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公益社団法人 福岡県理学療法士会 

平成29年度事業報告 

 

平成29年4月1日から 

平成30年3月31日まで 

Ⅰ．事業報告総括 

                                                会長 西浦 健蔵 

１．会員動向 

平成29年度は、新入会員498名、県外転出会員105名、県内転入会員103名、復会会員54名、休会会員135名、退

会会員64名、除籍者105名、休会継続305名、会費未納者165名、会員総数が5,614名となりました（平成30年3月

31日付）となりました。 

２．地域包括ケアシステム構築への対策 

現在、福岡県内の 31市町村より地域包括ケア会議の参加要請、11市町村より介護予防関連の要請をいただいており

ますが、引き続き各市町村との連携を強化する必要性があります。そこで、昨年度に引き続き、医療介護総合確保推進

法に伴う地域包括ケアシステム構築に関する様々な対策を、会員の皆様のご理解とご協力のもと重点事業として実施い

たしました。 

１）地域医療介護総合確保基金（介護分野）を活用し、福岡県作業療法協会ならびに福岡県言語聴覚士会との協働に

より、介護予防研修会を実施しました。また、昨年度に引きつづき、糸島市からの業務委託として糸島市在宅医

療・介護コーディネーター育成事業を実施しました。 

３．理学療法士の職域拡大 

１）2025年以降の人口動態の変化に伴い、我々理学療法士の職域拡大が重要課題と捉えます。そこで、予防理学療法、

産業理学療法、学校保健事業への参入などを見据え、これらに関連する研修会を開催いたしました。今後は、疾

病予防・健康増進・介護予防など、理学療法士が県民の皆様の生活水準の向上に対応できる組織づくりも急務と

考えておりますので、会員皆様のご理解と事業参画へのご協力をお願いいたします。 

２）平成 30年度福岡県予算等に対する要望事項を会員の皆様からの意見を踏まえて 3つの内容を自由民主党福岡県

支部連合会に提出しました。福岡県理学療法士連盟と協議し、衆議院議員ならびに市長選挙おきまして推薦状を

交付いたしました。 

３）福岡県地域医療介護総合確保基金補助金介護業務において、介護職員の腰痛予防の講習会を開催いたしました。

４）スポーツ障害（傷害）予防事業として、バスケットボール・野球選手に対して講習会を開催いたしました。 

４．組織強化 

１）日本理学療法士会協会（以下、PT協会）主催の管理者研修会を昨年に引き続き開催いたしました。福岡県理学療

法士会管理者ネットワーク構築および連絡網整備について今後の研修スケジュールを含めての検討を行いました。 

２）事業計画の平成29年に事務所を福岡市博多区博多駅東2に移転、平成30年1月より理学療法士1名の雇用を行

いました。今後さらなる県ならびに各市町村との連携強化を継続して進めて参ります。 

３）ホームページについて、情報のわかりやすさ、デザイン性の向上、県民のHP訪問数を向上、スマホ版のデザイン

の向上を目的にホームページのリニューアルの検討を行いました。 

４）災害対策について、平成29年4月に福岡県と災害時における福祉避難所等への福祉等専門人材の派遣に係る協定

締結しました。今後、福岡県ならびに他団体と連携をとり災害時福祉等専門人材派遣を進めて参ります。 

九州北部豪雨における被災者支援におきまして、会員の皆様には、人材支援ならびに義捐金のご支援ご協力に心

より感謝を申し上げます。今後、起こりうる災害に備え、災害対策コーディネーターの育成をはじめ、災害時に

迅速に対応しうる組織の構築を継続して努めたいと考えます。会員皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
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５）会費未納者へ対策として、郵送物の停止を行いました。 

５．学術技能研鑚 

１）平成29年6月に第100回福岡県理学療法士会学術研修大会を開催いたしました。 

   記念講演「理学療法50年の歩みと展望 ～新たなる可能性～」として橋元隆氏（九州栄養福祉大学リハビリテー

ション学部教授）をお招きし盛大に第100回の学術大会を開催することが出来ました。会員の皆様のご理解・ご

協力ならびに100回の福岡県理学療法士会学術研修大会の運営スタッフの皆様に心より感謝申し上げます。 

２）診療参加型臨床実習の手引き、チェックリスト、チェックリストの手引きについて作成し、会員の皆様に発送し、 

   各支部、地区勉強会で説明を行いました。 

６．国際交流 

韓国の慶尚南道物理治療士協会とのＭＯＵの締結に際し、学会交流を基本とした両士会の交流について話し合いを行

いました。（※物理治療士：日本で言う理学療法士のこと） 

 

最後に、福岡県の地に日本リハビリテーション発祥地記念館・九州リハビリテーション発祥地記念館（九州栄養福祉

大学リハビリテーション学部キャンパス内）が開館されましたことに、心より感謝を申し上げるとともに、福岡県理学

療法士会として歴史を継承し、理学療法士の人格、倫理及び学術技能を研鑽し、県民の医療・保健・福祉の

増進のさらなる寄与に邁進いたします。 

 

