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公益社団法人 福岡県理学療法士会 

平成 30年度 第 2回理事会議事録 

 

日 時：平成 30 年 5月 19 日（土）15：00～  

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

出席者：（理事）西浦、永友、廣滋、音地、佐藤、宇戸、久保田、熊谷、久原、諌武、永野、

岩佐、山内、遠藤、福田、松﨑、時吉、 

（監事）日野 

（事務員）中山、長田 

（欠席）近藤、高橋、今村、森田 

（書記）池田、池永、 

 

【審議事項】 

【会長】 

１．平成 30 年度代議員総会について（別紙資料） 

諌武理事：会場が八重洲博多ビルへ変更になった。5 月 17 日に郵送しており週明けには関

係者のもとに届く予定。流れは、副会長の開会の言葉から、会長挨拶、来賓に

は福岡県医療指導課の大群課長、自民党の野原議員を予定している。議長は福岡

清州会病院の嶋邨さんに依頼している。後は議事に沿って、第 1 号議案から第 5

号議案まですすめる。 

田代委員長：現選挙管理委員の選出に 3 名募集に対し 4 名の立候補者がいる。選挙規程の

改定議案で承認が得られれば、4名全てを選出できるが、現状ではそれができ

ない。第 3 号議案を先に代議員に検討してもらうことは出来ないか？代議員

に第 3号議案が認められなかったら、くじでの選出を検討している。 

西浦会長：選挙管理委員の選出規程がない。 

山内理事：協会ではどうしているのか。 

西浦会長：協会にも規程がない。 

山内理事：くじで公平性は担保できるのか。 

西浦会長：代議員 100 名に委員を決めてもらうことはどうか。 

     過去にくじで決めようとした経緯がなかったか。 

日野監事：確かに過去にくじで決めようとしたが、結果的には候補者の一人が辞退された

ケースだった。 

永友副会長：総会は代議員に選出された候補者 3 名に対して承認を得る場であって、代議

員に候補者 4名から 3名を選んで下さいという場ではないと考える。 
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西浦会長：確かに、規程がない以上、代議員には委員の選出のための規程を作ることに協

力してもらう必要がある。選挙管理委員選出の規程がないので、今回はくじが妥

当と思われる。 

諌武理事：現行まで今の選挙規程と考えて良いか。 

西浦会長：今まで通り、事前に 3 名を選出して、総会で承認を得る従来の方法で行くべき

と考える。 

福田理事：くじは代議員の前で引くのか。 

永友副会長：前段で 3 名を選出しておくべきと考える。抽選には監事の立ち会いを検討す

べき。 

福田理事：総会でその選出状況についての報告はするのか。 

西浦会長：4名からくじによって 3名になった経緯は説明し、3名についての承認を総会で

もとめる。 

福田理事：「第 3 条 選挙管理委員は総会において会員の中から選出する。」が 4 名から 3

名を選ぶことをさすのか、事前に 3名を選出した状態をさすのか。 

永友副会長：事前に選出している方が、総会が円滑に進む。また、今までの総会が候補者

に対し承認を求めるという体制だったことを踏まえて、事前に選出しておく

べきと考える。 

岩佐支部局長：4名から 3名を選出する方法について規程が無い中で、選出方法を知らない

代議員に、こちらの方法で 3名を選出したと提示しても良いのか。 

西浦会長：委員の選出方法については規程を作成し、総会で承認を得る必要がある。しか

し、今回は、間に合わない。規程にある「選出」という言葉の理解を、どのよう

に捕らえたかを説明できるようにしておくべきである。 

日野監事：4名の候補者は、3名の応募に対して 4名候補がいることをまだ知らないのでは

ないか。であれば、情報提供の元、前回の様な辞退者も出るかもしれない。 

西浦会長：今までの議論は、あくまでも理事会の提案なので、選挙管理委員会でしっかり

と検討して欲しい。今後の事を踏まえ、検討された方が良いと考える。 

諌武理事：では、第 2号議案では選挙管理委員の 3名は選出されている状況で可否を問う。

第 3、4、5 号議案とすすめ、報告事項という流れになる。意見交換に関しては 6

月 3日まで質問を受け付ける。質問は、カテゴリーに分類して、局長、理事らに

送信するので関連のある方は、回答できるように準備をお願いする。17:00 終了

予定にしている。 

→承認 

 

【事務局】 

【法人事業】 

［総務部］ 
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 １．平成 29年度決算・平成 30 年度予算総会について 

   平成 29年度決算・平成 30 年度予算総会について別紙の通り計画しているので承認

を頂きたい。（総会最終確認） 

永友副会長：3月中に納入された会費について説明してほしい。 

諌武理事：3 月に納入されたのは 70 万円だったが、協会より入金されたのは 4 月のため、

今回は未収金として報告される。このお金は今年度の予算として組み込まれ、

来年度の総会で報告されることになる。 

永友副会長：もし、代議員から未収金が多いという質問が出たら、70 名について回収でき

たことを口頭で報告しても良いが、今回の報告書に上げることは出来ない。 

→承認 

  

