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公益社団法人 福岡県理学療法士会 

平成28年度 第3回理事会議事録 

                           

日 時：平成28年8月27日（土）15：00～18：00 

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、宇戸、宮﨑、佐藤、

松﨑、日野、吉村、久保田、高橋、諌武、時吉、

酒井、岩佐、島添、松野、 

福田 

（欠席）平原 

（監事）明日、古島、 

（欠席）森田 

（委員会）永野、田代、田中 

（事務員）福島、中山、長田 

（書記）加藤、池田 

 

Ⅰ．審議事項 

【会長】（西浦会長） 

１．災害時における福祉避難所等への専門人材派遣に関わる

協定書の締結について 

承認 ：福岡県からの要望に対し総務局および副会長で対応す

ることが提案され承認された。 

 

【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］（廣滋学術局長） 

１．研修会参加者へのアンケート実施について 

承認 ：すべての研修会に対しアンケートを実施することが提

案され承認された。 

２．支部・委員会活動の演題登録について 

承認 ：第32回日本理学療法学術大会への演題登録について 

支部・委員会より2演題申請があり、一部修正を行 

うことで承認された。 

［学会部］（宮﨑理事） 

１．第26回福岡県理学療法士学会について 

承認 ：講師選定とスケジュールについては学術局一任とする

ことで承認された。 

２．第27回福岡県理学療法士学会について 

承認 ：日時（平成30年2月4日）および場所（福岡国際会議

場）についての候補が提示 され承認された。 

［研修部］（宇戸理事） 

１．平成 29 年度理学療法士講習会（応用編）のテーマおよ

び講師案について 

承認 ：補装具療法・教育管理系・呼吸循環器系・運動器系 

から講師およびテーマが提示され、その中から2つを

選出することで承認された。 

 

【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］（吉村理事） 

１．平成28年度介護保険関連施設等従事者研修会について 

承認 ：日時、場所、内容、講師について提示され承認された。 

２．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 

承認 ：日時、場所、内容、講師について提示され承認された。 

【公益事業２ 理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業】 

［公益事業推進部］（高橋理事） 

承認 ：介護予防・健康増進キャンペーンおよびモール音楽祭

の事業主体について支部・地区へ移行することが提案

され、今後検討を重ねるとして承認された。 

【公益事業３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】 

［公益事業推進部］（久保田理事） 

１．少年野球に対する障害予防事業について 

継続審議 ：具体的な年度計画を立て、その上で再度審議する

とし継続審議となった。 

【その他事業 会員の福利厚生に関する事業】 

［職能部］（吉村理事） 

１．平成28年度診療報酬研修会講師について 

承認 ：平成28年度診療報酬研修会の講師案が提示され承認 

された。 

 

【総務局】 

【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】 

［総務局］（諌武総務局長） 

１．協会指定管理者（初級）研修会開催について 

承認 ：協会指定管理者（初級）研修会の日時、場所、内容に

ついて提示され承認された。 

【法人事業】 

［総務局］（諌武総務局長） 

１．平成28年度養成校意見交換会実施について 

承認 ：平成28年度養成校意見交換会について企画案が提示 

され承認された。 
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【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】 

［北九州1地区］（島添理事） 

１．地区研修会の講師案について 

承認 ：地区研修会の講師案が提示され承認された。 

【その他事業 会員の福利厚生に関する事業】 

［支部局］（岩佐支部局長） 

１．次年度事業計画について 

承認 ：次年度事業計画にあたり支部対抗競技大会の中止が提

案され承認された。 

 

【各委員会】 

【選挙管理委員会】（田代委員長） 

【法人事業】 

１．代議員選挙について 

承認 ：代議員選挙と役員選挙を同時に実施する議論がなされ

たが、当初の予定通り代議員選挙後に役員選挙を行う

ことで承認された。日程については年度内に役員選挙

投票まで終了させる方針となった。また両選挙につい

て年度をずらして実施できるよう初年度の代議員の任

期を1年とすることで承認された。 

 

【学術誌編纂委員会】（廣滋委員長） 

【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】 

１．理学療法福岡30号 特集原稿執筆依頼者（案） 

承認 ：理学療法福岡30号の特集原稿執筆依頼者（案）につ 

いて提示され承認された。 

 

【福岡県女性理学療法士の課題を考える委員会】（永野委員長） 

【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】 

１．福岡県理学療法士就業継続における課題（抄録）につ 

いて 

承認 ：アンケート調査から得た結果と課題について学会等に

提出する抄録が提示され承認された。 

【法人事業】 

１．福岡県女性理学療法士の課題を考える委員会答申につ 

いて 

承認 ：性差関係なく就業に関わる委員会として来年度より委

員会名を「福岡県理学療法士会ライフサポート委員会」

と改名したいと提案があり承認された。 

 

