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公益社団法人 福岡県理学療法士会 

平成28年度事業報告 

平成28年4月1日から  

平成29年3月31日まで 

Ⅰ．事業報告総括 

                                                会長 西浦 健蔵 

１．会員動向 

平成28年度は、新入会員441名、県外転出会員129名、県内転入会員139名、復会会員49名、休会会員162名、退

会会員71名（除籍者170名含）、会員総数が5,422名となりました（平成29年3月31日付）。 

２．地域包括ケアシステム構築への対策 

現在、福岡県内の 31市町村より地域包括ケア会議の参加要請、11市町村より介護予防関連の要請をいただいておりま

すが、引き続き各市町村との連携を強化する必要性があります。そこで、昨年度に引き続き、医療介護総合確保推進法に

伴う地域包括ケアシステム構築に関する様々な対策を、会員の皆様のご理解とご協力のもと重点事業として実施いたしま

した。 

１）地域医療介護総合確保基金（介護分野）を活用し、福岡県作業療法協会ならびに福岡県言語聴覚士会との共動によ

り、介護予防研修会を実施しました。また、昨年度に引きつづき、糸島市からの業務委託として糸島市在宅医療・介

護コーディネーター育成事業を実施しました。 

２）人材育成として、地域包括ケア推進リーダー導入研修会ならび地域包括ケア推進リーダー研修会と合わせスキルア

ップ研修会も開催いたしました。結果、推進リーダー制度における登録状況は、平成27年度は地域包括ケア推進リー

ダー資格取得者345名、介護予防推進リーダー資格取得者233名、平成28年度において、地域包括ケア推進リーダー

資格取得者397名、介護予防推進リーダー資格取得者405名となっております。 

３）『福岡県理学療法士会・福岡県作業療法協会・福岡県言語聴覚士会連絡協議会』を設立しましたので、今後もこれま

で以上に、更なる連携強化に努めてまいります。 

３．理学療法士の職域拡大 

2025年以降の人口動態の変化に伴い、我々理学療法士の職域拡大が重要課題と捉えます。そこで、予防理学療法、産業

理学療法、学校保健事業への参入などを見据え、これらに関連する研修会を開催いたしました。今後は、疾病予防・健康

増進・介護予防など、理学療法士が県民の皆様の生活水準の向上に対応できる組織づくりも急務と考えておりますので、

会員皆様のご理解と事業参画へのご協力をお願いいたします。 

４．組織強化 

１）日本理学療法士協会（以下、PT協会）主催の管理者研修会を昨年に引き続き開催いたしました。今後も PT協会と

連動していきながら、各施設の管理者への理解を求めるべく、本研修会を継続していきます。 

２）福岡県庁周辺への事務所移転ならびに理学療法士の事務所雇用に向けての計画を昨年度より進めていきました。 

平成29年度は、これらを実現させ、県ならびに各市町村とのパイプを強化していくよう継続して進めて参ります。 

３）災害対策について、昨年4月の熊本地震の際、本会に災害対策本部を設置し、JRAT福岡（大規模災害リハビリ 

テーション支援関連団体連絡協議会）ならびにPT協会災害対策本部等と同調・共働して対応してまいりました。しか

し、今後、起こりうる災害に備え、災害対策コーディネーターの育成をはじめ、災害時に迅速に対応しうる組織の構

築に努めたいと考えます。会員皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

５．『work–life balance』への対応 
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福岡県女性理学療法士の課題を考える委員会において、「平成28年度福岡県理学療法士会会員の就業環境に関わるアン

ケート調査」（以下、アンケート調査）を実施し、本会会員（以下、会員）の就業環境における実態を把握することが出来

ました。調査結果の概要は次のとおりです。 

○理学療法士として就業を継続する意欲が高い 

○女性であるからこそ起こりうる様々な体調の変化やライフイベント（妊娠・出産・育児等）により、就業継続が困 

難になっている 

○女性に関わらず理学療法士が就業を継続するために必要な要素として「職場の理解と協力」が回答者数の半数以上 

を占める 

以上の結果より、理学療法士として就業を継続するために、理学療法業務に関わる管理者及び会員への啓発や教育等が

必要と考えますので、引き続きその方法を検討していきます。 

６．養成校との意見交換会 

平成30年度を目標に、臨床実習のスタイルをクリニカルクラークシップ（CCS）制に移行すべく検討を重ねているとこ

ろです。引き続き検討を進めていき、推奨することを提案させていただきたいと考えます。 

７．国際交流 

韓国の慶尚南道物理治療士協会と、学会交流を基本としたMOUの締結を果たすことが出来ました。交流に向けての架け

橋はできましたので、今後は、具体的な交流のあり方について検討していきます。 

（※物理治療士：日本で言う理学療法士のこと） 

 

継続事業 

１． 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」 

 全県レベルでの研修会を9回開催しました。 

 ①第99回福岡県理学療法士会学術研修大会（平成28年6月19日（日）、産業医科大学ラマツィーニホール、692名

参加） 

②スポーツ障害に対する理学療法研修会（北九州支部；平成28年6月12日（日）、ウェルとばた、52名参加、福岡

支部；平成28年10月27日（木）、福岡市立心身障がい福祉センター、38名参加） 

③内部障害に対する理学療法研修会（平成28年10月30日（日）、麻生リハビリテーション大学校、70名参加） 

④理学療法士講習会基本編（理論）（平成28年7月3日（日）、JCHO九州病院、158名参加） 

⑤福岡県訪問リハビリテーション実務者研修会（平成29年2月4日（土）～5日（日）、福岡国際医療福祉学院、150

名参加） 

⑥介護保険関連施設等従事者研修会（平成28年12月18日（日）、TKPカンファレンスシティ博多、81名参加） 

⑦臨床理学療法研修会（平成29年2月18日（土）、麻生リハビリテーション大学校、68名参加） 

⑧産業理学療法研修会（平成28年11月1日（火）、麻生リハビリテーション大学校、35名参加） 

⑨学校保健等教育関連理学療法研修会（平成28年10月5日（水）、麻生リハビリテーション大学校、48名参加） 

 支部・地区の研修会は合計51回（北九州支部；24回、福岡支部；17回、筑後支部；10回）開催しました。 

基礎実践教育等研修会は新人研修会を福岡県理学療法士学会（同時開催、平成29年 2月12日（日）、JR博多シティ、

参加者134名参加）と2支部（北九州支部；平成28年9月25日（日）、ウェルとばた、243名参加、筑後支部；平成28年

10月2日（日）、ピーポート甘木、268名参加）にて基礎理学療法研修会を3支部（北九州支部；平成28年7月29日（日）、

JCHO九州病院、126名参加、福岡支部；平成28年11月21日（月）、福岡市立心身障がい福祉センター、60名参加、筑後

支部；平成28年 7月 22日（土）、久留米リハビリテーション学院、38名参加）にて開催しました。また、指導者育成の

ための臨床実習指導者研修会（平成29年1月22日（日）、博多バスターミナル、94名参加）を開催しました。 

第26回福岡県理学療法士学会は平成29年2月12日（日）、JR九州ホール（490名参加）で開催しました。 
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学術誌は理学療法福岡 29号、第 26回福岡県理学療法士学会学会特別号を発行し、理学療法福岡 30号の編纂を行いま

した。 

 

 

 

２．公益事業２「理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業」 

 市民公開講座を1回（平成28年6月19日（日）、産業医科大学ラマツィーニホール、30名参加）開催しました。健康

増進事業として介護予防教室を113回（北九州支部；0回、福岡支部；110回、筑後支部；3回）、体力測定会を13回（北

九州支部；13回）、健康フェア（平成28年10月2日（日）、JR小倉駅在来線改札口コンコース、115名来場）、県民健康

づくりセミナー（平成 29年 1 月 10 日（火）、福岡県医師会館、62 名来場）、他団体の開催するイベントでのブース設置

（健康21世紀福岡大会、各市町村等が開催する健康づくり事業等に11回）を行い、理学療法の知識・技術の普及・啓発

を行いました。 

 また、インターネット等の媒体を用いた活動も行いました。 

 

