
第１号議案

会長　坂崎　浩一

　２０２０年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、当会の活動の多くは中止もしく

は延期、内容や方法の変更を余儀なくされた。

　４月には当会としての基本方針として、新型コロナウイルス感染拡大防止を第一に適切なる

行動を取ること、本会の上半期における集客を伴う事業については、開催の中止を原則とする

こと、集客を伴わない事業についても、その必要性に鑑み、最小限の活動にとどめること等を

決定し周知した。その後、７月に下半期はＷｅｂ化を基本にした活動指針を示し、オンライン

による会議及び研修会等の推進に努めてきた。

　重点事業「１．事業効率化と会員制度を含めた組織改革」としては、組織整備委員会にて会

員の協会活動に関する活動費についての規程を作成した。また、２０２０年度の事業展開を鑑

み２０２１年度の会費減免の検討がなされた。「２．臨床実習指導者育成に向けた取り組み」

としては、臨床実習指導者講習会の上半期開催を見送ることとし、十分な感染対策のもと規模

を縮小して３月に開催した。「３．設立５０周年記念事業」「４.会館設立」「５．九州理学

療法学会準備」については、情報収集並びに組織内調整が図られている状況にある。

　また、喫緊の課題である「災害対応」「生涯学習」「研修会等のあり方」「地域包括ケア関

連」については、担当理事を配置し対応を進めている。「災害対応」関連においては、本会独

自の事業継続計画（ＢＣＰ）を作成しホームページに掲載している。「生涯学習」に関しては

、新生涯学習プログラムの実施における課題抽出と解決に向けての具体的対応について検討が

進められている。「研修会等のあり方」関連においては、Ｗｅｂ研修の充実に向けて、必要機

材の調整や具体的な研修方法の検討が図られている。「地域包括ケア関連」においては、地域

ケア会議へのリハ職派遣のあり方の検討や、関連する機関からの情報収集を踏まえ、地域包括

ケアシステムの目的に沿った理学療法士の関わり方について更なる検討がなされている。

　　　【重点事業】

　　　　　　１．事業効率化と会員制度を含めた組織改革

　　　　　　２．臨床実習指導者育成に向けた取り組み

　　　　　　３．設立５０周年記念事業に向けての準備

　　　　　　４．会館設立に向けた準備

　　　　　　５．九州理学療法学会開催に向けての準備

　　　【緊急的課題へ対応】

　　　　　「災害対応」「生涯学習」「研修会等のあり方」「地域包括ケア関連」

　コロナ禍に加え、豪雨災害等に見舞われたこの一年、厳しい状況での事業展開であったが、

そのような中、Ｗｅｂ化の推進や協会活動に関わる会員への事業活動費の支給等新たな取り組

みについて対応することができた。今後も続く状況を鑑み、感染の拡大防止と収束に向けて会

員のひとり一人が適切なる行動をとることを強く求めると共に、県民並びに会員の安心安全を

担保しながらの事業展開に努めたい。

２０２０年度　事業報告

重　点　事　業　総　括



＜公１＞

Ⅰ 県民の医療・保健・福祉の向上に資する事業 ５） 第２２回福祉研修会

＜公１＞ ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

　・ 理学療法を通じて、県民の医療・保健・福祉の向 【保健福祉部】

上に寄与するための事業

　・ 理学療法士の職業倫理の高揚並びに学術及び技術 ６） 第２０回介護支援専門員試験対策講座

の向上に関する事業 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

　・ 理学療法に関する会誌その他の刊行物の発行及び 中止

調査研究に寄与する事業 【介護保険部】

[１] 県民公開講座の開催 ７） 第７回天草理学療法研修会

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

(目的) 中止

講演や健康講座等を通じて県民に直接働きかけ、その 【天草ブロック】

健康意識の向上を図ること。加えて、運動指導・生活

支援を行うことで高齢者・障がい者（児）並びにその ８） 第７回転倒予防教室

家族が健康的な生活を営むことを支援する。また、医 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

療・保健・福祉並びに教育関係に従事する方々に対し 中止

て、理学療法の基本的理論や 新の知見を提供し共有 【熊本市中央ブロック】

化することで、県民の医療・保健・福祉の向上に寄与

することを目的としている。 ９） 東地区市民公開講座

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

(内容) 中止

２０２０年度は、健康講座、県民健康スポーツ教室、 【熊本市東ブロック】

市民公開講座、福祉研修会、介護支援専門員試験対策

講座、各ブロックが主催する市民向けの公開講座の開 [２] 障がい児に対する療育支援事業

催を計画したが、新型コロナウイルス感染拡大防止の

観点から、全て中止となった。 (目的)

教育活動、相談支援活動などの理学療法士の専門性を

１） 健康講座 十分に活かしながら、県民の医療・保健・福祉の向上

　事　業 名： 第１８回くまもと『ＰＴあ！（ピタ）』 に寄与することを主たる目的としている。本事業を通

っと健康講座 じて、障がい児並びにその家族が健康的な生活を営む

※コロナウイルス感染症拡大防止のため ために「抱き方」「歩行介助」などの具体的な支援の

中止 方法について情報提供を行うとともに、医療・保健・

【公益事業推進部】 福祉・教育関係に従事する方々に対しても、障がい児

に関する理学療法の基本的理論や生活支援の手技を教

２） ２０２１年度開催健康講座 授し共有することで、県民の医療・保健・福祉の向上

　期　　日： ２０２１年０２月１５日（月） に寄与することを目的としている。

　場　　所： Ｗｅｂ

　内　　容： 次年度事業内容の検討 (内容)

【公益事業推進部】 障がいのある子どもや発達に遅れのある子どもを抱え

た家族や、その方々に関わる医療・保健・福祉関係者

３） 第１０回県民健康スポーツ教室 からの様々な相談に対応し支援するものである。２０

※コロナウイルス感染症拡大防止及び会 ２０年度は、障がいをもつ子どもに関する施設の職員

場の都合のため中止 に対し療育指導についてのアドバイスを実施した。広

【公益事業推進部】 報の手段としては、熊本県理学療法士協会ホームペー

ジ等を利用している。

４） 第５３回市民公開講座

※会場の都合のため中止

【公益事業推進部】



＜公１＞

１） 小児リハ推進事業 [４] 県民向けの情報発信

　期　　日： ２０２０年１０月２９日（木）

　場　　所： 城南学園 (目的)

