公益社団法人 福岡県理学療法士会
平成 28 年度 第 2 回理事会議事録

部が協力することで承認される。
［教育部］
１．第 99 回福岡県理学療法士会学術研修大会 新プロ単位

日 時：平成 28 年 6 月 11 日（土）15：00～17：00

認定の件

場 所：麻生リハビリテーション大学校

承認：カードのない新人の単位認定をスムーズに行うため、受
講予定の講演を入場時に既定の用紙に記入して受付に提

出席者：
（理事）西浦、永友、近藤、廣滋、宇戸、宮﨑、佐藤、

出する手順が承認された。

松﨑、日野、吉村、久保田、高橋、諌武、平原、
時吉、酒井、岩佐、島添、松野
（欠席）福田

【社会局】

（監事）明日、古島、森田

【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】

（委員会）永野

［職能部］

（事務員）福島、中山、長田

１．平成 28 年度特別支援学校等教育関連理学療法研修会につ
いて

（書記）加藤、大島

承認：タイトル「学校保健」
、サブタイトル「特別支援学校」
としてシンポジウムを中心とした企画内容で研修会を

Ⅰ．審議事項

実施することが承認された。

【会長】

２．平成 28 年度産業理学療法研修会について

【法人事業】

承認：研修会開催日時、場所、内容、講師について提示され
承認された。

１．平成 28 年度定時総会について
承認：総会スケジュール等最終確認された。

３．
平成 28 年度介護保険関連施設等従事者研修会講師について

２．選挙管理委員選出方法について

承認：研修会の講師案について提示され承認された。

承認：5 月の告示後、6 名の立候補者から最終的に 4 名の立候

［公益事業推進部］

補者となった。6 月 19 日、監事 3 名、3 役の立会いのも

１．北九州・飯塚国際車いすテニス大会 理学療法サービス

と選出を行うことが承認された。

参加スタッフの単位について

３．第 6 回 JIMTEF 災害医療研修ベーシックコースの受講者推

承認：参加スタッフには、
「認定：スポーツ理学療法の履修
ポイント認定」を付加する案が提示され承認された。

薦について

【公益事業３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】

承認：まず各理事へ立候補の意思が問われ、立候補者がいない
ため推薦者を 3 役で検討することが承認された。

［公益事業推進部］
１．小中高生へのスポーツ障害予防事業について

【学術局】

継続審議：新規に少年野球を対象とした予防事業を検討して

【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】

いたが、再度競技特性など内容を検討することとな

［学会部］

り継続審議となった。

１．第 26 回福岡県理学療法学会の学会長について

【法人事業】

承認：学会長、テーマについて提示され承認された。

［渉外部］

２．第 27 回福岡県理学療法学会の学会長について

１．医療介護総合確保推進法に伴う市町村との連携強化福岡

承認：学会長について提示され承認された。

県理学療法士会ガイドブックについて

３．学会運営の見直し

承認：県士会ガイドブックの表紙について提示され承認された。

１）学会運営会議の開催
【総務局】

２）運営委員の役割の見直し

【法人事業】

承認：学会部単独で学会運営会議を開催し、学会部から運営委
員長を選出する。各フロア担当やその他運営担当は各支

［総務部］
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１．平成 28 年度定時総会：議長、書記、議事録署名人について

１．北九州市すこやか住宅推進協議会 平成 28 年度第 1 回

承認：議長、書記 2 名、議事録署名人 2 名について提示され

理事会について報告された。

承認された。

２．半田一登氏九州ラウンドについて報告された。
３．平成 28 年度第 1 回三士会合同役員会について報告された。

【支部局】

今後福岡 JRAT 設立に向けて活動を行う旨についても報告

【法人事業】

された。

［福岡支部］

４．第１回福岡県介護人材確保・定着促進協議会について報告

１．運営委員の交代について

された。

承認：運営委員の交代について提示され承認された。
【副会長】
（永友副会長）
【各委員会】

【公益事業３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】

【地域包括ケアシステム推進委員会】

１．
福岡 JRAT 第１回コーディネーター会議について報告された。

【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】

２. 福岡JRAT第2回コーディネーター会議について報告された。

１．地域包括ケア推進リーダー導入研修会

３．福岡県介護支援専門員協会第 1 回理事会について報告さ

承認：日時、場所、内容について提示され承認された。

れた。

２．介護予防推進リーダー導入研修会
承認：日時、場所、内容について提示され承認された。

【事務局長】
（近藤事務局長）

３．地域包括ケア推進リーダースキルアップ研修会

【法人事業】

承認：日時、場所について提示され承認された。

１．日本理学療法士協会 臨時都道府県理学療法士会会長

４．介護予防推進リーダースキルアップ研修会

および事務局長研修会について報告された。

承認：日時、場所について提示され承認された。

２．後援名義一覧について報告された。

【公益事業３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】
１．地域医療介護総合確保基金（H28 年度）について