３．公益事業３「理学療法の知識・技術を提供する事業」 

 本事業では、バリアフリーアドバイザーへの協力、障害者及び高齢者に関する各種委員会および団体への推薦（福岡

県障害者介護給付等不服審査会、福岡県介護実習普及事業、各市町村介護認定審査会、地域包括支援センター地域ケア

推進協議会、福岡県介護支援専門員協会、飯塚市高齢者対策推進協議会、各市町村障害程度区分認定審査会、福岡市障

がい者介護給付等認定審査会、障害者制度改革について考える地域フォーラム）を行いました。 

 福岡県身体障害者体育大会（平成28年 5月8日（日）、博多の森陸上競技場、18名出務）、飯塚国際車いすテニス大会

（平成28年5月16日（月）～22日（日）、筑豊ハイツ 121名出務）、ときめきスポーツ大会協力、アジア太平洋デフバ

スケットボールクラブ選手権大会（平成28年11月7日（月）～10日（木）、春日総合運動公園、28名出務）、北九州OPEN

車いすテニス大会（平成29年3月3日（金）～5日（日）、27名出務）に出務しました。その他スポーツ障害予防に関す

る活動全般として各中学校（12校）にも出務し、理学療法の知識・技術を提供しました。また、これら事業に出務するた

めの育成研修会を11回開催しました。 

 

４．その他事業「会員の福利厚生に関する事業」 

 自己研鑽支援としての平成28年度の研究助成制度に対いする申込みは2件であり、2件の申請を承認しました。 

会員の相互交流支援としての地区のレクリエーションを8回（福岡支部3回、北九州支部3回、筑後支部2回）開催

しました。 

医療保険・介護保険に関する情報提供に対しても、診療報酬研修会（平成29年3月4日（土）、麻生リハビリテーシ

ョン大学校、85名参加）を開催するとともに、診療報酬減点査定の状況調査を実施しました。診療報酬に対する質問（9

件）にも対応しました。 

資格取得支援については、地域包括ケア推進リーダー資格取得者：397名、介護予防推進リーダー資格取得者：405名

でした。 

 また、活動報告及び研修会開催案内等の情報提供として、広報誌を発行しています。 

 

５．法人事業 

 定時総会を1回（平成28年6月19日（日）、産業医科大学ラマツィーニホール、3,739名出席（当日出席185名、議

決権行使書数3,554通））、理事会を6回開催しました。新人オリエンテーションは3支部にて開催しました。養成校と

の意見交換会も開催しました。 
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 管理者研修会についても福岡支部にて開催しました（平成28年5月21日（土）、110名参加、平成28年9月29日

（木）、麻生リハビリテーション大学校、94名参加）。 

 その他、介護予防事業への協力体制の構築、福岡県議会に対する渉外活動などを行いました。また、情報収集のため

の他団体主催講習会への参加、包括的会員管理システムの状況把握、会費納入状況の把握、各種文書作成ならびに発

送、文書・物品管理等、例年通り実施しました。 

 

６．各種委員会 

 組織検討委員会4回、表彰規定委員会1回、学術局内の常設委員会「卒前・卒後教育検討委員会」を3回開催しまし

た。また、地域包括ケアシステム推進委員会は3回開催し、地域包括ケア推進リーダー導入研修会（平成28年7月31

日（日）、専門学校久留米リハビリテーション学院、124名参加）、地域包括ケア推進リーダーステップアップ研修会（平

成29年1月22日（日）、麻生リハビリテーション大学校、48名参加）、介護予防推進リーダー導入研修会（平成28年8

月21日（日）、麻生塾10号館、92名参加）、介護予防推進リーダーステップアップ研修会（平成29年3月12日（日）、

麻生リハビリテーション大学校、76名参加）を開催しました。介護予防指導者養成事業（基本編）を3会場（北九州会

場；平成28年9月25日（日）、若松市民会館、202名参加、福岡会場；平成28年10月10日（月）、博多市民センタ

ー、264名参加、筑後会場；平成28年12月11日（日）、149名参加）で開催し、介護予防指導者養成事業（応用編）

（平成28年11月6日（日）、エルガーラホール、508名参加）を開催しました。糸島市助成金事業として在宅医療・介

護連携コーディネーター育成研修会を2回（①；平成29年1月15日（日）、伊都文化会館、85名参加、②；平成29年

2月19日（日）、伊都文化会館、68名参加）開催しました。福岡県女性理学療法士の課題を考える委員会は2回開催し

ました。 

 

 事業内容の詳細は資料をご参照下さい。 

 理事・部長・各支部の運営委員の皆様のご協力の下、事業執行できましたことを心より感謝申し上げます。 

  

 

Ⅱ．事業詳細（各公益事業、その他事業、法人事業の主な内容） 

【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】 

本事業は、理学療法士の理学療法実践能力を向上させる理学療法の専門的知識と技術についての教育活動を通して、

地域住民の健康増進及び疾病予防等に寄与する事業である。 

 

１．公益１－１ 理学療法専門領域研修会  

理学療法で実施される神経疾患、運動器疾患、内部障害の3領域に加えて、物理療法、生活環境支援、基礎理学療

法の3領域を合わせた6領域において、より高い専門的知識と技術の向上を図るための研修会等を実施する。 

１）全県研修会  

（１）第99回福岡県理学療法士会学術研修大会 

   日 時：平成28年6月19日（日）9：10～16：00 

   場 所：産業医科大学ラマツィーニホール 

     参加者：692名   

     特別講演1（320名）、特別講演2（250名）、特別講演3（300名） 

     市民公開講座（30名） 

新人教育プログラム単位認定 

特別講演1（C-3）：163名 

              特別講演2（C-2）：143名 

              特別講演3（C-4）：298名 

               市民公開講座（C-2）：30名 

（２）スポーツ障害に対する理学療法研修会 
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［北九州支部］ 

     日 時：平成28年6月12日（日）8：45～12：00 

     場 所：ウェルとばた  

     参加者：52名 

［福岡支部］ 

   日 時：平成28年10月27日（木）19：00～20：30 

  場 所：福岡市立心身障がい福祉センター 

  参加者：38名 

（３）平成28年度内部障害に対する理学療法研修会 

日 時：平成28年10月30日（日）9：30～15：30（9：00～受付） 

     場 所：麻生リハビリテーション大学校 

     参加者：事前申し込み；80名 

         当日参加者；70名（欠席者；10名） 

（４）理学療法士講習会基本編（理論） 

     日 時：平成28年7月3日（日）9：30～16：30 

   場 所：JCHO九州病院 

参加者：158名 

（５）平成28年度福岡県訪問リハビリテーション実務者研修会 

日 時：平成29年2月4日（土）14：00～17：30 

平成29年2月5日（日）10：00～16：45 

場 所：福岡国際医療福祉学院 

参加者：4日；76名、5日；74名 

（６）平成28年度介護保険関連施設等従事者研修会 

日 時：平成28年12月18日（日）9：00～12：00 

場 所：TKPカンファレンスシティ博多 TKPホール 

参加者：81名（理学療法士72名、作業療法士 8名、ケアマネージャー 1名） 

（７）臨床理学療法研修会 

   日 時：平成29年2月18日（土）16：30～18：00 

   場 所：麻生リハビリテーション大学校 

   参加者：68名 

（８）平成28年度産業理学療法研修会 

日 時：平成28年11月1日（火）19：00～21：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：35名 

（９）平成28年度学校保健等教育関連理学療法研修会 

日 時：平成28年10月5日（水）19：00～21：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：48名 

