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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 5回理事会議事録 

 

日 時：平成 30年 12月 15日（土）14：00～17：00  

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、近藤、廣滋、高橋、熊谷、久原、諌武、永野、岩佐、山内、遠藤、福田、時吉 

今村 

    （欠席）宇戸、音地、佐藤、久保田、松﨑 

（監事）森田 

（欠席）日野 

（部長）丸山、嶋邨 

（委員会）秋 

（事務員）中山、長田 

（書記）平原 

 

 

議長は、西浦会長がつとめ、永友副会長、近藤事務局長とともに議事録に署名することを確認した。  

 

 

【審議事項】 

【会長】 

１． 平成 31年度事業計画案について（別紙：01） 

諌武理事より事業計画案について説明される。 

福田理事：管理者研修会について、各地区での開催とは別に領域別の研修会も行うのか。 

諌多理事：両方並行して行っていきたい。 

西浦会長：地区開催の管理者研修会は、各地区の管理者と直接顔を合わせコミュニケーションをとることがで

きる貴重な機会だと考える。 

諌武理事：来年度市民公開講座については、50 周年記念式典で開催予定のため 0 回としている。また、2020

年以降は担当を社会局に変更し開催していく。 

諌武理事：その他 6については今後予定もないため県への届け出も踏まえて検討する。 

廣滋学術局長：支部地区研修会は支部 6回、地区 5回と各支部地区で回数を統一している。回数表記の違い関

しては、支部地区合同開催があるためである。 

西浦会長：介護保険関連施設等従事者研修会について、医療介護の連携の中で介護分野は重要になってくる。

老人保健施設やデイケア、デイサービスに関連する問題などをピックアップし企画を検討していた

だきたい。スポーツ障害予防について、過去 2年間バスケットボールと野球のみとなっている。幅

広いスポーツ分野や自立支援の観点からの障害者スポーツなどに対しても取り組んでいただきた

い。 
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高橋社会局長：来年度にかけて検討したい。 

→承認 

 

２．平成 31年度予算案について（別紙：02） 

諌武理事より予算案について説明される。 

諌武理事：来年度は 50周年記念式典もあることから赤字での予算案となっている 

永友副会長：今年度の代議員総会で、初めから赤字での予算案では納得できないと指摘された。 

諌武理事：各部局は厳密な予算案を提出いただいている。50周年記念式典にかかる費用を再検討する。 

福田理事：収入の部について、入会者と退会者の比率について何か根拠はあるのか。 

中山主任：会費納入の期限の変更や 1年未納で退会となることから今年度は会費納入者が多かったと考える。 

廣滋学術局長：会員数の推移を考えると今後会費納入の増減はどうなっていく見通しか。 

諌武諌武：今後の会員の定年者数を考えてもしばらくは収入が増加していくと考える。 

近藤事務局長：10年後など長い年月で考えると減少していく可能性もある。 

廣滋学術局長：それを踏まえるとシルバー割引なども今後検討していく必要がある。 

西浦会長：次回理事会で決定したい。 

→継続審議 

 

【事務局】 

【法人事業】 

［総務部］ 

１．平成 30年度事業計画（案）について 

  各部局より提出された事業計画（案）について審議をお願いしたい。事業計画可決後、平成 30 年度事

業予算の確定作業に入る。 

→承認（会長審議事項参照） 

 

[財務部] 

１．平成 30年度修正予算について（別紙：03、04） 

   上半期を振り返り各部局より提出いただいた修正予算について承認いただきたい。 

    収入予測：65,681,396円 

    支出予測：64,156,954円 

    収入－支出＝1,524,442 円 

    収支相償：△ 8,728,389 でクリア 

    公益比率：71.91% でクリア 

    遊休財産保有制限：公益費用が 46,133,669 円となりますのでおそらくクリア 

    となると思われる。 

諌武理事より説明される。 

→承認 

 

２．平成 31年度予算（案）について 
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各部局より提出された事業計画をもとに平成 31年度予算案を作成したので別紙参照いただきたい。 

→継続審議（会長審議事項参照） 

 

【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】 

Ⅰ．事業 

［学術誌編纂部］ 

 １. 理学療法福岡 別刷り 配布の件（別紙：06） 

論文の別刷りを希望する投稿者に 10 部無料配布する。 

5ページ 10部の場合：¥9,100（税抜き） 

廣滋学術局長より説明される。 

山内理事：現在の主流や費用面を考えると、PDFで配布することもよいのではないか。著作権は県士会にある

ためダウンロードに回数制限を付けて配布してはどうか。 

廣滋学術局長：逆に PDFでの配布は失礼になるとも考える。予算内で行い費用の大幅な増加は抑えていく。 

→承認 

 

［教育研修部］ 

１．平成 30年度 臨床理学療法研修会 

日 時：平成 31 年 3月 9日（土）15：00～16：30（予定） 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

テーマ：「理学療法の臨床・教育・研究の未来を切り拓くために」（仮題） 

講 師：田中 昌史 氏（公益社団法人 日本理学療法士協会理事） 

嶋邨部長より説明される。 

→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】 

［公益事業推進部］ 

 １．東京 2020 オリンピック・パラリンピック選手村内診療所・競技場などで活動する県士会員への支援に

ついて 

   10月より東京 2020 オリンピック・パラリンピックに係るスタッフ募集（別紙：07）が開始されている。

イベントの規模より出務した本士会員の経験等は今後の本士会の事業運営に大きく貢献できると考え

られる。しかし、出務日数および旅費を考えると出務する本士会員の経済的負担は大きい。今後の本士

会事業への有益性および出務する本士会員の経済的負担の 2点から出務する本士会員の出務費用に関

して支援（別紙：08）に関して審議いただきたい。 

高橋社会局長より説明される。 

西浦会長：日本理学療法士協会からは支援はないのか。 

高橋社会局長：今のところ支援はない。 

永友副会長：正式に採用が決定してから検討するべきではないか。 
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高橋社会局長：開催まで時期はあるが、今後の県士会活動に向けても応募している方と早めに関わりたいと考