【学術局】

承認：今年度は当士会が県に基金を要請し理学療法士・作業

【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】

療法士・言語聴覚士の合同の研修会（2 回）を時開催す

［学会部］（宮﨑理事）

ることが承認された。

１．演題登録システムについて

【法人事業】

株式会社ジョリスティックスと年間契約し導入後のタイ

１．地域包括ケアシステム推進委員会の業務増加に伴う、

ムスケジュール等について報告された。

委員増員について

２．第 26 回福岡県理学療法士学会について

承認：各支部に 1 名ずつの増員、計 3 名の推薦者が提示され

第 26 回福岡県理学療法士学会の日程、開催場所について

承認された。

報告された。
［研修部］
（宇戸理事）

【福岡県女性理学療法士の課題を考える委員会】

１．第 99 回福岡県理学療法士会学術研修大会のポスターおよ

【法人事業】

びチラシの配布について報告された。

１．福岡県女性理学療法士の課題を考える委員会のチラシ作

［教育部]（佐藤理事）

成について

１．協会指定管理者研修会について報告された。

承認：チラシの印刷、全会員への配布が承認された。
【社会局】

Ⅱ．報告事項

【公益事業２ 理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業】

【会長】
（西浦会長）

［公益事業推進部］
（久保田理事）

【法人事業】

１．健康 21 世紀福岡県大会実行委員会について報告された。
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２．福岡ソフトバンクホークスファーム開業記念事業実務者

［福岡東地区］
（松野理事）

会議について報告された。

１．理学療法啓発活動（介護予防教室）について報告された。

３．福岡ソフトバンクホークスファーム開業記念事業につい

［北九州２地区］
（島添理事）

て報告された。

１．第 1 回北九州 2 地区体力測定会について報告された。

【公益事業３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】

【法人事業】

［公益事業推進部］
（久保田理事）

［福岡・北九州支部］
（松野理事・島添理事）

１．第 54 回福岡県身体障害者体育大会について報告された。

１．各支部新人オリエンテーションについて報告された。

２．飯塚国際車いすテニス大会について報告された。
［渉外部］
（日野理事）

【各委員会】

１．介護予防事業への協力体制の構築について報告された。

【学術誌編纂委員会】
（廣滋委員長）

【法人事業】

【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】

［渉外部］
（日野理事）

１．理学療法福岡 30 号進捗状況について報告された。

１．福岡県議会関係者に対する政策推進に関する渉外活動につ
いて報告された。

【地域包括ケア推進委員会】（松﨑委員長）

２．福岡県議会担当者に対する政策推進に関する渉外活動につ

【公益事業３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】

いて報告された。

１．糸島市地域包括ケア会議出務者向け研修会について報告

３．北九州認知症支援・介護予防センター オープニング記念

された。

講演会について報告された。

２．小郡市地域包括ケア会議指導者派遣について報告された。
３．介護予防市町村支援事業への協力体制の構築（福岡県庁

【総務局】

と話し合い）について報告された。

【公益事業２ 理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業】
［組織部］
（酒井理事）

Ⅲ．依頼事項

１．ホームページアクセス数等について報告された。

【総務局】

２．広報誌作成について報告された。

［総務局］
（諌武総務局長）

【法人事業】

１．平成 29 年度新規事業がある場合は次回理事会で計画案を
提出することが依頼された。

［総務局］
（諌武総務局長）

［総務部］
（平原理事）

１．福岡県提出：公益法人事業内容変更届申請作業について

１．理事会資料作成の書式について修正を行ったため、今後

報告された。

この書式をもとに理事会資料を作成するよう依頼された。

［総務部］
（平原理事）

［財務部］
（時吉理事）

１．平成 28 年度新人オリエンテーション（3 支部）について

１．平成 28 年度費用実績管理表の照合を行うため、今年度は

報告された。
［財務部］
（時吉理事）

3 カ月ごとに費用実績管理表を事務所へ送付するよう依頼

１．平成 28 年度新人オリエンテーション（3 支部）会費納入方

された。

法説明について報告された。
以上のこの議事録の内容が正確であることを証明するため、出
【支部局】

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

【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】

する。

（岩佐支部局長・松野理事・島添理事）
［福岡・北九州・筑後支部］

１．福岡支部・北九州支部・筑後支部開催の研修会について
報告された。
【公益事業２ 理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業】
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