２．募金活動マニュアル承認について（別紙：1） 

   県士会として災害発生時等に募金活動を実施することがあるが、取り決めを決めて

いなかった。そこで別紙のとおり募金活動マニュアルの作成を行ったので承認を頂

きたい。 

諌武理事より説明 

諌武理事：昨年の災害発生時等に募金活動の実施を踏まえ流れを作成した。 

音地理事：振り込み手数料が会員負担と県士会負担とあるが、その棲み分けを説明して欲

しい。 

池永部長：県士会の開催する研修会内で募金活動を行っているときは運営委員が手続きを

行うため県士会負担とできる。会員個々で行われる振り込みに全てに対して手数

料を県士会が支払うことは難しく、会員負担とした。もちろん、職場などで集め

た募金を県士会のイベントに会員がお持ち下されば、運営委員が当日集めた分と

まとめて県士会負担で手続きできる。 

佐藤理事：「職場で集めた募金を研修会の時に持ってきて下さい」と呼びかけるような案内

があった方が親切である。 

諌武理事：指摘部分を修正する。 

→承認 

 

３．WEB会議運用フローの承認について（別紙：2～3） 

   平成 30年度より導入が決定していた WEB会議使用のためのマニュアル・規程を別紙

の通り作成したので承認をいただきたい。 

諌武理事より説明 

諌武理事：主催者が県士会事務所に連絡すれば、事務所が予約を取る。カメラは貸し出し

可能である。交通費が無くなるため、会議費用の規程を作成した。協会は 4時

間区切りだが、県士会では 2時間以内 2,000円、2時間以上は 3,000円としたい。
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領収書は個々で事務所に郵送することになる。 

永友副会長：この会議費は今までの交通費とは違うのか。 

諌武理事：現在は、予算が無いので、交通費の中に会議費を含ませてもらっている。Web会

議に関しては会議費用として計上することになる。 

岩佐支部局長：職場で Web会議を行うときは職場に許可を取るようにした方が良い。 

→承認 

 

 ４．平成 30年度福岡県理学療法士会管理者研修会開催について（別紙：4） 

   平成 30 年度福岡県理学療法士会管理者研修会を各地区にて別紙企画の通り開催を計

画したので実施に関して承認をいただきたい。なお、各地区の会場確保に関して、

支部局各地区の協力をいただきたい。 

諌武理事より説明 

諌武理事：最終的には 2つの管理者ネットワークを立ち上げることを目標とする。地域ご

とと全県の職域ごとのネットワークである。今年度の目標は、「地域ごとに顔の

見える関係づくり」とし、領域別の管理者研修は次年度以降に検討する。名刺

交換会ができる場を設け、ソフトドリンクを準備する予定。時期は 8月から 9

月と考えている。会場は 8地区で行えるよう支部局にご協力願いたい。 

西浦会長：この研修会は管理者と県士会との関係を築く重要な研修会と考えている。ぜひ

理事にはご協力いただきたい。 

福田理事：会場を準備するにあたって人数はどのくらいを想定したらいいか。 

諌武理事：最大 50名と考える。 

西浦会長：施設から 1名の参加か？課長と主任のように 2名来てもいいのか。 

山内理事：肩書がなくてもリーダークラスなら参加してもいいと思うがどうか。 

西浦会長：リーダークラスまでの参加者はいいと思う。 

宇戸理事：2年前からこの研修会をしているが、対象者数は多くないのではないか。 

諌武理事：初級の修了者は 190 名で対象施設が 800 近くあるので、まだ対象となる人はい

ると考える。 

永友副会長：過去に会長が各支部を回った際に 100名くらいの参加があった。 

西浦会長：管理者研修会では県士会についてより知っていただく機会となり、イベント広

報や政策の伝達ができる場なので、支部には 100 名集める気持ちでぜひ協力し

てもらいたい。 

福田理事：会場費がかかる場合もあるが大丈夫か。 

西浦会長：必要であれば仕方ない。 

諌武理事：予算には上げていなかったので補正をかけることになると思う。 

福田理事：総会で、管理者ネットワークの宣伝をしたらどうか。 

西浦会長：ぜひ対応してほしい。 
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宇戸理事：管理者という名前は参加しにくくないか。 

西浦会長：管理者（リーダー）研修会や施設代表者会議。誰でも来られるようになっても

いけない。目的を明示して研修会の内容を知らせるようにする。 

永友副会長：施設に呼びかけるときに、管理者と数名で参加できることも記載しておく。 

→承認 

 

【学術局】 

【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】 

［学術局］ 
 １．新人研修会の講師謝金について（継続審議事項） 

平成 30 年度第 1回理事会資料 審議事項で 

１．新人研修会の講師謝金について 

新人研修会（テーマ：A1-5）は会員との顔合わせの意図もあり理事が講師を担当し、

講義内容は一定水準を保つために協会スライドを使用している。このため、新人オリ

エンテーションの対応と同様に、講師謝金規程を適応せず、講師謝金は廃止してはど

うかと考える。 

と提案した。 

結果、継続審議となり、「講師謝金規程に特記を追加した案を次回提出すること」と

いう指示を得た。 

そこで、規程書類（規程一覧４）にある 

（平成 28年度第 4回理事会資料 審議事項にて理事会承認） 

謝金規程（案） 

1コマ 90分を基準として 

医師：50,000円 

会員外専門職（例：看護師）：30,000円 

会員（専門・認定有資格者、教授、技師長クラス）：30,000円 

会員（一般）：10,000 円 

 

