
        《《《《    リーダー登録のためのリーダー登録のためのリーダー登録のためのリーダー登録のための士会指定事業の例士会指定事業の例士会指定事業の例士会指定事業の例    》》》》 

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度 

事業実施日事業実施日事業実施日事業実施日 事業名事業名事業名事業名 担当部署・担当者担当部署・担当者担当部署・担当者担当部署・担当者 連絡先連絡先連絡先連絡先(E-mailなどなどなどなど) 

１１月１７日１１月１７日１１月１７日１１月１７日 介護のコト介護のコト介護のコト介護のコト    体験フェア体験フェア体験フェア体験フェア 老人福祉部老人福祉部老人福祉部老人福祉部 

浮間中央浮間中央浮間中央浮間中央病院病院病院病院        石井佐和子石井佐和子石井佐和子石井佐和子 

E-mail：：：： 

 

 国際福祉機器展国際福祉機器展国際福祉機器展国際福祉機器展 渉外部渉外部渉外部渉外部 

臨床福祉専門学校臨床福祉専門学校臨床福祉専門学校臨床福祉専門学校    吉葉吉葉吉葉吉葉    則和則和則和則和 

E-mail：：：： 

yoshiba@rinshofukushi.ac.jp 

5 月月月月 5 日日日日 全関東総合空手道選手権大会全関東総合空手道選手権大会全関東総合空手道選手権大会全関東総合空手道選手権大会    サポーサポーサポーサポー

ト事業ト事業ト事業ト事業 

スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会 

社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院    林林林林    弘康弘康弘康弘康 

E-mail：：：： 

hayashi@sigg.ac.jp 

５月５月５月５月 25・・・・26 日日日日 全国障害者スポーツ大会プレ大会サポ全国障害者スポーツ大会プレ大会サポ全国障害者スポーツ大会プレ大会サポ全国障害者スポーツ大会プレ大会サポ

ート事業ート事業ート事業ート事業 

スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会 

社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院    林林林林    弘康弘康弘康弘康 

E-mail：：：： 

hayashi@sigg.ac.jp 

8 月月月月 全日本学童・少年野球大会全日本学童・少年野球大会全日本学童・少年野球大会全日本学童・少年野球大会    サポートサポートサポートサポート

事業事業事業事業 

スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会 

社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院    林林林林    弘康弘康弘康弘康 

E-mail：：：： 

hayashi@sigg.ac.jp 

9 月月月月 28～～～～30 日日日日 国民体育大会高校軟式野球大会国民体育大会高校軟式野球大会国民体育大会高校軟式野球大会国民体育大会高校軟式野球大会    サポサポサポサポ

ート事業ート事業ート事業ート事業 

スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会 

社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院    林林林林    弘康弘康弘康弘康 

E-mail：：：： 

hayashi@sigg.ac.jp 

10 月月月月 11～～～～14 日日日日 全国障害者スポーツ大会全国障害者スポーツ大会全国障害者スポーツ大会全国障害者スポーツ大会    サポート事サポート事サポート事サポート事

業業業業 

スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会 

社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院    林林林林    弘康弘康弘康弘康 

E-mail：：：： 

hayashi@sigg.ac.jp 

 脳血管障害者のトレーニング教室脳血管障害者のトレーニング教室脳血管障害者のトレーニング教室脳血管障害者のトレーニング教室 

 

渉外局渉外局渉外局渉外局 

玉川病院玉川病院玉川病院玉川病院    千葉千葉千葉千葉    哲也哲也哲也哲也     

E-mail：：：： 

reha@tamagawa-hosp.jp 

８月８月８月８月 理学療法週間（都庁イベント）理学療法週間（都庁イベント）理学療法週間（都庁イベント）理学療法週間（都庁イベント） 外宣部外宣部外宣部外宣部 

社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院    岡田要一郎岡田要一郎岡田要一郎岡田要一郎 

E-mail：：：： 

okada@sigg.ac.jp 

9 月月月月 11 日日日日 

 