継続事業 

１． 公益事業１「理学療法士の知識及び技術の向上を図る事業」 

 全県レベルでの研修会を13回開催しました。 

 ①第100回福岡県理学療法士会学術研修大会（平成29年6月18日（日）、アクロス福岡、633名参加） 

②地域包括ケア推進リーダー導入研修会（平成29年10月1日（日）、福岡青洲会病院、96名参加） 

③産業理学療法研修会（平成29年10月22日（日）、福岡国際医療福祉学院、28名参加） 

④介護予防推進リーダー導入研修会（平成29年11月19日（日）、製鉄記念八幡病院、94名参加） 

⑤理学療法士講習会：応用編（平成29年11月26日（日）、麻生リハビリテーション大学校、34名参加） 

⑥理学療法士講習会：応用編（平成29年12月3日（日）、麻生リハビリテーション大学校、39名参加） 

⑦平成29年度内部障害に対する理学療法研修会（平成29年12月17日（日）、アクロス福岡、118名参加） 

⑧地域包括ケア推進リーダースキルアップ研修会（平成30年1月14日（日）、久留米ビジネスプラザ、46名参加） 

⑨平成29年度介護保険関連施設等従事者研修会（平成30年1月21日（日）、TKPガーデンシティ博多、71名参加） 

⑩介護予防推進リーダースキルアップ研修会（平成30年2月11日（日）、TKPガーデンシティ博多） 

⑪臨床理学療法研修会（平成30年2月17日（土）、麻生リハビリテーション大学校、147名参加） 

⑫平成29年度福岡県訪問リハビリテーション実務者研修会（平成30年2月24日（土）、25日（日）小倉リハビリ

テーション学院、115名参加） 

⑬学校保健等教育関連理学療法研修会（平成30年3月6日（火）、麻生リハビリテーション大学校、34名参加） 

 支部・地区の研修会は合計54回（北九州支部；24回、福岡支部；19回、筑後支部；11回）開催しました。 

基礎実践教育等研修会は新人研修会を北九州支部（平成30年1月21日（日）、北九州芸術劇場、403名参加）にて基

礎理学療法研修会を福岡支部（平成 29年 6月 30日（金）、福岡市立心身障がい福祉センター、39名参加）にて開催し

ました。また、指導者育成のための臨床実習指導者研修会（平成30年1月27日（土）、TKPカンファレンスシティ博多、

113名、28日（日）、博多バスターミナル大ホール、109名参加）を開催しました。 

第27回福岡県理学療法士学会は平成30年2月4日（日）、福岡国際会議場（446名参加）で開催しました。 

学術誌は理学療法福岡30号、第27回福岡県理学療法士学会学会特別号を発行しました。 
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２．公益事業２「理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業」 

 市民公開講座を1回（平成29年6月18日（日）、アクロス福岡、173名参加）開催しました。健康増進事業として介

護予防教室を4回（北九州支部；1回、筑後支部；3回）、体力測定会を16回（北九州支部；16回）、県民健康づくりセ

ミナー（平成29年1月10日（火）、福岡市医師会館、48名来場）、他団体の開催するイベントでのブース設置（健康21

世紀福岡大会、第10回食と健康を学ぼう、脚から健康Forum、各市町村等が開催する健康づくり事業等）を行い、理学

療法の知識・技術の普及・啓発を行いました。 

 また、インターネット等の媒体を用いた活動も行いました。 

 

３．公益事業３「理学療法の知識・技術を提供する事業」 

本事業では、バリアフリーアドバイザーへの協力、障害者及び高齢者に関する各種委員会および団体への推薦（福岡

県障害者介護給付費等不服審査会、福岡県介護実習普及事業、各市町村介護認定審査会、地域包括支援センター地域ケ

ア推進協議会、福岡県介護支援専門員協会、飯塚市高齢者対策推進協議会、各市町村障害程度区分認定審査会、福岡市

障がい者介護給付費等認定審査会、障害者制度改革について考える地域フォーラム、福岡県地域医療介護総合確保基金

補助金介護事業における介護職員の腰痛予防研修会、田川地区介護サービス事業所協議会主催ヘルパー講習会）、障害者

及び高齢者に関するセミナー等への協力（県民健康づくりセミナー）を行いました。 

 飯塚国際車いすテニス大会（平成29年5月15日（月）～21日（日）、筑豊ハイツ、73名出務）福岡県身体障害者体

育大会（平成29年5月3日（水）、博多の森陸上競技場、9名出務）、リレーフォーライフジャパン2017福岡（平成29

年9月9日（土）～10日（日）、海の中道海浜公園、23名出務）、北九州OPEN2018（平成29年3月2日（金）～4日（日）、

穴生ドーム、33 名出務）に出務しました。その他スポーツ障害予防に関する活動全般として各小・中学校にも出務し、

理学療法の知識・技術を提供しました。また、これら事業に出務するための育成研修会を10回開催しました。 

 

４．その他事業「会員の福利厚生に関する事業」 

 自己研鑽支援としての平成29年度の研究助成制度に対する申込みは0件でした。 

会員の相互交流支援としての地区のレクリエーションを6回（福岡支部1回、北九州支部3回、筑後支部2回）開催

しました。 

医療保険・介護保険に関する情報提供に対しては、診療報酬に対する質問（5件）に対応しました。 

資格取得支援については、地域包括ケア推進リーダー資格取得者：33名、介護予防推進リーダー資格取得者：37名で

した。 

 また、活動報告及び研修会開催案内等の情報提供として、広報誌を発行しています。 

 

５．法人事業 

 定時総会を1回（平成29年6月11日（日）、麻生リハビリテーション大学校、53名出席）、理事会を7回開催しまし

た。新人オリエンテーションは3支部にて開催しました。養成校との意見交換会も開催しました。管理者研修会につい

ても開催しました（平成29年11月6日（月）、22名参加）。 

情報収集のための他団体主催講習会への参加、包括的会員管理システムの状況把握、会費納入状況の把握、各種文書

作成ならびに発送、文書・物品管理等、例年通り実施しました。 

 