えている。 

西浦会長：本来、日本理学療法士協会が支援等をするべきである。現在、規程等はなく支援の方法について現

段階では検討できないと考える。 

→審議取り下げ 

 

【地域包括ケア推進局】 

［地域包括ケア推進局］ 

１． 部長の追加の検討 

地域包括ケア推進局 筑後一地区 担当部長の吉田大地（丸山病院）の病院内業務多忙のため 1名部長

を追加したい。吉田氏は小郡市地域ケア会議などにも出ており、小郡市とのつながりもあるので交代で

はなく、追加でお願いしたい。 

    追加部長：鳥山 海樹 氏（丸山病院）新人研修会終了 両リーダー取得 

今村理事より説明される。 

近藤事務局長：任期はどうするか。 

今村理事：現部長と同じ任期としたい。 

→承認 

 

【各委員会】 

【50周年記念式典準備委員会】 

１．市民公開講座について（別紙：17） 

   市民公開講座について以下の通り提案する。 

   講 師：小久保裕紀 氏（元プロ野球選手・野球指導者、野球解説者・評論家） 

テーマ「一瞬に生きる」 

廣滋委員長より説明される。 

廣滋委員長：小久保氏は膝靭帯損傷の経験があり理学療法士との関わりもあることから我々にとっても素晴ら

しい講演になるのではないかと考える。 

永野理事：小久保氏の競合縛りについて確認をお願いする。 

→承認 

 

２．福岡県理学療法士会設立 50 周年記念事業実行委員会組織図について（別紙：05） 

   別紙の通り提案する。可決の際は、担当役割を実施していただきたい。 

廣滋委員長より説明される。 

→承認 

 

 

【選挙管理委員会】 

１．選挙要綱、告示の承認について（別紙：09） 

秋委員より要綱・告知についての変更点について説明される。 
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秋委員長：役員選挙の届け出方法に変更がある。まず、選挙管理委員会のメールアドレスへ仮登録を行う。そ

の後、選挙管理委員会から届いた ID、パスワードにて電子投票システム i-Vote へ本登録を行う。

要綱についても、立候補の届出において経歴として公益事業歴、学術歴を記載することとした。動

画による選挙活動については今回見送りとした。 

近藤事務局長：補足として、仮登録と本登録に分けた理由としては選挙がなかった場合の会員への i-Vote の

ID、パスワード郵送費削減を考えたからである。 

永野理事：投票率の向上にむけての広報など事前案などがあれば連絡をいただきたい。HP 上へのアップを検

討したい。 

西浦会長：理事定数の増加に伴い、現在の情勢などを踏まえて組織図の変更や地区割りについて組織検討委員

へ諮問したいと考える。 

→承認 

 

 

【追加審議事項】 

【副会長】永友副会長より追加審議事項 

１．韓国慶尚南道での学術研修大会特別講演、講師選考について 

永友副会長：韓国の慶尚南道物理治療士会会長が任期 3年を終え交代することが決まった。平成 31年 3月 31

日に韓国で開催される学術研修大会の特別講演の依頼がきている。講演テーマは、栄養分野とス

ポーツに関係する内容を考えている。 

西浦会長：学術局で講師の選考をお願いしたい。 

→承認 

 

【事務局】 

【災害対策部】諌武理事より追加審議事項 

１． 西日本豪雨災害岡山県 JRAT派遣に関する費用について 

西日本豪雨災害において岡山県 JRAT 本部へのロジ要員として当士会へ要請があり災害対策部部長の平

原、池永の 2名が派遣された。その際の費用については個人で立て替えており今後行政からの弁済につ

いては未定である。県士会より費用を払う方向としたい。 

→承認 

 

 

【報告事項】 

【会長】 

１．田中まさし協会理事施設訪問 

   日 時：平成 30年 10月 18日（木）・19日（金）・20（土） 

永野理事：応援名簿の総数は 12,905名であった。 

２．士会機能強化推進執行委員会会議 

日 時：平成 30 年 11月 4日（日）11：00～13：00 

場 所：兵庫医療大学  



6 
 

３．平成 30年度都道府県士会理事育成研修会  

日 時：平成 30 年 11月 10日（土）13：00～18：00・11日（日）9：00～15：45  

   場 所：田町カンファレンスルーム 

   出務者：福田、西浦（JPTA委員として参加） 

４．士会機能強化推進執行委員会士会役員意見交換会（大分県） 

日 時：平成 30 年 11月 21日（水）19：00～21：00 

場 所：大分三愛メディカルセンター 

出務者：西浦 

５．おにき誠政経フォーラム 

日 時：平成 30 年 11月 30日（金）18：30～20：00 

場 所：ホテルニューオータニ博多 

出務者：西浦、今石 

 

【副会長】 

１．第 2回日本理学療法士協会九州ブロックスポーツ大会 

日 時：平成 30 年 11月 17日（土）・18日（日）19：00～13：00   

  場 所：メルパルク熊本及び熊本総合医療リハビリテーション学院 

  内 容：スポーツ大会（フラバールバレーボール）・親睦会 

  参加者：西浦、永友、上野真副（東筑病院）、大内智彦（デイサービス hikobosi） 

川﨑恭太郎（けご病院）、加納愛有未（甘木中央病院）、松尾久徳・北園章博・園田美帆（夫婦

石病院） 

永友副会長：4年後は当士会担当である。支部局にお願いしたい。 

 

【事務局長】 

１．局長会議 

  日 時：平成 30 年 10 月 4日（木）19：00～21：20 

  場 所：福岡青洲会病院 

  内 容：平成 31 年度事業計画策定にともなう各部局の事業調整 

  出務者：永友、近藤、松崎、廣滋、岩佐、髙橋 

２．日本理学療法士協会 半田一登協会長との懇話会 

日 時：平成 30 年 10月 11日（木）18：00～18：45 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

内 容：田中まさし氏の福岡ラウンドについての確認 

   出務者：半田、西浦、永友、近藤、今石、白石、永野、宇戸 

３．後援名義一覧（別紙：10） 

 

【事務局】 

【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 
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［総務部］ 