第第第第 1 回区西北部ブロック研修会「地域回区西北部ブロック研修会「地域回区西北部ブロック研修会「地域回区西北部ブロック研修会「地域

リハビリテーション」企画・運営リハビリテーション」企画・運営リハビリテーション」企画・運営リハビリテーション」企画・運営 

区西北部ブ区西北部ブ区西北部ブ区西北部ブロックロックロックロック 

辻クリニック辻クリニック辻クリニック辻クリニック    齊藤齊藤齊藤齊藤    弘弘弘弘 

ＥＥＥＥ-mail：：：： 

ｈ－ｈ－ｈ－ｈ－saitou@shoyokai.net 

11 月月月月 17日日日日 

 

第第第第 4 回西多摩・南多摩ブロック学術集回西多摩・南多摩ブロック学術集回西多摩・南多摩ブロック学術集回西多摩・南多摩ブロック学術集

会「地域在住高齢者への支援の在り方」会「地域在住高齢者への支援の在り方」会「地域在住高齢者への支援の在り方」会「地域在住高齢者への支援の在り方」 

企画・運営企画・運営企画・運営企画・運営 

西多摩南多摩ブロック西多摩南多摩ブロック西多摩南多摩ブロック西多摩南多摩ブロック 

多摩丘陵病院多摩丘陵病院多摩丘陵病院多摩丘陵病院        中澤幹夫中澤幹夫中澤幹夫中澤幹夫 

ＥＥＥＥ-mail：：：： 

Reha-nakazawa@tamakyuryo.or.jp 

 



《《《《    リーダー登録のためのリーダー登録のためのリーダー登録のためのリーダー登録のための士会指定事業の例士会指定事業の例士会指定事業の例士会指定事業の例    》》》》 

平成平成平成平成 26 年度年度年度年度 

 

事業実施日事業実施日事業実施日事業実施日 事業名事業名事業名事業名 担当部署・担当者担当部署・担当者担当部署・担当者担当部署・担当者 連絡先連絡先連絡先連絡先 

7 月月月月 13 日日日日     介護予防キャンペーン介護予防キャンペーン介護予防キャンペーン介護予防キャンペーン 保健福祉局保健福祉局保健福祉局保健福祉局 

区部区部区部区部    田無病院田無病院田無病院田無病院    中村岳雪中村岳雪中村岳雪中村岳雪 

多摩多摩多摩多摩地区地区地区地区    緑風荘病院緑風荘病院緑風荘病院緑風荘病院    青木慶司青木慶司青木慶司青木慶司     

田無病院田無病院田無病院田無病院    ＥＥＥＥ-mail：：：： 

tanashi.rihabiri@pluto.piaia.or.jp 

緑風荘病院緑風荘病院緑風荘病院緑風荘病院    E-mail：：：： 

rfs.aoki@gmail.com 

8 月月月月 12・・・・13 日日日日 全日本学童・少年野球大会全日本学童・少年野球大会全日本学童・少年野球大会全日本学童・少年野球大会    サポーサポーサポーサポー