２）各支部地区研修会：51回 

開催場所：県内公共施設等又は会員所属施設 

県内を3支部8地区に区分し、参加しやすいように計画している。 

（１）福岡支部研修会  
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（第1回）日 時：平成29年1月28日（土）13：30～16：30 

場 所：福岡市立心身障がい福祉センター 

参加者：49名 

     （第2回）日 時：平成29年2月15日（水）19：00～20：30 

          場 所：福岡市立心身障がい福祉センター 

          参加者：32名 

（２）福岡1地区研修会 

（第1回）日 時：平成28年6月21日（火）18：30～21：30 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：90名 

（第2回）日 時：平成28年7月26日（火）18：30～21：30 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：56名 

（第3回）日 時：平成28年9月13日（火）19：00～21：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：31名 

（第4回）日 時：平成28年11月22日（火）19：00～21：30 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：18名 

（第5回）日 時：平成28年12月6日（火）19：00～21：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：50名 

（３）福岡2地区研修会 

（第1回）日 時：平成28年6月17日（金）19：00～20：30 

          場 所：博愛会病院横ピア薬局 

参加者：30名 

（第2回）中止 

（第3回）日 時：平成28年9月29日（木）19：00～20：30 

          場 所：医療法人佐田厚生会 佐田病院 

参加者：41名 

（第4回）日 時：平成28年11月25日（木）19：00～21：00 

          場 所：福西会病院 

参加者：7名 

（第5回）日 時：平成28年12月6日（木）19：00～21：00 

場 所：福西会病院 

参加者：6名 

（４）福岡東地区研修会 

（第1回）日 時：平成28年6月16日（木）19：00～21：00 

場 所：水光会 総合リハ・フィットネスセンター 

参加者：19名 

（第2回）日 時：平成28年7月14日（木）19：00～20：30 
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場 所：福岡青洲会病院 

参加者：44名 

  （第3回）日 時：平成28年8月25日（木）19：00～21：00 

場 所：栄光病院 

参加者：47名 

（第4回）日 時：平成28年11月25日（金）19：00～22：00 

場 所：カメリアホール 

参加者：96名 

（第5回）日 時：平成28年12月15日（木）19：00～21：00 

          場 所：水光会 総合リハ・フィットネスセンター 

参加者：19名 

（第6回）日 時：平成29年1月25日（木）19：00～20：30 

          場 所：水光会 総合リハ・フィットネスセンター 

参加者：30名 

（５）北九州支部研修会 

（第1回）日  時：平成28年11月25日（金）19：00～20：30 

会 場：JCHO九州病院 

参加者：40名 

（第2回）日  時：平成29年2月2日（木）19：00～21：00 

会 場：JCHO九州病院 

参加者：148名 

（６）北九州1地区研修会 

（第1回）日  時：平成28年5月12日（木）19：00～21：00 

場 所：北九州リハビリテーション学院 

参加者：53名 

（第2回）日  時：平成28年7月7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 

参加者：33名 

（第3回）日  時：平成28年8月18日（木）19：00～21：00 

場 所：北九州リハビリテーション学院 

参加者：44名 
（第4回）日  時：平成28年9月8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 

参加者：96名 
（第5回）日  時：平成28年10月15日（土）14：00～17：00 

場 所：小倉記念病院 

参加者：66名 
（第6回）日  時：平成28年11月10日（木）19：00～21：00 

場 所：九州栄養福祉大学 

参加者：36名 

（第7回）日  時：平成28年12月8日（木）19：00～20：30 

場 所：北九州リハビリテーション学院 

参加者：45名 
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（第8回）日 時：平成29年2月9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 

参加者：27名 

（７）北九州2地区研修会 

（第1回）日  時：平成28年4月21日（木）19：00～21：00 

場 所：製鉄記念八幡病院 

参加者：77名 

（第2回）日  時：平成28年5月19日（木）18：30～21：30 

場 所：JCHO九州病院 

参加者：101名 

（第3回）日  時：平成28年6月16日（木）19：00～21：00 

場 所：製鉄記念八幡病院 

参加者：57名 

     （第4回）日 時：平成28年8月18日（木）19：00～21：00 

          場 所：JCHO九州病院 

          参加者：72名 

（第5回）日  時：平成28年10月20日（木）18：30～21：30 

場 所：製鉄記念八幡病院 

参加者：273名 

（第6回）日  時：平成28年11月17日（木）19：00～21：00 

場 所：製鉄記念八幡病院 

参加者：66名 

（第7回）日  時：平成29年1月19日（木）18：30～21：30 

場 所：JCHO九州病院 

参加者：80名 

（第8回）日 時：平成29年3月2日（木）18：30～21：30 

          場 所：JCHO九州病院 

          参加者：233名 

（８）筑豊地区研修会 

（第1回）日  時：平成28年4月23日（土）15：00～18：00 

場 所：デイサービスセンターすばる 

参加者：54名 

（第2回）日  時：平成28年6月4日（土）15：00～18：00 

場 所：デイサービスセンターすばる 

参加者：71名 

（第3回）日  時：平成28年9月9日（金）19：00～21：00 

場 所：宮田病院 

参加者：26名 

（第4回）日  時：平成28年11月18日（金）18：30～21：30 

場 所：福岡県立大学付属研究所 

参加者：69名 

（第5回）日  時：平成28年12月10日（土）14：30～17：30 

場 所：デイサービスセンターすばる 

参加者：50名 
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（第6回）日  時：平成29年1月14日（土）15：00～18：00 

場 所：飯塚病院エネルギーセンター 

参加者：45名 

  （９）筑後支部研修会 

（第1回）日  時：平成28年9月17日（土）13：00～16：30 

場 所：高木病院 

参加者：54名 

（第2回）日  時：平成28年12月4日（日）9：00～12：00 

場 所：久留米リハビリテーション学院 

参加者：41名 

（10）筑後1地区研修会 

（第1回）日  時：平成28年4月22日（金）19：00～20：30 

場 所：新古賀病院記念講堂 

参加者：51名 
（第2回）日  時：平成28年6月24日（金）19：00～20：30 

場 所：久留米大学医学部基礎1号館 

参加者：84名 
（第3回）日  時：平成28年8月19日（金）19：00～20：30 

場 所：新古賀病院記念講堂 

参加者：116名 

（第4回）日  時：平成29年2月10日（金）19：00～20：30 

場 所：久留米リハビリテーション学院 

参加者：47名 
（11）筑後2地区研修会 

（第1回）日  時：平成28年5月18日（水）19：00～20：30 

場 所：川崎病院 

参加者：31名 
（第2回）日  時：平成28年7月20日（水）19：00～20：30 

場 所：柳川リハビリテーション学院 

参加者：23名 

（第3回）日  時：平成28年11月15日（火）19：00～20：30 

場 所：柳川リハビリテーション学院 

参加者：32名 

（第4回）日  時：平成29年2月17日（金）19：00～21：00 

場 所：国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 

参加者：28名 

 