児童発達支援事業所じょうなんプティパ 学術活動や健康情報などの理学療法士の専門性を十分

　内　　容： 治療上の指導 に活かした活動について、ホームページや広報誌を通

療育指導についてのアドバイス じて広く情報発信することで、県民の医療・保健・福

　対　　象： 施設を利用している障害を持つ子ども及 祉の向上に寄与することを目的としている。研修会や

び担当セラピスト 健康講座開催等の情報発信を通じて県民に直接的に働

施設職員 きかけ、その健康意識の向上を図ることや、運動指導

　被派遣者： 浪本正晴 や生活支援を行うことで高齢者・障がい者（児）並び

【専門領域部小児班】 にその家族が健康的な生活を営むことを支援する。ま

た、医療・保健・福祉並びに教育関係に従事する方々

に対して、理学療法の基本的理論や実践的手技を教授

[３] 県民の医療・保健・福祉に貢献する研究への助成 し共有化すると共に、理学療法士の職務内容やその教

育課程を提示することで、理学療法士を志す方々に対

(目的) し進路決定の一助となることも目的の一つとしている

理学療法の治療効果の向上や新たな福祉機器の開発な 。

ど、高齢者・障がい者（児）並びにその家族が健康的

な生活を営むことを支援することに繋がる研究に対し (内容)