ト事業ト事業ト事業ト事業 

スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会 

社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院    林林林林    弘弘弘弘康康康康 

E-mail：：：： 

hayashi@sigg.ac.jp 

8 月月月月 14 日日日日 都士会主催講演会都士会主催講演会都士会主催講演会都士会主催講演会 

地域地域地域地域包括ケアシステムにおける包括ケアシステムにおける包括ケアシステムにおける包括ケアシステムにおける PT

の役割の役割の役割の役割 

保健福祉局保健福祉局保健福祉局保健福祉局 

田無病院田無病院田無病院田無病院    中村中村中村中村岳雪岳雪岳雪岳雪 

E-mail：：：： 

tanashi.rihabiri@pluto.piaia.or.jp 

9 月月月月 24 日日日日 全関東総合空手道選手権大会全関東総合空手道選手権大会全関東総合空手道選手権大会全関東総合空手道選手権大会    サポサポサポサポ

ート事業ート事業ート事業ート事業 

スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会 

社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院    林林林林    弘康弘康弘康弘康 

E-mail：：：： 

hayashi@sigg.ac.jp 

10 月月月月 1～～～～3日日日日 国際福祉機器展国際福祉機器展国際福祉機器展国際福祉機器展 渉外部渉外部渉外部渉外部 

臨床福祉専門学校臨床福祉専門学校臨床福祉専門学校臨床福祉専門学校    吉葉吉葉吉葉吉葉    則和則和則和則和 

E-mail：：：： 

yoshiba@rinshofukushi.ac.jp 

11 月月月月 9 日日日日 介護のコト介護のコト介護のコト介護のコト    体験フェア体験フェア体験フェア体験フェア 老人福祉部老人福祉部老人福祉部老人福祉部 

河北リハ病院河北リハ病院河北リハ病院河北リハ病院    窪田幸生窪田幸生窪田幸生窪田幸生 

E-mail：：：： 

yukikubopt@gmail.com 

８月８月８月８月 理学療法週間理学療法週間理学療法週間理学療法週間（都庁イベント）（都庁イベント）（都庁イベント）（都庁イベント） 外宣部外宣部外宣部外宣部 

緑成会病院緑成会病院緑成会病院緑成会病院     

E-mail：：：： 

 

 南多摩福祉機器展南多摩福祉機器展南多摩福祉機器展南多摩福祉機器展 

 

西多摩南多摩ブロック西多摩南多摩ブロック西多摩南多摩ブロック西多摩南多摩ブロック 

多摩丘陵病院多摩丘陵病院多摩丘陵病院多摩丘陵病院    中澤幹夫中澤幹夫中澤幹夫中澤幹夫 

E-mail：：：： 

reha-nakazawa@tamakyuryo.or.jp 

 

 

 



事業実施日事業実施日事業実施日事業実施日 事業名事業名事業名事業名 担当部署・担当者担当部署・担当者担当部署・担当者担当部署・担当者 連絡先連絡先連絡先連絡先 

5 月月月月 27 日・日・日・日・9 月月月月

21 日・日・日・日・12 月月月月 5 日日日日 

脳血管障害者のトレーニング教室脳血管障害者のトレーニング教室脳血管障害者のトレーニング教室脳血管障害者のトレーニング教室 

 

渉外局渉外局渉外局渉外局 

玉川病院玉川病院玉川病院玉川病院        千葉千葉千葉千葉    哲也哲也哲也哲也 

E-mail：：：： 

reha@tamagawa-hosp.jp 

27 年２月５日年２月５日年２月５日年２月５日     地域包括ケアシステム推進委員会研地域包括ケアシステム推進委員会研地域包括ケアシステム推進委員会研地域包括ケアシステム推進委員会研 

修会「修会「修会「修会「リハ専門職の市町村事業～リハ専門職の市町村事業～リハ専門職の市町村事業～リハ専門職の市町村事業～」」」」 

地域包括ケアシステム推進委員会地域包括ケアシステム推進委員会地域包括ケアシステム推進委員会地域包括ケアシステム推進委員会 

清瀬リハ病院清瀬リハ病院清瀬リハ病院清瀬リハ病院    田代文子田代文子田代文子田代文子 

E-mail: 

pt-info@kiyose-reha.jp 

27 年２月７日年２月７日年２月７日年２月７日 北多摩北部地域リハ支援事業北多摩北部地域リハ支援事業北多摩北部地域リハ支援事業北多摩北部地域リハ支援事業 

市民交流会市民交流会市民交流会市民交流会 

地域包括ケアシステム推進委員会地域包括ケアシステム推進委員会地域包括ケアシステム推進委員会地域包括ケアシステム推進委員会 

清瀬リハ病院清瀬リハ病院清瀬リハ病院清瀬リハ病院    田代文子田代文子田代文子田代文子 

E-mail: 

pt-info@kiyose-reha.jp 

27 年年年年 2 月月月月 20 日日日日 公開講座公開講座公開講座公開講座    「介護予防」～理学療法「介護予防」～理学療法「介護予防」～理学療法「介護予防」～理学療法