※1 コマ 90 分を基準とすることから 60分は上記金額の 2／3倍 

※2 コマ 180分は 2倍とし、3コマ以上の場合は 3コマ目からを半額（50％）とする。 

※上乗せ制度は廃止（上記にて一本化）とする。 

※実技講習会やシンポジウム等の複数名の講師による場合、コマ数の報酬を分配する。 

※実技に伴うアシスタントへの謝金は廃止とする。 

に追加する文言として 

※日本理学療法士協会の指定スライドを用いる新人研修会（テーマ：A1-5）の講師は会員

（一般）の基準を適応する。 



6 
 

を明記することを改めて提案する。 

宇戸理事より説明。 

→承認 

 

［学術誌編纂部］ 

 １．9名の運動器査読者の追加を承認して頂きたい。 

10004568 坂本 周介 さかもと しゅうすけ 可也病院

10013533 小西 隆洋 こにし たかひろ 医療法人恵真会　渡辺整形外科病院

10035926 春口 幸太郎 はるぐち こうたろう 福岡和白病院

10011584 杉尾 秀一 すぎお しゅういち 佐田病院

10043830 寺﨑 裕亮 てらさき ゆうすけ 福岡豊栄会病院

10039563 岡 智行 おか ともゆき 光安整形外科

10025052 桃田 勝大 ももた かつひろ 社会保険　直方病院

10033827 藤戸 郁久 ふじと いくひさ 済生会八幡総合病院

10050436 古海 卓馬 ふるみ たくま 遠賀中間医師会おかがき病院  

佐藤理事より説明 

松﨑地域包括ケア推進局長：追加査読者 9名の会費の納入状況の確認をお願いする。 

→承認 

 

［学術研修部］ 

１．専門理学療法研修会の開催日時、場所、講師・テーマについて  

昨年度まで開催してきた内部障害における理学療法研修会を平成 30年度事業より専

門理学療法研修会として開催する。今年度のテーマを脳血管障害とし、2 部構成で、

第 1部（第 1候補～第 3候補）、第 2部（第 1候補～第 3候補）からそれぞれ 1名ず

つ 2 名の先生方より講演を頂き、定員を 200 名として聴講形式で行いたいと考えて

いる。開催要項および講師について審議をお願いしたい。 

日 時：平成 30年 11 月 11日（日）or18日（日）もしくは 3月の日曜日（講師の希

望日程により検討） 

    第 1部：9：30～12：40  第 2部：13：30～16：40（9：00～受付） 

場 所：麻生リハビリテーション大学校（予定） 

定 員：200 名 

受 付：協会のシステムより行ってください。受付期間は 年 月 日（月）～ 月

日（ ）です。研究部会「脳卒中」「 」のポイント認定を行います。 

テーマおよび講師 

１） 第 1部 

脳画像と臨床症状を捉えそのアプローチについて、基礎から臨床応用を学ぶ機

会とする。 
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・第 1候補 

テーマ：「脳画像のリハビリテーションへの活用～画像から考える臨床症状とアプ

ローチ」（仮題） 

講 師：阿部 浩明 氏（広南病院リハビリテーション科 総括主任） 

略 歴： 

【職歴】 

平成 9年:KKR 宮城野病院(現宮城野分院） 

平成 15 年:東北文化学園大学 医療福祉学部リハビリテーション学科 助手 

平成 17 年:一般財団法人広南会 広南病院（現在に至る）  

【学歴】 

平成 24 年：東北大学 大学院医学系研究科 肢体不自由学分野 

【著書】 

理学療法 MOOK17、理学療法技術の再検証、科学的技術の確立に向けて 

運動療法学、第二版、文光堂 

標準理学療法学、神経理学療法学、医学書院 

脳卒中理学療法の理論と技術、メジカルビュー社 

15レクチャーシリーズ神経理学療法学Ⅰ、中山書店 

【表彰・受賞】 

第 43回日本理学療法学術大会大会長賞 

第 18回日本意識障害学会会長賞 

第 33回中村隆賞（東北脳血管障害研究会医学奨励賞） 

第 48回日本理学療法学術大会最優秀賞 

【所属学会、役員等】 

平成 25 年 5月-現在:公益社団法人日本理学療法士協会  理学療法学編集委員 

平成 25年 6月-現在:公益社団法人日本理学療法士協会  神経理学療法学会運営

幹事 

【認定・専門理学療法士】 

神経系専門理学療法士、認定理学療法士（脳卒中） 

・第 2候補 

テーマ：「急性期における脳血管障害患者のリスクマネジメント」（仮題） 

講 師：手塚 純一 氏（新東京石心会 さいわい鶴見病院リハビリテーション科 

科長） 

略 歴： 

【職歴】 

平成 14 年 杏林大学医学部付属病院リハビリテーション室 

平成 19 年 川崎幸病院リハビリテーション科 
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現在 新東京石心会 さいわい鶴見病院リハビリテーション科 科長 