６．各種委員会 

 組織検討委員会1回、表彰規定委員会1回、学術局内の常設委員会「卒前・卒後教育検討委員会」を3回開催しまし

た。 
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 事業内容の詳細は資料をご参照下さい。 

 理事・部長・各支部の運営委員の皆様のご協力の下、事業執行できましたことを心より感謝申し上げます。 

  

 

Ⅱ．事業詳細（各公益事業、その他事業、法人事業の主な内容） 

【公益事業１．理学療法士の知識及び技術の向上を図る事業】 

本事業は、理学療法士の理学療法実践能力を向上させる理学療法の専門的知識と技術についての教育活動を通して、

地域住民の健康増進及び疾病予防等に寄与する事業である。 

 

１．公益１－１ 理学療法専門領域研修会  

理学療法で実施される神経疾患、運動器疾患、内部障害の3領域に加えて、物理療法、生活環境支援、基礎理学療

法の3領域を合わせた6領域において、より高い専門的知識と技術の向上を図るための研修会等を実施する。 

１）全県研修会  

（１）第100回福岡県理学療法士会学術研修大会について 

     日 時：平成29年6月18日（日）9：40～15：30 

場 所：アクロス福岡 

参加者：633名 

     内 容：記念講演、市民公開講座、特別講演Ⅰ、特別講演Ⅱ、特別講演Ⅲ、特別講演Ⅳ 

      新人教育プログラム単位認定 

      特別講演：C-1（183名） 

      特別講演：C-2（171名） 

      特別講演：C-3（47名） 

      特別講演：C-4（56名） 

（２）地域包括ケア推進リーダー導入研修会 

日 時：平成29年10月1日（日）9：45～16：45 

場 所：福岡青洲会病院研修棟 

    参加者：96名 

（３）介護予防推進リーダー導入研修会 

日 時：平成29年11月19日（日）9：45～16：45 

場 所：製鉄記念八幡病院 

参加者：94名 

（４）地域包括ケア推進リーダースキルアップ研修会 

日 時：平成30年1月14日（日）8：30～17：00 

場 所：久留米ビジネスプラザ 

     参加者：46名 

（５）介護予防推進リーダースキルアップ研修会 

日 時：平成30年2月11日（日）8：30～16：00 

場 所：TKPガーデンシティ博多 

     参加者：48名 

（６）平成29年度内部障害に対する理学療法研修会 

     日 時：平成29年12月17日（日）10：00～15：00 

     場 所：アクロス福岡 
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     参加者：118名 

（７）理学療法士講習会 応用編 

 （第1回）日 時：平成29年11月26日（日）9：30～16：30 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：34名 

（第2回）日 時：平成29年12月3日（日）9：30～16：30 

会 場：麻生リハビリテーション大学校 

         参加者：39名 

  （８）平成29年度臨床理学療法研修会 

     日 時：平成30年2月17日（土）16：00～17：45 

     場 所：麻生リハビリテーション大学校 

     参加者：147名 

（９）平成29年度福岡県訪問リハビリテーション実務者研修会 

日 時：平成30年2月24日（土）14：00～17：45、25日（日）10：00～16：45 

場 所：小倉リハビリテーション学院 

参加者：115名 

（10）平成29年度介護保険関連施設等従事者研修会 

日 時：平成30年1月21日（日）9：00～12：00 

     場 所：TKPガーデンシティ博多 

参加者：71名 

（11）産業理学療法研修会 

  日 時：平成29年10月22日（日）9：00～12：00 

   場 所：福岡国際医療福祉学院 

   参加者：28名 

（12）学校保健等教育関連理学療法研修会 

日 時：平成30年3月6日（火）19：00～21：00 

     場 所：麻生リハビリテーション大学校 

     参加者：34名 

２）各支部地区研修会：54回 

開催場所：県内公共施設等又は会員所属施設 

県内を3支部8地区に区分し、参加しやすいように計画している。 

（１）福岡支部研修会  

（第1回）日 時：平成30年2月18日（日）13：00～17：00 

場 所：桜十字福岡病院 

参加者：81名 

（２）福岡1地区研修会 

 （第１回）日 時：平成29年6月3日（土）13：00～16：30 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：77名 

（第2回）日 時：平成29年7月12日（水）19：00～21：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：44名 
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（第3回）日 時：平成29年8月21日（月）19：00～21：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：34名 

（第4回）日 時：平成29年10月20日（金）19：00～21：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：100名 

 （第5回）日 時：平成29年11月22日(水）18：30～21：30 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：101名 

（第6回）日 時：平成30年2月14日(水）19：00～21：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：25名 
（３）福岡2地区研修会 

  （第１回）日 時：平成29年6月26日（月）19：00～20：30 

       場 所：博愛会地域リハビリテーションセンターVigor club 

       参加者：13名 

    （第2回）日 時：平成29年8月17日（木）18：30～21：30 

         場 所：博愛会地域リハビリテーションセンターVigor club 

参加者：48名 

  （第3回）日 時：平成29年10月10日（火）19：00～21：00 

       場 所：博愛会地域リハビリテーションセンターVigor club 

       参加者：58名 

  （第4回）日 時：平成29年11月21日（火）19：00～21：00 

       場 所：博愛会地域リハビリテーションセンターVigor club 

       参加者：38名 

（第5回）日 時：平成30年2月8日（木）19：00～21：00 

       場 所：福岡市立心身障がい福祉センター 

       参加者：17名 

（４）福岡東地区研修会 

  （第1回）日 時：平成29年6月15日（木）19：00～20：30 

 場 所：水光会総合リハ・フィットネスセンター 

       参加者：45名 

    （第2回）日 時：平成29年7月12日（水）19：00～20：30 

         場 所：水光会総合リハ・フィットネスセンター 

         参加者：27名 

    （第3回）日 時：平成29年8月6日（日）10：00～13：00 

         場 所：水光会総合リハ・フィットネスセンター  

参加者：84名 

  （第4回）日 時：平成29年10月12日（木）18：30～21：30 

       場 所：水光会総合リハ・フィットネスセンター 
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参加者：71名 

