
平成 29 年 9 月 15 日 

理学療法部門責任者各位 

（一社）兵庫県理学療法士会 

    会長  岩井信彦  

   

 

協会指定管理者（初級）の取得ならびに管理者ネットワーク登録のご依頼 

 

 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より、兵庫県理学療法士会の活動に関しまし

て多大なるご協力を賜り、深く感謝申し上げます。  

 さて、現在の理学療法士を取巻く状況は厳しさを増しており、理学療法士の質の担保、報酬の改訂や私

たちの身分上の地位保全・向上にも、協会・県士会をはじめ各施設間での理学療法士の連携・協力が不可

欠となっております。今年度、兵庫県理学療法士会に於きましても管理者ネットワークの構築と拡充を

強力に進めていきたいと考えております。 

 つきましては、会員の所属する施設に於きまして各施設 1 名以上（規模の大きな施設については部門

ごと）の理学療法部門責任者（以後管理者）を選任いただき、協会指定管理者（初級）の取得（協会指定

管理者研修会の受講）と管理者ネットワークへの登録をお願い申し上げます。 

 別紙のとおり協会指定管理者研修を開催いたします。該当するブロックの協会指定管理者（初級）研修

の受講をお願い申し上げます。（日程の調整が困難な場合、他のブロックでの受講も可能です。） 

  

管理者ネットワークの目的 

・地域包括ケアシステムに資する組織体制 

・質の向上に資する組織体制 

・危機管理に資する組織体制 

・職能団体として発言力強化に資する組織体制 

 

手順は別紙にてご説明いたします。受講手順に沿って受講登録をしていただき協会指定管理者（初級）研

修会の受講をお願い申し上げます。 

 

注）既に昨年度、協会指定管理者（初級）を取得済みの方は今回の受講は不要です。 

 

 

 

お問合せ先           

（一社）兵庫県理学療法士会 

職能部長 伊藤 弘 

メール：rehomesrs@gmail.com    



協会指定管理者（初級）の取得ならびに管理者ネットワーク登録 手順 

 

手順➀ 管理者証明の申請 （この手順が完了しないと研修への参加登録が出来ません） 

 同封の 管理者証明申請書と士会長推薦状に記入ください。（複数名分必要な場合コピー使用可能） 

その書類を写真撮影またはスキャンしそれぞれ jpeg やＰＤＦ等の画像ファイルとしてご準備ください。 

協会ＨＰのマイページにログイン 

マイページ左メニュー欄の 

生涯学習管理 → 協会指定管理者 → 管理者証明の申請 申込 へと進み 

準備していただいた 2 つの画像ファイルをアップロードしてください。 

 

手順➀の登録後約 10 日前後で管理者証明の申請が承認されます。 

マイページ左メニュー蘭の生涯学習管理 → 協会指定管理者 にて管理者証明が取得済になっているこ

とをご確認いただき、下記の手順にて協会指定管理者（初級）研修の受講申し込み登録をお願いいたします。 

手順② 協会指定管理者（初級）研修の参加登録 と 受講  

協会ＨＰのマイページにログイン 

マイページ左メニュー欄の 

生涯学習管理 → 協会指定管理者 → 協会指定管理者研修 申込 へと進み 

別紙の協会指定管理者（初級）研修の開催案内の該当する研修会のセミナー番号で検索いただき、該当研修会

への参加登録を行ってください。 

 受講当日は会員証をご持参ください。（協会主催研修会の 20 ポイント（領域：管理・運営）が付与されます。） 

 

手順③ 所属分類の登録 （研修会修了後） 

協会指定管理者（初級）研修会を受講後、約一か月で協会指定管理者（初級）が取得済みになります。 

マイページのトップ画面にてご確認いただき、所属分類の登録を行ってください。 

協会ＨＰのマイページにログイン 

マイページ左メニュー欄の 

生涯学習管理 → 協会指定管理者 → 所属分類 へと進み、 

急性期 回復期 生活期 教育 その他 より登録してください。（複数登録も可能） 

 

所属分類が反映されましたら管理者ネットワークへの登録は完了です。 

協会指定管理者（初級）取得後、可能な限り e-ラーニング 受講による協会指定管理者（上級）の取得をお願

いいたします。 



協会指定管理者（初級）研修会 開催案内  

所属ブロックの該当する研修会へお申し込みください。スケジュール調整が困難な場合は該当以外の研修会への

参加も可能です。また、11 月 4 日の（特別講演）小川克巳参議院議員、山口和之参議院議員によるリハビリテー

ション国政報告へのご参加もお待ちしております。 

セミナー番号 １４７１５  

対象ブロック：但馬 

日時：11 月 1 日（水） 19：00～20：50  （受付 18：30） 

場所：公立八鹿病院 第 1 講堂 養父市八鹿町八鹿１８７８－１ 

テーマ 協会の求める管理者像（小川克巳）（動画） 

    兵庫県における士会組織化の方向性と管理者の協力体制（間瀬教史 兵庫県理学療法士会副会長） 

 