２．公益１－２ 基礎実践教育等研修 

免許取得後の理学療法士の実務実践能力の向上及び免許取得を目指す者とそれを指導する指導者育成のための研修

会等を実施する。 

１）新人教育研修 

理学療法士が養成校等で習得した理学療法実践技術を臨床現場での理学療法実践能力として確実なものにする 

ために、新人理学療法士の理学療法実践能力の向上を図る研修会等を実施する。 

（１）新人研修会 
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［北九州支部］ 

日 時：平成28年9月25日（日）9：00～15：20  

     場 所：ウェルとばた 

参加者：一次救命処置と基本処置（B-1）；240名 

社会の中の理学療法（D-1）；232名 

理学療法の研究方法論（D-3）；231名 

臨床実習指導方法論（E-1）；243名 

［筑後支部］ 

日 時：平成28年10月2日（日）8：30～16：00   

     場 所：ピーポート甘木 

参加者：理学療法と倫理（A-1）；262名 

協会組織と生涯学習システム（A-2）；268名 

リスクマネージメント（A-3）；268名 

人間関係および接遇（A-4）；270名 

理学療法における関連法規（A-5）；265名 

［福岡県理学療法士学会］ 

  日 時：平成29年2月12日（日）9：50～12：00 

場 所：JR博多シティ 10階大会議室  

内 容：統計方法論（B-3）；134名 

       症例報告・発表の仕方（B-4）；133名 

（２）基礎理学療法研修会 

［筑後支部］ 

日  時：平成28年7月22日（土）19：00～20：30 

場 所：久留米リハビリテーション学院 

参加者：38名 

［北九州支部］ 

日 時：平成28年7月29日（金）18：30～21：30 

     場 所：JCHO九州病院 

     参加者：126名 

［福岡支部］  

日 時：平成28年11月21日（月）19：00～20：00 
場 所：福岡市立心身障がい福祉センター 
参加者：60名 

 ２）指導者育成研修 

免許所得後の理学療法士及び免許取得を目指す者への理学療法実践能力を向上させるための知識・支援方法を習 

得した指導者育成のための研修会等を実施する。 

（１）平成28年度臨床実習指導者研修会 

日 時：平成29年1月22日（日）9：30～16：40（9：00～受付） 

    場 所：博多バスターミナル 大ホール 

参加者：94名（事前申し込み；106名、欠席者；15名、当日参加；3名） 

    （福岡県；78名、佐賀県；5名、長崎県；1名、大分県；1名、熊本県；2名、宮崎県；3名、鹿児

島県；3名、山口県1名） 



11 
 

 

３．公益１－３ 福岡県理学療法士学会 

理学療法の知識・技術の向上を図るために理学療法士及び医療・福祉関係者に対し、演題発表を通じて理学療法の

成果を報告し、意見交換を行うと共に、テーマに応じた特別講演を実施することで、理学療法についての情報共有を

図る。 

１）第26回福岡県理学療法士学会 

日 時：平成29年2月12日（日）10：00～16：50 

場 所：JR九州ホール、JR博多シティ9階会議室 

参加者：490名（会員484名、福岡県作業療法協会会員1名、学生5名） 

 

４．公益１－４ 学術誌刊行 

 理学療法の知識・技術の向上を図るため、理学療法の成果の報告や各研修会での講演内容を報告することで、研修

会や学会等に参加できない者に対しても学術誌等の媒体を通じて研修内容の提供・周知を行う。 

１）理学療法福岡29号の発刊（平成28年5月） 

発行部数：5,700部 

配布先：会員及び各県理学療法士会をはじめ、医療・福祉団体に無料で配布。 

２）第26回福岡県理学療法士学会 学会特別号の発行（平成29年2月）福岡県理学療法士学会 

発行部数：5,700部 

配布先：会員及び各県理学療法士会をはじめ、医療・福祉団体に無料で配布。 

３）学術誌編纂委員会会議 

2回開催  

 

 

【公益事業２．理学療法の知識・技術の普及を行う事業】 

 本事業は、県民参加型の活動やホームページ等の媒体を通じ、理学療法の目的及び理学療法で行われる運動療法や日

常生活での基本動作等の知識・技術を広く地域住民に普及・啓発することで、より良い生活技術方法等を広め、地域住

民の健康増進及び生活の質の向上に寄与する事業である。 

 

１．公益２－１ 県民参加型の活動 

１）市民公開講座：1回 

 （１）第99回福岡県理学療法士会学術研修大会内での市民公開講座 

日 時：平成28年6月19日（日）9：10～16：00 

    場 所：産業医科大学ラマツィーニホール  

    参加者：30名 

 ２）健康増進教室等 

（１）介護予防教室（理学療法啓発活動）：113回   

地域住民を対象に高齢者や小児の骨折の原因となる転倒の原因とその予防について講演ならびに実技を行

う。 

開催場所：県内各地の公民館、市民センターなど 

［福岡支部］ 

（第1回）日 時：平成28年7月24日（日）10：00～12：00 

場 所：グリーンマンション集会所（GMサロン） 

         利用者：15名 

［福岡1地区］ 

（第1回）日 時：平成28年6月14日（火）13：30～15：30 
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場 所：長住公民館 

         利用者：15名 

   （第2回）日 時：平成28年7月4日（月）13：30～15：30 

         場 所：井尻南会館 

         利用者：20名 

（第3回）日 時：平成28年7月5日（火）13：00～15：00 

         場 所：三宅公民館 

         利用者：16名 

（第4回）日 時：平成28年7月6日（水）13：30～15：30 

         場 所：宮田町公民館 

         利用者：15名 

  （第5回）日 時：平成28年7月8日（金）9：00～11：00 

        場 所：本道寺公民館 

        利用者：11名 

（第6回）日 時：平成28年7月9日（土）10：00～12：00 

        場 所：旭東公民館 

         利用者：23名 

（第7回）日 時：平成28年7月11日（月）10：00～12：00 

        場 所：天拝坂いきいきサロン 

         利用者：20名 

（第8回）日 時：平成28年7月11日（月）10：00～12：00 

         場 所：東花畑公民館 

        利用者：20名 

（第9回）日 時：平成28年7月11日（月）10：00～12：00 

        場 所：ちくしヶ丘公民館 

        利用者：13名 

（第10回）日 時：平成28年7月11日（月）13：00～15：00 

        場 所：西長住公民館 

        利用者：36名 

（第11回）日 時：平成28年7月13日（水）10：00～12：00 

        場 所：古賀いきいきサロン 

        利用者：30名 

（第12回）日 時：平成28年7月13日（水）10：00～12：00 

        場 所：葉光ヶ丘集会所 

        利用者：8名 

（第13回）日 時：平成28年7月14日（木）10：00～12：00 

場 所：野間カステリア集会所 

         利用者：14名 

（第14回）日 時：平成28年7月15日（金）10：00～12：00 

        場 所：原田公民館 
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        利用者：34名 

（第15回）日 時：平成28年7月15日（金）10：00～12：00 

        場 所：仲ノ原集会所 

        利用者：28名 

（第16回）日 時：平成28年7月15日（金）13：30～15：30 

        場 所：弥永西公民館 

        利用者：32名 

（第17回）日 時：平成28年7月15日（金）10：00～12：00 

        場 所：曰佐公民館 

        利用者：24名 

（第18回）日 時：平成28年7月16日（土）10：00～12：00 

        場 所：大野城市総合福祉センター 

        利用者：22名 

（第19回）日 時：平成28年7月16日（土）10：00～12：00 

        場 所：北杉塚公民館 

        利用者：21名 

（第20回）日 時：平成28年7月19日（火）10：00～12：00 

        場 所：ダイヤハイツ集会所 

        利用者：10名 

（第21回）日 時：平成28年7月19日（火）10：00～12：00 

        場 所：むさしヶ丘公民館 

        利用者：40名 

（第22回）日 時：平成28年7月19日（火）10：00～12：00 

        場 所：西吉木公民館 

        利用者：23名 

（第23回）日 時：平成28年7月20日（水）10：00～12：00 

         場 所：みかさ台公民館 

         利用者：21名 

（第24回）日 時：平成28年7月20日（水）10：10～12：10 

         場 所：大門公民館 

        利用者：32名 

（第25回）日 時：平成28年7月20日（水）10：10～12：10 

         場 所：大池公民館 

         利用者：33名 

（第26回）日 時：平成28年7月21日（木）10：00～12：00 

        場 所：大坪公民館 

        利用者：20名 

（第27回）日 時：平成28年7月25日（月）10：00～12：00 

         場 所：若葉中原公民館 

         利用者：30名 
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（第28回）日 時：平成28年7月25日（月）10：00～12：00 