    （第5回）日 時：平成29年11月30日（木）19：00～21：00 

         場 所：水光会総合リハ・フィットネスセンター 

         参加者：27名 

（第6回）日 時：平成30年1月26日（金）19：00～21：00 

 場 所：水光会総合リハ・フィットネスセンター 

参加者：68名 

（第7回）日 時：平成30年3月2日（金）19：00～21：00 

 場 所：水光会総合リハ・フィットネスセンター 

参加者：34名 

（５）北九州支部研修会 

    （第1回）日 時：平成29年8月25日（金）18：30～21：30 

         場 所：製鉄記念八幡病院 

参加者：201名 

 （第2回）日 時：平成29年11月24日（金）19：00～21：00 

場 所：九州栄養福祉大学リハビリテーション学部 

参加者：101名 

    （第3回）日 時：平成30年2月18日（日）9：00～16：00 

         場 所：製鉄記念八幡病院 

         参加者：164名 

         託児利用：児童1名 

（６）北九州1地区研修会 

 （第１回）日 時：平成29年5月18日（木）19：00～21：00 

場 所：北九州リハビリテーション学院 

参加者：58名 

 （第2回）日 時：平成29年7月13日（木）19：00～21：00 

場 所：九州栄養福祉大学リハビリテーション学部 

参加者：122名 

 （第3回）日 時：平成29年8月17日（木）19：00～21：00 

場 所：北九州リハビリテーション学院 

      参加者：43名 

 （第4回）日 時：平成29年9月7日（木）19：00～21：00 

場 所：九州栄養福祉大学リハビリテーション学部 

参加者：76名 

（第5回）日 時：平成29年10月14日（土）14：00～17：00 

場 所：九州栄養福祉大学リハビリテーション学部  

参加者：96名 

（第6回）日 時：平成29年11月16日（木）19：00～21：00 

場 所：北九州リハビリテーション学院 

参加者：24名 

（第7回）日 時：平成29年12月14日（木）19：00～21：00 



8 
 

場 所：北九州リハビリテーション学院 

 参加者：34名 

（７）北九州2地区研修会 

 （第１回）日 時：平成29年4月20日（木）18：30～21：30 

場 所：製鉄記念八幡病院 

参加者：190名 

    （第2回）日 時：平成29年8月17日（木）19：00～21：00 

         場 所：製鉄記念八幡病院 

      参加者：82名 

    （第3回）日 時：平成29年9月21日（木）18：30～21：30 

         場 所：製鉄記念八幡病院 

参加者：210名 

（第4回）日 時：平成29年10月19日（木）19：00～20：30 

         場 所：製鉄記念八幡病院 

参加者：48名 

    （第5回）日 時：平成29年11月16日（木）19：00～20：30 

         場 所：製鉄記念八幡病院 

参加者：84名 

   （第6回）日 時：平成30年2月15日（木）18：30〜21：30 

         場 所：製鉄記念八幡病院 

参加者：167名 

（第7回）日 時：平成30年3月8日（木）18：30～21：30 

         場 所：製鉄記念八幡病院 

参加者：44名 

（８）筑豊地区研修会 

    （第１回）日 時：平成29年6月10日（土）15：00～18：00 

         場 所：デイサービスセンターすばる 

   参加者：48名  

    （第2回）日 時：平成29年7月8日（土）15：00～18：00 

         場 所：飯塚病院 

  参加者：80名 

 （第3回）日 時：平成29年8月10日（木）19：00～21：00 

         場 所：飯塚病院 

参加者：43名 

 （第4回）日 時：平成29年9月2日（土）15：00～17：00 

平成29年9月3日（土）9：30～11：30  

場 所：ふれあい塾 

参加者：2日；39名、3日；31名 

（第5回）日 時：平成29年10月20日（金）19：00～21：00 

場 所：デイサービスセンターすばる 

参加者：23名  
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（第6回）日 時：平成29年11月18日（土）17：30～20：30 