１．平成 30年度管理者研修会（筑後 1地区） 

   日 時：平成 30年 10月 20日（土）14：00～17：30 

   場 所：ピーポート甘木 

   参加者：30名 

   出務者：諌武、池田 

 ２．平成 30年度管理者研修会（福岡 2地区） 

   日 時：平成 30年 10月 28日（日）9：00～12：30 

   場 所：桜十字福岡病院 

   参加者：23名 

   出務者：諌武、平原 

 

【法人事業】 

［総務部］ 

Ⅰ．事業 

 １．平成 30年度養成校意見交換会 

   日 時：平成 30年 11月 24日（土）15：00～18：00 

   場 所：リファレンス駅東貸会議室 

   参加者：養成校側参加者 15名（理事 2名含む） 

   出務者：西浦、永友、廣滋、熊谷、諌武、永野、宇戸、岩佐、山内、松崎、森田 

        加藤、池田、池永 

 

Ⅱ．関係会議 

［総務部］ 

 １．第 4回総務部 WEB会議 

日 時：平成 30 年 10月 10日（水）18：30～20：15 

内 容：平成 30 年度管理者研修会について 

    共催・協賛・後援規定作成について 

     養成校意見交換会について 

     サテライト研修会開催について 

出務者：諌武、平原、池田、加藤、池永 

 ２．第 5回総務部 WEB会議 

   日 時：平成 30年 11月 29日（木）18：30～19：35 

内 容：共催・協賛・後援規定作成について 

        養成校意見交換会について 

        事業計画について 

出務者：諌武、平原、加藤、池永 

 

［災害対策部］ 
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１． 第 2回福岡 JRAT ミーティング 

日 時：平成 30 年 11月 7日（水）19：00～20：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

内 容：福岡 JRATの組織化に向けてなど 

出務者：永友、平原 

 

［財務部］ 

Ⅰ．事業 

 １．予算執行状況確認作業 

   収支予算の事業別区分経理の内訳表 作成 

   （平成 30年 4月 1日～平成 30 年 11月 14日） 

   公益事業三要件 

    公益事業比率 69.65％ 

    収支相償  15,920,745 円  

 
［組織部］ 

１．ぴしゃっと発刊 

9月に 11,000部発刊 

２．第 3回筑後支部研修会（筑後 1・2地区）託児業務 

   日 時：平成 30年 10月 14日（日）9：15～12：45 

   場 所：久留米シティプラザ 

内 容：利用児童 2名 

出務者：支部運営委員委託 綾部（久留米リハビリテーション学院） 

 ３．第 3回北九州支部研修会託児業務 

   日 時：平成 30年 11月 18日（日）8：15～16：15    

場 所：JCHO九州病院 

内 容：利用児童 4名 

出務者：永野 

 
【学術局】 

１．研修会管理について 

平成 30年 11月 13日（火）の学術局会議にて支部担当者との意見交換により、以下の承認を得た。 

①研修会の領域（神経系、小児系など）の振り分けは学術局で行い、領域に対する内容企画・講師選考を

支部担当者で行う。 

  ②支部は、2019 年 1月末までに 2019 年度の年間企画を学術局に提出する。ただし、2020年度（以降）の

計画は 2019 年（前年の）10月までに事業計画案に盛り込む。 

  ③2019 年度の開催日程の検討は googleカレンダーなどを利用（岩佐理事作成担当）して、支部・地区の

研修会日程が重ならないように配慮して日程を決定する。 

④費用についてはこれまで同様、講師謝金、会場費、運営スタッフ費用は担当局が担う。 
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２．年間スケジュール一覧を作成（別紙：11）。 

各局の「2019年度 研修会年間スケジュール」をもとに、開催時期・頻度を検討。 

 ①地区勉強会は、平日夜の開催（90分）は「ナイトセミナー」へ、昼開催（180分）は「ポイントセミナ

ー」へ名称を変更する。 

  ②支部研修会は、土曜または日曜にポイント付与研修会（3時間以上）として開催する 

③4 月に地区勉強会（ナイトセミナー）を 8地区で開催する 

  ④6月に症例発表会を 8地区で開催する 

  ⑤8月の地区勉強会（ポイントセミナー）はポイント付与研修会（3時間）として 8地区で開催する 

  ⑥10月の地区勉強会（ナイトセミナー）を 8地区で開催する 

  ⑦12月は地区勉強会（ナイトセミナー）および症例発表会は開催しない 

  ⑧2月の症例発表会を 3月に移行して 8地区で開催する 

  ⑨支部研修会と症例発表会は時間重複が無ければ同日同会場で開催しても構わない 

 ⑩学術研修部の臨床実習指導者研修会は、厚労省の実習指導者講習会を教育研修部が担当して開催準備（6

回/年）を行う。 

 ⑪社会局・地域包括ケア推進局、総務部の研修会頻度や講師選考については局に確認する 

 

［学会部］ 

１．演題報告 

合計 77演題を採択した。 

内約（セレクション 4、若手セレクション 4、一般口述 30、ポスター39） 

 ２．県学会座長一覧 

セッション   

１ 一般セレクション 入江 将考（新小倉病院） 

  吉村 恵三（九州中央病院） 

２ 若手セレクション 佐藤 憲明（JCHO九州病院） 

  玉利  誠（福岡国際医療福祉大学） 

３ 口述（運動器） 立石 聡史（産業医科大学若松病院） 

４ 口述（神経） 有田 雄一（福岡青州会病院） 

５ 口述（生活） 明日  徹（小倉きふね病院） 

６ 口述（神経） 北野 晃祐（村上華林堂病院） 

７ 口述（運動器） 斎藤 貴文（麻生リハビリテーション大学校） 

８ 口述（基礎・内部） 井元  淳（九州栄養福祉大学） 

９ ポスター（基礎・運動

器） 

河上 淳一（九州栄養福祉大学） 

１０ ポスター（神経） 大田 瑞穂（誠愛リハビリテーション病院） 

１１ ポスター（基礎） 白川心一朗（福岡歯科大学医科歯科総合病院） 

１２ ポスター（神経） 松垣竜太郎（産業医科大学病院） 

１３ ポスター（内部） 小宮 大輔（大牟田市立病院） 
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１４ ポスター（運動器・物