Ⅱ．報告事項 

【会長】（西浦会長） 

【法人事業】 

１．平成28年度第1回九州ブロック各県理学療法士会長 

会議について報告された。 

２．理学療法ハンドブック作成特別委員会について報告さ 

れた。 

３．都道府県理学療法士会 役員意見交換会について報告 

された。 

 

【事務局長】（近藤事務局長） 

【法人事業】 

１．後援名義一覧について報告された。 

 

【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】 

［学会部］（宮﨑理事） 

１．演題登録システムについて  

  株式会社ジョリスティックスと年間契約締結、学会HP 

立ち上げについて報告された。 

２．第 25 回福岡県理学療法士学会一般演題 最優秀賞・奨

励賞の表彰について報告された。 

［研修部］（宇戸理事） 

１．第99回福岡県理学療法士会学術研修大会について 

  第99回福岡県理学療法士会学術研修大会の日程、場所 

について報告された。 

２．平成28年度内部障害に対する理学療法研修会について 

  平成 28 年度内部障害に対する理学療法研修会の日程、

場所、テーマ等について報告された。 

３．平成 28 年度臨床実習指導者研修会・九州ブロック臨床

実習指導者研修会の日程、場所、テーマ等について予定

が報告された。 

［教育部］（佐藤理事） 

１．第99回福岡県理学療法士会学術研修大会のテーマ等に 

ついて報告された。 

２．理学療法士講習会基本編（理論）について報告された。 

 

【社会局】 

【公益事業２ 理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業】 

［公益事業推進部］（高橋理事） 
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１．小倉北区すこやかライフ推進協議会健康いきがい部会に

ついて報告された。 

２．小倉北区すこやかライフ推進協議会高齢者部会について

報告された。 

３．小倉北区すこやかライフ推進協議会総会について報告さ

れた。 

４．介護予防・健康増進キャンペーン2016について報告さ

れた。 

５．健康21世紀福岡県大会 実務者会議について報告され

た。 

６．健康21世紀福岡県大会 実行委員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】 

［公益事業推進部］（久保田理事） 

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 

（スポーツ障害（傷害）予防事業）事前研修会について報

告された。 

２．平成 28 年度障害者スポーツ研修会（第 2 回）について

報告された。 

３．第32回飯塚国際車いすテニス大会 反省会議について

報告された。 

４．平成 28 年度障害者スポーツ研修会（第 3 回）について

報告された。 

５．その他スポーツ障害予防に対する活動全般事業として、

中学校4校に対し中学生に対する障害（傷害）予防指導

を行った旨が報告された。 

６．体力測定会事前研修会について報告された。 

７．ときめきスポーツ大会について報告された。 

 

【総務局】 

【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】 

［総務部］（諌武総務局長） 

１．第99回福岡県理学療法士会学術研修大会への出務につ

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） 

１．ホームページアクセス数について報告された。 

２．ホームページの求人票について現行通り会員ページで掲

載すると報告された。 

３．広報誌（9月号）について現在校正中との報告がされた。 

 

【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】 

［福岡・北九州・筑後支部］ 

（岩佐支部局長・松野理事・島添理事・福田理事） 

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】 

［福岡支部、福岡１・福岡２・福岡東地区］（松野理事） 

１．理学療法啓発活動（介護予防教室）について報告された。 

［北九州１・北九州２地区］（島添理事） 

１．体力測定会について報告された。 

［筑豊地区］（島添理事） 

１．理学療法啓発活動（介護予防教室）について報告された。 

［筑後１・２地区］（福田理事）  

１．理学療法啓発活動（介護予防教室）について報告された。 

 

【各委員会】 

【地域包括ケア推進委員会】（松﨑委員長） 

【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】 

１．地域包括ケア推進リーダー導入研修会について報告され

た。 

 

【学術誌編纂委員会】（廣滋委員長） 

【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】 

１．理学療法福岡30号の進捗状況について報告された。 

  

Ⅲ．依頼事項 

【総務局】 

【その他事業 会員の福利厚生に関する事業】 

［組織部］（酒井理事） 

１．9月広報誌とともに、機関誌を発行する旨が報告された。 

【法人事業】 

［総務部］（諌武総務局長） 

１．次回理事会にて平成 28 年度上半期事業報告の提出が依

頼された。 

２．次回理事会にて平成 28 年度下半期事業計画の提出が依

頼された。 

［財務部］（時吉理事） 

１．平成28年度費用実績管理表の実績を踏まえて、本年度

の修正予算、次年度予算案を作成するよう依頼された。 

２．4 月～6 月までの各局・部の予算と実績の差異を確認す
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るよう依頼された。 

 

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

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。 

 

 

 


