公益社団法人 福岡県理学療法士会
平成 28 年度 第 5 回理事会議事録

承認 ：座長および演題発表採点者について提示され承認され
た。
３．MOU 締結式案

日 時：平成 28 年 12 月 17 日（土）14：00～17：30

承認 ：式典のレイアウト案が提示され承認された。

場 所：麻生リハビリテーション大学校

［研修部］
（廣滋学術局長）

出席者：
（理事）西浦、永友、近藤、廣滋、宇戸、宮﨑、佐藤、

１．第 100 回福岡県理学療法士会学術研修大会の講師案につ

松﨑、日野、高橋、久保田、諌武、平原、時吉、

いて

酒井、岩佐、島添、松野

承認 ：第 100 回福岡県理学療法士会学術研修大会における特

（欠席）吉村、福田

別講演の講師案が提示され承認された。

（監事）明日、古島、森田

２．第 26 回福岡県理学療法士学会の優秀演題表彰式につい

（委員会）永野、田中、早川

て

（部長）安

承認 ：学術研修大会が来年度で終了になるにあたり表彰者を

（事務員）福島、中山、長田

ホームページ上で掲載する案が提示された。ホームペ

（書記）加藤、池田

ージへの掲載と別の機会に表彰式を開催することで承
認された。

Ⅰ．審議事項

【社会局】

【会長】
（西浦会長）

【法人事業】

１．平成 29 年度事業計画（案）について

［公益事業推進部］
（高橋理事）

継続審議 ：各部局で再度検討することなった。

１．部員について

２．平成 29 年度予算（案）について

承認 ：介護予防教室、障害者スポーツ、北九州マラソン、ス

継続審議 ：平成 29 年度予算案は現状で赤字となる。各部局で

ポーツ障害予防のボランティア人員確保に苦慮してい

事業計画を再度検討するとし継続審議となった。

る。現在部長のみが活動している状況であるが、組織

３．当会の財政からみた安定運営について（組織検討委員会

の中に実務を行う「部員」を組み入れる旨が提示され

から答申）

承認された。

継続審議 ：収益事業の導入について提案がなされ、研修会等
の会費徴収などに対し、今後検討を重ねるとして

【総務局】

継続審議となった。
平成 29 年度より診療報酬研修

【法人事業】

会を県士会事業より廃止し福岡県理学療法士連盟

［総務部］
（平原理事）

の事業へ移管する。

１．平成 29 年度事業計画（案）について

４. 大韓物理治療士会慶尚南道会との MOU 締結協定書（案）

継続審議 ：会長審議事項を参照。

について

[財務部]（時吉理事）

承認 ：大韓物理治療士会慶尚南道会との MOU 締結協定書（案）

１．平成 29 年度予算立案について

について提示され承認された。

継続審議 ：会長審議事項を参照。

【学術局】

【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】

【法人事業】

［学会部］
（宮﨑理事）

［支部局］
（岩佐支部局長）

１．第 26 回福岡県理学療法士学会の講師謝金について

１．支部・地区運営委員の公募について

承認 ：3 名の講師謝金が提示され規程に基づき承認された。

承認 ：平成 29 年度の支部・地区運営委員の交代にあたり、公

２．座長および演題発表採点者案

募を行う旨が提示され承認された。
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局長会議について報告された。
【各委員会】