、経費の一部を助成し、その成果を公表する場を提供 ２０２０年度は、ホームページをリニューアル更なる

することで、理学療法に関する研究の促進を図ること 利便性の向上に努めた。ホームページ等を通じて提供

を目的としている。 される情報は、学会・研修会・公開講座等の案内や開

催後の内容報告、転倒や疾病・障がい等の予防に関す

(内容) る内容に加え、理学療法士の業務内容や本会の活動、

本事業の内容は、医療・保健・福祉領域の研究活動に 及び将来理学療法士を目指す方々の進路決定に役立つ

かかる経費の一部を支援し、その成果を発表する場を ものまで、多岐にわたる。併せて、本会の活動に基づ

提供することにある。申請は本会の事業目的に鑑み、 き作成している「広報誌かくどけい」「臨床実習の手

規程に沿って公募により行われ、本会理事会における 引き書」及び（小児用）「理学療法支援マップ」「訪

審査を経て決定される。また、とりまとめられた研究 問リハ事例集・パンフレット」も自由に閲覧・ダウン

は熊本県理学療法士学会で発表の機会を与えられるも ロードできるようにしている。掲載にあたっては、複

のとなっている。公募の広報手段としては、熊本県理 数の理事にてその内容の確認を行う体制を取っている

学療法士協会ホームページに掲載している。２０２０ 。広報誌の発行回数は年３回で、理学療法の特性を活

年度は１件の助成が決定している。 かした情報を市民向けに提供している。印刷物として

も発行し広く配布している。

１） 研究開発事業

　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月 １） 訪問リハ事例集検討とパンフレット作成

　内　　容： 研究助成事業の提供 　期　　日： ２０２１年０３月０９日（火）

　件　　数： １件 　場　　所： Ｗｅｂ

【学術部】 　内　　容： 次年度計画について

【専門領域部訪問リハ班】

２） ホームページ等の運営

　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月

　内　　容： 本会ホームページの管理・運営

・ホームページ更新の確認

・ホームページアクセス等に関する分析

・一般ページ充実に向けての企画等

・ホームページリニューアル

【広報宣伝部】



＜公１＞

３） 広報誌「かくどけい第１３３号（通算１７０号）」発

行　広報誌発行業務及び発送作業

　期　　日： ２０２０年０６月

　部　　数： １，３００部

　内　　容： 特集「ＴＨＥ　骨粗鬆症」

各部事業報告

医療介護情報の紹介

活動予定の掲載等

　対　　象： 一般市民並びに関連諸団体

地域包括支援センター

【広報宣伝部】

４） 広報誌「かくどけい第１３４号（通算１７１号）」発

行　広報誌発行業務及び発送作業

　期　　日： ２０２０年１０月

　部　　数： ２，３００部

　内　　容： 特集「コロナに負けない身体づくり」

医療介護情報の紹介

ホームページ紹介

　対　　象： 一般市民並びに関連諸団体

地域包括支援センター

【広報宣伝部】

５） 広報誌「かくどけい第１３５号（通算１７２号）」発

行　広報誌発行業務及び発送作業

　期　　日： ２０２１年０１月

　部　　数： １，１００部

　内　　容： 特集「ＴＨＥ　脳卒中」

医療介護情報の紹介

ホームページ紹介

　対　　象： 一般市民並びに関連諸団体

地域包括支援センター

【広報宣伝部】



＜公２＞

Ⅱ 医療保健福祉関連団体との協力連携に関する事業 ２） 児童発達支援事業

＜公２＞ 　事業主体： 佐土原福祉会

　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月

　場　　所： 熊本市

[１] 講師派遣に関する事業 　内　　容： 児童発達支援事業での専門的視点からの

アドバイス

(目的) 保護者との相談

関連団体と協同して実施する県民を対象とした介護講 　被派遣者： 中村善則、山内一正

座や各種講演会に講師等を派遣することを業としてい 【公２－１】

る。その目的は、身体機能の回復や家族を含めた生活

支援に関する理学療法士の専門的知識・技術の指導・ ３） 生活介護機能訓練事業

伝達を行うことで、県民の介護技術の向上による介護 　事業主体： 荒尾市社会福祉協議会

負担の軽減や健康増進を図ることしている。 　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月

　場　　所： 荒尾市ふれあい福祉センター

(内容) 　内　　容： 運動指導

今年度は、世界レベルでの新型コロナウイルス感染拡 個別メニューの立案

大により、蔓延防止のため全般的に対外事業の活動自 メニュー成果の確認及び評価

粛を推奨した。その結果、三密回避を推奨するために 個別・集団訓練

開催そのものを縮小、もしくは見合わせる緊急事態と ストレッチエクササイズ

なった。 体操

その中でも、専門的立場での医療情報提供となる熊本 ホームエクササイズのプログラム指導

シティエフエム放送出演、児童発達支援事業、生活介 　被派遣者： 木村昌美、田中久友

護機能訓練事業、熊本市住宅改造居宅介護支援員派遣 【公２－１】

事業、シルバーヘルパー指導者養成講習会、生活不活

発病等予防啓発事業など感染対策が十分とれる事業に ４） 熊本市住宅改造居宅介護支援員派遣事業

は例年通り積極的に講師派遣を行った。しかし、県民 　事業主体： 熊本市

高齢者を対象とする事業には十分な感染対策を講じる 　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月

ことができないと判断され、その多くは縮小、もしく 　場　　所： 熊本市

は中止となった。なお、コロナ禍での新たな事業とし 　内　　容： 機能評価および改造に関するアドバイス

て、テレビ熊本『英太郎のかたらんね』に出演し、生 介護保険での住宅改造申請に対する身体

活不活性病予防として家庭内で行える運動など、安全 機能評価や改修案の突合や課題などの整

面に考慮した効果的な方法についての情報発信が行え 理

た。講師は、理事等の役員をはじめ各地域において、 　被派遣者： 田島徹朗、竹内久美

その分野に関する知識・経験の豊富な会員を充ててい 新垣有衣子、田中聖也

る。 【公２－１】

１） 熊本シティエフエム放送出演 ５） 離職者訓練

　事業主体： 熊本市保健医療専門団体連合会 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止対

　期　　日： ①２０２０年０７月０８日（水） 策を踏まえての講師調整難により派遣依

②２０２１年０１月１３日（水） 頼取り下げ

　場　　所： 熊本シティエフエム 【公２－１】

　内　　容： ①健康サロン

「新型コロナウイルス、自粛生活からく ６） 災害時リハビリテーションに関する研修会

る生活不活発病から抜け出そう！！」 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

②健康情報提供 開催なし

「コロナ禍における健康増進を図るべく 【公２－１】

、自分自身の体について知る事の重要性

」 ７） 健康安全運転講座

　被派遣者： ①大籠安男 ※開催なし

②波多埜克宜 【公２－１】

【公２－１】



＜公２＞

８） シルバーヘルパー指導者養成講習会 15） 戸坂老人会

　事業主体： 熊本県老人クラブ連合会 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

　期　　日： ①２０２０年１０月１５日（木） 中止

②２０２０年１１月１１日（水） 【熊本市西ブロック】

　場　　所： ①熊本市男女共同参画センターはあもに

い 16） テレビ熊本『英太郎のかたらんね』出演

②天草市民センター 　事業主体： テレビ熊本

　内　　容： ＤＶＤ作成 　期　　日： ２０２０年０５月１３日（水）

「高齢者の正しい運動の仕方について」 　場　　所： テレビ熊本

　被派遣者： 北尾昌平、北田隼人 　内　　容： 生活不活発病予防について

【公２－１】 実演

「いきいき百歳体操」

９） 地域リハビリテーション従事者研修会 　被派遣者： 林寿恵、北尾昌平

※依頼なし 【公２－１】

【公２－１】

17） 生活不活発病等予防啓発事業

10） 熊本ＳＣＤ・ＭＳＡ友の会交流会 　事業主体： 熊本県

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 　期　　日： ２０２０年０８月０１日（土）

中止 　場　　所： ＫＫＴ

【公２－１】 　内　　容： ＤＶＤ作成

「くまもと笑顔でよかよか体操」（生活

11） 天草市地域リハビリテーション活動支援事業 不活発病等予防啓発事業）

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 啓発をかねたテレビ番組撮影

中止 ＤＶＤ・テレビ番組への出演

【天草ブロック】 共演者への動作指導

発言内容の監修

12） 敬老会 　被派遣者： 林寿恵、北尾昌平

※先方の都合により依頼なし 【公２－１】

【熊本市西ブロック】

18） 生活不活発病等予防啓発事業打合せ

13） 城山福寿会 　事業主体： 熊本県

　事業主体： ささえりあ三和 　期　　日： ①２０２０年０７月０３日（金）

　期　　日： ２０２０年０９月２６日（土） ②２０２０年０７月２０日（月）

　場　　所： 上代老人憩の家 ③２０２０年１２月１４日（月）

　内　　容： 転倒予防 　場　　所： ①協会事務所

「屋内で転倒しやすい場所とその対策」 ②熊本県医師会館

体操 ③熊本県庁

「下肢筋力訓練」 　内　　容： 取り組み内容の共有

　被派遣者： 坂田弘己 生活不活発病等予防啓発ビデオ作成並び

【熊本市西ブロック】 に番組放送に関する内容確認

スケジュール調整

14） 長生会 体操内容についての検討

　事業主体： ささえりあ三和 ＤＶＤ・テレビ番組への活用方法につい

　期　　日： ２０２０年０７月０１日（水） て

　場　　所： 上代老人憩いの家 動画の 終確認

　内　　容： 介護予防のための運動機能向上体操 ＤＶＤ操作手順の説明

　被派遣者： 西英夫 その他

【熊本市西ブロック】 　被派遣者： ①坂崎浩一、林寿恵、北尾昌平

②林寿恵、北尾昌平

③林寿恵、北尾昌平

【公２－１】



＜公２＞

19） 和水町一般介護予防評価事業 [２] 関連団体等との交流・連携及び公開講座の共同開

　事業主体： 和水町 催に関する事業

　期　　日： ２０２０年０６月０４日（土）

～２０２０年１１月２９日（日） (目的)