【著書】 

脳卒中理学療法の理論と技術 第二版、メジカルビュー社、2016 

極める！脳卒中リハビリテーション必須スキル、株式会社 gene、2016 

【認定・専門理学療法士】 

専門理学療法士（神経）、 

【資格】 

呼吸療法認定士、心臓リハビリテーション指導士 

・第 3候補 

テーマ：「脳画像と臨床像」（仮題） 

講 師：吉尾 雅春 氏（千里リハビリテーション病院 副院長） 

２） 第 2部 

歩行を KeyWord とし、臨床推論からアプローチへまた、そのトレーニング方法

について学ぶ機会とする。 

・第１候補 

テーマ：「脳卒中患者における歩行トレーニング」（仮題） 

講 師：貴嶋 芳文 氏（都城コア学園 理学療法士養成施設開校準備室 室長） 

略 歴： 

【職歴】 

平成 14 年 4月 寿量会 熊本機能病院 

  平成 19 年 8月 藤元メディカルシステム 藤元総合病院 

  平成 28 年 5月 都城コア学園 理学療法士養成施設開校準備室 室長 

【表彰・受賞】 

バリアフリーシステム開発財団奨励賞 LIFE 2012 

平成 24 年度日本生体医工学会論文賞 阪本賞 

九州理学療法士・作業療法士合同学会 2016㏌鹿児島 優秀演題賞 

【所属学会、役員等】 

宮崎県理学療法士会 学術局長，宮崎県理学療法士連盟 青年局長 

【認定・専門理学療法士】 

認定理学療法士（脳卒中），（基礎），（運動器） 

・第２候補 

テーマ：「脳卒中における歩行トレーニング」（仮題） 

講 師：植田 耕造 氏（JCHO 星ヶ丘医療センター） 

略 歴： 

【職歴】 

平成 27 年 畿央大学大学院健康科学研究科 博士課程修了（健康科学博士） 
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畿央大学ニューロリハビリテーションセンター客員研究員 

【所属学会、役員等】 

日本理学療法士協会，日本生体医工学会 

【認定・専門理学療法士】 

 認定理学療法士（脳卒中・基礎） 

・第３候補 

テーマ：「脳卒中片麻痺者における歩行のクリニカルリーズニング」（仮題） 

講 師：伊藤 克浩 氏（山梨リハビリテーション病院 リハビリテーション部 

副部長） 

略 歴： 

【職歴】 

昭和 60 年 4月 山梨温泉病院（現山梨リハビリテーション病院） 

現在：山梨リハビリテーション病院 リハビリテーション部 副部長 

【所属学会、役員等】 

（公社）日本理学療法士協会職能業務執行委員会委員 

 （社）日本ボバース研究会会長 

【認定・専門理学療法士】 

神経系専門理学療法士 

宇戸理事より説明。 

松﨑地域包括ケア推進局長：平成 30年 11月 11日は日本神経理学療法士学会の開催日なの

で別の日を検討した方がいい。11月 18日は麻生リハビリテー

ション大学校を使用できない。 

→承認 

 

 ２．平成 30年度臨床実習指導者研修会の開催日時、場所、講師・テーマについて 

   今年度も同様に 2日間開催で実施したいと考えている。 

また、最終日のテーマを変更し、診療参加型による臨床実習指導を実施されその経 

験に基づく学生指導について講演企画を検討している。 

以下、開催要項および講師についてご審議いただきたい。 

日 時：平成 31 年 1月 26 日（土）13：30～16：50（13：00～受付） 

    平成 31 年 1月 27 日（日）9：30～16：40（9：00～受付） 

場 所： 

平成 31 年 1月 26日（土）：博多バスターミナル（予定） 

平成 31 年 1月 27日（日）：麻生リハビリテーション大学校（予定） 

テーマおよび講師（案） 

１）昨年同様のテーマ・講師 
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テーマ：「理学療法教育の現状と目指すべき方向」（仮題） 

講 師：潮見 泰藏 氏（帝京科学大学 医療科学部  東京理学療法学科  教授） 

テーマ：「臨床実習指導者のための教育法」（仮題） 

講 師：小林  賢 氏（慶應義塾大学病院リハビリテーション科） 

テーマ：「臨床実習指導方法論」（仮題） 

講 師：中川 法一 氏（増原クリニック 副院長） 

 ２）新たなテーマおよび講師（案） 

  ・第１候補 

テーマ：「臨床実習による学生との関りと内省的変化の促し」（仮題） 

講 師：砥上 恵幸 氏（独立行政法人労働者健康安全機構 山口労災病院 中

央リハビリテーション部 主任理学療法士） 

略 歴： 

【職歴】 

昭和 58 年 3月 愛媛十全医療学院 理学療法学科 卒業 

昭和 58 年 4月 労働福祉事業団 山口労災病院 リハビリテーション科 

     【著書】 

      「セラピスト教育のためのクリニカル・クラークシップのすすめ」編集 中

川法一 

「こんなときどうする！即解 トラブルシューティング」編集 高橋仁美 

金子操 砥上恵幸 

【所属学会、役員等】 

平成元年～平成 3年 3月 山口県理学療法士会 理事 

平成 3年 4月～平成 5年 3月 山口県理学療法士会 副会長 

平成 5年 4月～平成 25年 3月 山口県理学療法士会 会長 

平成 5年～17年 22 年～現在 日本理学療法士協会 代議員 

平成 8年 日本理学療法士協会 第 31回全国研修会 副研修会長 

平成 9年～18年 山口県高齢者保健福祉推進会議委員 

平成 9年～11年 山口県高齢者サービス評価委員会委員 

平成 10 年 第 12回 中国ブロック理学療法士学会学会長 

平成 11 年～24年 山口県介護保険関係団体連絡協議会役員 

平成 11 年～15年 山口県地域リハビリテーション構想策定委員会委員 

平成 12 年～13年 山口県障害者ケアサービス整備検討委員会委員 

平成 12 年～21年 山口県介護実習普及センター運営委員会委員 

平成 19 年 4月～21年 3月 日本理学療法士協会 組織部長 

平成 25 年 4月～平成 28年 3月 山口県理学療法士会 監事 

平成 25 年～現在 日本理学療法士協会 表彰委員長 
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平成 29 年 4月～現在 山口県理学療法士会相談役 