        場 所：岡田公民館 

         利用者：14名 

（第29回）日 時：平成28年7月25日（月）10：00～12：00 

        場 所：宮竹公民館 

         利用者：14名 

（第30回）日 時：平成28年7月29日（金）10：00～12：00 

         場 所：天山公民館 

         利用者：30名 

（第31回）日 時：平成28年8月3日（水）10：20～12：20 

         場 所：岡田公民館 

         利用者：18名 

（第32回）日 時：平成28年8月4日（木）10：00～12：00 

         場 所：山家3区公民館 

         利用者：10名 

（第33回）日 時：平成28年8月8日（月）10：00～12：00 

         場 所：筑紫丘公民館 

         利用者：48名 

（第34回）日 時：平成28年8月19日（金）10：00～12：00 

         場 所：京町公民館 

         利用者：20名 

（第35回）日 時：平成28年9月7日（水）10：00～12：00 

         場 所：東吉住保育園 

         利用者：20名 

（第36回）日 時：平成28年9月9日（金）10：00～12：00 

         場 所：弥生会館 

利用者：10名 

  （第37回）日 時：平成28年9月27日（火）13：00～15：00 

         場 所：下臼井会館 

         利用者：25名 

（第38回）日 時：平成28年10月8日（水）13：30～15：30 

           場 所：春日公民館 

          利用者：15名 

   （第39回）日 時：平成28年10月12日（水）13：30～15：30 

         場 所：吉塚公民館 

         利用者：29名 

   （第40回）日 時：平成28年10月15日（土）13：30～15：30 

         場 所：那珂公民館 

         利用者：28名 

    （第41回）日 時：平成29年1月18日（水）10：00～12：00 
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         場 所：上筒井公民館 

         利用者：12名 

［福岡2地区］ 

（第1回）日 時：平成28年7月6日（水）14：00～16：00 

         場 所：平尾2-3区集会所 

         利用者：15名 

（第2回）日 時：平成28年7月7日（木）14：00～16：00 

         場 所：田隈団地集会所 

         利用者：12名 

（第3回）日 時：平成28年7月7日（木）10：00～12：00 

         場 所：有田公民館 

         利用者：10名 

（第4回）日 時：平成28年7月8日（金）10：00～12：00 

         場 所：舞鶴公民館 

         利用者：13名 

（第5回）日 時：平成28年7月8日（金）10：00～12：00 

         場 所：小笹公民館 

         利用者：31名 

（第6回）日 時：平成28年7月10日（日）10：00～12：00 

         場 所：田島南集会所 

         利用者：15名 

（第7回）日 時：平成28年7月10日（日）14：00～16：00 

         場 所：アーベインルネス別府集会所 

         利用者：13名 

（第8回）日 時：平成28年7月11日（月）13：00～15：00 

         場 所：草ヶ江公民館 

         利用者：20名 

（第9回）日 時：平成28年7月11日（月）13：30～15：30 

         場 所：有田集会所 

         利用者：14名 

（第10回）日 時：平成28年7月11日（月）10：00～12：00 

         場 所：上長尾集会所 

         利用者：33名 

（第11回）日 時：平成28年7月11日（月）13 ：45～15：45 

         場 所：アーベインルネス曙集会所 

         利用者：23名 

（第12回）日 時：平成28年7月12日（火）13：30～15：30 

         場 所：老人いこいの家 

         利用者：7名 

（第13回）日 時：平成28年7月12日（火）13：00～15：00 
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         場 所：城南七隈会館 

         利用者：20名 

（第14回）日 時：平成28年7月12日（月）10：00～12：00 

         場 所：七隈公民館 

         利用者：51名 

（第15回）日 時：平成28年7月15日（金）13：30～15：30 

         場 所：警固公民館 

         利用者：20名 

（第16回）日 時：平成28年7月15日（金）13：30～15：30 

         場 所：東油山町会館 

         利用者：15名 

（第17回）日 時：平成28年7月19日（月）10：20～12：20 

         場 所：西新公民館 

         利用者：18名 

（第18回）日 時：平成28年7月20 日（水）13：00～15：00 

         場 所：那珂川町福祉センター 

         利用者：13名 

（第19回）日 時：平成28年7月25日（月）13：00～15：00 

         場 所：赤坂公民館 

         利用者：23名 

（第20回）日 時：平成28年7月26日（火）9：30～11：30 

         場 所：四箇田西町集会所 

         利用者：13名 

（第21回）日 時：平成28年7月27日（水）10：20～12：20 

         場 所：四箇田公民館 

         利用者：23名 

（第22回）日 時：平成28年8月1日（月）10：30～12：30 

場 所：小田部公民館 

利用者：19名 

（第23回）日 時：平成28年8月2日（火）10：20～12：20 

場 所：田村公民館 

利用者：15名 

（第24回）日 時：平成28年8月5日（金）10：30～12：30 

場 所：早良区室住団地集会所 

利用者：17名 

（第25回）日 時：平成28年8月9日（火）13：00～15：00 

場 所：田隈小学校ふれあいホーム 

利用者：17名 

（第26回）日 時：平成28年8月16日（火）10：30～12：30 

場 所：有住公民館 
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利用者：18名 

  （第27回）日 時：平成28年8月19日（金）13：30～15：30 

場 所：C集会所（旭東クラブ） 

利用者：19名 

（第28回）日 時：平成28年8月20日（土）14：00～16：00 

場 所：平尾公民館 

利用者：22名 

（第29回）日 時：平成28年8月22日（月）10：00～12：00 

場 所：原西老人いこいの家 

利用者：14名 

（第30回）日 時：平成28年8月22日（月）13：10～15：10 

場 所：土井集会所 

利用者：21名 

（第31回）日 時：平成28年8月25日（木）10：00～12：00 

場 所：田隈人権づくり館 

利用者：16名 

（第32回）日 時：平成28年8月26日（金）13：00～15：00 

場 所：西干隈公民館 

利用者：23名 

（第33回）日 時：平成28年10月18日（水）10：00～12：00 

         場 所：大原公民館 

利用者：26名 

［福岡東地区］ 

（第1回）日 時：平成28年5月30日（月）10：00～12：00 

         場 所：原町公民館 

         利用者：53名 

（第2回）日 時：平成28年6月17日（金）13：45～15：45 

         場 所：若木台1区わかば公民館 

         利用者：27名 

（第3回）日 時：平成28年6月28日（火）10：00～12：00 

         場 所：東福間県住集会所 

         利用者：19名 

（第4回）日 時：平成28年7月1日（金）13：30～15：30 

         場 所：志賀公民館 

         利用者：23名 

（第5回）日 時：平成28年7月2日（土）10：15～12：15 

         場 所：ロワール箱崎2マンション集会所 

         利用者：17名 

（第6回）日 時：平成28年7月4日（月）10：00～12：00 

         場 所：四角公民館 
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         利用者：18名 

（第7回）日 時：平成28年7月5日（火）10：20～12：20 

         場 所：美和台1丁目集会所 

         利用者：40名 

（第8回）日 時：平成28年7月6日（水）10：00～12：00 

         場 所：東福間県住集会所 

         利用者：19名 

（第9回）日 時：平成28年7月8日（金）14：15～16：15 

         場 所：七区集会所 

         利用者：25名 

（第10回）日 時：平成28年7月8日（金）10：00～12：00 

         場 所：星ヶ丘公民館 

         利用者：13名 

（第11回）日 時：平成28年7月10日（日）11：50～13：50 

         場 所：青葉台集会所 

         利用者：45名 

（第12回）日 時：平成28年7月10日（日）10：00～12：00 

         場 所：本町公民館 

         利用者：16名 

（第13回）日 時：平成28年7月11日（月）13：00～15：00 

         場 所：美和台2丁目集会所 

         利用者：15名 

（第14回）日 時：平成28年7月11日（月）10：15～12：15 

         場 所：大橋会館 

         利用者：15名 

（第15回）日 時：平成28年7月11日（月）10：00～12：00 

         場 所：イースト福間ステーション・パーティールーム 

         利用者：14名 

（第16回）日 時：平成28年7月12日（火）10：30～12：30 

         場 所：千早西公民館 

         利用者：34名 

（第17回）日 時：平成28年7月12日（火）13：30～15：30 

         場 所：ふれあい公民館 

         利用者：7名 

（第18回）日 時：平成28年7月13日（水）14：00～16：00 

         場 所：美和台4丁目集会所 

         利用者：33名 

（第19回）日 時：平成28年7月13日（水）10：00～12：00 

         場 所：大和町公民館 

         利用者：14名 
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（第20回）日 時：平成28年7月14日（木）10：00～12：00 