　場　　所： 和水町役場及び和水町対象地区公民館 医療関連団体等と共同でのイベントの開催や健康・医

　内　　容： 体力測定結果の分析 療・福祉に関する情報を発信することで、県民の健康

結果説明 意識の向上や高齢者・障がい者（児）並びにその家族

今後の対策のまとめ の健康的な生活支援に寄与することを目的とする。

　被派遣者： 北尾昌平

【公２－１】 (内容)

この事業の多くが、感染予防となる３蜜が回避できな

20） 玉名市介護予防教室サポーター養成講座 いと判断されたため、今年度計画していた事業の多く

　事業主体： 玉名市社会福祉協議会 が中止となった。なお、熊本県リハビリテーション専

　期　　日： ２０２０年１２月０３日（木） 門職三団体協議会では、ＷＥＢを活用した新たな情報

～２０２１年０２月０４日（木） 発信を構築することができたため、回復期リハビリテ

　場　　所： 玉名市横島町公民館 ーション病棟従事者のためのスキルアップ研修会、生

　内　　容： 介護予防活動を支援するサポーターの養 活期リハビリテーション実務者研修会を開催できた。

成講座 また、医療関係主体による熊本県医療・保健・福祉連

介護予防活動に必要な知識と実技の指導 携学会のみが、十分な感染対策を行うことで開催する

　被派遣者： 北尾昌平 ことができた。広く一般県民や、医療関連職種に対し

【公２－１】 て健康や介護に関する情報を発信している。

21） 玉東町一般介護予防評価事業 １） 熊本県医療・保健・福祉連携学会

　事業主体： 玉東町 　事業主体： 熊本県医療・保健・福祉団体協議会

　期　　日： ２０２０年０６月１０日（水） 　期　　日： ２０２１年０２月１４日（日）

～２０２１年０３月１０日（水） 　場　　所： 熊本県医師会館

　場　　所： 玉東町保健センター 　内　　容： 特別講演

　内　　容： 体力測定 「人生１００年時代は他人事・・・？～

高齢者の質問票を聴取 これからの生き方、挑せんの意欲」

結果の分析及び今後の対策のまとめ （潮谷義子氏　社会福祉法人慈愛園）

結果説明 基調講演

今後の介護予防活動の推進を図る一助と 「人生の 終段階をよく生きるためのア

する活動 ドバンス・ケア・プランニング（人生会

　被派遣者： 北尾昌平、椛嶋洋介、北尾香織 議）：概念と実践」

北田隼人、寺本さおり （門岡康弘氏　熊本大学）

【公２－１】 合同分科会

「高齢者が地域で自分らしく生きていく

ための健康づくり疾病予防」

「地域で、在宅で受けられる医療や介護

」

「施設、在宅での看取り～医療者・介護

者の寄り添い～」

シンポジウム

　被派遣者： 坂崎浩一、岸本稔

松原由美子、緒方このみ

【公２－２】

２） 熊本県医療・保健・福祉連携学会企画委員会

※同じ内容での開催のため開催なし

【公２－２】



＜公２＞

３） 自立応援プロジェクト　多職種における人材育成研修 ５） 自立支援に向けた多職種人材育成事業打合せ

会 　事業主体： ①熊本県

　事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団体 ②熊本県リハビリテーション専門職三団

協議会 体協議会

　期　　日： ２０２０年１２月０９日（水） ③熊本県リハビリテーション専門職三団

２０２１年０１月１２日（火） 体協議会

　場　　所： Ｗｅｂ ④熊本県リハビリテーション専門職三団

　内　　容： オンデマンド 体協議会

「熊本県の動向」　 ⑤熊本県リハビリテーション専門職三団

「自立支援のまちづくりの目指すべき姿 体協議会

」 ⑥熊本県リハビリテーション専門職三団

「地域ケア会議の目的と実施の注意点」 体協議会

「自立支援型地域ケア会議マニュアルの ⑦熊本県リハビリテーション専門職三団

説明」 体協議会

「通所サービスＣ事業・訪問型サービス ⑧熊本県リハビリテーション専門職三団

Ｃ事業、通いの場とは」 体協議会

「通所型サービスＣ事業・訪問型サービ ⑨熊本県リハビリテーション専門職三団

スＣ事業のあり方と工夫」 体協議会

「住民主体の通いの場の継続支援につい ⑩熊本県リハビリテーション専門職三団

て～菊池市の取組報告～」 体協議会

オンライン研修 ⑪熊本県リハビリテーション専門職三団

「ケアマネジメント関連について」 体協議会

地域ケア会議　模擬会議 　期　　日： ①２０２０年０７月０９日（木）

振り返りとまとめ ②２０２０年０８月２５日（火）

グループワーク ③２０２０年０９月１０日（木）

「地域ケア会議について」 ④２０２０年１０月０１日（木）

「通いの場、通所Ｃ事業について」 ⑤２０２０年１０月１６日（金）

　被派遣者： 坂崎浩一、大籠安男、林寿恵 ⑥２０２０年１１月０５日（木）

北尾昌平、野原慎二 ⑦２０２０年１１月２４日（火）

【公２－２】 ⑧２０２０年１２月０５日（土）

⑨２０２０年１２月２１日（月）

４） 多職種における自立支援人材育成に関する研修会（地 ⑩２０２１年０１月０７日（木）

域ケア個別会議従事者研修会） ⑪２０２１年０１月２１日（水）

　事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団体 　場　　所： ①熊本県庁

協議会 ②Ｗｅｂ

　期　　日： ２０２１年０２月１３日（土） ③Ｗｅｂ

　場　　所： Ｗｅｂ ④Ｗｅｂ

　内　　容： 講演（事前オンデマンド） ⑤Ｗｅｂ

「生活行為向上マネジメント（ＭＴＤＬ ⑥Ｗｅｂ

Ｐ）～アセスメントから合意形成まで～ ⑦Ｗｅｂ

」 ⑧Ｗｅｂ

「精神科疾患のアセスメント～在宅生活 ⑨Ｗｅｂ

の注意点など～」 ⑩Ｗｅｂ

「口腔機能・口腔衛生におけるアセスメ ⑪Ｗｅｂ

ント～在宅生活の注意点～」 　内　　容： 豪雨災害被災状況の報告

グループワーク 地域包括ケア推進市町村支援事業

「自立支援型地域ケア会議の思考とプロ 自立支援に向けた多職種人材育成事業に

セス」 ついて

　被派遣者： 坂崎浩一、林寿恵、大籠安男 紫ストラップ研修進捗状況

北尾昌平、野原慎二 研修会振り返り

【公２－２】 その他



＜公２＞

　被派遣者： ①坂崎浩一、林寿恵 ７） 回復期リハビリテーション病棟従事者のためのスキル

②坂崎浩一、林寿恵 アップ研修会打合せ

③坂崎浩一、大籠安男、林寿恵 　事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団体

　北尾昌平、野原慎二 協議会

④大籠安男、林寿恵 　期　　日： ①２０２１年０１月０７日（木）

　北尾昌平、野原慎二 ②２０２１年０１月１５日（金）

⑤坂崎浩一、大籠安男、林寿恵 ③２０２１年０２月１８日（木）

　北尾昌平、野原慎二 ④２０２１年０２月２３日（火）

⑥坂崎浩一、林寿恵 　場　　所： Ｗｅｂ

　北尾昌平、野原慎二 　内　　容： 研修会内容の確認

⑦坂崎浩一、林寿恵 運営に関して

　北尾昌平、野原慎二 開催日までの段取り

⑧坂崎浩一、大籠安男、林寿恵 アンケートについて

　北尾昌平、野原慎二 受付シミュレーション

⑨坂崎浩一、大籠安男、林寿恵 グループワークの進め方について

　北尾昌平、野原慎二 その他

⑩坂崎浩一、大籠安男、林寿恵 　被派遣者： ①岸本稔

　北尾昌平、野原慎二 ②坂崎浩一、田中誠

⑪坂崎浩一、大籠安男 ③坂崎浩一、岸本稔

　林寿恵、北尾昌平 　大籠安男、田中誠

【公２－２】 ④坂崎浩一、岸本稔