【認定・専門理学療法士】 

 生活環境支援専門理学療法士 

    ・第２候補 

     テーマ：「診療参加型実習導入による学生教育と指導者育成」（仮題） 

     講 師：鵜澤 吉宏 氏（亀田総合病院リハビリテーション室副室長/リハビリ

テーション事業 管理部教育担当室長） 

     略 歴 

     【職歴】 

群馬大学医療技術短期大学理学療法学科卒業後、理学療法士取得し医療法人

鉄蕉会 亀田総合病院リハビリテーション室に入職。 

平成 10 年（アメリカ）オハイオ州立トレド大学呼吸療法学科へ留学 

平成 13 年米国国呼吸療法士、肺機能検査技師、新生児小児専門呼吸療法士を

取得 

平成 13 年 10月 亀田総合病院へ復職 

平成 19 年 横浜市立大学大学院医科学研究科修士課程修了 

平成 23年 東京大学大学院医学系研究科博士課程修了し博士（医学）を取得。 

現在、亀田総合病院リハビリテーション室副室長、亀田メディカルセンター

リハビリテーション事業管理部教育担当室長 

【所属学会、役員等】 

日本呼吸療法医学会代議員 

     【認定・専門理学療法士】 

      内部障害専門理学療法士 

・第３候補 

     テーマ：「診療参加型実習の取組みと指導者育成」（仮題） 

     講 師：藤原 愛作 氏（佐藤第一病院 リハビリテーション科 係長） 

     略 歴： 

      平成 12 年 長崎リハビリテーション学院 卒業 

      現在 佐藤第一病院 リハビリテーション科 係長 

     【所属学会、役員など】 

     （公社）大分県理学療法士協会 理事 
     【認定・専門理学療法士】 

      認定理学療法士（管理・運営） 

 

スケジュール 

  １）1日目（1月 26日（土）） 
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  １）1日目（1月 26日（土）） 

    13：00～受付開始 

    13：30～15：00；潮見 泰蔵 氏 

    15：10～16：40；小林  賢 氏 

  ２）２日目（1月 27日（日）） 

    9：00～受付開始 

    9：30～12：30；中川 法一 氏 

    13：30～16：30；未定 

    16：30～；修了証 配付 

定 員：150 名 

受講料：無料 （研修会当日は会員カードをご提示下さい）。  

受 付：協会のシステムより行ってください。受付期間は平成 30 年 10 月 1 日（月）～

11 月 30 日（金）です。教育管理理学療法研究部会「臨床教育」「管理・運営」

「学校教育」のポイント認定を行います。1 月 26・27 日のそれぞれでポイント

認定いたします。また、修了証の対象は 2日間の受講者となります。 

受講可否は 11月上旬までにメールにてご連絡致します。応募多数の場合は、抽

選させて頂きます。 

    ※修了証の発行条件 

     ①研修会を 2日間受講 

     ②新人教育プログラム修了者 

宇戸理事より説明。 

松﨑地域包括ケア推進局長：平成 31年 1月 27日は麻生リハビリテーション大学校を使用

できない。 

→承認 

 

【社会局】 

【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】 

［職能部］ 

１．平成 30 年度学校保健等教育関連理学療法研修会 

  日 時：平成 30 年 7月 29日（日）9：00～12：00 

  場 所：未定 

  内 容：「運動器検診およびスクールトレーナー領域への理学療法士介入の現状

（仮）」 

 【講師第 1候補】 

大工谷新一 氏（日本理学療法士協会理事 

エムスリードクターサポート株式会社バリューアップ推進部  
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リハビリテーション担当部長） 

  

【講師第 2候補】 

  山川 智之 氏（公益社団法人大阪府理学療法士会会長 

社会医療法人景岳会 南大阪病院 リハビリテーション科科長） 

久原理事より別紙で説明。 

久原理事：社会局としては大工谷先生を第一候補としている。 

→承認 

 

２．平成 30 年度産業理学療法研修会 

  日 時：平成 30 年 9月開催予定 

場 所：未定 

内 容：「介護士に対する腰痛予防事業で理学療法士に求められていること（仮）」 

 

【講師第 1候補】 

  山崎 重人 氏（日本理学療法士学会 産業理学療法部門代表運営幹事 

          マツダ株式会社 マツダ病院 リハビリテーション科  

理学療法士長） 

  

【講師第 2候補】 

   浅田 史成 氏（大阪労災病院 治療・就労両立支援センター 主任理学療法士） 

久原理事より別紙で説明。 

久原理事：今回は人の育成を目標としているので、産業理学療法の代表幹事である山崎先

生を第一候補とする。 

松﨑地域包括ケア推進局長：ポイントとしては第 2候補の方が参加者に還元できる。 

→承認 

 

