
平成25年度　事業計画

平成25年度重点事業

１．情報共有の推進に向けて

２．協会目的を達成するための渉外活動推進

３．組織の検討

Ⅰ 県民の医療・保健・福祉の向上に資する事業

１． 理学療法を通じて、県民の医療・保健・福祉の向上に寄与するための事業

２． 理学療法士の職業倫理の高揚並びに学術及び技術の向上に関する事業

４． 理学療法に関する会誌その他の刊行物の発行及び調査研究に寄与する事業

[１] 県民公開講座の開催

 １） 健康講座

　事 業 名：第11回くまもと『ＰＴあ！（ピタ）』っと健康講座

　期　　日：平成25年７月21日(日)

　場　　所：KKWING

　テ ー マ：調整中

 ２） 平成26年度開催健康講座準備

 ３） 第45回市民公開講座

　期　　日：平成25年９月

　場　　所：熊本総合医療リハビリテーション学院

　テ ー マ：｢ベッドサイド・リハ～廃用予防とトランスファーの仕方を中心に～｣

 ４） 第46回市民公開講座

　期　　日：平成25年12月

　場　　所：熊本総合医療リハビリテーション学院

　テ ー マ：｢肩こりについて｣

 ５） 第15回福祉研修会

　期　　日：平成25年10月５日(土)

　場　　所：くまもと県民交流館パレア

　テ ー マ：｢命の授業｣

 ６） 第20回介護教室

　期　　日：平成25年８月25日(日)

　場　　所：九州中央リハビリテーション学院

　テ ー マ：｢障害を持つ子ども達の理解～乳幼児期の発達特徴とその支援～｣

 ７） 第13回試験直前介護支援専門員受験対策講座

　期　　日：平成25年９月末

　場　　所：菊南病院

　テ ー マ：｢平成25年度試験直前介護支援専門員受験対策講座｣

 ８） 第３回県民健康スポーツ教室

　期　　日：平成25年５月

　場　　所：富合中学校

 ９） 公益事業の広報支援
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[２] 障がい児に対する療育支援事業

 １） 小児リハ推進事業

 ２） 第５回小児研修会

　期　　日：平成25年７月

　場　　所：九州中央リハビリテーション学院

　テ ー マ：｢１・２年目のセラピストに必要なスキルアップ講座｣

 ３） 第６回小児研修会

　期　　日：平成25年10月

　場　　所：ウェルパルくまもと

　テ ー マ：｢望まれる支援～体験をもとに～｣

[３] 県民の医療・保健・福祉に貢献する研究への助成

 １） 研究開発事業

[４] 県民向けの情報発信

 １） ホームページ等の運営

 ２） 広報誌｢かくどけい第109号～第114号(通算146号～通算151号)｣発行

広報誌発送業務及び広報誌の在り方の検討

 ３） 訪問リハ事例集検討とパンフレット作成
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Ⅱ 医療保健福祉関連団体との協力連携に関する事業

１． 理学療法を通じて、県民の医療・保健・福祉の

向上に寄与するための事業

５． 内外の関連団体との連絡及び協力に関する事業

[１] 講師派遣に関する事業

・ 平成25年度県民介護講座

・ 熊本シティＦＭ放送出演

・ 障がい児児童デイサービス事業

・ 生活介護(身体)機能訓練事業

・ ｢熊日・スミセイさわやか介護セミナー｣

[２] 関連団体等との交流・連携及び公開講座の共同開催に関する事業

・ 熊本県医療・保健・福祉連携学会

・ 熊本市民健康フェスティバル

・ 熊本城マラソン支援

・ 荒尾市健康福祉まつり

・ 玉名市健康食育福祉フェア

・ 水俣市健康まつり

・ 高次脳機能障害検討委員会、研修会

・ 車いすテニス大会｢九州大会～熊本OPEN～｣支援

・ 歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー

・ 熊本訪問リハビリテーション研修協議会、研修会
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Ⅲ 医療保健福祉関連職種の資質向上に資する事業