士がすすめる運動と地域づくり士がすすめる運動と地域づくり士がすすめる運動と地域づくり士がすすめる運動と地域づくり 

業務推進部業務推進部業務推進部業務推進部 

多摩丘陵病院多摩丘陵病院多摩丘陵病院多摩丘陵病院    中澤幹夫中澤幹夫中澤幹夫中澤幹夫 

E-mail：：：： 

reha-nakazawa@tamakyuryo.or.jp 

26 年年年年 11 月月月月 12

日日日日 

区西北部ブロック研修会区西北部ブロック研修会区西北部ブロック研修会区西北部ブロック研修会 

地域包括ケアシステムについて地域包括ケアシステムについて地域包括ケアシステムについて地域包括ケアシステムについて 

区西北部ブロック世話人区西北部ブロック世話人区西北部ブロック世話人区西北部ブロック世話人 

大橋病院大橋病院大橋病院大橋病院    卜部卜部卜部卜部    吉文吉文吉文吉文 

E-mail：：：： 

reha@o-hp.or.jp 

随随随随時時時時 中学校における運動部の中学校における運動部の中学校における運動部の中学校における運動部のメディカルメディカルメディカルメディカル

サポート事業サポート事業サポート事業サポート事業 

スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会 

社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院社会医学技術学院    林林林林    弘康弘康弘康弘康 

ＥＥＥＥ-mail：：：： 

hayashi@sigg.ac.jp 

   

 

 

 

 

＊都士会の各局・部の部員の方々・ブロック世話人および＊都士会の各局・部の部員の方々・ブロック世話人および＊都士会の各局・部の部員の方々・ブロック世話人および＊都士会の各局・部の部員の方々・ブロック世話人および士会・士会・士会・士会・ブロック事業の企画・運営をお手伝いしていただいた方々ブロック事業の企画・運営をお手伝いしていただいた方々ブロック事業の企画・運営をお手伝いしていただいた方々ブロック事業の企画・運営をお手伝いしていただいた方々 

    企画・運営企画・運営企画・運営企画・運営からからからから関関関関わわわわりスりスりスりスタタタタッフとッフとッフとッフとししししてててて参加された参加された参加された参加された方方方方は、は、は、は、士会士会士会士会指定指定指定指定事業の事業の事業の事業の参加参加参加参加ととととししししてててて認認認認めめめめられまられまられまられますすすす。。。。 

    担当部署の担当部署の担当部署の担当部署の責任責任責任責任者者者者やややや事業担当者お事業担当者お事業担当者お事業担当者およびよびよびよびブロック世話人代ブロック世話人代ブロック世話人代ブロック世話人代表等表等表等表等にににに確認し確認し確認し確認し手手手手続きをし続きをし続きをし続きをしてくてくてくてくださださださださいいいい。。。。 

     ①①①①    局局局局やややや部の事業の部の事業の部の事業の部の事業の 1 事業名事業名事業名事業名をををを選選選選択し択し択し択し(2 つのリーつのリーつのリーつのリーダダダダーーーー登録を希望登録を希望登録を希望登録を希望するするするする場場場場合合合合はははは 2 事業名事業名事業名事業名)、または、または、または、または企画・運営企画・運営企画・運営企画・運営に関に関に関に関わったわったわったわった事業名について事業名について事業名について事業名について、旦、旦、旦、旦

当者に士会当者に士会当者に士会当者に士会指定指定指定指定事業事業事業事業登録登録登録登録のののの希望を希望を希望を希望を連絡連絡連絡連絡ししししてててて、参加したこ、参加したこ、参加したこ、参加したことのとのとのとの確認をし確認をし確認をし確認をしてくてくてくてくださださださださいいいい。。。。 

        ②②②②    そそそその事業へのの事業へのの事業へのの事業への参加参加参加参加がががが確認されたら、確認されたら、確認されたら、確認されたら、士会士会士会士会指定指定指定指定事業事業事業事業参加証明用紙参加証明用紙参加証明用紙参加証明用紙（（（（書書書書式式式式ⅠⅠⅠⅠ－１）に－１）に－１）に－１）に氏氏氏氏名・会員名・会員名・会員名・会員番号番号番号番号・生年月日・事業名・生年月日・事業名・生年月日・事業名・生年月日・事業名等等等等・・・・希望希望希望希望するリーするリーするリーするリー 