【公益事業２ 理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業】 

【公益事業３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】 

【その他事業 会員の福利厚生に関する事業】 

【法人事業】 

 

【地域包括ケア推進局】 

【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】 

［地域包括ケア推進局］ 

１．地域包括ケア推進リーダー導入研修会 
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日 時：平成 30 年 10月 7日（日）（6時間） 

場 所：筑後支部 

内 容： 

   １）地域包括システムについて：村田 和優 氏（樋口病院） 

   ２）地域ケア会議とは（必要とされる背景と位置付け）：有田 雄一 氏（福岡青

洲会病院） 

   ３）地域ケア会議に求められる理学療法士の役割：吉田 大地 氏（丸山病院） 

   ４）模擬会議の実際（ビデオ視聴）と心構え：松﨑 哲治 氏（麻生リハビリテ

ーション大学校） 

 

２．介護予防推進リーダー導入研修会 

日 時：平成 30 年 11月 25日（日）（6時間） 

場 所：福岡和白リハビリテーション学院 

内 容： 

１）介護予防事業に関連する行政組織・関連団体と福祉計画：西村 天利 氏

（飯塚病院） 

２）介護予防事業の展開方法：帆足 裕平 氏（福岡青洲会病院） 

３）介護予防の実践 ロールプレイスライド：今村 純平 氏（久留米リハビ

リテーション病院） 

４）介護予防事業の企画立案：今村 純平 氏（久留米リハビリテーション病

院） 

 

３．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 31 年 1月 14 日（月）（4.5時間予定）  

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

内 容：未定（次回理事会） 

４．介護予防推進リーダースキルアップ研修会 

日 時：平成 31 年 2月 10 日（日）（4.5時間予定）  

場 所：小倉リハビリテーション学院 

内 容：未定（次回理事会） 

 

松﨑地域包括ケア推進局長より説明。 

松﨑地域包括ケア推進局長：地域包括ケア推進リーダー導入研修会の会場は久留米リハビ

リテーション学院に決定した。 

西浦会長：疾患別医療だけでなく、地域や在宅に戻る概念を構築する重要な研修会である

ことを踏まえて、今後内容を作ってほしい。 
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→承認 

 

【報告事項】 

西浦会長：事務所の野中氏が体調不良を理由に退職された。5 月 18 日に辞職届けを受理し

た。 

【事務局】 

【公益事業２ 理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業】 

Ⅰ．事業 

［組織部］ 

１．ホームページリニューアル 

平成 30 年 4月 1日（日）ホームページリニューアル 

 

【法人事業】 

Ⅰ．事業 

［総務部］ 

 １．平成 30年度新人オリエンテーション（福岡支部） 

   日 時：平成 30年 4月 22日（日）9：00～12：00 

   場 所：福岡和白リハビリテーション学院 

   参加者：135名 

   出務者：永友、髙橋、久保田、松崎、宇戸、太田（財務部）、岡本（教育部）、加藤 

（総務部） 

 ２．平成 30年度新人オリエンテーション（北九州支部） 

   日 時：平成 30年 4月 22日（日）9：00～12：00 

   場 所：製鉄記念八幡病院 

   参加者：86名 

   出務者：西浦、近藤、永野、音地、佐藤、熊谷、久原、山内、時吉、嶋邨（教育部）、

上川（財務部）、池永（総務部） 

 

Ⅱ．関係会議 

［総務部］ 

 １．総務部会議 

   日 時：平成 30年 4月 9日（月）19：00～20：00 

   場 所：福岡青洲会病院 

   出務者：諌武、平原、加藤、池田、池永 

 

【学術局】 
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【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】 

Ⅰ．事業 

［学術誌編纂部］ 

１．理学療法福岡 31 号 5700部発行  

     印刷製本費 1,766,772 円  

 

 ２．改定した理学療法福岡の投稿・執筆規程を県士会ホームページに掲載する 

 

［学術研修部］ 

 １．第 101 回福岡県理学療法士会学術研修大会 市民公開講座 

   テーマ：「はいせつケアリハビリテーション」（仮題） 

   講 師：中島 のぶよ 先生（医療法人社団邦生会 高山病院 泌尿器科 医師） 

   略 歴： 

   平成 6年 5月 佐賀医科大学 泌尿器科入局 

平成 7年 6月 労働福祉事業団総合せき損センター 

平成 8年 6月 佐賀医科大学泌尿器科 

平成 9年 3月 豊資会 加野病院 

平成 11 年 3月 原三信病院 泌尿器科 

平成 12 年 3月 佐賀医科大学 泌尿器科 

平成 13 年 4月 福岡記念病院 泌尿器科 

平成 14 年 4月 佐賀医科大学 泌尿器科 

平成 16 年 4月 佐賀医科大学 泌尿器科 助手 

平成 18 年 12月 邦生会 高山病院 泌尿器科 

 

Ⅱ．関係会議 

［学術研修部］ 

１．第 1回学術研修部会議 

日 時：平成 30 年 4月 26 日（木）19：00～21:30 

  場 所：麻生リハビリテーション大学校 

  内 容：専門理学療法研修会、臨床実習指導者研修会、第 102 回福岡県理学療法士

会学術研修大会、平成 30年度研修部事業確認 

  出務者：長谷川、國友、白川、丸山、中野、野元、宇戸 

 