　大籠安男、田中誠

６） 回復期リハビリテーション病棟従事者のためのスキル 【公２－２】

アップ研修会

　事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団体 ８） 生活期リハビリテーション実務者研修会

協議会 　事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団体

　期　　日： ２０２１年０２月２７日（土） 協議会

　場　　所： Ｗｅｂ 　期　　日： ①２０２１年０３月０７日（日）

　内　　容： 講演 ②２０２１年０３月１３日（土）

「今、回復期リハ病棟従事者のセラピス 　場　　所： Ｗｅｂ

トに求められるもの」 　内　　容： 開会挨拶

「回復期リハビリテーション病棟に従事 生活期リハビリテーションに係る研修会

するセラピストの基本的考え方」 　被派遣者： ①坂崎浩一、竹内久美、光本しのぶ

「回復期リハビリテーション病棟におけ 　山下智弘、木原伸一

る取り組み～人材育成・連携・退院支援 ②竹内久美、光本しのぶ

の視点から～」 　山下智弘、木原伸一

グループワーク 【公２－２】

全体のまとめと質疑応答

　被派遣者： 坂崎浩一、岸本稔 ９） 生活期リハビリテーション研修会

大籠安男、田中誠 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

【公２－２】 開催なし

【公２－２】



＜公２＞

10） 生活期リハビリテーション部門会議 11） 歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー

　事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団体 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

協議会 中止

　期　　日： ①２０２０年０９月０７日（日） 【専門領域部糖尿病班】

②２０２０年１０月０５日（月）

③２０２０年１１月１３日（金） 12） 歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー実行委員会

④２０２１年０１月２７日（水） ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

⑤２０２１年０２月１２日（金） 中止

⑥２０２１年０２月１６日（火） 【専門領域部糖尿病班】

⑦２０２１年０３月０２日（火）

⑧２０２１年０３月０７日（日） 13） 人吉糖尿病フォーラム

⑨２０２１年０３月１３日（日） ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

　場　　所： ①Ｗｅｂ 中止

②Ｗｅｂ 【専門領域部糖尿病班】

③Ｗｅｂ

④Ｗｅｂ 14） 熊本城マラソン支援

⑤Ｗｅｂ ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

⑥Ｗｅｂ 中止

⑦Ｗｅｂ 【専門領域部スポーツ班】

⑧Ｗｅｂ

⑨協会事務所 15） 第８回「火の国杯争奪」車いすテニス九州大会

　内　　容： 今年度の生活期リハビリテーション実務 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

者研修会等の実施について 中止

訪問リハ振興財団の実務者研修について 【専門領域部スポーツ班】

今年度の生活期リハ部門シンポジウム開

催について 16） 荒尾市健康福祉まつり

内容検討・講師選定等について ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

今年度研修会の検討 中止

生活期リハビリテーション実務者研修会 【県北ブロック】

開催の準備

生活期リハビリテーション実務者研修会 17） 第３６回くまもと車いすふれあいジョギング大会

反省会 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

その他 中止

　被派遣者： ①竹内久美、光本しのぶ 【菊阿ブロック】

　山下智弘、木原伸一

②竹内久美、木原伸一 18） すまいるフェスタｉｎたかもり

③竹内久美、木原伸一 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

④竹内久美 中止

⑤竹内久美 【菊阿ブロック】

⑥竹内久美、光本しのぶ

　山下智弘、木原伸一 19） 菊陽町健康ウォーク

⑦竹内久美、光本しのぶ ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

　山下智弘、木原伸一 中止

⑧竹内久美、光本しのぶ 【菊阿ブロック】

　山下智弘、木原伸一

⑨竹内久美、光本しのぶ 20） 人吉お城まつり

　山下智弘、木原伸一 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

【公２－２】 中止

【八代ブロック】
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21） 宇城市健康フェア

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【八代ブロック】

22） 天草市健康フェスタ

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【天草ブロック】

23） 水俣市健康まつり

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【県南ブロック】

24） あしきた健康フェア

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【県南ブロック】

25） 熊本市民健康フェスティバル

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【熊本市中央ブロック】

26） 熊本市民健康フェスティバル企画準備委員会

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【熊本市中央ブロック】

27） 熊本市民健康フェスティバル在宅コーナー打合せ会

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【熊本市中央ブロック】

28） 熊本市民健康フェスティバル運営委員会

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【熊本市中央ブロック】

29） いきいき未来のつどい

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【熊本市北ブロック】

30） 上益城地域町民公開講座

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【熊本市南ブロック】
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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] 公開学術研修会

