
理学療法士のみなさんで回覧をお願いいたします。 

 

 
 

支部活動が始まります！ 
一般社団法人山形県理学療法士会 会長 高橋俊章 

6 月 9 日の定期総会における、平成 24 年度事業計画および理事増員の承認を受け、組織内に支部局を

設置し、村山支部、庄内支部、置賜支部、最北支部の 4 地域毎に支部活動を行います。 

それぞれの支部役員は次のように決定しました。 

支部局長   早坂 健次（山形県立河北病院） 

村山支部 支部長（理事） 杉原 敏道（山形医療技術専門学校） 

     副支部長 石川 雅樹（山形大学医学部附属病院） 

   丸子 扶美枝（済生会山形済生病院） 

    伊藤 彩（朝日町立病院） 

庄内支部 支部長（理事） 池田 浩德（鶴岡市立荘内病院） 

     副支部長 宮本 晋子（庄内余目病院） 

    斎藤 裕子（日本海総合病院） 

置賜支部 支部長（理事） 長谷川 一夫（公立置賜長井病院） 

     副支部長 井上 由香（介護老人施設美の里） 

最北支部 支部長（理事） 斎藤 保彦（山形県立新庄病院） 

     副支部長 鈴木 修（北村山公立病院）  （敬称略） 

会員は年毎に増加し、現会員数は 582 名（定期総会時）となりました。会員の増加は大変喜ばしいこと

であります。一方で、それに伴う活動基盤の強化や、会員間の繋がりを密にする取組みが求められます。そ

こで、支部活動、すなわち地域単位でまとまり活動することで、会員の連携と情報の共有化を推進し、本会

の活動基盤の再構築を図る必要があります。 

支部活動は、勉強会や症例検討会および懇談会等を行うものです。また、お互いの顔が見える活動を通し

て、それぞれの地域で生じる課題や近隣会員の有する問題等も共有し、地域の実情に即した課題解決のきっ

かけになると考えています。 

そして、支部活動により、会員同士のネットワークの構築、さらなる知識と技術の研鑽を行うことで、会

員一人一人の活動力と山形県理学療法士会の組織力を強化し、ひいては地域貢献が活発になることを期待し

ています。 

つきましては、皆様方へ支部活動の案内がまいります。積極的なご参加とご協力をいただきますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

研修会・講習会のお知らせ 
 

・第１回学術誌部研修会 （山形県理学療法士会） 

日時：平成 24 年 7 月 7 日(土) 

会場：山形医療技術専門学校 4F レクリエーション室 

講師：長沼 誠 氏 

受講費：1,000 円 

申込方法：7 月 6 日まで Fax で申し込み （別途 Fax 送信書ありますのでご確認ください） 

問合せ先：山形医療技術専門学校 理学療法学科 福田守 TEL/Fax 023-645-1571 

 

詳細及び申込み方法はホームページ、 

または FAX 連絡をご確認ください 

第 42 号  2012 年 7 月 4 日 発行 

発行：一般社団法人山形県理学療法士会ニュース編集部 

電話：023(686)6653（担当：鈴木） 

Fax：023(687)5752（事務局） 

ホームページ：http://www.dream-pt-yamagata.jp/



・フラットぷらっと２０１２ in 福島 （フィジオ net..福島） 

日時：平成 24 年 7 月 15 日(日)～16 日(祝・月) 

会場：コラッセ福島 

特別講演：浜田 純一郎 氏 座長：山口 光圀 氏 

セミナー講師：石井 美和子 氏、園部 俊晴 氏、村木 孝行 氏 

参加費：4,000 円 

申込方法：定員 300 名 「フィジオ net. . 福島」の HP 内申込みフォームから申込み 

問合せ先：南東北春日リハビリテーション病院 リハビリテーション科 服部 和彦 

TEL：0238-63-7299   E-mail：physio_net@yahoo.co.jp  

 

・第１回介護保険部研修会 （山形県理学療法士会） 

日時：平成 24 年 7 月 22 日(日) 

会場：済生会山形済生病院 研修室 

受講費：無料 

申込方法：7 月 17 日まで Fax で申し込み 

介護老人保健施設メルヘン 吉田 京子    Fax：023-667-0002  

（別途 Fax 送信書があります 施設送信分をご確認ください） 

問合せ先：介護老人保健施設メルヘン リハビリテーション課 吉田 京子  TEL：023-667-0001 

※履修ポイント：10 ポイント 

 

・平成 24 年度山形ボバース研究会 第 2 回研修会 （山形ボバース研究会） 

日時：平成 24 年８月 11 日(土)～8 月 12 日(日) 

会場：日本海総合病院 リハビリテーション室 

講師：保苅 吉秀 氏 

受講費：ご確認ください 

申込方法：定員 100 名 申込み順、多数の場合会員優先とする 

問合せ先：山形ボバース研究会 庄内地区担当 

  日本海総合病院酒田医療センター リハビリテーション科 作業療法士 佐藤 千鶴子 

  TEL：0234-23-1111 

 

・理学療法士講習会（基礎編） （日本理学療法士協会） 

日時：平成 24 年８月 18 日(土)～8 月 19 日(日) 

会場：山形医療技術専門学校 

講師：佐藤 博志 氏 

受講費：2,000 円 

申込方法：7 月 6 日締め切り 

 E-mail：yamagata_ptkousyukai@yahoo.co.jp 北村山公立病院 大原 隆洋 

件名に講習会タイトル、氏名を記入、本文に①講習会テーマ ②氏名 

③所属(勤務先、郵便番号、住所、電話番号) ④経験年数(年目)⑥会員番号を記入下さい 

問合せ先：北村山公立病院 大原 隆洋  E-mail(上記)でお願いします 

   ※以下の受講単位が取得可能です。 

新人教育プログラムＣ－1 

基礎理学療法研究会自由選択ポイント(ひと及び動物・培養細胞を対象にした基礎領域) 