【社会局】 

【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】 

Ⅱ．関係会議 
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［職能部］ 

１．第 1回職能部会議 

日 時：平成 30 年 5月 11 日（金）19：00～21：00 

場 所：宗像水光会総合病院 

内 容：学校保健等教育関連理学療法研修会、産業理学療法研修会、介護保険関連

施設等従事者研修会について 

出務者：麻生、稲富、緒方、白石、竹下、吉村（直）、吉村（美）、久原 

 

【公益事業２ 理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業】 

Ⅱ．関係会議 

［社会局］ 

１．第 1回社会局会議 

日 時：平成 30 年 4月 10 日（火）19：00～21：30 

場 所：宗像水光会総合病院 

内 容：理学療法週間および社会局審議事項・報告事項について 

出務者：高橋、久原、熊谷、大嶌、下川、池田、平井、山坂、本田、右田、上野、

野田、福田 

 

【公益事業３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】 

Ⅰ．事業 

［公益事業推進部］ 

１．飯塚国際車いすテニス大会事前研修会 

日 時：平成 30 年 4月 8日（日）10：00～17：00 

場 所：筑豊緑地プール 2階 

テーマ：「最高のプレーを最高のおもてなしで支えるために」 

講 師：平野 雅也 氏（小倉リハビリテーション病院） 

    中尾  淳 氏（小倉リハビリテーション病院） 

出務者：中田、吉井、植田 

参加者：38名 

２．第 56回福岡県身体障害者体育大会 

日 時：平成 30 年 4月 29 日（日）10：30 ～15：00 

場 所：博多の森陸上競技場 

内 容：選手のコンディショニング調整 

利用者：25 名 

出務者：10名 
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Ⅱ．関係会議 

［公益事業推進部］ 

１．その他スポーツ障害予防に対する活動全般（少年野球に関わる障害予防事業）反省

会議 

日 時：平成 30 年 4月 6日（金）19：00～20：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

内 容：今年度の反省と来年度の課題整理 

出務者：岡、猪口、川原、木村、鶴田、長和、久保田 

２．第 34回飯塚国際車いすテニス大会 実行委員会 

日 時：平成 30 年 4月 19 日（水）18：30～19：30 

場 所：九州車いすテニス協会事務局 

内 容：運営に関する最終確認 

出務者：植田 

 

【その他事業 会員の福利厚生に関する事業】 

Ⅰ．事業 

［社会局］ 

 １．県士会支部地区と連盟との連携強化について 

   社会局にて支部地区社会職能担当部長および地区運営委員へ協力依頼をしたが、十

分な議論ができていなかったため、あらためて支部局が中心となり協力依頼および

本議題について検討することとなった。 

 

Ⅱ．関係会議 

［社会局］ 

１．第 1回社会局会議 

日 時：平成 30 年 4月 10 日（火）19：00～21：30 

場 所：宗像水光会総合病院 

内 容：県士会支部地区と連盟との連携強化について 

出務者：白石、宇戸、吉村、高橋、久原、熊谷、大嶌、下川、池田、平井、山坂、

本田、右田、上野、野田、福田 

 

【支部局】 

【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】 

Ⅰ．事業 

［筑後１地区］  

１．第 1回筑後１地区研修会 



19 
 

日 時：平成 30 年 4月 20 日（金）19：00～20:30 

場 所：久留米大学医療センター 

テーマ：「リハ栄養について」 

講 師：塚田 裕也 氏（久留米大学医療センター） 

司 会：川原 敏郎 氏（聖マリア病院） 

参加者：47名（内 12 名は新人） 

出務者：安、高村、中島、西、家守 

 

Ⅱ．関係会議 

［筑後１地区］ 

１. 第 1回筑後 1地区研修会事前会議 

 日 時：平成 30年 4月 11日（水）19：00～20：00 

   場 所：朝倉医師会介護支援センター 

  内 容：「第 1回筑後 1地区研修会について」 

出務者：安、福田、川原、上瀧、木村、石橋、今村、高村、中島、田中(芳)、西、

立石、家守、仲、水野、村山 

 [筑後 2地区] 

 １. 第 1回筑後 2地区研修会事前会議 

 日 時：平成 30年 4月 20日（金）19：00～20：00 

  場 所：柳川リハビリテーション学院 

  内 容：「第 1回筑後 2地区研修会について」 

     「平成 30年度学術計画の確認」 

出務者：村上、松崎、高木、堤、芝原、行平、上野、長谷川、木原、松尾、中冨、

鈴木、榊  

 

【公益事業３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】 

Ⅰ．事業 

［北九州 2地区］ 

１．第 1回北九州 2地区研修会 

   日 時：平成 30年 4月 19日（木）19：00～20：30 

   場 所：製鉄記念八幡病院 

テーマ：「スポーツ障害のリハビリテーション」－医療現場からスポーツ現場まで－ 

講 師：目良 寛巳 氏（原整形外科医院） 

司 会：烏山 昌起 氏（原整形外科医院） 

参加者：39 名 

出務者：村上、星木、緒方、坂本 
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［筑豊地区］ 

１．第 1回筑豊地区研修会 

   日 時：平成 30年 4月 28日（土）15：00〜18：00 

   場 所：飯塚病院 エネルギーセンター6階大会議室 

テーマ：「脳画像のみかた ～初級編～」 

講 師：玉利  誠 氏（福岡国際医療福祉学院） 

司 会：藤井 俊文 氏（第二いずみ苑） 

参加者：74名 

出務者：香山、横手、井上、尾方 

 