＜公３＞

(目的)

リハビリテーション並びに理学療法に関する効果的な

[１] 熊本県理学療法士学会 治療方法やリスク管理及び生活支援・地域支援に繋が

るような 新の知見・技術を習得し、科学的視点に基

(目的) づき分析することで高齢者や障がい者（児）に対する

参加者が 新の知見や技術を習得することで、直接的 様々なリハビリテーションサービスの質的向上に繋が

に提供するリハビリテーションサービスの質的向上を ることを目的としている。対象を医療関係職種とする

図り、高齢者・障がい者（児）並びにその家族を含む ことで他職種にも理学療法士の専門性や特色を理解し

生活支援・地域支援に寄与することを目的としている ていただく機会となっている。

。一般県民に対しては、公開講座などを通じて、疾病

の成り立ちやリハビリテーション並びに理学療法（士 (内容)

）の内容とその役割などを説明することで、健康意識 本事業では、学術部を中心にリハビリテーション領域

の向上を図るとともに、高齢者・障がい者（児）並び における 新の知見・技術、並びに分析法についてそ

にその家族を含む生活支援に繋がることを目的として の分野の第一線で活躍する講師を招聘し、講義及び実

いる。 技講習の形態で年数回開催している。コロナ禍の中で

対面式での開催が困難となりＷｅｂ開催という新たな

(内容) 様式で第８２～８４回の学術研修会を開催することが

第２４回熊本県理学療法士学会開催に向けて企画・準 できたが第７回理学療法士講習会、東ブロック連携研

備を進めていたがコロナウイルス感染拡大および令和 修会は止む無く中止となった。

２年の７月豪雨のため担当地区に甚大な被害が生じた

。開催の可否を検討したものの止む無く中止となった １） 第８２回学術研修会

。 　期　　日： ２０２１年０２月０７日（日）

　場　　所： Ｗｅｂ

１） 第２４回熊本県理学療法士学会 　内　　容： 講演

※コロナウイルス感染症拡大防止および 　テ ー マ： 「腰部・下肢機能障害に対するマッスル

令和２年７月豪雨のため中止 インバランスの理学療法」

【学会評議員会】 　講　　師： 荒木茂氏

ＰＴオフィス荒木

２） 第２５回熊本県理学療法士学会 理学療法士

※組織化されていないため事業中止 　参 加 者： （医療関連職種）０名

【学会評議員会】 （会員）３９名

【学術部】

２） 第８３回学術研修会

　期　　日： ①２０２０年１１月１５日（日）

②２０２０年１２月１９日（土）

　場　　所： Ｗｅｂ

　内　　容： ①講演

②実技動画配信

　テ ー マ： 「臨床のための膝関節理学療法」

　講　　師： 今屋将美

熊本機能病院

理学療法士

　参 加 者： ①（医療関連職種）１名

　（会員）５５名

②（医療関連職種）０名

　（会員）１４名

【学術部】



＜公３＞

３） 第８４回学術研修会 １） 第２回熊本県臨床実習指導者講習会

　期　　日： ２０２０年１２月１３日（日） 　期　　日： ２０２１年０３月２０日（土）

　場　　所： Ｗｅｂ ２０２１年０３月２１日（日）

　内　　容： 講演 　場　　所： 九州中央リハビリテーション学院

　テ ー マ： 「心血管疾患の病態・治療とリハビリテ 　内　　容： 臨床実習指導者講習会

ーションのＵｐ　Ｔｏ　Ｄａｔｅ」 　テ ー マ： 講義１「理学療法士・作業療法士養成施

　講　　師： 神谷健太郎氏 設における臨床実習制度の理念と概要」

北里大学 講義２「教育原論・人間関係論」

教授 講義３「ハラスメント防止意識の向上」

　参 加 者： （医療関連職種）３名 講義４「臨床実習の到達目標と修了基準

（会員）３５名 」

【学術部】 講義５「臨床実習における学生評価」

講義６「臨床実習施設における臨床実習

４） 第７回理学療法士講習会（応用編） プログラムの立案」

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 演習１「人間関係論」

中止 演習２「ハラスメントの防止について」

【学術部】 演習３「臨床実習の到達目標と修了基準

」

５） 熊本市東ブロック連携研修会 演習４「臨床実習における学生評価」

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 演習５「臨床実習施設における臨床実習

中止 プログラムの立案」

【熊本市東ブロック】 演習６「臨床実習指導者およびプログラ

ムの評価」

　講　　師： 講義１・２

[３] 臨床実習研修会 土井篤

熊本保健科学大学

(目的) 理学療法士

理学療法士の養成では学内教育に加え臨床実習が義務 講義３

づけられている。２０２０年からは大きく臨床実習の 鳥飼有希子

指導者要綱が変わり、臨床５年以上の臨床経験を有し 熊本託麻台リハビリテーション病院

且つ所定の研修を修了した実習指導者のもと臨床教育 理学療法士

実習を行う必要がある。本研修会では、実習指導者が 講義４

臨床実習における学生指導に関して、資質・知識・技 緒方重明

術の側面から適切なる支援を行うべくその技能の向上 聖ヶ塔病院

に努めるとともに、指導者の視点からみた課題や問題 理学療法士

点の共有化を図ることで充実した臨床実習場面を提供 講義５・６

し将来の専門職として現場を担う学生に対しての臨床 池田耕治

教育の質を高めることを目的としている。 熊本総合医療リハビリテーション学院

理学療法士

(内容)