場 所：デイサービスセンターすばる 

参加者：35名 

（第7回）日 時：平成30年1月21日（日）9：00～12：00 

場 所：飯塚病院 

参加者：77名  

  （９）筑後支部研修会 

    （第1回）日 時：平成29年8月20日（日）9：00～12：00 

         場 所：久留米大学医療センター 

参加者：49名 

    （第2回）日 時：平成29年9月16日（土）15：00～18：00 

         場 所：高木病院 研修室 

参加者：50名 

（第3回）日 時：平成29年10月28日（金）9：00～12：00 

場 所：新古賀病院 記念講堂 

参加者：42名 

（第4回）日 時：平成29年12月3日（土）9：00～12：00 

場 所：筑後市立病院 多目的ホール 

参加者：37名 

 （第5回）日 時：平成30年2月9日（金）19：00～20：30 

場 所：久留米リハビリテーション学院 

参加者：144名 

（10）筑後1地区研修会 

 （第1回）日 時：平成29年4月21日（金）19：00～20：30 

場 所：新古賀病院 

参加者：79名 

（第2回）日 時：平成29年6月23日（金）19：00～20：30 

         場 所：久留米リハビリテーション学院 

         参加者：38名 

（第3回）日 時：平成29年12月15日（金）19：00～20：30 

場 所：久留米大学医療センター 

参加者：20名 
（11）筑後2地区研修会 

 （第1回）日 時：平成29年5月17日（水）19：00～20：30 

場 所：八女リハビリ病院 

参加者：34名 

 （第2回）日 時：平成29年7月10日（月）19：00～20：30 

場 所：大牟田天領病院 

参加者：34名 

（第3回）日 時：平成30年1月13日（土）15：00～18：00 
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場 所：柳川リハビリテーション学院 

参加者：41名 
 

２．公益１－２ 基礎実践教育等研修 

免許取得後の理学療法士の実務実践能力の向上及び免許取得を目指す者とそれを指導する指導者育成のための研修

会等を実施する。 

１）新人教育研修 

理学療法士が養成校等で習得した理学療法実践技術を臨床現場での理学療法実践能力として確実なものにする 

ために、新人理学療法士の理学療法実践能力の向上を図る研修会等を実施する。 

（１）新人研修会 

     日 時：平成30年1月21日（日）10：10～16：40 

場 所：北九州芸術劇場 中劇場 

参加者：A-1  理学療法と倫理      ：403名 

A-2  協会組織と生涯学習システム：398名 

A-3  リスクマネジメント    ：391名 

A-4  人間関係および接遇    ：400名 

A-5  理学療法における関連法規 ：395名 

（２）基礎理学療法研修会 

     日 時：平成29年6月30日（金）19：00～20：00 

     場 所：心身障がい福祉センター 

     参加者：39名 

 ２）指導者育成研修 

免許所得後の理学療法士及び免許取得を目指す者への理学療法実践能力を向上させるための知識・支援方法を習 

得した指導者育成のための研修会等を実施する。 

（１）平成29年度臨床実習指導者研修会 

  日 時：平成30年1月27日（土）13：30～16：50 

28日（日）9：30～16：40 

場 所：平成30年1月27日（土）：TKPカンファレンスシティ博多 

28日（日）：博多バスターミナル 大ホール 

参加者：27日；113名、28日；109名 

 

３．公益１－３ 福岡県理学療法士学会 

理学療法の知識・技術の向上を図るために理学療法士及び医療・福祉関係者に対し、演題発表を通じて理学療法の

成果を報告し、意見交換を行うと共に、テーマに応じた特別講演を実施することで、理学療法についての情報共有を

図る。 

１）第27回福岡県理学療法士学会 

日 時：平成30年2月4日（日）10：00～16：50 

場 所：福岡県国際会議場 

参加者：446名（会員；426名、県外会員；14名、学生；4名、看護師；2名） 

託児利用：児童8名 

 

４．公益１－４ 学術誌刊行 
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 理学療法の知識・技術の向上を図るため、理学療法の成果の報告や各研修会での講演内容を報告することで、研修

会や学会等に参加できない者に対しても学術誌等の媒体を通じて研修内容の提供・周知を行う。 

１）理学療法福岡30号の発刊（平成29年5月） 

発行部数：5,700部 

配布先 ：会員及び各県理学療法士会をはじめ、医療・福祉団体に無料で配布。 

２）第27回福岡県理学療法士学会 学会特別号の発行（平成30年2月）福岡県理学療法士学会 

発行部数：5,700部 

配布先 ：会員及び各県理学療法士会をはじめ、医療・福祉団体に無料で配布。 

３）学術誌編纂委員会会議 

2回開催 

 

 

【公益事業２．理学療法の知識・技術の普及を行う事業】 

 本事業は、県民参加型の活動やホームページ等の媒体を通じ、理学療法の目的及び理学療法で行われる運動療法や日

常生活での基本動作等の知識・技術を広く地域住民に普及・啓発することで、より良い生活技術方法等を広め、地域住

民の健康増進及び生活の質の向上に寄与する事業である。 

 

１．公益２－１ 県民参加型の活動 

１）市民公開講座：1回 

  （１）第100回福岡県理学療法士会学術研修大会 

     日 時：平成29年6月18日（日） 

場 所：アクロス福岡 

参加者：173名 

 ２）介護予防教室等 

（１）介護予防教室（理学療法啓発活動）：4回   

地域住民を対象に高齢者や小児の骨折の原因となる転倒の原因とその予防について講演ならびに実技を行う。 

開催場所：県内各地の公民館、市民センターなど 

   ［北九州支部］ 

   （第1回）日 時：平成29年7月9日（日）13：30～14：30 

         場 所：レインボープラザ 701会議室 

         九州北部集中豪雨のため事業中止の説明・案内のため1名出務  

   ［筑豊地区］ 

 （第1回）日 時：平成29年8月25日（金）13：30～14：30 

         場 所：立岩公民館 

   利用者：95名 

［筑後1地区］ 

 （第1回）日 時：平成29年7月9日（日）9：00～12：30 

場 所：古賀病院21リハビリテーションセンター 

利用者：13名 

［筑後2地区］ 

 （第1回）日 時：平成29年7月16日（日）8：30～12：30 

場 所：大牟田市労働福祉会館中ホール 

利用者：21名 

（第2回）日 時：平成29年10月15日（日）8：30～12：30 
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場 所：総合福祉センター「そよかぜ」 