療） 

岡本 伸弘（福岡和白リハビリテーション学院） 

１５ ポスター（生活・教育） 今村 純平（久留米リハビリテーション病院） 

１６ ポスター（運動） 善明 雄太（新小文字病院） 

 

３．学会当日スケジュールに関して（別紙：12） 

４．運営組織図（別紙：13） 

 ５．運営担当者会議の実施に関して 

例年通り、学会前に運営担当者会議を実施予定。 

日 時：平成 31 年 1月 22 日（火） 

会 場：新吉塚病院  

出務者：廣滋学会長、会場責任者（遠藤・兵頭）、学会部 6名 

６．学会進捗状況（11月 30日現在） 

・講師、司会への公文書発送済み 

・座長への公文書発送準備中 

・学会特別号作成修正中 1月初旬発送予定 

 

［学術誌編纂部］ 

１. 理学療法福岡 32 号進捗状況  

 １）巻頭言：廣滋 恵一 氏（学術局局長）  

 ２）特集テーマ：スポーツリハビリテーション  

     梶村 政司 氏：東京オリンピック・パラリンピックに対する日本理学療法士協会の取り組み 

       野原 英樹 氏：スポーツ障害に対するスポーツリハビリテーション 

三浦慶太郎 氏：障がい者に対するスポーツリハビリテーション 

   ３）講演録：藤縄  理 氏（埼玉県立大学）  

              井垣  誠 氏（公立豊岡病院日高医療センター） 

               今屋  健 氏（関東労災病院）    

               勝木 秀治 氏（関東労災病院） 

               牧迫飛雄馬 氏（鹿児島大学） 

              高橋 哲也 氏（順天堂大学）  

  ４）県学会受賞論文 

       第 26回県学会優秀賞：山内 康太 氏（製鉄記念八幡病院） 

      標題：運動失調を呈する急性期脳卒中の Scale for the Assessment and Rating of Ataxiaによる 

運動失調重症度評価の有用性－退院時転帰先予測および反応性について－ 

       第 27回県学会受賞演題は投稿辞退  

       第 27回県学会奨励賞：和田あゆみ 氏（JCHO 九州病院）投稿済み 

 ５）一般投稿論文  

   （原著） 

    岡 真一郎 氏（国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科） 
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        標題：臨床実習での情意領域に対する教育効果の関連因子 

             ―診療参加型臨床実習と従来型臨床実習の比較― 

        査読中：8件   

  ６）教育講座 

      テーマ：学会発表の基本（福岡県理学療法士学会を想定して） 

        抄録（1200字）の書き方、スライドの作り方（発表時間 7分） 

    執筆者：山内 康太 氏（製鉄記念八幡病院） 

７）編集後記：未定 

 

 ２. 次年度査読者登録の件（別紙：14） 

① 2019年 1月に専門・認定理学療法士取得者に査読者登録希望の有無を確認するエクセルシートを 

送信する。 

② 2019年 4月に査読希望有りの会員に再度意思確認のメールを送る。 

 

 

 

 

［学術研修部］ 

１．第 102回福岡県理学療法士会学術研修会について（別紙：15） 

添付のスケジュールにて学術研修大会の開催を承認いただいている。 

トピックス・企業ブース設置を行う。 

２．平成 30年度理学療法士講習会（応用編） 

日 時：2018年 11月 25日（日）9：30～16：30（9：00～受付） 

第 1部 9：30～12：30、第 2部 13：30～16：30  

場 所：福岡国際医療福祉学院 

研修テーマ：「生活機能障害を捉える視点と根拠に基づいた介護予防トレーニング」 

テーマ：「セラピストに求められる生活機能障害を捉える視点」 

講 師：河添竜志郎 氏（株式会社 くますま 代表取締役） 

テーマ：「高齢者に対する根拠に基づいた介護予防トレーニング」 

講 師：池添 冬芽 氏（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻准教授） 

定 員：40名 

ポイント認定：生活環境支援理学療法専門分野の認定理学療法士 

（地域理学療法・介護予防・補装具） 

受講者：43名（事前申込：45名、欠席：2名（事前連絡有）） 

出務者：山口、長谷川、國友、中野、宇戸  
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［教育研修部］ 

１．新人研修会 講師変更について 

（変更前） 

A−１ 理学療法と倫理 

近藤 直樹 氏（北九州市立総合療育センター） 

⇒（変更後） 

  諌武  稔 氏（福岡青洲会病院） 

 

［卒前卒後教育検討委員会］ 

１．診療参加型臨床実習に関するアンケート実施 

アンケートについて作成中です。 

アンケート実施スケジュール。 

1月：学術局会議 審議 

2月：理事会提出 

2月末～：アンケート送付 

2018年実習状況と 2019年実習予定について実施します。 

 

［関係会議］ 

［学術局］ 

１．三役局長会議 

日 時：平成 30 年 10月 4日（木）19：00～21：00 

   場 所：福岡青洲会病院 

   参加者：永友、廣滋、松﨑、岩佐、高橋、諌武、近藤 

   内 容：研修会年間スケジュールについて 

   決定事項：①支部地区研修会 

        ②社会局の研修（産業、学校保健） 

        ③地域包括ケア局のリーダー研修会 

        ④管理者研修会 

        ・①～④の管理（企画・講師選定）は学術局が行う。 

・各研修会の修了書発行や名簿登録については担当局が管理し、 

運営・派遣に応用させる。 

⑤市民公開講座 

・－市民向けであるため社会局が行う。 

・来年度は 50周年記念式典で市民開講座を開催。 

・社会局企画は再来年から開催とする。 

２．第 3回学術局会議 

日 時：平成 30 年 11月 13日（火）19：00～21：30 

会 場：麻生リハビリテーション大学校 

出務者：廣滋、音地、佐藤、宇戸、岩佐、遠藤、兵頭、綾部 
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［研究助成審議会］ 