２．後援名義一覧について報告された。

【地域包括ケアシステム推進委員会】
（松﨑委員長）
【法人事業】

【学術局】

１．都道府県コーディネーターについて

【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】

承認 ：日本理学療法士協会より介護予防・健康増進事業の推

［学術局］
（廣滋学術局長）

進コーディネーター推薦の依頼がきており、松﨑社会

１．症例検討会における統一フォーマットを作成した旨が報

局長の他に諌武総務局長を推薦することで承認され

告された。

た。

［学会部］
（宮﨑理事）
１．第 26 回福岡県理学療法士学会にて口述発表 27 演題、ポ

Ⅱ．報告事項

スター発表 18 演題を採択した旨が報告された。

【会長】
（西浦会長）

２．第 26 回福岡県理学療法士学会の当日スケジュールが報

１．平成28年度組織運営協議会について日時および以下の議

告された。

題について報告された。

３．第 26 回福岡県理学療法士学会の講演テーマおよび司会

１）平成 29 年度重点事業について

について報告された。

初任給情報の調査、生涯学習システムの再構築、地域

４．第 27 回福岡県理学療法士学会の開催日（平成 30 年 2 月

包括ケアシステムに向けた組織づくり、公的保険外に

4 日）および会場(福岡国際会議場)が報告された。

おける理学療法士の職域拡大について報告された。

［研修部］
（宇戸理事）

２）会費前納制について

１．平成 28 年度内部障害に対する理学療法研修会について

年度初め 4 月に徴収を行う方向であり、詳細について

報告された。

は今後、事務局より連絡がある。

２．平成 29 年度理学療法士講習会（応用編）について報告

３）退会申請者の取り扱いについて

された。

４）平成 28 年度協会賞推薦について

［教育部］
（佐藤理事）

５）生涯学習システムのキャリアラダーについて

１．平成 29 年度理学療法士講習会（基本編・理論）の講師、

新人教育プログラムから研修理学療法士プログラム、

テーマについて報告された。

登録理学療法士プログラムへと変更していく。

２．新人研修会（第 26 回福岡県理学療法学会）について報

６）都道府県理学療法士会の組織強化について

告された。

７）協会指定管理者ネットワーク構築について
２．平成 28 年度第 2 回九州ブロック各県理学療法士会長会

【社会局】

議について報告された。九州理学療法・作業療法合同学

【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】

会は沖縄開催をもって終了となる。

［職能部］
（松﨑社会局長）

３．平成 28 年度九州合同士会長会議について報告された。

１．平成 28 年度学校保健等教育関連理学療法研修会につい

４．大韓物理治療士協会慶尚南道会創設 30 周年記念学術大

て報告された。

会の福岡県理学療法士会使節団及び講師招聘について

２．平成 28 年度産業理学療法研修会について報告された。

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】

５．第 25 回学会における大韓物理治療士協会慶尚南道会長

［公益事業推進部］
（高橋理事）

及び随行員のスケジュールについて報告された。

１．第 6 回健康フェアについて報告された。
２．健康 21 世紀福岡県大会について報告された。

【事務局長】
（近藤事務局長）

３．ほっとステーション出前講義について報告された。

【法人事業】

４．モール音楽祭について報告された。

１．平成 28 年度第１回九州ブロック各県理学療法士会事務

【公益事業３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】
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［公益事業推進部］
（高橋理事）

された。

１．平成 28 年度第 6 回障害者スポーツ研修会について報告
された。

【各委員会】

２．第 3 回アジア太平洋デフバスケットボールクラブ選手権

【地域包括ケアシステム推進委員会】
（松﨑委員長）

大会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】

３．第 4 回その他スポーツ障害予防に対する活動全般事業

１．介護予防指導者養成事業（基本編）について報告された。

（スポーツ障害（傷害）予防事業）事前研修会について

２．介護予防指導者養成事業（応用編）について報告された。

報告された。

Ⅲ．確認事項
【総務局】

【法人事業】

【法人事業】

［財務部］
１．平成 28 年度予算上半期執行状況及び下半期執行予定に

［総務局］
（諌武総務局長）

ついて確認された。

１．平成 28 年度養成校意見交換会について報告された。

２．11 月 22 日現在の修正予算について確認された。

［総務部］
（平原理事）
１．平成 29 年度新人オリエンテーション開催日時・場所に

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

ついて報告された。

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。

【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】
（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】
［福岡支部］
（松野理事）
１．福岡支部内で開催された理学療法啓発活動について報告
された。
［北九州支部］
（島添理事）
１．北九州支部内で開催された体力測定会について報告され
た。
［筑後２地区］
（岩佐支部局長）
１．筑後支部内で開催された介護予防事業について報告され
た。
【その他事業 会員の福利厚生に関する事業】
［福岡支部］
（松野理事）
１．福岡支部内で開催されたレクリエーションについて報告
された。
［北九州支部］
（島添理事）
１．北九州支部内で開催されたレクリエーション・機関誌発
行について報告された。
［筑後２地区］
（岩佐支部局長）
１．筑後支部内で開催されたレクリエーションについて報告
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