         場 所：多々良公民館 

         利用者：15名 

（第21回）日 時：平成28年7月14日（木）11：00～13：00 

         場 所：浜松住宅集会所 

         利用者：18名 

（第22回）日 時：平成28年7月14日（木）13：30～15：30 

         場 所：花見公民館 

         利用者：23名 

（第23回）日 時：平成28年7月15日（金）10：00～12：00 

         場 所：両谷公民館 

         利用者：27名 

（第24回）日 時：平成28年7月16日（土）10：00～12：00 

         場 所：竜化会館 

         利用者：23名 

（第25回）日 時：平成28年7月20日（水）10：00～12：00 

         場 所：唐原ふれあい館 

         利用者：9名 

（第26回）日 時：平成28年7月20日（水）13：30～15：30 

         場 所：緑町公民館 

         利用者：41名 

（第27回）日 時：平成28年7月20日（水）10：30～12：30 

         場 所：ふようハイツ5-1・2集会所 

         利用者：16名 

（第28回）日 時：平成28年7月21日（木）13：30～15：30 

         場 所：モントーレ集会室 

         利用者：9名 

（第29回）日 時：平成28年7月21日（木）13：00～15：00 

         場 所：カフェアンドギャラリー古小路 

         利用者：6名 

（第30回）日 時：平成28年7月22日（金）13：10～15：10 

         場 所：雁ノ巣公民館 

         利用者：32名 

（第31回）日 時：平成28年7月24日（日）10：00～12：00 

         場 所：香椎浜公民館 

         利用者：16名 

（第32回）日 時：平成28年7月25日（月）11：30～13：30 

         場 所：津屋会館 

         利用者：15名 

（第33回）日 時：平成28年7月26日（火）10：00～12：00 
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         場 所：花見会館 

         利用者：26名 

（第34回）日 時：平成28年7月27日（水）10：00～12：00 

         場 所：香椎荘公民館 

         利用者：17名 

（第35回）日 時：平成28年8月9日（火）10：30～12：30 

場 所：デイサービスかやまち内ふれあいスペース 

利用者：19名 

［筑後1地区］ 

（第1回）日  時：平成28年7月17日（水）9：00～12：30 

場 所：古賀病院21 

利用者：10名 

［筑後2地区］ 

（第1回）日  時：平成28年7月17日（水）8：30～12：30 

場 所：大牟田市労働福祉館中ホール 

利用者：28名 

（第2回）日  時：平成28年7月17日（水）8：30～12：30 

場 所：大牟田市労働福祉館中ホール 

利用者：27名 

（２）体力測定会：12回 

地域住民を対象に筋力、柔軟性、バランスの状態の評価及び助言・指導を行う。 

開催場所：市民センター、ショッピングモール、公共交通機関コンコースなど 

［北九州支部］ 

（第1回）日  時：平成28年11月27日（日）9：20～11：50 

場 所：ウェルとばた 

利用者：3名 

（第2回）日 時：平成29年1月14日（木）11：00～14：00 

場 所：北九州総合保健福祉センター5F コミュニティルーム 

利用者：50名 

（第3回）日 時：平成29年2月5日（土）9：20～11：50 

        場 所：ウェルとばた 

利用者：3名 

［北九州1地区］ 

（第1回）日  時：平成28年7月15日（水）8：50～16：30 

場 所：サンリブシティ小倉店 

利用者：165名 

（第2回）日 時：平成29年1月11日（水）9：00～16：00 

         場 所：ゆめタウン行橋店 

         利用者：157名 

［北九州2地区］ 

（第1回）日  時：平成28年5月18日（水）9：00～12：00 

場 所：牧山東市民センター 

利用者：44名 
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（第2回）日  時：平成28年6月15日（水）10：00～10：30 

場 所：牧山東市民センター 

利用者：30名 

（第3回）日  時：平成28年9月20日（水）13：00～16：00 

場 所：北九州市立八児小学校 

利用者：50名 

（第4回）日  時：平成28年9月29日（木）13：00～16：00 

場 所：大谷市民センター 

利用者：50名 

（第5回）日  時：平成28年10月10日（月）10：00～16：00 

場 所：黒崎ひびしんホール 

利用者：202名 

（第6回）日  時：平成28年10月22日（土）10：30～12：30 

場 所：いちご保育園 

利用者：32名 

［筑豊地区］ 

（第1回）日  時：平成28年10月16日（日）9：00～15：00 

場 所：イイヅカ コミュニティーセンター 

利用者：127名 

３）県民健康づくりセミナーの企画・運営：2回 

（１）第6回健康フェア 

日 時：平成28年10月2日（日）9：00 ～17：00 

場 所：小倉駅在来線コンコース 

利用者：115名 

（２）県民健康づくりセミナーの開催 

    日 時：平成29年1月10日（火）14：00～15：00 

場 所：福岡県医師会館 

利用者：62名 

４）他団体の開催するイベントでのブース設置  

（１）健康21世紀福岡県大会 

日 時：平成28年10月16日（日）9：00 ～17：00 

場 所：イオンモール筑紫野 

内 容：体力測定会 

利用者：281名 

（２）各市町村等が開催する健康づくり事業等  

   ①福岡ソフトバンクホークスファーム開業記念事業 

日 時：平成28年4月30日（土）9：00 ～17：00 

場 所：九州芸文館 

内 容：体力測定会 

利用者：130名 

②小倉北区すこやかライフ推進協議会 健康いきがい部会への出席 

日 時：平成28年6月29日（水）13：15 ～14：15 
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場 所：小倉北区役所  

内 容：平成27年度事業報告および平成28年度事業計画など 

③小倉北区すこやかライフ推進協議会 高齢者部会への出席 

日 時：平成28年7月14日（木）13：30 ～14：30 

場 所：小倉北区役所  

内 容：平成27年度事業報告および平成28年度事業計画など 

④小倉北区すこやかライフ推進協議会 総会への出席 

日 時：平成28年7月28日（木）13：30 ～14：30 

場 所：小倉北区役所  

内 容：平成27年度事業報告および平成28年度事業計画など 

⑤介護予防・健康増進キャンペーン2016 

日 時：平成28年7月17日（日）9：00 ～16：00 

場 所：イオンモール福津 

内 容：体力測定会 

利用者：158名 

⑥ほっとステーション出前講義 

（第1回）日 時：平成28年8月12日（金）10：00 ～12：00 

場 所：守垣市民センター 

内 容：利用者に対する転倒予防に関する講義 

利用者：31名 

（第2回）日 時：平成28年10月21日（金）12：00 ～12：40 

場 所：長行市民センター 

内 容：利用者に対する転倒予防に関する講義 

利用者：46名 

（第3回）日 時：平成28年2月20日（金）10：00 ～11：00 

場 所：山手会館 

内 容：利用者に対する転倒予防に関する講義 

利用者：15名  

⑦体力測定会事前研修会 

日 時：平成28年9月13日（火）19：00 ～21：00  

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：35名 

⑧モール音楽祭 

日 時：平成28年10月30日（日）9：00 ～14：00 

場 所：JR曽根駅南口駐車場 

内 容：体力測定会 

利用者：108名 

⑨北九州マラソン2017救護活動 

    ｉ）北九州マラソン2017BLS研修会 

      日 時：平成29年2月5日（日）13：00～16：00 
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      場 所：戸畑消防署 