 １．申請書受付状況 

   9月 11日に 1件目 

   11月 2日に 2件目の申請を受付 

2019年 1月に研究審査会議を開催する 

廣滋学術局長：追加で 3件の申請があり、現在 5件である。今後 5件より 2件選考する。 

 
【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】 

Ⅰ．事業 
［職能部］ 

１．平成 30年度介護保険関連施設等従事者研修会 

  日 時：平成 30 年 11月 27日（火）19：00～21：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校  

テーマ：「訪問と通所におけるリハビリテーションマネジメント加算の現状と課題について」 

講 師：大川内直木 氏（JCHO 佐賀中部病院付属介護老人保健施設） 

志田啓太郎 氏（あやめの里）、 

三好進太郎 氏（大川病院） 

   司 会：竹下 真大 氏（リハビリ訪問看護ステーション すばる） 

参加者：46名 

出務者：稲冨、松﨑、吉村（直）、久原 

 

［公益事業推進部］ 

１．第 17回健康 21世紀福岡県大会 

日 時：平成 30 年 10月 21日（日）10：00～17：00 

場 所：天神スカイホール 

内 容：体力測定会 

利用者：137名 

出務者：鬼田、田代、川崎 

 
【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．平成 30年度障害者スポーツ研修会 第 4回車いすテニスメディカルトレーナー養成研修会① 

   日 時：平成 30年 10月 19日（金）19：00～21：00 

   場 所：宗像水光会総合病院 

   テーマ：「熱中症・RICE処置アイシングについて」 

講 師：吉井  剛 氏（鎌田病院） 

参加者：8名  
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出務者：中田、樋口 

２．平成 30年度障害者スポーツ研修会 第 5回車いすテニスメディカルトレーナー養成研修会② 

   日 時：平成 30年 11月 16日（金）19：00～21：00 

   場 所：宗像水光会総合病院 

   テーマ：「テニスで多い障害（肩・肘）に対する対応」 

講 師：中村 総克 氏（メディカル・Re-コンディショニング宗廣） 

参加者：7名 

出務者：中田、赤川 

３．東京 2020オリンピック・パラリンピック関連事業 

日 時：平成 30 年 11月 26日（月）11：00～11：30 

場 所：福岡県庁 

内 容：ホストタウンでの本士会支援の説明 

出務者：髙橋、下田 

 

［職能部］ 

１．福岡県介護業務における介護職員の腰痛予防研修会 

日 時：平成 30 年 11月 4日（日）9：30～15：30 

   場 所：麻生リハビリテーション大学校 

内 容：腰痛予防研修会 

参加者：40名 

出務者：11名  

 

Ⅱ．関係会議 

［社会局］ 

１．第 3回社会局会議 

日 時：平成 30 年 11月 29日（木）19：00～21：00 

場 所：宗像水光会総合病院 

内 容：平成 31 年度研修会について 

出務者：髙橋、久原、久保田、熊谷、佐藤、嶋田、下田、中田、野原、三浦、吉井 

 

［公益事業推進部］ 

１．第 4回公益事業推進部会議 

日 時：平成 30 年 10月 29日（月）19：00～21：00 

場 所：宗像水光会総合病院 

内 容：スポーツ関連事業研修会について 

出務者：久保田、中田、吉井、植田、下田、野原、嶋田、長和、熊谷、高橋 

２．第 35回飯塚国際車いすテニス大会 実行委員会 

日 時：平成 30 年 11月 20日（火）18：30～20：00 

場 所：九州車いすテニス協会事務局 
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内 容：第 35回飯塚国際車いすテニス大会の運営について 

出務者：植田 

 

［職能部］ 

１．第１回腰痛予防研修会ファシリテーター会議 

日 時：平成 30 年 10月 15日（月）19：30～21：00 

場 所：エイムテイン博多駅前会議室 

出務者：秋山、生野、加藤、加納、谷、野田、村中、松垣、吉村、久原 

２．第 2回腰痛予防研修会ファシリテーター会議 

日 時：平成 30 年 11月 1日（木）19：30～21：30 

場 所：エイムテイン博多駅前会議室 

出務者：秋山、生野、加藤、加納、谷、野田、日野、峰、村中、松垣、吉村、久原 

 
【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】 

Ⅰ．事業 

［地域包括ケア推進局］ 

 １．地域ケア会議推進リーダー導入研修会 

日 時：平成 30 年 10月 7日（日）8：30～17：00 

場 所：久留米リハビリテーション学院 

内 容：・地域包括ケアシステムについて：村田 和優 氏 

・地域ケア会議とは：有田 雄一 氏 

・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 

・模擬会議の実際と心構え：松﨑 哲治 氏 

講 師：村田 和優・有田 雄一・吉田 大地・松﨑 哲治 

  出務者：時吉、丸山 

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）8：30～17：00 

場 所：福岡和白リハビリテーション学院 

内 容：・介護予防・日常生活支援総合事業とリハビリテーション専門職の 

取り組みを知る：西村 天利 氏 

・介護予防事業の展開方法：帆足 裕平 氏 

・介護予防の実践：薮野 倫巳 氏 

・介護予防事業の企画立案：今村 純平 氏 

講 師：西村 天利・帆足 裕平・薮野 倫巳・今村 純平 

出務者：松﨑、峰 

 
Ⅱ．関係会議 
［地域包括ケア推進局］ 
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 １．第 3回 地域包括ケア推進局 会議 

日 時：平成 30 年 10月 1日（月）19：00～21：30 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