２． 理学療法士の職業倫理の高揚並びに学術及び

技術の向上に関する事業

３． 理学療法士の教育機関に協力し、理学療法士の

資質向上に寄与する事業

[１] 熊本県理学療法士学会

 １） 第18回熊本県理学療法士学会準備

[２] 公開学術研修会

 １） 第55回学術研修会

　期　　日：平成25年６月

　場　　所：九州中央リハビリテーション学院

　テ ー マ：｢運動療法に対する研究と臨床応用｣

 ２） 第56回学術研修会

　期　　日：平成25年９月

　場　　所：九州中央リハビリテーション学院

　テ ー マ：  ｢機能障害科学～関節可動域制限のメカニズムとペインリハビリテーション～｣

 ３） 第57回学術研修会

　期　　日：平成25年11月17日(日)

　場　　所：九州中央リハビリテーション学院

　テ ー マ：｢リハビリテーションに必要な脳機能と画像の見方｣

 ４） 第１回理学療法士講習会(応用編)

　期　　日：平成25年７月６日(土)・７日(日)

　場　　所：熊本保健科学大学

　テ ー マ：｢下肢疾患の理学療法～局所機能のつくり方と運動連鎖の応用の仕方～｣

[３] 臨床実習研修会

 １） 第８回臨床実習教育研修会

　期　　日：平成25年６月または７月

　場　　所：熊本保健科学大学 

　テ ー マ：｢情意領域について～最近の学生の傾向～｣

[４] 専門領域研修会

 １） 第３回介護保険領域における研修会

　期　　日：平成26年２月

　場　　所：九州中央リハビリテーション学院

　テ ー マ：｢訪問リハステーションの可能性と制度改正を含めた展開｣

 ２） 第４回糖尿病小委員会研修会

　期　　日：調整中

　場　　所：調整中

　テ ー マ：調整中

 ３） 第10回呼吸循環系理学療法セミナー

　期　　日：調整中

　場　　所：調整中

　テ ー マ：調整中
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 ４） 第５回吸引セミナー

　期　　日：調整中

　場　　所：調整中

　テ ー マ：｢吸引法の技術習得｣

 ５） 八代ブロック吸引セミナー

　期　　日：調整中

　場　　所：球磨病院

　テ ー マ：調整中

 ６） 第13回テーピング講習会(足関節編)

　期　　日：平成25年７月

　場　　所：調整中(阿蘇地区)

　テ ー マ：｢アスレチック・テーピングの基礎知識とその限界」

｢テーピングの基本的な技術・扱い方｣

 ７） 第14回テーピング講習会(足関節編)

　期　　日：平成26年２月

　場　　所：熊本機能病院

　テ ー マ：｢アスレチック・テーピングの基礎知識とその限界」

｢テーピングの基本的な技術・扱い方｣
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Ⅳ 会員の資質向上のための事業

２． 理学療法士の職業倫理の高揚並びに学術及び

技術の向上に関する事業

４． 理学療法に関する会誌その他の刊行物の発行及び

調査研究に寄与する事業

５． 内外の関連団体との連絡及び協力に関する事業

６． 理学療法士の社会的地位の向上及び相互福祉に

関する事業

[１] 新人研修会

 １） 平成25年度第１回新人研修会

　期　　日：平成25年６月15日(土)

　場　　所：九州中央リハビリテーション学院

　内　　容：新人教育プログラム

｢A-2 協会組織と生涯学習システム｣

 ２） 平成25年度第２回新人研修会

　期　　日：平成25年８月24日(土)

　場　　所：調整中

　内　　容：新人教育プログラム

｢A-1 理学療法と倫理｣

｢A-3 リスクマネジメント

(安全管理と感染予防含む)｣

｢A-4 人間関係及び接遇(労働衛生含む)｣

｢A-5 理学療法における関連法規｣

｢B-1 一次救命処置と基本処置｣

｢B-2 クリニカルリーズニング｣

 ３） 平成25年度第３回新人研修会

　期　　日：平成25年８月25日(日)

　場　　所：調整中

　内　　容：新人教育プログラム

※1 ｢B-3 統計方法｣

※1 ｢B-4 症例検討・発表の仕方｣

｢D-1 社会の中の理学療法｣

｢D-2 生涯学習と理学療法の専門領域｣

｢D-3 理学療法の研究方法論｣

｢E-1 臨床実習指導方法論｣

｢E-2 ティーチングとコーチング｣

 ４） 平成25年度第４回新人研修会

　期　　日：平成25年10月19日(土)