２０２０年度は計４回の臨床実習指導者講習会を企画

準備していたがコロナウイルス感染拡大により熊本県

独自の緊急事態宣言が発出される状況となり、３回の

研修が中止となった。令和３年３月に第２回の同研修

を開催することができ新たに４８名の臨床実習指導者

が誕生した。次年度以降も継続事業となるがＷｅｂ開

催方式も検討されており新たな研修会スタイルの確立

が急務となっている。
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　ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ： 長福武志 [４] 専門領域研修会

熊本セントラル病院

理学療法士 (目的)

岩北耕三 理学療法の対象となる障害は多岐にわたり、対象年齢

熊本駅前看護リハビリテーション学院 も乳幼児から高齢者まで広い年齢層となっている。本

理学療法士 研修会は、日々進歩する医療技術と変遷する諸制度の

吉田勇一 理解を深めながら、 新の専門的知識・技術を習得し

九州看護福祉大学 日常の臨床場面で効果的な理学療法を実践することを

理学療法士 目的としている。加えて、医療保健福祉並びに教育関

髙野直哉 係に従事する方々に対して、 新の理論や実践的手法

西日本病院 、生活支援・地域支援のあり方などを教授し共有化す

理学療法士 ることで、高齢者や障がい者（児）に対する様々なリ

久保高明 ハビリテーションサービスの質的向上に繋がることも

熊本保健科学大学 目的としている。

理学療法士

坂本慎一 (内容)

九州中央リハビリテーション学院 各専門領域班により様々な分野での研修会が企画・準

理学療法士 備されていたがコロナウイルス感染拡大の影響を受け

田島徹朗 中止を余儀なくされた。小児領域における研修会はＷ

九州中央リハビリテーション学院 ｅｂ方式へ変更し開催することができたが感染拡大の

理学療法士 余波は続いており今後も対面式ではない新たな研修会

坂田大介 開催方式を模索する年度となった。

熊本機能病院

理学療法士 １） 第６回小児理学療法講習会（基本編）

岸本稔 　期　　日： ２０２１年０１月３１日（日）

熊本セントラル病院 　場　　所： Ｗｅｂ

理学療法士 　内　　容： 講義

坂崎浩一 　テ ー マ： 「発達性協調運動障害の子どもへのリハ

熊本総合医療リハビリテーション学院 ビリテーション」

理学療法士 　講　　師： 永島智里氏

　参 加 者： （理学療法士）２名 キィボバースセンター

（作業療法士）０名 理学療法士

（会員）４７名 　参 加 者： （医療関連職種）２２名

【特別委員会】 （会員）３４名

【専門領域部小児班】

２） 第３回熊本県臨床実習指導者講習会

※コロナウイルス感染症拡大防止のため ２） 第６回小児理学療法講習会（応用編）

中止 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

【特別委員会】 中止

【専門領域部小児班】

３） 第４回熊本県臨床実習指導者講習会

※コロナウイルス感染症拡大防止のため ３） 「在宅で生活する障がいを持つ子どものリハビリテー

中止 ション」支援事業

【特別委員会】 　事 業 名： 第１回スキルアップ研修・参加型情報共

有会議

４） 第５回熊本県臨床実習指導者講習会 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 中止

中止 【専門領域部小児班】

【特別委員会】
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４） 「在宅で生活する障がいを持つ子どものリハビリテー 10） 第４回神経領域研修会