利用者：43名 

（２）体力測定会：16回 

地域住民を対象に筋力、柔軟性、バランスの状態の評価及び助言・指導を行う。 

開催場所：市民センター、ショッピングモール、公共交通機関コンコースなど 

［北九州支部］ 

（第1回）日 時：平成30年2月4日（日）10：30～13:30 

        場 所：北九州市総合保健福祉センター5F 

利用所：15名  

（第2回）日 時：平成30年3月10日（土）10：00～13:30 

        場 所：穴生市民センター 

利用所：71名 

［北九州1地区］ 

    （第1回）日 時：平成29年10月27日（金）10：00～15：00 

         場 所：サニーサイドモール小倉 

利用者：80名 

（第2回）日 時：平成30年1月10日（水）10：00～16：00 

場 所：ゆめタウン行橋店 

利用者：88名 

［北九州2地区］ 

   （第１回）日 時：平成29年6月6日（火）13：00～15：00 

         場 所：鞘ヶ谷市民センター 

         利用者：14名 

   （第2回）日 時：平成29年6月10日（土）10：30～12：30 

         場 所：栄美保育園 

         利用者：37名  

    （第3回）日 時：平成29年7月15日（土）10：00～12：00 

         場 所：永犬丸西市民センター 

         利用者：74名 

    （第4回）日 時：平成29年7月25日（金）13：30～14：00 

         場 所：鞘ヶ谷市民センター 

         利用者：14名 

    （第5回）日 時：平成29年9月5日（火）13：00～15：00 

         場 所：鞘ヶ谷市民センター 

利用者：18名 

（第6回）日 時：平成29年10月9日（月）9：00～16：00 

         場 所：曲里の松並木公園 

利用者：300名 

（第7回）日 時：平成29年10月28日（土）10：00～12：00 

         場 所：社会福祉法人 薫風会 さくらんぼ保育園 

利用者：37名 



13 
 

（第8回）日 時：平成29年11月7日（火）13：00～16：00 

   場 所：八児小学校 

利用者：49名 

（第9回）日 時：平成29年11月18日（土）10：30～12：00 

         場 所：下蓮花寺公民館 

         利用者：28名 

（第10回）日 時：平成30年3月11日（日）10：00～16：00 

         場 所：ウェル戸畑 

利用所：133名 

［筑豊地区］ 

 （第1回）日 時：平成29年10月15日（日）9：30～15：30 

         場 所：イイヅカコミュニティセンター 

利用者：150名 

（第2回）日 時：平成29年11月19日（日）12：00～17：00 

         場 所：山田生涯学習館 

利用者：65名 

３）県民健康づくりセミナーの企画・運営：1回 

（１）県民健康づくりセミナーの開催 

   日 時：平成30年1月9日（火）13：00～16：00 

   場 所：福岡市医師会館 

参加者：48名 

４）他団体の開催するイベントでのブース設置  

（１）健康21世紀福岡県大会 

  日 時：平成29年10月22日（日）10：00～17：00 

場 所：明治屋産業びっくり市 

利用者：128名 

（２）第10回食と健康を学ぼう 

     日時：平成30年3月4日（日）9：00～12：00 

     場所：小倉医師会館 

     利用者：102名 

  （３）脚から健康Forum 

    日 時：平成30年3月21（水）11：00～16：30 

    場 所：アクロス福岡 

    利用者：65名 

（４）各市町村等が開催する健康づくり事業等  

  ①体力測定会事前研修会 

日 時：平成29年10月17日（火）19：00 ～21：00 

場 所：製鉄記念八幡病院 

参加者：22名 

②北九州マラソン2018救護活動 
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日 時：平成30年2月18日（日）7：00～16：00 

場 所：西日本総合展示場 

参加者：57名（AED隊18名、救護班39名） 

    

 

２．公益２－２ インターネット等の媒体を用いた活動 

 １）当会ホームページ管理更新作業   

毎月適宜施行 

 

 

【公益事業３．理学療法の知識・技術を提供する事業】 

本事業は、当会の活動趣旨に沿った団体・機関が主催する事業等に対し、身体の機能低下や機能維持・向上に関する

理学療法の知識・技術を提供することにより、障害者及び高齢者の健康増進・生活の質の向上に寄与する事業である。 

 

１．公益３－１ バリアフリーアドバイザーへの協力  

 障害者等の生活の質の向上を図る目的で、対象者の生活状態にあった住宅改修の必要な箇所や施工方法・介護機器

の利用等の身体機能に応じた提案及び助言のために会員を出務させる。 

平成29年度：6回 

 

２．公益３－２ 障害者及び高齢者に関する各種委員会および団体への推薦 

 「介護保険法」及び「障害者自立支援法」等に基づく、行政機関の各種委員会や障害者及び高齢者支援を行う団体

からの委員推薦依頼に対し、高齢者の身体の機能維持・向上を目的に、委員を推薦する。 

 １）福岡県障害者介護給付費等不服審査会 

２）福岡県介護実習普及事業 

 ３）各市町村介護認定審査会 

 ４）地域包括支援センター地域ケア推進協議会 

 ５）福岡県介護支援専門員協会 

 ６）飯塚市高齢者対策推進協議会 

 ７）各市町村障害程度区分認定審査会 

 ８）福岡市障がい者介護給付費等認定審査会 

９）障害者制度改革について考える地域フォーラム 

10）福岡県地域医療介護総合確保基金補助金介護業務における介護職員の腰痛予防研修会 
  （第1回）日 時：平成29年9月30日（土）13：00～17：00 

場 所：飯塚病院 エネルギーセンター 

参加者：27名 

（第2回）日 時：平成29年10月21日（土）13：00～17：00 

場 所：小倉リハビリテーション学院 

参加者：27名 

（第3回）日 時：平成29年11月18日（土）13：00～17：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：58名 