内 容：Ⅰ．各市区町村の現状把握報告・各市区町村実務担当者見直し・各市区町村への「地域ケア会

議」 

「介護予防」事業戦略 

    Ⅱ．シルバーリハビリ体操指導士養成講師認定習会 報告 

Ⅲ．地域包括ケア推進リーダー導入研修会・介護予防推進リーダー導入研修会 

Ⅳ．地域医療介護総合確保基金（H30年度） 

Ⅴ．講義資料作成分担（担当理事：今村理事） 

Ⅵ．平成 30 年度事業計画・予算案・事業報告・収支 

Ⅶ．地域包括ケア推進リーダー・介護予防推進リーダー管理 

Ⅷ．福岡県地域ケア会議ドバイザー派遣事業 

Ⅸ．地域医療介護総合確保基金（H31年度） 

Ⅹ．福岡市介護予防事業 

出務者：松﨑、今村、時吉、松崎、大島、志田、林、西村、村田、山脇、薮野 

帆足、吉田、高木 

 
【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．地域ケア会議に係る助言者の指導（川崎町） 

日 時：平成 30 年 10月 18日（木）9：30～12：30 

場 所：川崎町役場 

内 容：川崎町地域ケア会議に係る助言者の指導（当会推薦者に対して） 
川崎町役場 高齢者福祉課 管理者 長主 恭子 様 対応 

出務者：松﨑 

２．介護給付費等適正化に向けた取り組み 事前会議 

日 時：平成 30 年 10月 23日（火）16：00～17：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

内 容：１．介護給付費等適正化に向けた取り組み 事前会議 

    ２．介護予防住宅改修費について 

３．福岡県の理学療法士会にお願い 

福岡県介護保険広域連合 事業部 給付係 係員 田中 寛晃 様と 

福岡県介護保険広域連合 事業部 給付係 屋敷 宏光 様と会議しました 

出務者：松﨑 

 ３．H31年度百万人の介護予防事業 事業概要 会議 

日 時：平成 30 年 11月 9日（金）11：00～12：30 

場 所：北九州市立総合療育センター 
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内 容：１．H31 年度 百万人の介護予防事業 事業概要 

    ２．きたきゅう体操・ひまわり太極拳 

３．福岡県理学療法士会にお願い 

北九州市保健福祉局 総務部 認知症支援・介護予防センター 地域活動推進係長 天野 賢治 様 

北九州市保健福祉局 総務部 認知症支援・介護予防センター 地域活動支援担当係長 古野 由美子 

様 と会議しました 

出務者：近藤、松﨑 

４．H31年度百万人の介護予防事業 事業検討会議 

日 時：平成 30 年 11月 24日（土）13：00～14：30 

場 所：福岡県理学療法士会 事務所 

内 容：１．H31 年度 百万人の介護予防事業 事業概要 

    ２．きたきゅう体操・ひまわり太極拳 

３．福岡県理学療法士会として検討 

出務者：西浦、永友、諌武、松﨑、廣滋、中山・近藤（Webにて参加） 

近藤事務局長：北九州市の百万人の介護予防事業において福祉用具プラザが撤退することになり当士会にも今

後の事業委託の依頼があった。北九州市における事務所の設置、専従の事務員・理学療法士の

雇用が必要となるなど様々な条件が提示された。検討の結果、最終的に不採用となった場合の

リスクが大きいと結論付け、今回の依頼については手を上げないこととなった。 

 
【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 

［福岡支部］ 

１. 第 2回福岡支部研修会 

 日 時：平成 30年 11月 25日（日）13：00～17：00 

 場 所：桜十字福岡病院 

 内 容：「内部障害から理学療法の本質を学ぶ！」  

     講演 1：「呼吸器患者に対するリハビリテーションから ADLの本質を学ぶ」 

講師 1：勝俣 智和 氏（福岡記念病院） 

講演 2：「心疾患患者に対するリハビリテーションから障害予防の本質を学ぶ」 

講師 2：石松元太郎 氏（宗像水光会総合病院） 

講演 3：「がん患者に対するリハビリテーションから QOLの本質を学ぶ」 

講師 3：入江 将考 氏（新小倉病院） 

グループディスカッション：「内部障害における理学療法の実際とその課題」 

座長：荒木真由美 氏（木村病院） 

司  会：馬場 慶和 氏（原土井病院） 

参加者：78名 

出務者：遠藤、石松、荒木、久保田、山口、伊集院、下川 

［福岡 1地区］ 
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１. 第 4回福岡 1地区研修会 

   日 時：平成 30年 11月 16日（金）19：00～21：00 

 場 所：麻生リハビリテーション大学校 

 内 容：「一般的肩関節疾患の評価と治療の実際～どうみる？ どうさわる？～」  

 講 師：村上  了 氏（金澤整形外科医院）  

司  会：園田 剛之 氏（麻生リハビリテーション大学校） 

参加者：35名 

出務者：有馬、齊藤、友清、増見、平山、倉住 

［福岡２地区］ 

１. 第 3回福岡 2地区研修会 

 日 時：平成 30年 10月 4日（木）19：00～21：00 

 場 所：桜十字福岡病院 

 内 容：「脳卒中片麻痺患者の装具療法と運動療法」 

 講 師：遠藤 正英 氏（桜十字福岡病院） 

司  会：中島 大輔 氏（福岡市立心身障がい福祉センター） 

参加者：48名 

出務者：山口、橋本、今井、相浦、荒木 
［福岡東地区］ 

１. 第 4回福岡東地区研修会 

 日 時：平成 30年 11月 2日（木）19：00～21：00 

 場 所：水光会ウェルネスセンター 2階地域交流室 

 内 容：「EBMを正しく理解するための実践セミナー ～エビデンスを効率的に収集し、批判的に吟味

できるようになるために～」 

 講 師：白石  浩 氏（今津赤十字病院） 

司  会：石松元太郎氏（宗像水光会総合病院） 

参加者：49名 

出務者：山坂、河野、仁位、赤川、石松 

 

［北九州支部］ 

 １．第 3回北九州支部研修会 

日 時：平成 30 年 11月 18日（日）9：00～16：00 

場 所：JCHO九州病院 

テーマ：１日で学ぶ！急性期から生活期における呼吸器疾患と理学療法 

講 師：音地  亮 氏（福岡新水巻病院） 

入江 将考 氏（新小倉病院） 

金田 瑠美 氏（霧ヶ丘つだ病院） 
司 会：山内 康太 氏（製鉄記念八幡病院） 

参加者：98 名 

出務者：井上（智）、兵頭、帆足 
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［北九州 1地区］ 

１．第 5回北九州 1地区研修会 

日 時：平成 30 年 10月 20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 

テーマ：動作を理解するのに必要な運動力学“階段下りは遠心性収縮だからきついって本当？”  