セミナー番号 １４７１７  

対象ブロック：県内全会員対象 （神戸東、神戸西の会員の方はこちらを受講ください） 

日時：11 月４日（土） 13：40～16：50  （受付 13：10） 

場所：兵庫県立のじぎく会館 大ホール 

 神戸市中央区山本通 4 丁目 22 番 15 号  

テーマ （特別講演）小川克巳参議院議員、山口和之参議院議員による国政報告 

    兵庫県における士会組織化の方向性と管理者の協力体制（岩井信彦 兵庫県理学療法士会会長） 

セミナー番号 １４７２０  

対象ブロック：淡路 

日時：11 月 15 日（水） 19：00～20：50 （受付 18：30） 

場所：洲本市健康福祉館 多目的・健診室 兵庫県洲本市港２－２６ 

テーマ 協会の求める管理者像（小川克巳）（動画） 

    兵庫県における士会組織化の方向性と管理者の協力体制（岩井信彦 兵庫県理学療法士会会長） 

 

セミナー番号 １４７２３  

対象ブロック：阪神南（尼崎）（西宮・芦屋）、北阪神 

日時：11 月 16 日（木） 19：00～20：50  （受付 18：30） 

場所：伊丹商工プラザ 6 階マルチメディアホール 伊丹市宮ノ前２丁目２－２ 

テーマ 協会の求める管理者像（小川克巳）（動画） 

    兵庫県における士会組織化の方向性と管理者の協力体制（間瀬教史 兵庫県理学療法士会副会長） 

 

セミナー番号 １４７２６  

対象ブロック：中播磨、西播磨、東播磨、北播磨・丹波 

日時：11 月 21 日（火） 19：00～20：50  （受付 18：30） 

場所：イーグレ姫路 あいめっせホール 姫路市本町 68 番地 290 イーグレひめじ 3 階 

テーマ 協会の求める管理者像（小川克巳）（動画） 

    兵庫県における士会組織化の方向性と管理者の協力体制（岩井信彦 兵庫県理学療法士会会長） 



管 理 者 証 明 申 請 書 

下記の業務に携わっていたことを、申請いたします。 

 

申 請 日：平成  年  月  日 

会員番号： 

氏  名： 

所属施設： 

所属士会：兵庫県理学療法士会 

所属ブロック： 

 施 設 名 役 職 名 ※ 期 間（始） 期 間（至） 

１   年   月   日  年   月   日  

２     

３     

４     

５     

通 算  年   か月  

 

※ 役職は無いが管理的立場（部内管理、他部署との調整等）にある場合、その旨を記載ください（記入例参照） 

【記入例】 例① チームリーダー（役職無し・チーム内の調整役）   例② 部門責任者（役職無し・１人職場） 



 Ｎｏ． 会長指定  

推薦状 
（協会指定管理者研修受講要件用） 

 

                  殿 
 

所属施設名                               

（一社）兵庫県理学療法士会               ブロック 

 

あなたは日本理学療法士協会の推進する管理

者の人材育成のための研修システムにおける協

会指定管理者研修の受講要件を満たすものと

認められるため、ここに推薦いたします。 

 

 

平成 29年 10月 1日 

 

（一社）兵庫県理学療法士会 

会長 岩井 信彦     



事務連絡 

平成 29年 9月 15日 

会員各位 

（一社）兵庫県理学療法士会 

会長 岩井 信彦     

職能部長 伊藤 弘    

 

平成 29 年度第 2 回職能部研修会のお知らせ 
この研修会は協会指定管理者（初級）研修会に該当いたします。 

（協会指定管理者研修初級の取得を目的とされない方の参加も歓迎いたします） 

 

 拝啓、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。さて、職能部では下記のとおり平成 29年度第 2

回職能部研修会を開催いたします。現在の理学療法士を取巻く状況は厳しさを増しており、国のリハビリ

テーションにおける政策について会員一人ひとりが理解を深めておくことが必要です。今回、小川克巳先

生と山口和之先生の我々を代表する二人の参議院議員をお招きしリハビリテーションにおける国政につ

いてわかりやすく解説していただきます。また、本研修会は協会指定管理者（初級）研修会にも該当し、

岩井会長から士会組織化の方向性と管理者の協力体制についてお話しいただきます。また、第１回職能部

研修会でのアンケート結果について小川議員、山口議員、岩井会長による意見交換を予定しております。

大変興味深い内容です。多数の方のご参加をお待ちしております。 

 

記 

 