（第4回）日 時：平成29年12月9日（土）13：00～17：00 

場 所：柳川リハビリテーション病院 

参加者：38名 
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 11）田川地区介護サービス事業所協議会主催ヘルパー講習会 

（第1回）日 時：平成29年11月20日（月）19：00～20：30 

場 所：田川市青少年ホール 

参加者：36名 

（第2回）日 時：平成29年11月22日（水）19：00～20：30 

場 所：田川市青少年ホール 

参加者：40名 

（第3回）日 時：平成29年11月28日（水）19：00～20：30 

場 所：田川市青少年ホール 

参加者：32名 

 

３．公益３－３ 障害者及び高齢者に関するセミナー等への協力 

 障害者及び高齢者の運動機能に対する理解を深め、身体の機能維持・向上を図るために講師を推薦する。 

１）県民健康づくりセミナー 

 日 時：平成30年1月9日（火）13：00～16：00 

 場 所：福岡市医師会館 

参加者：48名 

 

４．公益３－４ 障害者スポーツ大会等に会員が出務する事業 

障害者の生活の質の向上に寄与する障害者スポーツの大会において、新たな疾病・障害の予防を目的に、障害内

容やその程度等に応じたウォーミングアップやクールダウン等の支援及び運営支援のために会員を出務させる。 

１）飯塚国際車いすテニス大会 

（１）飯塚国際車いすテニス大会事前研修会 

日 時：平成29年4月9日（日）10：00～16：00 

場 所：筑豊緑地プール 

参加者：38名 

（２）飯塚国際車いすテニス大会理学療法士サービス 

日 時：平成29年5月15日（月）～21日（日）9：00～17：00 

場 所：筑豊ハイツ 

利用者：延べ263名（16日：41名、17日：46名、18日：58名、19日：52名、20日：33名、21日：33名） 

出務者：延べ73名（16日：9名、17日：14名、18日：15名、19日：15名、20日：10名、21日：10名） 

２）第55回福岡県身体障害者体育大会 

日 時：平成29年5月3日（水）10：30 ～15：00 

場 所：博多の森陸上競技場 

利用者：33名 

出務者：9名 

３）障害者スポーツ研修会 

（第１回）日 時：平成29年6月4日（日）9：00～13：00 

場 所：福岡医健専門学校 

参加者：26名 

（第2回）日 時：平成29年8月4日（金）9：00～21：00 
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場 所：宗像水光会総合病院 

       参加者：22名 

  （第3回）日 時：平成29年10月20日（金）19：00～21：00 

       場 所：宗像水光会総合病院 

参加者：10名 

（第4回）日 時：平成29年12月1日（金）19：00～21：00 

       場 所：宗像水光会総合病院 

       参加者：8名 

（第5回）日 時：平成29年12月17（日）10：00～13：00 

  場 所：博多消防署 

       参加者：4名 

（第6回）日 時：平成30年1月19日（金）19：00～21：00 

       場 所：宗像水光会総合病院 

       参加者：9名 

（第7回）日 時：生平30年2月23日（金）19：00～21：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

       参加者：8名 

４）その他スポーツ障害予防に対する活動全般事業 

  （１）第3回その他スポーツ障害予防に対する活動全般事業事前研修会 

（第1回）日 時：平成29年6月10日（土）14：00～17：00 

場 所：福岡医療専門学校 

参加者：11名 

 （第2回）日 時：平成29年10月21日（土）14：00～17：00 

場 所：福岡医療専門学校 

参加者：15名  

 （第3回）日 時：平成29年11月4日（土）14：00～17：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：8名 

（２）その他スポーツ障害予防に対する活動全般事業 

 （第1回）日 時：平成29年6月24日（土）14：00～16：30 

場 所：北九州市立飛幡中学校 

利用者：選手43名、教員2名 

出務者：4名 

 （第2回）日 時：平成29年7月22日（土）9：00～11：30 

場 所：春日市立春日中学校 

利用者：選手22名、教員2名 

出務者：3名 

 （第3回）日 時：平成29年7月29日（土）9：00～11：30 

場 所：北九州市立上津役中学校 

利用者：選手40名、教員3名 
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出務者：5名 

 （第4回）日 時：平成29年8月6日（日）9：00～11：30 

場 所：北九州市立緑丘中学校 

利用者：選手27名、教員1名 

出務者：4名 

 （第5回）日 時：平成29年8月20（日）9：00～11：30 

場 所：北九州市立中央中学校 

利用者：選手32名、教員2名 

出務者：4名 

 （第6回）日 時：平成29年11月3日（金）14：00～16：30 

場 所：北九州市立中央中学校 

利用者：選手31名、教員3名 

出務者：5名 

（第7回）日 時：平成29年12月10日（日）9：00～11：30 

場 所：築上町立築城中学校 

利用者：選手5名、教員2名 

出務者：2名 

（第8回）日 時：平成30年1月7日（日）9：00～11：30 

場 所：築上町立椎田中学校 

利用者：選手17名、教員1名 

出務者：2名 

（第9回）日 時：平成30年1月20日（土）9：00～11：30 

場 所：久留米市立良山中学校 

利用者：選手10名、教員1名 

出務者：4名 

（小学校）日 時：平成30年2月11日（日）14：00～16：30 

場 所：広川町立下広川小学校 
利用者：選手27名 

出務者：8名 

５）リレーフォーライフジャパン2017福岡 

    日 時：平成29年9月9日（土）10：00～22：00、10日（日）9：00～12：00 

   場 所：海の中道海浜公園 水と光の広場 

利用者：133名 

出務者：23名 

６）北九州OPEN2018 

日 時：平成30年3月2日（金）～4日（日）8：30～20：45 

場 所：穴生ドーム 

利用者：135名 

出務者：33名 
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【その他事業 会員の福利厚生に関する事業】 