ダダダダーーーーをををを選選選選択し択し択し択してててて記入し記入し記入し記入し返信用封筒返信用封筒返信用封筒返信用封筒ととととととととももももに担当者にに担当者にに担当者にに担当者に郵送し郵送し郵送し郵送してくてくてくてくださださださださいいいい。。。。 

        ③③③③    担当者担当者担当者担当者はははは、、、、士会士会士会士会指定指定指定指定事業事業事業事業参加証明書参加証明書参加証明書参加証明書（（（（書書書書式式式式ⅠⅠⅠⅠ－１）－１）－１）－１）を作を作を作を作成成成成しししして本人にて本人にて本人にて本人に返送し返送し返送し返送してくてくてくてくださださださださいいいい。。。。     

 

 



【【【【士会指定事業参加登録の士会指定事業参加登録の士会指定事業参加登録の士会指定事業参加登録の手続き手続き手続き手続き】】】】 
 

(１１１１)    25 年度・年度・年度・年度・26 年度の年度の年度の年度の東京都理学療法士協会の活動・事業東京都理学療法士協会の活動・事業東京都理学療法士協会の活動・事業東京都理学療法士協会の活動・事業のののの士会指定事業士会指定事業士会指定事業士会指定事業に参加に参加に参加に参加した場合した場合した場合した場合     

①①①①    過去過去過去過去（（（（25 年年年年度度度度事業事業事業事業まで対象まで対象まで対象まで対象）に）に）に）に参加した参加した参加した参加した事業について事業について事業について事業について、、、、参加した参加した参加した参加した本人本人本人本人がががが担当担当担当担当者者者者にににに士会士会士会士会指定指定指定指定事業事業事業事業参加登録を希望参加登録を希望参加登録を希望参加登録を希望するするするする旨を旨を旨を旨を連絡連絡連絡連絡ししししてくてくてくてくだだだだ 

ささささいいいい。。。。 

            ②②②②    担当担当担当担当者者者者は、は、は、は、交交交交通費や通費や通費や通費や申込み申込み申込み申込み名名名名簿等簿等簿等簿等のののの控えから、参加控えから、参加控えから、参加控えから、参加のののの確認を確認を確認を確認をしましましましますすすす。。。。参加確認参加確認参加確認参加確認がががが取れたら、取れたら、取れたら、取れたら、参加登録参加登録参加登録参加登録がががが可能であ可能であ可能であ可能であるるるるここここととととをををを本人に本人に本人に本人に連絡連絡連絡連絡

ししししてててて下さ下さ下さ下さいいいい。。。。 

            ③③③③    参加した参加した参加した参加した本人本人本人本人はははは、、、、士会士会士会士会指定指定指定指定事業事業事業事業参加証明用紙参加証明用紙参加証明用紙参加証明用紙（（（（書書書書式式式式ⅠⅠⅠⅠ－１）－１）－１）－１）にににに氏氏氏氏名・会員名・会員名・会員名・会員番号番号番号番号・生年月日・事業名・生年月日・事業名・生年月日・事業名・生年月日・事業名等を記入し等を記入し等を記入し等を記入し返信用封筒返信用封筒返信用封筒返信用封筒ととととととととももももにににに担担担担

当者に当者に当者に当者に郵送郵送郵送郵送ししししてくてくてくてくださださださださいいいい。。。。 

            ④④④④    担当部署の担当者担当部署の担当者担当部署の担当者担当部署の担当者はははは、、、、士会士会士会士会指定指定指定指定事業事業事業事業参加証明書参加証明書参加証明書参加証明書（（（（書書書書式式式式ⅠⅠⅠⅠ－１）－１）－１）－１）を作を作を作を作成成成成しししして本人にて本人にて本人にて本人に返送返送返送返送ししししてくてくてくてくださださださださいいいい。。。。 

