公益社団法人 福岡県理学療法士会
平成 29 年度

第 2 回理事会議事録

日 時：平成 29 年 7 月 15 日（土）15：00～17：00
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、廣滋、音地、佐藤、宇戸、熊谷、諌武、永野、岩佐、山内、
遠藤、福田、松﨑、今村、時吉
（監事）明日、日野
（事務員）福島、中山、長田
（書記）大島、池田
欠席者：（理事）近藤、高橋、久原、佐藤、久保田
(監事) 森田

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

Ⅰ．審議事項
【会長】
【法人事業】
１．組織図について
承認

：新組織図の中に相談役を設け九州栄養福祉大学の橋元隆氏と北九州リハビリテー
ション学院の古島譲氏を推薦することで承認された。

【事務局】
【法人事業】
［総務部］

１．平成 29 年度 30 年度各部局部長承認について
（新人教育プログラム未修了者の部長選出について）
承認

：部長選出・任命の中で新人教育プログラムを修了していない立候補者について議
論された。部長要綱の中では新人教育プログラム修了が望ましいと明記している。
今後部長公募は新人教育プログラム修了を必須とすることで統一され承認された。
また運営委員については、未修了者でも可とすることも確認された。

（学術局について）
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承認 ：学会企画部 4 名、学術誌編纂部 4 名、査読部 3 名、学術研修部 6 名、教育研修部 4
名を定数としていたが、明確な希望部署のない候補者 5 名を含め、学会企画部 5
名、学術研修部 7 名、教育研修部 6 名と増員を行った。協会の生涯学習の見直し
や認定理学療法士に関する見直し等に対して、システム改変や運営（会員への周
知も含む）に部長の増員が必要と判断され承認された。
（社会局について）
承認 ：企画推進部 12 名、保険政策企画部 4 名とした。職能企画研修部は 4 名であり 1 名
不足しており推薦者を検討することで承認された。
（事務局について）
承認

：総務部 4 名、財務部 2 名とした。組織部については今後ホームページの管理シス
テム作りを行う要員として 1 名増員の 5 名として承認された。

（支部局について）
承認

：福岡支部について、新人教育プログラム未修了者がおり今後調整する。北九州支
部について、総務財務担当部長 1 名立候補として挙がっているが、もう 1 名増員
の調整を行う。筑後支部について、総務財務担当部長の立候補者がいなかった為
調整を行う。以上について承認された。

（地域包括ケア推進局について）
承認

：各地区に部長を配置できるよう推薦も含め調整を行い承認された。

（欠員について）
承認

：欠員については後日推薦とし理事メールにて審議とすることで承認された。

２．各委員会、委員選出・任命について
（組織検討委員会について）
承認

：委員長は永友理事、副委員長は廣滋理事とし 7 名体制とすることで承認された。

（表彰規定委員会について）
承認

：委員長は諌武理事とし 4 名体制とすることで承認された。

（倫理委員会について）
承認

：委員長は近藤理事とし 5 名体制とすることで承認された。

（研究助成審議会について）
承認

：名称の変更を行った。委員長は廣滋理事とし理事 2 名と外部からの委員を含め構
成することで承認された。

（卒前・卒後教育検討委員会について）
承認

：委員長は宇戸理事とし 4 名体制とすることが承認された。

Ⅱ．報告事項
【会長】
【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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１．平成 29 年度福岡県介護支援専門員協会総会及び研修会について報告された。
２．平成 29 年度介護予防事業従事者研修会について報告された。
３．福岡 JRAT 調整会議について報告された。
【法人事業】
１．福岡県理学療法士会・福岡県理学療法士連盟懇話会について報告された。
２．協会指定管理者対象中央研修会について報告された。
３．福岡県 3 士会連絡協議会について報告された。
４．新設部署担当理事との懇話会について報告された
５. 福岡県庁訪問について報告された。
６.平成 29 年度度九州ブロック各県理学療法士会長会議
【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】

［組織部］
１．第 100 回福岡県理学療法士会学術研修大会託児サービス（利用児童：4 名）について
報告された。
２．第 100 回福岡県理学療法士会学術研修大会書籍展示業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］

１．ホームページの適宜更新について報告された（6 月総アクセス数：390,691 件、アク
セス人数：13,284 名）
【法人事業】
【事務局長】
１．平成 29 年度度九州ブロック各県理学療法士会事務局長会議について報告された。
［総務部］
１．豪雨災害に対する福岡県理学療法士会としての対応について経過を追って報告され
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】

［学術局］
１．平成 29 年度改定版学術局マニュアルの更新作業中である旨が報告された。
２．県士会研修会に対するアンケート結果を県士会ホームページへ掲載する旨が報告さ
れた。ホームページ（おしらせ）に掲載中（6 月 14 日～29 年度内）。
３．全国学会演題エントリー規程（案）を作成中である旨が報告された。
［学会部］
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１．第 27 回福岡県理学療法士学会の学会長、日時、場所について報告された。また、演
題登録システムの更新作業を行い、ホームページ上へ学会開催と演題募集要項を掲
載する準備も進めている旨が報告された。
［学術誌編纂部］
１．第 26 回福岡県理学療法士学会優秀賞、奨励賞受賞者への理学療法 31 号への投稿依
頼について報告された。
２．理学療法福岡 31 号特集（がんのリハビリテーション）執筆者を選考中である旨が報
告された。
３．査読者候補への依頼および 2017・2018 年度査読者名簿を更新中である旨が報告され
た。
［学術研修部］
１．内部障害に対する理学療法研修会のスケジュール案および講師案について報告され
た。昨年度と同様に 2 分野（循環、栄養）、2 講師で開催予定とした。
２．第 100 回福岡県理学療法士会学術研修大会について報告された。
［教育研修部］
１．第 100 回福岡県理学療法士会学術研修大会における新人教育プログラム単位申請者
数（C-1：183 名、C-2：171 名、C-3：103 名）について報告された。
【社会局】
【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］
１．飯塚国際車いすテニス大会事前研修会について報告された（参加者：38 名）
。
２．第 55 回福岡県身体障害者体育大会について報告された（利用者：33 名）。
３．飯塚国際車いすテニス大会について報告された（利用者：延べ 263 名）
４．第 1 回障害者スポーツ研修会について報告された（参加者：26 名）。
５．第 3 回その他スポーツ障害予防に対する活動全般事業事前研修会について報告され
た（参加者：11 名）。
６．その他スポーツ障害予防に対する活動全般事業について報告された（飛幡中学校バ
スケットボール部：43 名、教員：2 名）。

Ⅲ．確認事項
【事務局】
【法人事業】
[総務部]
１．各種委員・講師等推薦一覧について確認された。
２．各種名義使用依頼一覧表について確認された。
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３．事務所書類一覧の内容について確認された。
４．県士会定款および各種規程について確認された。
５．平成 29・30 年度理事会スケジュールについて確認された。

Ⅳ．依頼事項
【事務局】
【法人事業】
[総務部]
１．平成 29・30 年度運営に際して委嘱状の発行が必要な場合はその旨を提出するよう依
頼された。
[財務部]
１．新体制に対して各地区財務担当者向けに会計勉強会を開催する旨が報告され、各支
部会議の際に説明を行うとした。
【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】

１．平成 29 年度下半期学術スケジュール作成について依頼された。8 月中旬までにホー
ムページへ掲載するとした。
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、副会長ならび
に監事は、次の通り署名する。
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