Ⅱ．関係会議 

［福岡支部］ 

１. 福岡市理学療法士派遣事業会議 

 日 時：平成 30年 4月 20日（金）19：00～21：00 

 場 所：麻生リハビリテーション大学校 

 内 容：マニュアルの変更について 

     問題点の検討について 

出務者：白石、松崎、荒木、遠藤 

 

【法人事業】 

Ⅰ．事業 

［福岡支部］ 

１. 平成 30 年度新人オリエンテーション（福岡支部） 

 日 時：平成 30年 4月 22日（日）10：00～12：00 

 場 所：福岡和白リハビリテーション学院 

   参加者：135名 

出務者：川崎、馬場、遠藤、久保田 

 

２．運営委員の変更について 

１）福岡東区運営委員の変更 

  退任 

楠本 恭介 氏（岡部病院） 

畠山 崇文 氏（青洲会クリニック） 

  ２）筑後 2地区運営委員の変更 

   退任 

清田 健一 氏（老人保健施設サンファミリー） 
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宮平 良健 氏（高木病院） 

吉弘 光冴 氏（ヨコクラ病院） 

就任 

江頭 陽介 氏（高木病院） 

長谷川竜二 氏（ヨコクラ病院） 

平田 大勝 氏（柳川リハビリテーション学院） 

西浦会長：新しい運営委員の会費納入状況は大丈夫か。 

福田理事：事務所に確認をとっている。 

 

［北九州支部］ 

１．平成 30 年度新人オリエンテーション（北九州支部） 

日 時：平成 30 年 4月 22 日（日）10：00～12：00 

場 所：製鉄記念八幡病院 

参加者：86名 

出務者：山内、本田、井上、帆足、亀田、中村 

 

【地域包括ケア推進局】 

【公益事業３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】 

Ⅱ．関係会議 

［地域包括ケア推進局］ 

１．県庁との打合せ（地域ケア会議派遣計画） 

日 時：平成 30 年 4月 9日（月）15：30～16：30 

場 所：福岡県庁 

内 容：１）「介護予防活動普及展開事業 アドバイザー養成研修会」 

     ２）地域ケア会議コーディネーター派遣計画 

３）地域ケア会議コーディネーター育成計画 

出務者：松﨑 

２．糸島市地域ケア会議出務者への説明会 

日 時：平成 30 年 4月 10 日（火）19：00～21：00 

場 所：渡辺整形外科病院 

内 容：１）今年度事業の説明 

    ２）地域ケア会議に出務する上での心構え指導 

３）地域ケア会議に出務する上での知識の伝達 

出務者：松﨑 

３．春日市地域ケア会議事前打合せ 

日 時：平成 30 年 4月 26日（木）19：00～21：00 
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場 所：春日市役所 

内 容：１）地域ケア会議の説明 

    ２）地域ケア会議に出務する上での心構え 

３）地域ケア会議に使用する資料の説明 

４）模擬地域ケア会議 

出務者：松﨑 

 

西浦会長：口頭で報告する。 

POSTの 3士会連絡協議会の世話人に今度から西浦が 2年間担当する。訪問リハビ

リ実務者研修会と災害対策と地域包括の 3つが中心となる。訪問リハビリの予算

が 2日間で 70-80万円かかっている。PT協会が 6割、OT協会が 3割、ST協会が

1割をもつ配分になっている、予算削減を含めて検討を依頼した。 

福岡県より福岡健康作り県民会議への協力依頼があった。正式な文書が来たら、

再度報告する。健康作りに関するイベントを開催した場合、県の HP で広報して

もらえたり、表彰制度もあるので、福岡県理学療法士会としてもメリットがある

と考えている。高齢者やスポーツ障害の依頼が来たら、関係局・部には協力を頂

きたい。3役の決定として依頼を受ける方向で動いている。 

 

【依頼事項】 

【地域包括ケア推進局】 

［地域包括ケア推進局］ 

 １．各市区町村実務担当者見直し・今後のスケジュールについて（支部局 局長・理事・

地区部長にお願い） 

松﨑地域包括ケア推進局長：新しい組織になって実務担当者見直しをしている。支部局に

も相談して、担当者を選定している最中で、5月末までに決定

する予定にしている。支部局、支部理事、地区部長に来週頭に

連絡をするので確認して欲しい。6月中旬に実務担当者を集め、

その後 PT を中心とした活動を応援する体制を整えていく。支

部局は 5月 30日前までを締め切りに連絡を下さい。 

岩佐支部局長：5月 21日に支部局会議を開催するので検討する予定である。 

 

【次回理事会】 

日 時：平成 30 年 8月 18 日（土） 14：00～  

会 場：麻生リハビリテーション大学校 

※理事会資料の締め切りは 8月 3日（金） 
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以上この議事録の内容が正確であることを証明するため、出席した会長、副会長、ならび

に監事は、次の通り署名する。 

 

平成 30年 5月 19日 

公益社団法人 福岡県理学療法士会 

 