講 師：高山 正伸 氏（小倉リハビリテーション学院） 

司会者：池田 裕一 氏（新行橋病院） 

参加者：56名 

出務者：國田、藤内、岡田、辻野 

２．第 6回北九州 1地区研修会 

日 時：平成 30 年 11月 15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 

テーマ：「産業・予防分野におけるリハビリテーションの実際」 
講 師：廣滋 恵一 氏（九州栄養福祉大学） 
司会者：池田 裕一 氏（新行橋病院）  

参加者：29名 

出務者：國田、藤内、緒方、伊藤 

［北九州２地区］ 

 １．第 4回北九州 2地区研修会 

日 時：平成 30 年 10月 18日（木）19：00～20：30 

場 所：製鉄記念八幡病院 

テーマ：「肩関節疾患に対する評価と治療〜肩関節周囲炎と腱板断裂を中心に〜」 

講 師：烏山 昌起 氏（田原整形外科医院） 

司 会：立石 聡史 氏（産業医科大学若松病院） 

参加者：52名 

出務者：村上、後藤、熊谷、古賀、和田 

２．第 5回北九州 2地区研修会 

日 時：平成 30 年 11月 15日（木）18：30～21：30 

場 所：製鉄記念八幡病院 

テーマ：「心不全患者における病態・検査の見方」 

「心不全患者におけるリハビリテーションの実際」 

講 師：藤島慎一郎先生（製鉄記念八幡病院） 

    島添 裕史 氏（製鉄記念八幡病院） 

司 会：藤田 晃平 氏（戸畑リハビリテーション病院） 

参加者：151名 

出務者：星木、熊谷、古賀、坂本、烏山、緒方、岩松 

［筑豊地区］ 

１．第 5回 筑豊地区研修会 

日 時：平成 30 年 10月 27日（土）15：00～18：00 
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場 所：デイサービスセンターすばる 

テーマ：「脳卒中後遺症の歩行の理解と介入戦略」 

   講 師：太田 瑞穂 氏（誠愛リハビリテーション病院） 

司 会：清藤 亮吾 氏（リハビリ訪問看護ステーションすばる） 

出務者：引田、井上、青柳 

参加者：36名  

 

［筑後支部]  

１．第 3回筑後支部研修会 

日 時：平成 30 年 10月 14日（日）8：30～17：00 

   場 所：久留米シティプラザ 大会議室 2・3 

テーマ：「PTに求める下肢解剖」 

講 師：田平 陽子 氏（久留米大学 医学部医学科解剖学講座 助教授） 

司 会：谷口 侑紀 氏（久留米大学医療センター） 

出務者：福田、綾部、安、村上、西、川原、今村、高村、家守、仲 

参加者：138名 
テーマ：「脳画像の基礎とその臨床応用について」 

講 師：小出 佳典 氏（柳川リハビリテーション病院） 

司 会：木原 太史 氏（足達消化器科整形外科医院） 

参加者：106名 
出務者：福田、綾部、安、村上、高木、江頭、上野、榊、深野、山田、松尾 

２．第 4回筑後支部研修会 

日 時：平成 30 年 11月 18日（日）9：00～12：00 

   場 所：筑後市立病院 多目的ホール 

テーマ：「呼吸機能障害と理学療法」 

講 師：金子 秀雄 氏（国際医療福祉大学） 

司 会：木原 太史 氏（足達消化器科整形外科医院） 

出務者：村上、松崎、堤、松尾、高木、上野、鈴木、本田  

参加者：23名 
 

Ⅱ．関係会議 
［福岡支部］ 

１. 新人研修会事前会議 

 日 時：平成 30年 11月 6日（火）18：30～20：00 

 場 所：パピヨン 24ガスホール 

 内 容：当日の運営について 物品の打ち合わせ 

出務者：遠藤、久保田、嶋邨 

 

［北九州 1地区]  
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１．第 4回北九州 1地区会議 

   日 時：平成 30年 11月 26日（月）19：00～20：00 

   場 所：小倉リハビリテーション学院 

内 容：平成 31 年度講師選定 

出務者：池田、國田、伊藤、藤内、中村  

［北九州 2地区］ 

１．第 7回北九州 2地区会議（平成 31年度研修会講師選定会議） 

   日 時：平成 30年 11月 30日（金）19：00～21：00 

   場 所：JCHO 九州病院 

内 容：①平成 31年度北九州 2地区研修会の回数・予定 

②平成 31年度北九州 2地区研修会の内容 

③平成 31年度北九州 2地区研修会の講師選定 

出務者：中村、村上、星木、熊谷、立石、原口、藤田、緒方、曽我部、古賀、後藤 

 

［筑後支部］ 

１．第 2回筑後支部会議 

日 時：平成 30 年 11月 19日（月）19：00～21：00 

   場 所：朝倉医師会 介護支援センター 

テーマ：平成 31 年度 筑後支部学術スケジュールの内容検討 

出務者：福田、安、村上、伊藤、松崎、綾部、仲、上瀧、木原、高木 

［筑後１地区］ 

１．第 3回筑後 1地区会議 

日 時：平成 30 年 11月 2日（金）19：00～21：00 

   場 所：朝倉医師会 介護支援センター 

テーマ：平成 31 年度 筑後支部、１地区学術スケジュールの内容検討 

出務者：安、川原、石橋、上瀧、木村、今村、西、立石、家守、塚田、谷口、中原、田中、中島、村山、

原、福田、綾部  計 18 名 
［筑後２地区］ 

１．第 4回筑後 2地区会議 

日 時：平成 30 年 11月 6日（火）19：00～21：00 

   場 所：柳川リハビリテーション学院 

テーマ：平成 31 年度 筑後支部、１地区学術スケジュールの内容検討 

出務者：綾部、村上、松崎、高木、小出、堤、江頭、野田、楠元、平田、行平、上野、長谷川、木原、

松尾、中冨、鈴木、榊、山田 

 
【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 

［北九州２地区］ 

１．北九州 2地区体力測定会（八幡西区健康祭り） 
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日 時：平成 30 年 10月 8日（月）9：00～16：00 