　場　　所：調整中

　内　　容：新人教育プログラム

｢A-1 理学療法と倫理｣

｢A-3 リスクマネジメント

(安全管理と感染予防含む)｣

｢A-4 人間関係及び接遇(労働衛生含む)｣

｢A-5 理学療法における関連法規｣

｢B-1 一次救命処置と基本処置｣

｢B-2 クリニカルリーズニング｣
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 ５） 平成25年度第５回新人研修会

　期　　日：平成25年10月20日(日)

　場　　所：調整中

　内　　容：新人教育プログラム

※1 ｢B-3 統計方法｣

※1 ｢B-4 症例検討・発表の仕方｣

｢D-1 社会の中の理学療法｣

｢D-2 生涯学習と理学療法の専門領域｣

｢D-3 理学療法の研究方法論｣

｢E-1 臨床実習指導方法論｣

｢E-2 ティーチングとコーチング｣

[２] 管理者研修会

 １） 管理者教育カリキュラム第１ステージ

①第１クール

　期　　日：平成25年６月20日(木)・21日(金)

　場　　所：熊本保健科学大学

　テ ー マ：｢グループ・ダイナミックス対人関係の基礎～知識から意識へ、そして行動へ～｣

｢リハビリテーション関連職種の歴史的背景(法制度も含む)｣

｢医療安全・院内感染(リスクマネジメント)｣

②第２クール

　期　　日：平成25年８月15日(木)・16日(金)

　場　　所：熊本保健科学大学

　テ ー マ：｢コミュニケーションスキル｣｢チームビルディング｣

｢地域医療連携(地域完結型医療・連携パス)◎大腿骨近位部骨折｣

｢地域医療連携(地域完結型医療・連携パス)◎脳血管疾患(CVA)｣

③第３クール

　期　　日：平成25年10月17日(木)・18日(金)

　場　　所：熊本保健科学大学

　テ ー マ：｢マネジメントⅠ(管理の基礎)｣｢マネジメントⅡ(管理の実践)｣

｢グループ・ダイナミックス対人関係スキルアップ～行動変容のノウハウ探し～｣

④第４クール

　期　　日：平成25年12月19日(木)・20日(金)

　場　　所：熊本保健科学大学

　テ ー マ：｢問題解決(ＱＣ手法・基礎・実践)｣

 ２） 管理者教育カリキュラム第１ステージ(フォローアップ研修会)

　期　　日：平成25年９月

　場　　所：桜の馬場城彩苑

　テ ー マ：｢管理者教育カリキュラムを経験して…｣

[３] 卒後研修会

 １） 平成25年度リスク管理研修会(第１回卒後教育研修会)

　期　　日：平成25年７月または８月

　場　　所：熊本保健科学大学

　テ ー マ：｢呼吸器疾患・代謝系疾患・循環器疾患等の合併症に対するリスク管理｣
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 ２） 平成25年度問題解決についての研修会(第２回卒後教育研修会)

　期　　日：平成25年10月

　場　　所：熊本保健科学大学

　テ ー マ：｢ラ・ポール形成｣｢全人間的アプローチ｣

[４] 保険診療研修会の開催並びに保険関連対応業務

 １） 第29回医療保険診療研修会

　期　　日：平成25年５月

　場　　所：熊本市食品交流会館

　テ ー マ：｢医療保険制度と医療保険におけるリハ関連項目の基礎知識｣

 ２） 第14回介護保険診療研修会

　期　　日：平成25年６月

　場　　所：熊本市食品交流会館

　テ ー マ：｢介護保険制度と介護保険におけるリハ関連項目の基礎知識｣

 ３） 第30回医療保険診療研修会準備

 ４） 保険関連の問合わせ窓口業務

[５] 学術資料収集・提供

 １） 学術誌関連事業  ２） 学術資料関連事業

[６] 調査活動

 １） 第35回九州理学療法士・作業療法士合同学会アンケート調査

[７] 各ブロック支援

 １） ブロック長会議  ４） 八代ブロック活動

 ２） 熊本市ブロック活動  ５） 天草ブロック

 ３） 県北ブロック活動  ６） 県南ブロック

[８] 入会促進

 １） 新卒者に対する入会案内

　期　　日：平成25年６月15日(土)

　場　　所：九州中央リハビリテーション学院

 ２） 平成25年度新卒者研修会

　期　　日：平成25年６月15日(土)