１．その他１ 自己研鑽支援 

１）平成29年度研究助成について 

研究期間：平成29年4月1日～平成30年3月1日（平成30年3月31日までに報告書提出義務あり） 

平成29年度申請なし 

 

２．その他２ 会員相互交流支援 

１）支部競技大会 

２）地区レクリエーション 

  6回開催：福岡支部1回、北九州支部3回、筑後支部2回 

 ３）支部だより・地区だより（支部・地区活動報告・情報伝達） 

北九州2地区（平成29年4月）230部発行 

 

３．その他３ 未就業会員への求人情報提供 

  未就業会員からの問い合わせに対し本会で把握する求人情報を提供し就職支援を行う。 

  平成29年度：事業なし 

 

４．その他４ 医療保険・介護保険に関する情報提供 

  診療報酬及び介護報酬に関する運用状況や理学療法士の処遇についての情報を得ることで、会員が所属する施設に

おいて理学療法業務が円滑に行えるよう支援する。 

１）平成29年度診療報酬研修会    

平成29年度事業なし 

２）平成28年度診療報酬減点査定の状況調査 

平成29年度事業なし 

３）診療報酬に関する質問への対応：5件 

 

５．その他５ 資格取得支援 

  地域包括ケア推進リーダー取得者：33名（総数：435名） 

  介護予防推進リーダー取得者：37名（総数：439名） 

 

６．その他６ 施設利用優待 

 法人登録をしている施設利用の優遇情報の提供・案内 

 

７．その他７ 会報誌の発行 

  活動報告及び研修会開催案内等の情報提供 

１）当会広報誌発行 

   年間20,000部発行（9月•2月） 

 

【法人事業】 

１．総会 

 １）6月定時総会 

   日 時：平成29年6月11日（日）10：30～15：10 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

出席者：53名（委任状による出席1名、議決権行使書提出による出席5名） 

   議 事：第1号議案：平成28年度事業報告の承認を求める件（承認） 
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第2号議案：平成28年度決算報告・監査報告に関する件（承認） 

第3号議案：代議員任期延長について承認を求める件（承認） 

第4号議案：定款変更を求める件 

      議案1）事務所移転について（承認） 

      議案2）役員定数の改定について（否決） 

第5号議案：平成29・30年度役員改選について（承認） 

２．理事会 

  7回開催（通常理事会：6回、臨時理事会：1回） 

３．新人オリエンテーション 

  3回開催：福岡支部、北九州支部、筑後支部 各1回 

４．養成校との意見交換会 

  日 時：平成29年11月18日（土）15：00～18：00 

  場 所：リファレンス駅東ビル貸会議室 

  参加者：27名 

５．管理者研修会 

 １）管理者研修会 

   日 時：平成29年11月6日（月）19：00～21：30 

   場 所：麻生リハビリテーション大学校 

   参加者：22名 

６．介護予防事業への協力体制の構築 

  平成29年度事業なし 

７．福岡県議会関係者に対する政策推進に関する渉外活動 

平成29年度事業なし 

８．福岡県議会担当者に対する政策推進に関する渉外活動 

平成29年度事業なし 

９．北九州認知症支援・介護予防センター オープニング記念講演会 

平成29年度事業なし 

10．情報収集のための他団体主催講習会への参加 

11．包括的会員管理システムの状況把握 

12．会費納入状況の把握、各種文書作成ならびに発送 

13．文書・物品管理 

14. 平成29年度北九州医師会医療救護計画に基づく災害医療・作戦指令センター（DMOC）と関係機関による災害支援に 

係る情報伝達訓練 

  日 時：平成29年11月11日（土）14：00～17：00 

  場 所：北九州市立八幡病院 

15．協会指定管理者研修 管理者ネットワーク構築に向けた中央研修会 

 １）【生活期】 

   日 時：平成30年1月21日（日）10：00～16：00 

   場 所：TKP品川カンファレンスセンター 

２）【回復期】  

   日 時：平成30年1月21日（日）10：20～16：20  

   場 所：TKP品川カンファレンスセンター 
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 ３）【地域包括ケア病棟】 

   日 時：平成30年1月28日（日）10：00～16：00 

場 所：TKP品川カンファレンスセンターANNEX 

４）【急性期】 

   日 時：平成30年1月28日（日）10：20～16：20  

   場 所：TKP品川カンファレンスセンターANNEX 

 

【各種委員会】 

１．組織検討委員会 

  1回開催 

２．表彰規定委員会 

  1回開催 

３．卒前・卒後教育検討委員会  

3回開催 

４．福岡県女性理学療法士の課題を考える委員会 

0回開催 
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事業報告附属明細書 

事業報告の内容を補足する重要な事項はありません。 


	（４）地域包括ケア推進リーダースキルアップ研修会
	（５）介護予防推進リーダースキルアップ研修会