   場 所：曲里の松並木公園 

内 容：体力測定会 

       握力、長座位体前屈、膝伸展筋力(計測くん)、開眼片脚立位 

以上 4項目実施 

幼児（4～6歳）対象にボールキャッチ、体支持時間、両足飛越を実施 

        問診→体力測定会→フィードバックの流れ 

利用所：250名  

出務者：19名  

［筑豊地区］ 

１．第１回筑豊地区体力測定会 

日 時：平成 30 年 10月 21日（日）9：00～15：00 

   場 所：穂波体育館 

   利用者：125名 

出務者：井上、小宮、江口、佐川、高橋、西村、永光、溝上、松永 

 

［筑後２地区］ 

１．第 2回介護予防教室 

日 時：平成 30 年 10月 28日（金）8：30～12：30 

   場 所：総合保健福祉センター「そよかぜ」 

テーマ：介護予防教室 ～転ばない身体を作ろう～ 転倒予防 

講 師：山田 博文 氏（大牟田天領病院） 

参加者：30名 

出務者：木原、堀江、荒巻、弓削、田村、吉村、小ヶ倉、石崎、服部、岡、猪口、 

阿波、進翔、橋口、嘉村、江頭、新郷、小山、山本、目野、高木、歌島、 

芝原、日数谷、坂田、中川、中山、東島、川原 

   

Ⅱ．関係会議 
［北九州２地区］ 

１．第 5回北九州 2地区会議（事前打ち合わせ 12月 7日開催「遠賀中学校」） 

   日 時：平成 30年 10月 19日（金）16：30～17：00 

   場 所：遠賀中学校 

内 容：担当中学校教諭との事前会議 

    理学療法啓発活動及び体力測定会 

    開催日時の確認 

出務者：久保田 

２．第 6回北九州 2地区会議（事前会議 12月 7日開催「遠賀中学校」） 

   日 時：平成 30年 11月 22日（木）18：30～20：00 

   場 所：東筑病院 
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内 容：体力測定会の説明 

出務者：上野、笠、久保田、原田 

［筑豊地区］ 

１．第１回筑豊地区会議（体力測定会事前会議） 

   日 時：平成 30年 10月 16日（火）19：00～20：00  

   場 所：飯塚病院 リハビリテーション室１階 

   議 題：当日の運営・スケジュール、注意点について 

   出務者：井上、小宮、江口、佐川、高橋、西村 

２．第 3回筑豊地区会議（体力測定会事前会議） 

   日 時：平成 30年 11月 30日（金）18：00～19：00  

   場 所：飯塚病院 リハビリテーション室１階 

   議 題：当日の運営・スケジュール、注意点について 

   出務者：井上、横手、尾方、南、一番ヶ瀬、渡邊、山辺 

 

［筑後２地区］ 

１．第 3回筑後 2地区会議 

日 時：平成 30 年 10月 9日（火）19：00～20：30 

   場 所：柳川リハビリテーション学院 

テーマ：八女市介護予防教室事前会議 

出務者：村上、松崎、高木、伊藤、小出、堤、江頭、平田、芝原、上野、長谷川 
本田、木原、松尾、中冨、榊、岡、深野、山田 

 
【法人事業】 

Ⅱ．関係会議 

［北九州支部］ 

１．第 2回北九州支部会議 

日 時：平成 30 年 11月 9日（金）19：00～21：00 

場 所：製鉄記念八幡病院 

議 題：学術年間スケジュール、社会担当業務、SNSの活用、地区からの提案議題、等       

出務者：山内、兵頭、本田、亀田、中村 

［北九州 1地区］ 

１．第 3回北九州 1地区会議 

日 時：平成 30 年 10月 2日（火）19：00～20：00 

場 所：小倉リハビリテーション学院 
議 題：平成 30 年度北九州 1地区上半期事業報告および平成 30年度下半期事業予定確認 

出務者：亀田、松浦、眞路、池田、國田、伊藤、緒方、藤内、右田、是末、久保、中村、濱邊 

［筑豊地区］ 

１．第 2回筑豊地区会議（全体会議） 

   日 時：平成 30年 11月 26日（月）18：30～19：30  
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   場 所：飯塚病院リハビリテーション室 

   議 題：今年度下半期と来年度の運営について 

   出務者：井上、井上、藤井、尾方、横手、足立、亀谷、溝口、小倉、江口、梶原、井幡、瀬尾  
 
【選挙管理委員会】 

選挙広報について（別紙：16） 

１．協会ホームページでの広報について 

 １）ホームページ上で選挙の流れや投票方法について情報掲載していく 

２．協会 FAX通信での広報について 

 １）選挙啓発やスケジュールの広報行う 

３．研修会、学会での広報について 

 １）ブース設営し i-vote操作方法のスライドショーの提示、資料配布を行う 

 ２）選挙 ID及びパスワード紛失者の対応を行う 

 

【確認事項】 

【地域包括ケア推進局】 

［地域包括ケア推進局］ 

 「シルバーリハビリ」の紹介と福岡県の現状（別紙参照） 

 
【依頼事項】 

【事務局】 

【法人事業】 

［総務部］ 

福岡県理学療法士会 50 周年に伴い以前理事会で話の合った名刺に貼付する 50 周年シールを作成中である。

完成次第、各理事へ配布するので名刺に貼付の上使用いただきたい。 

諌武理事：会長分については何百枚と必要なため新たに名刺を作成する。 

永野理事：50周年のロゴの下に QRコードを入れて、県士会 HPとつながるようにしてみてはどうか。 

諌武理事：そのようにしたい。 

 
 
【次回理事会】 

日 時：平成 30年 2月 2日（土）15：00～ 

会 場：麻生リハビリテーション大学校 

 
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、事務局長ならびに監 
事は、次の通り署名する。 
 
平成 30 年 12 月 15 日  
公益社団法人 福岡県理学療法士会 