　場　　所：九州中央リハビリテーション学院

[９] 福利厚生

 １） 会員福利厚生

 ２） 復職支援

 ３） 法人設立記念祝賀会
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[10] 関連団体との会議出席及び連携交流に関する事業

・ 熊本県介護保険審査会

・ 熊本県地域リハビリテーション推進会議(熊本県市町村介護予防事業評価支援会議)

・ 熊本県民介護講座検討会議

・ 熊本県健康づくり県民会議

・ 平成25年度補装具適正交付連絡協議会

・ 熊本県介護実習・普及センター運営委員会並びに介護機器普及事業運営協議会

・ 熊本市介護認定審査会

・ 熊本市障害者自立支援法にかかる審査会

・ 訪問介護検討委員会

・ リハビリテーション検討委員会

・ 在宅サービス手引書編集委員会

・ 熊本市療育支援ネットワーク代表者会議

・ 菊池広域連合介護認定審査会

・ 菊池広域連合障害者自立支援法にかかる審査会

・ 菊池地域リハビリテーション推進会議

・ 宇城広域連合介護認定審査会

・ くまもと乳幼児フォローマップ作成検討会

・ 阿蘇地域糖尿病保健医療連絡会

・ 訪問リハビリテーション地域リーダー育成会議

・ 熊本県プライマリ･ケア研究会常任世話人会

・ 熊本県医療･保健･福祉団体協議会理事会

・ 熊本地域リハビリテーション支援協議会総会・特別講演会、役員会

・ 熊本県地域リハビリテーション支援センター運営委員会、研修会

・ 熊本市地域リハビリテーション協議会委員総会

・ 熊本市保健医療専門団体連合会代議員会、理事会

・ 熊本人工呼吸セミナー

・ 糖尿病教育ネットワークKUMAMOTOへの参加協力

・ 熊本県各圏域地域リハビリテーション広域支援センター連絡協議会

・ 各保健所圏域での糖尿病対策事業への参加協力

・ 肥後医育振興会評議員会・理事会

・ 熊本県医療人育成総合会議

[11] 他団体との連絡調整

・ 日本理学療法士協会並びに他県理学療法士会との連絡調整

・ 日本理学療法士協会定時総会

・ 全国都道府県理学療法士会会長会議

・ 都道府県理学療法士会役員講習会

・ 日本理学療法士協会九州ブロック公益法人研修会

・ 日本理学療法士協会九州ブロック各県理学療法士会長会議

・ 九州理学療法士・作業療法士合同士会長会議

・ 日本理学療法士協会九州ブロック研修部協力スタッフ会議　

・ 日本理学療法士協会九州ブロック教育学術担当者会議

・ 日本理学療法士協会九州ブロック臨床実習担当者会議

・ 平成25年度理学療法士講習会(基本編)

・ 第35回九州理学療法士・作業療法士合同学会
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Ⅴ 本会の目的達成に必要な管理運営

５． 内外の関連団体との連絡及び協力に関する事業

６． 理学療法士の社会的地位の向上及び相互福祉に関する事業

７． その他この法人の目的を達成するために必要な事業

[１] 当協会のＰＲ活動

[２] 会員相互の親睦会

[３] 賛助会員懇談会

[４] 生涯学習プログラム運営に関する事業

[５] 事務局業務

[６] 総会

 １） 第１回公益社団法人熊本県理学療法士協会総会

　期　　日：平成25年５月19日(日)

　場　　所：熊本総合医療リハビリテーション学院

　内　　容：平成24年度事業報告及び決算報告、他

 ２） 第２回公益社団法人熊本県理学療法士協会総会

　期　　日：平成26年３月９日(日)

　場　　所：熊本総合医療リハビリテーション学院

　内　　容：平成26年度事業計画案及び予算案に

ついて、他

[７] 理事会

[８] 部・局会議

 １） 理学療法学術活動に関する検討  ４） 臨床実習教育班会議

 ２） 理学療法教育活動に関する検討  ５） 臨床実習教育班作業部会

 ３） 卒後教育班会議  ６） 訪問リハ起業支援と活動に関する検討

[９] 学会評議員会

[10] 常設委員会

 １） 規約審議委員会  ３） 法人事業審議委員会

 ２） 表彰審査委員会

[11] 分野別小委員会

[12] 選挙管理委員会

[13] 公益事業に関する連絡調整

[14] 他団体の研修会・講演会等への後援
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