生活環境支援理学療法研究部会選択ポイント 2(地域理学療法、健康増進・参加、介護予防、補装具) 



・第 15 回東北地域研修会 （日本関節運動学的アプローチ AKA 医学会） 

日時：平成 24 年 9 月 16 日(日)) 

会場：仙台富沢病院 

講師：博田 節夫 氏、他 

受講費：会員 14,000 円 非会員 17,000 円 

申込方法：先着 60 名   

E-mail：aka_jimukyoku@yahoo.co.jp（受付は PC のみ）もしくは Fax で申込み 
件名に「1５回 AKA 仙台申込み」 本文に①氏名・フリガナ ②性別･生年月日 
③勤務先施設名･所属部署・職種 ④連絡先住所･電話番号 ⑤連絡先メールアドレス 
⑥会員･非会員(会員の方は会員番号) ⑦AKA 研修会参加回数 
⑧来年の受験予定者はお知らせください ⑨その他ご質問、ご要望 

振込先 七十七銀行長町支店（店コード ２５１）普通口座 口座番号 ５７５４８０１ 
口座名義  ＡＫＡ仙台 会計 銭谷雅博（ ＡＫＡ仙台  で入金可） 
※振込み期限およびキャンセル等に関しては各自ご確認ください 

問合せ先：〒982-0032  仙台市太白区富沢字寺城 11-4  仙台富沢病院  担当：福島、尾張 
        TEL 022-307-3375  FAX 022-307-3376 
 

・第 13 回関節ファシリテーション（SJF）学会学術大会 （SJF 研究会） 

日時：平成 24 年 9 月 16 日(日)～17 日(月) 

会場：愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

受講費：会員 8,000 円 非会員 10,000 円 学生 2,000 円 

申込方法：HP より受付 

問合せ先：岩倉リハビリテーションセンター 

 第 13 回関節ファシリテーション学会学術大会 事務局長 籾内 真二 

TEL：0587-37-8155 E-mail：13gakkai@sif-aichi.jp 

        第 13 回関節ファシリテーション学会学術大会 URL: http://sif-aichi.jp/13gakkai/ 

 

・理学療法リカレント講習会(東北 3 県)のご案内（日本理学療法士協会生涯学習部） 
  日時：岩手会場：平成 24 年 9 月 30 日(日)9:00～15:30 (受付 8:30～) 

  場所：岩手会場：岩手県民情報交流センター(アイーナ) 

  内容：新人教育プログラム 必須５項目 

  認定単位：A-1～A-5 

  受講料：岩手・宮城・福島の各県士会所属会員：無料 

      他都道府県士会所属会員：4,000 円 

  申込み：協会 HP で詳細確認下さい 

 ｢学術大会・研修会情報｣→｢協会主催研修会｣   

  問合せ先：公益社団法人日本理学療法協会 事務局  sinpuro@japanpt.or.jp 

  ※東日本大震災への支援活動の一環として、昨年大きく制限された３県の研修会受講機会を補完するこ

とを目的に開催されるようです。山形県士会会員は無料ではありません。 

 

・アメリカ足病医学バイオメカニクスに基づく足部評価と運動制御アプ

ローチ in 山形 （長野リハビリテーシン研究会「ACT」，共催：インパクトトレーディング） 

日時：平成 24 年 10 月 20 日(土)、 10 月 21 日(日)、11 月 18 日(日) 

会場：北村山公立病院 

講師：山岸 茂則 氏、舟波 真一 氏、水口 慶高 氏、西村 晃 氏 

受講費：33,000 円 （材料費等込） 

申込み：先着順 定員 36 名（15 名に満たない場合中止の可能性があります） 

ACT ホームページ http://www.naganoact.jp より申込み。締切りは 10 月 5 日 

問合せ先：reha@iiyama.jrc.or.jp  飯山赤十字病院リハビリテーション科 西村 

※日本理学療法士協会認定講習会（運動器・神経系）申請セミナーです。 

 



 

・第 9 回日本理学療法協会神経理学療法学術集会  

（日本理学療法士協会神経理学療法研究部会  後援：公益法人新潟県理学療法士会） 

日時：平成 24 年 12 月 1 日(土)～2 日(日) 

会場：新潟市民プラザ 

受講費：会員 7,000 円 非会員 8,000 円 学生 2,000 円 

演題募集期間：6 月 1 日～８月 31 日 

申込方法：定員 400 名 事前登録（9 月 2 日～11 月 8 日）のみ 

問合せ先：神経理学療法研究部会 HP でご確認ください 

 

・理学療法士講習会（基礎編） （日本理学療法士協会） 
日時：平成 24 年８月 25 日(土)～8 月 26 日(日) 

会場：秋田大学医学部保健学科 

講師：佐藤 房郎 氏（東北大学病院） 

受講費：2,000 円 

申込方法：7 月 20 日締め切り 

 公益社団法人 日本理学療法士協会 理学療法士講習会申し込み用サイトより 

 お申し込み下さい。 

 http://ptkoushuukai.sakura.ne.jp/application/modules/eguide/ 

問合せ先：羽後町立羽後病院 リハビリテーション科 斎藤功 reha@ugo-h.jp 

 

お知らせ    

 

・演題募集 第 30 回東北理学療法学術大会の演題募集を開始しました 
  募集等詳細については青森県理学療法士会ホームページ http://www.ptaomori.org/ をご確認 

下さい。奮ってご応募されることお待ちしております。 

演題募集締切り：7 月 25 日 17：00 

テーマ：理学療法イノベーション 

日時：平成 24 年 11 月 17 日～18 日 

会場：リンクステーションホール青森（青森市文化会館） 

 