      内 容：BLS研修会 

      参加者：16名 

    ii）北九州マラソン2017救護活動 

      日 時：平成29年2月19日（日）7：00～16：00 

      場 所：西日本総合展示場 

      内 容：救護班、AED班 

      参加者：88名  

⑩食と健康を学ぼう 

日 時：平成29年3月5日（日）8：00 ～13：00 

場 所：小倉医師会館 

内 容：体力測定会および講演 

利用者：101名 

 

２．公益２－２ インターネット等の媒体を用いた活動 

 １）当会ホームページ管理更新作業   

毎月適宜施行 

 

 

【公益事業３．理学療法の知識・技術を提供する事業】 

本事業は、当会の活動趣旨に沿った団体・機関が主催する事業等に対し、身体の機能低下や機能維持・向上に関する

理学療法の知識・技術を提供することにより、障害者及び高齢者の健康増進・生活の質の向上に寄与する事業である。 

 

１．公益３－１ バリアフリーアドバイザーへの協力  

 障害者等の生活の質の向上を図る目的で、対象者の生活状態にあった住宅改修の必要な箇所や施工方法・介護機器

の利用等の身体機能に応じた提案及び助言のために会員を出務させる。 

平成28年度：6回 

 

２．公益３－２ 障害者及び高齢者に関する各種委員会および団体への推薦 

 「介護保険法」及び「障害者自立支援法」等に基づく、行政機関の各種委員会や障害者及び高齢者支援を行う団体

からの委員推薦依頼に対し、高齢者の身体の機能維持・向上を目的に、委員を推薦する。 

 １）福岡県障害者介護給付等不服審査会 

２）福岡県介護実習普及事業 

 ３）各市町村介護認定審査会 

 ４）地域包括支援センター地域ケア推進協議会 

 ５）福岡県介護支援専門員協会 

 ６）飯塚市高齢者対策推進協議会 

 ７）各市町村障害程度区分認定審査会 

 ８）福岡市障がい者介護給付等認定審査会 

９）障害者制度改革について考える地域フォーラム 

 

３．公益３－３ 障害者及び高齢者に関するセミナー等への協力 

 障害者及び高齢者の運動機能に対する理解を深め、身体の機能維持・向上を図るために講師を推薦する。 

１）県民健康づくりセミナー 
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日 時：平成29年1月10日（火）14：00～15：00 

   場 所：福岡県医師会 

   参加者：62名 

 

４．公益３－４ 障害者スポーツ大会等に会員が出務する事業 

障害者の生活の質の向上に寄与する障害者スポーツの大会において、新たな疾病・障害の予防を目的に、障害内

容やその程度等に応じたウォーミングアップやクールダウン等の支援及び運営支援のために会員を出務させる。 

 １）第54回福岡県身体障害者体育大会 

日 時：平成28年5月8日（日）9：00 ～15：00 

場 所：博多の森陸上競技場 

利用者：31名 

２）飯塚国際車いすテニス大会 

（１）飯塚車いすテニス大会事前研修会 

    日 時：平成29年4月10日（日）9：30～14：30 

    場 所：筑豊緑地プール2階 

    参加者：55名 

（２）飯塚車いすテニス大会理学療法士サービス 

日 時：平成28年5月16日（月）～22日（日）9：00～17：00 

場 所：筑豊ハイツ 

利用者：延べ166名（17日；39名、18日；32名、19日；41名、20日；28名、21日；24名、22日；2名） 

出務者：延べ121名（17日：20名、18日；28名、19日；22名、20日；19名、21日；17名、22日；15名） 

（３）飯塚国際車いすテニス大会 反省会議 

日 時：平成28年7月7日（木）8：30～14：45 

場 所：筑豊ハイツ 

３）ときめきスポーツ大会の協力 

日 時：平成28年9月10日（土）9：00 ～15：00 

場 所：久留米総合スポーッセンター（メイン会場） 

利用者：3名 

４）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大会 

日 時：平成28年11月7日（月）～10日（木）9：00～17：00 

場 所：春日総合運動公園 

利用者：延べ97名（7日；10名、8日；44名、9日；28名、10日；15名） 

出務者：28名 

５）北九州OPEN 

   （１）北九州OPEN事前研修会 

      日 時：平成29年2月15日（水）19：00～21：00 

      場 所：宗像水光会総合病院 

      参加者：19名 

   （２）北九州OPEN理学療法士サービス 

      日 時：平成29年3月3日（金）～5日（日）9：00～17：00 

利用者：延べ133名（3日；43名、4日；59名、5日；31名） 
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出務者：27名 

５）平成28年度障害者スポーツ研修会 

（第1回）日 時：平成28年4月10日（日）14：45～16：45 

      場 所：筑豊緑地プール2階 

      参加者：16名 

  （第2回）日 時：平成28年6月24日（金）19：00～21：00 

場 所：宗像水光会総合病院 

参加者：14名 

（第3回）日 時：平成28年7月22日（金）19：00～21：00 

場 所：メディカル・Re-コンディショニング宗廣 

参加者：16名 

   （第4回）日 時：平成28年8月19日（金）19：00～21：00 

場 所：宗像水光会総合病院 

参加者：15名 

   （第5回）日 時：平成28年9月23日（金）19：00～21：00 

場 所：メディカル・Re・コンディショニング宗廣 

参加者：16名 

（第6回）日 時：平成28年10月28日（金）19：00～21：00 

場 所：えーるピア久留米 

        参加者：11名 

（第7回）日 時：平成29年1月13日（金）19：00～21：00 

        場 所：宗像水光会総合病院 

        参加者：15名 

６）その他スポーツ障害予防に対する活動全般事業 

（第1回）日 時：平成28年7月30日（土） 

場 所：北九州市立霧丘中学校 

利用者：選手38名、教員3名 

（第2回）日 時：平成28年7月30日（土） 

場 所：みやま市立山川中学校 

利用者：選手14名、教員3名 

（第3回）日 時：平成28年7月31日（日） 

場 所：北九州市立槻田中学校 

利用者：選手11名、教員1名、コーチ1名 

（第4回）日 時：平成28年7月31日（日） 

場 所：北九州市立高生中学校 

利用者：選手20名、教員3名 

（第5回）日 時：平成28年8月11日（水）9：00～11：30 

場 所：みやま市立高田中学校 

利用者：21名 

（第6回）日 時：平成28年8月11日（水）9：00～11：30 
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場 所：北九州市立中央中学校 

利用者：27名 

（第7回）日 時：平成28年12月18日（日）9：00～11：30 

場 所：築城中学校 

利用者：9名 

（第8回）日 時：平成28年12月18日（日）13：00～15：30 

場 所：照曜館中学校 

利用者：15名 

（第9回）日 時：平成28年12月23日（金）9：00～11：00 

場 所：松ヶ江中学校 

利用者：38名 

（第10回）日 時：平成28年12月25日（日）9：00～11：30 

場 所：城島中学校 

利用者：14名 

（第11回）日 時：平成29年1月7日（土）9：00～11：30 

場 所：杷木中学校 

利用者：9名 

（第12回）日 時：平成29年1月9日（月）13：00～15：30 

場 所：城南中学校 

利用者：16名 

７）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 

（第1回）日 時：平成28年6月11日（土）14：00～17：00 

場 所：福岡医療専門学校 

参加者：24名 

（第2回）日 時：平成28年11月19日（土）14：00～17：00 

場 所：えーるピア久留米 

参加者：15名 

 