日 時：平成２９年１１月４日（土）１３：４０～１６：５０（受付１３：１０より） 

 

テーマ１：「リハビリテーションに関する国政報告」 

講 師：小川克巳 参議院議員  

    山口和之 参議院議員 

  テーマ２：「兵庫県における士会組織化の方向性と管理者の協力体制」 

講 師   岩井 信彦 （兵庫県理学療法士会 会長） 

   

研修会参加費：無料 

場 所：場所：兵庫県立のじぎく会館 大ホール 

       神戸市中央区山本通 4丁目 22番 15号 

  

  申し込み：別紙「協会指定管理者（初級）の取得ならびに管理者ネットワーク登録 手順」のとおり 

お申し込みください（セミナー番号 １４７１７） 

   

協会指定管理者研修初級の取得を目的とされない方や既取得者は下記のアドレスまたは QR コードよりウェブ申

し込みページにて事前申し込みをお願いいたします。 

http://www.kokuchpro.com/event/5c76555fd99c4ba878ca2a273b9ac34f/ 

 

 

 

 

お問い合わせ       

651-1113神戸市北区鈴蘭台南町三丁目１２-１４ 

訪問看護ステーション リ・ホーム 

伊藤 弘 

E-mail : rehomesrs@gmail.com 



平成 29年 9月 15日 

会員各位 

兵庫県理学療法士連盟 

会長 神沢 信行 

「セラピストの未来を考える会」の開催のお知らせ 

 

 拝啓、時下益々ご清祥のことお慶び申し上げます。今後、理学療法士を取り巻く状況は、厳しさを増すことが

予想されています。そこで、士会職能部で、小川克己先生・山口和之先生をお招きし、国のリハビリテーション

における動向を学ぶ直前に、今一度、我々理学療法士は、何ができるのかを問い、私たちの未来について共に考

える研修会を開催します。理学療法士としての具体的に行動するヒントを見つけていただきたく思います。 

 今の現状に疑問や不安を感じ、何か行動したいが、その糸口を見つけ出せずにいる理学療法士の皆さま、我々

の可能性に気づく時間を共にしませんか？ ご参加をおまちしております。 

  

記 

 

日時：平成 29年 11月 4日 （土）  １０：００～１２：３０ （受付９：３０より） 

 

  講師①：テーマ 「理学療法士として取り組んだ特許取得～杖の製品化～ 

運動プログラムの開発そして次なる夢に向けて」  

                                株式会社セラピット 石間伏 勝博 

  講師②：テーマ 「理学療法士としての起業  チャンスは転がっている（仮題）」  

                              株式会社スイッチオンサービス 石川智昭 

  講師③：テーマ 「保険改訂の動向と、理学療法士の可能性（仮題）」 

                              株式会社スイッチオンサービス 藤本太郎 

ドリームプランプレゼンテーション（学生に将来の夢について、熱く語って頂きます）  

     ① 日本理学療法学生協会 会長  神戸大学医学部保健学科理学療法学専攻 3年  櫻屋透真 

     ② 日本理学療法学生協会国際部    畿央大学健康科学部理学療法学科 3年  山崎久未華 

              

  ※ 内容は一部 変更になることがあります。 

参加費： １０００円 

場所：兵庫県のじぎく会館  大ホール   神戸市中央区山本通 4丁目 22番 15号 

お申込み： お申込みは下記のアドレスまたは QRコードよりウェブ申し込みページにて事前申し込みをお願い

致します。 

http://www.kokuchpro.com/event/

1367076818569a40706532c0c137

44fa/ 

                          

お問合せ 

664－0006  兵庫県伊丹市鴻池 3丁目 16－10  

兵庫県理学療法連盟 事務局  藤本太郎 

 E-mail：hyogopt.fed@gmail.com 



兵庫県理学療法士連盟主催 
 

小川克巳参議院議員・山口和之参議院議員 

と懇親を深める会のご案内 
 

 

 

 

 

 

 
日  時  平成 29 年 11 月 4 日（土）17：20～19：20 

会  場  ラッセホール 

住所：神戸市中央区中山手通 4 丁目 10-8 

電話：078-291-1117 

         URL：https://www.lassehall.com/ 

参 加 費  10,000 円 

※本催事は政治資金パーティーとして催し、その収益金は全額を 

兵庫県理学療法士連盟の政治活動資金といたしますので、特段の 

ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

参加登録   

コクチーズにて事前登録 

http://www.kokuchpro.com/ 

event/bbad5bfbb6b2b95b897 

ed54d33de49ff/ 

    

 

 

 

 

 

お問合せ 兵庫県理学療法連盟事務局 藤本太郎  

E-mail：hyogopt.fed@gmail.com   

小川克巳参議院議員 山口和之参議院議員 

参加登録用 

QR コード 