                    ＊＊＊＊証明書作証明書作証明書作証明書作成成成成時時時時、、、、どどどどちらちらちらちらのリーのリーのリーのリーダダダダーーーー登録登録登録登録の事業の事業の事業の事業か確認しか確認しか確認しか確認してててて、該、該、該、該当する方に当する方に当する方に当する方に○○○○がついているがついているがついているがついているか確認か確認か確認か確認ししししてくてくてくてくださださださださいいいい。。。。 

            ⑤⑤⑤⑤    担当部署担当部署担当部署担当部署は、は、は、は、士会士会士会士会指定指定指定指定事業事業事業事業参加証明書を出した参加証明書を出した参加証明書を出した参加証明書を出した者の名者の名者の名者の名簿を、簿を、簿を、簿を、地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケアシステムシステムシステムシステム推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会にににに提出提出提出提出ししししてくてくてくてくださださださださいいいい。。。。 

            ⑥⑥⑥⑥    参加した参加した参加した参加した本人本人本人本人は、は、は、は、参加証明書を参加証明書を参加証明書を参加証明書を保管保管保管保管ししししてててて下さ下さ下さ下さいいいい。。。。 

                    都士会都士会都士会都士会からからからから士会士会士会士会指定参加指定参加指定参加指定参加者の名者の名者の名者の名簿を簿を簿を簿を一括一括一括一括でででで日本理学療法士日本理学療法士日本理学療法士日本理学療法士協協協協会に会に会に会に挙げ挙げ挙げ挙げるのるのるのるので、個で、個で、個で、個人の手人の手人の手人の手続きはあ続きはあ続きはあ続きはありりりりません。ません。ません。ません。                         

     

(２２２２)東京都理学療法士協会の活動・事業以外を士会指定事業とする場合東京都理学療法士協会の活動・事業以外を士会指定事業とする場合東京都理学療法士協会の活動・事業以外を士会指定事業とする場合東京都理学療法士協会の活動・事業以外を士会指定事業とする場合 

            ①①①①    自治自治自治自治体体体体からからからから事業事業事業事業所または所または所または所または本人に本人に本人に本人に出された出された出された出された介護予防介護予防介護予防介護予防等等等等事業の事業の事業の事業の依頼書依頼書依頼書依頼書のコのコのコのコピピピピーーーーを用意を用意を用意を用意ししししてくてくてくてくださださださださいいいい。。。。 

            ②②②②    そそそその事業にの事業にの事業にの事業に参加した参加した参加した参加した本人本人本人本人がががが、依頼された自治、依頼された自治、依頼された自治、依頼された自治体体体体またはまたはまたはまたは事業事業事業事業所所所所のののの責任責任責任責任者者者者に士会に士会に士会に士会指定指定指定指定事業事業事業事業参加証明書参加証明書参加証明書参加証明書（（（（書書書書式式式式ⅠⅠⅠⅠ－２－２－２－２    士会士会士会士会活活活活動・事業動・事業動・事業動・事業以以以以外）外）外）外）

をををを作作作作成成成成ししししててててもらもらもらもらいいいい、、、、そそそそのコのコのコのコピピピピーーーーとととと①①①①をををを地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケアシステムシステムシステムシステム推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会にににに郵送郵送郵送郵送ししししてくてくてくてくださださださださいいいい。。。。 

         参加した参加した参加した参加した本人本人本人本人はははは、、、、参加証明書を参加証明書を参加証明書を参加証明書を保管保管保管保管ししししててててくくくくださださださださいいいい。。。。 

                    都士会都士会都士会都士会からからからから士会士会士会士会指定参加指定参加指定参加指定参加者の名者の名者の名者の名簿を簿を簿を簿を一括一括一括一括でででで日本理学療法士日本理学療法士日本理学療法士日本理学療法士協協協協会に会に会に会に挙げ挙げ挙げ挙げるのるのるのるので、個で、個で、個で、個人の手人の手人の手人の手続きはあ続きはあ続きはあ続きはありりりりません。ません。ません。ません。 
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