 

【その他事業 会員の福利厚生に関する事業】 

１．その他１ 自己研鑽支援 

１）平成28年度研究助成について 

研究期間：平成28年4月1日～平成29年3月1日 

（平成29年3月31日までに報告書提出義務あり） 

2件の申請を承認 

申請No.1：平成28年2月29日採択通知発行 助成額200,540円（手数料込） 

 申請No.2：平成28年3月22日採択通知発行 助成額168,540円（手数料込） 

 

 

２．その他２ 会員相互交流支援 

１）支部競技大会 
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２）地区レクリエーション 

  8回開催：福岡支部3回、北九州支部3回、筑後支部2回 

 ３）支部だより・地区だより（支部・地区活動報告・情報伝達） 

平成28年度：北九州2地区；2回 

 

３．その他３ 未就業会員への求人情報提供 

  未就業会員からの問い合わせに対し本会で把握する求人情報を提供し就職支援を行う。 

  平成28年度：事業なし 

 

４．その他４ 医療保険・介護保険に関する情報提供 

  診療報酬及び介護報酬に関する運用状況や理学療法士の処遇についての情報を得ることで、会員が所属する施設に

おいて理学療法業務が円滑に行えるよう支援する。 

１）平成28年度診療報酬研修会    

日 時：平成29年3月4日（土）15：00～17：00 

 場 所：麻生リハビリテーション大学校 

参加者：85名（理学療法士；77名、作業療法士；8名） 

２）平成28年度診療報酬減点査定の状況調査 

集計・分析中 

３）診療報酬に関する質問への対応：9件 

 

５．その他５ 資格取得支援 

  地域包括ケア推進リーダー取得者：397名 

  介護予防推進リーダー取得者：405名 

 

６．その他６ 施設利用優待 

 法人登録をしている施設利用の優遇情報の提供・案内 

 

７．その他７ 会報誌の発行 

  活動報告及び研修会開催案内等の情報提供 

１）当会広報誌発行 

    2回発行：計10,000部（9月号10,000部、2月号10,000部） 

 

 

【法人事業】 

１．総会 

 １）6月定時総会 

   日 時：平成28年6月19日（日）11：30～13：40 

場 所：産業医科大学 ラマツィーニホール 

出席者：（社員総数5,384名）当日出席185名、議決権行使書：3,554通 

   議 事：第1号議案：平成27年度事業報告の承認を求める件（承認） 

第2号議案：平成27年度決算報告・監査報告に関する件（承認） 

第3号議案：代議員制度導入を求める件（承認） 

第4号議案：理事の業務執行権拡充に伴う定款改正の承認を求める件（承認） 

第5号議案：選挙管理委員改選に関する案件（承認） 

第6号議案：韓国慶尚南道理学療法士協会とのMOU締結に関する案件（承認） 
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２．理事会 

  6回開催（通常理事会：6回、臨時理事会：0回） 

３．新人オリエンテーション 

  3回開催：福岡支部、北九州支部、筑後支部 各1回 

４．養成校との意見交換会 

  日 時：平成28年11月26日（土）15：00～18：00 

  場 所：八重洲博多ビル貸会議室 

  参加者：31名 

５．管理者研修会 

 １）管理者研修会（福岡支部） 

   日 時：平成28年5月21日（土）13：00～14：30 

    場 所：アクロス福岡 

   参加者：110名 

管理者（初級）研修会 

日 時：平成28年9月29日（木）19：00～21：00 

   場 所：麻生リハビリテーション大学校 

   参加者：94名 

６．介護予防事業への協力体制の構築 

日 時：平成28年5月12日（火）10：00～11：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

７．福岡県議会関係者に対する政策推進に関する渉外活動 

日 時：平成28年5月9日（金）13：00～14：00 

場 所：自由民主党福岡県連合会事務所 

８．福岡県議会担当者に対する政策推進に関する渉外活動 

日 時：平成28年5月11日（金）14：00～15：00 

場 所：川端耕一議員事務所 

９．北九州認知症支援・介護予防センター オープニング記念講演会 

日 時：平成28年5月15日（日）13：30～16：00 

場 所：北九州総合保健福祉センター 

10．情報収集のための他団体主催講習会への参加 

11．包括的会員管理システムの状況把握 

12．会費納入状況の把握、各種文書作成ならびに発送 

13．文書・物品管理 

 

【各種委員会】 

１．組織検討委員会 

  4回開催 

２．表彰規定委員会 

  1回開催 

３．卒前・卒後教育検討委員会  

3回開催 

４．地域包括ケアシステム推進委員会 

１）委員会開催 3回 
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 ２）市町村等への挨拶・打合せ出務 9回 

３）糸島市地域包括ケア会議出務者向け研修会 

日 時：平成28年4月12日（火）19：00～21：30 

場 所：渡辺整形外科病院 

４）小郡市地域包括ケア会議指導者派遣 

日 時：平成28年4月14日（木）13：00～16：00 

場 所：小郡市役所 

５）地域包括ケア推進リーダー導入研修会 

日 時：平成28年7月31日（日）8：30～17：00 

場 所：専門学校久留米リハビテーション学院  

   参加者：70名 

６）介護予防推進リーダー導入研修会 

日 時：平成28年8月21日（日）8：30～17：00 

場 所：麻生塾10号館 

   参加者：92名 

７）介護予防指導者養成事業（基本編）北九州会場 

日 時：平成28年9月25日（日）8：50～16：00 

場 所：若松市民会館 

   参加者：202名（理学療法士；100名、作業療法士；90名、言語聴覚士；8名、行政；4名） 

８）介護予防指導者養成事業（基本編）福岡会場 

日 時：平成28年10月10日（月）8：50～16：00 

場 所：博多市民センター 

   参加者：264名（理学療法士；136名、作業療法士；80名、言語聴覚士；36名、行政；12名） 

９）介護予防指導者養成事業（基本編）久留米会場 

日 時：平成28年12月11日（日）8：50～16：00 

場 所：石橋文化センター 共同ホール 

   参加者：149名（理学療法士；80名、作業療法士；46名、言語聴覚士；7名、行政；16名） 

 10）介護予防指導者養成事業（応用編） 

日 時：平成28年11月6日（日）8：50～17：00 

場 所：エルガーラホール 

   参加者：508名（理学療法士；242名、作業療法士；186名、言語聴覚士；49名、行政；31名） 

11）地域医療介護総合確保基金平成29年度事業ヒアリング 

日 時：平成28年10月11日（火）13：00～14：00 

場 所：吉塚合同庁舎 

内 容：地域医療介護総合確保基金平成29年度事業ヒアリング 

12）地域包括ケア推進リーダー研修会（地域包括ケア推進リーダーステップアップ研修会） 

日 時：平成29年1月22日（日）9：00～16：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

   参加者：48名 

13）在宅医療・介護連携コーディネーター育成研修会（Ⅰ） 
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日 時：平成29年1月15日（日）9：00～17：00 

場 所：伊都文化会館 

参加者：85名（理学療法士；69名、作業療法士；14名、言語聴覚士；1名、ケアマネージャー；1名） 

14）在宅医療・介護連携コーディネーター育成研修会（Ⅱ） 

日 時：平成29年2月19日（日）9：00～17：00 

場 所：伊都文化会館 

参加者：68名（理学療法士；60名、作業療法士；7名、言語聴覚士；1名） 

15）介護予防推進リーダー研修会（介護予防推進リーダーステップアップ研修会） 

日 時：平成29年3月12日（日）9：00～16：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

   参加者：76名（理学療法士；74名、行政；2名） 

５．福岡県女性理学療法士の課題を考える委員会 

2回開催 
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