周年記念品の贈呈(全会員) 

 

 

＜ 定期総会 ＞ 

（１）日時：平成30年7月1日（日） 

（２）場所：富山県民共生センター サンフォルテ 