ション」支援事業 　期　　日： ２０２１年０１月１７日（日）

　事 業 名： 第１回スキルアップ研修・小児在宅リハ 　場　　所： Ｗｅｂ

ビリに関する情報共有会議 　内　　容： 講義

　期　　日： ２０２１年０２月１４日（日） 　テ ー マ： 「脳血管障害患者の歩行における理学療

　場　　所： Ｗｅｂ 法の展開について」

　内　　容： 豪雨災害・コロナ禍での訪問リハビリテ 　講 師 ①： 平野功成

ーションの現状報告 訪問看護ステーションＣｒｕｔｏ京町

熊本県のコロナ禍での動向について 理学療法士

姿勢保持具の作成について 　講 師 ②： 岡本彬

　テ ー マ： 「第１回スキルアップ研修・小児在宅リ にしくまもと病院

ハビリに関する情報共有会議」 理学療法士

　講 師 ①： 徳澄亮人 　参 加 者： （神経理学療法の専門、認定取得を目指

訪問看護ステーション３ｒｄｈａｎｄ している理学療法士）２名

理学療法士 （神経理学療法の専門、認定取得を目指

　講 師 ②： 牧嶋幸伸氏 している会員）２４名

熊本県健康福祉部 【専門領域部中枢神経班】

－

　講 師 ③： 大塚浩史氏 11） 第１０回介護保険領域における研修会

熊本県健康福祉部 　期　　日： ２０２１年０２月２１日（日）

－ 　場　　所： Ｗｅｂ

　講 師 ④： 本田洋一 　内　　容： 介護保険制度に関する基礎知識

くまもと江津湖療育医療センター 　テ ー マ： 「介護保険制度の仕組みについて」

理学療法士 　講　　師： 石本淳也氏

　参 加 者： （医療関連職種）５名 熊本県介護福祉士会

（会員）２８名 介護福祉士・介護支援専門員

【専門領域部小児班】 　参 加 者： （医療関連職種）３名

（会員）１６名

５） 第１７回呼吸循環系理学療法セミナー 【介護保険部】

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【専門領域部呼吸・循環班】

６） 第１１回吸引セミナー

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【専門領域部呼吸・循環班】

７） 第２回循環系理学療法セミナー

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【専門領域部呼吸・循環班】

８） 第２７回テーピング講習会（膝関節編）

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【専門領域部スポーツ班】

９） 第２８回テーピング講習会（膝関節編）

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【専門領域部スポーツ班】



＜他１＞

Ⅳ 会員の資質向上のための事業＜他１＞ ２） 地域ケア会議・介護予防推進リーダー導入研修

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

[１] 新人研修会 【保健福祉部】

(目的) ３） 地域ケア会議・介護予防推進リーダーステップアップ

研修プログラムに則り新人理学療法士を教育すること 研修

で、医療人としての倫理観と人間性・専門性を育み、 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

社会のニーズに応えうる人材を育成することを目的と 中止

している。 【保健福祉部】

(内容) ４） ２０２０年度第１回指定管理者研修会

研修内容は、関連法規・職業倫理・リスク管理・疾患 　期　　日： ２０２０年１２月０４日（金）

別の理学療法等に関するもので、定められた研修プロ 　場　　所： Ｗｅｂ

グラムに則って開催する予定であったが、新型コロナ 　内　　容： 日本理学療法士協会並びに熊本県理学療

ウイルス感染症拡大防止のため２回開催予定の研修会 法士協会の組織概要と活動内容の確認と

はいずれも中止となっている。その代わりに、Ｗｅｂ 課題について

での受講が可能な状況となっている。 　テ ー マ： 「指定管理者研修（初級）」

　講　　師： 坂崎浩一

１） ２０２０年度第１回新人研修会 熊本総合医療リハビリテーション学院

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 理学療法士

中止 　参 加 者： （会員）６名

【教育部】 【県南ブロック】

２） ２０２０年度第２回新人研修会 ５） ２０２０年度第２回指定管理者研修会

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 　期　　日： ２０２１年０１月１４日（木）

中止 　場　　所： Ｗｅｂ

【教育部】 　内　　容： 管理者の人材育成の目的や日本理学療法

士協会、熊本県理学療法士協会の組織概

要について

[２] 管理者研修会 　テ ー マ： 「管理者の人材育成のための研修」

　講　　師： 坂崎浩一

(目的) 熊本県理学療法士協会

理学療法士としての管理能力を高め、職場の倫理意識 会長

の高揚を図ることで、リハビリテーションサービスの 　参 加 者： （会員）３名

質的向上と、県民の健康意識の向上や高齢者・障がい 【熊本市南ブロック】

者（児）の身体機能の改善並びにその家族を含む生活

支援に寄与することを目的としている。 [３] 卒後研修会

(内容) (目的)

非常に充実した内容で予定されていた管理者教育研修 リハビリテーション並びに理学療法を実施する中で、

会や地域包括ケアリーダー導入研修や介護予防推進リ 求められる適切な対応を身に付け、理学療法士として

ーダー研修は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の かつ社会人としての基礎的な資質向上を図ることを目

ため中止となった。事態が一時緩和され、新たにＷｅ 的とする。

ｂ環境が整った段階で指定管理者研修会は開催された

。 (内容)

職業倫理にかかわる内容として、職場で起こりうるハ

１） ２０２０年度第１回管理者教育研修会 ラスメントについて普段から事例に対処している弁護

※日本理学療法士協会の新型コロナ感染 士の方に講話いただき気を付けるべき内容や実際の事

対策指針により中止 例を交えて指導していただいた。

【教育部】
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１） 職業倫理研修会 ２） 第３７回医療保険診療研修会

　期　　日： ２０２０年１０月１８日（日） 　期　　日： ２０２０年１０月～２０２１年０３月

　場　　所： Ｗｅｂ 　場　　所： メール

　内　　容： 講義 　内　　容： 事業内容の検討

　テ ー マ： 「ハラスメントの被害者、加害者になら 【医療保険部】

ないために」

　講　　師： 田上裕輝氏 ３） 医療保険関連の問合わせ窓口業務

田上弁護士事務所 　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月

弁護士 　内　　容： 医療保険に関する問合わせへの対応

　参 加 者： （作業療法士・言語聴覚士・看護師）４ 　件　　数： ２１件

名 【医療保険部】

（会員）１８名

【倫理委員会】 ４） 第２１回介護報酬研修会

　期　　日： ２０２０年１２月１３日（日）

　場　　所： Ｗｅｂ

[４] 保険診療研修会の開催並びに保険関連対応業務 　内　　容： 講義

　テ ー マ： 「介護医療院におけるリハビリテーショ

(目的) ン関連の加算について」

医療保険は２年毎、介護保険は３年毎に診療報酬内容 　講　　師： 吉橋健太郎

が見直されている中で、医療保健福祉関係者は常に 谷田病院

新の情報を得たうえで、適切なサービスを提供しなけ 理学療法士

ればならない。本事業では、研修会開催等を通じ広く 　参 加 者： （医療関連職種）４名

情報提供することで、円滑なるサービス提供に繋がる （会員）１５名

など、県民の医療・保健・福祉の向上に大きく寄与す 【介護保険部】

ることを目的としている。

５） 介護保険関連の問合わせ窓口業務

(内容) 　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月

令和２年度の医療保険の診療報酬改定後の情報を元に 　内　　容： 介護保険関連に関する問合わせ業務

理学療法士の携わる、業務に密接な関係がある制度の 　件　　数： ０件

改訂内容や基準変更などの重要内容について研修会を 【介護保険部】

Ｗｅｂにて行った。その他、診療報酬や介護報酬に関

する通常の質問や個別事例については、電話やメール [５] 学術資料収集・提供

にて適宜対応している。場合によっては、必要内容を

熊本県理学療法士協会ホームページ掲載を行う予定で (目的)

ある。 学術書籍や医学雑誌等を購入し会員に貸出を行い、理

学療法の基本的理論や実践的手法を教授し共有化し、

１） 第３６回医療保険診療研修会 対象となる方々へのリハビリテーションサービスの質

　期　　日： ２０２０年１２月１３日（日） 的向上を図ることを目的としている。

　場　　所： Ｗｅｂ

　内　　容： 講演 (内容)

　テ ー マ： 「令和２年度診療報酬改定について～リ 学術書籍や医学雑誌等の購入と貸し出し。熊本県理学

ハ関連診療報酬の整理～」 療法士協会ホームページで紹介している。

　講　　師： 山下智弘

宇城総合病院

理学療法士

　参 加 者： （医療関連職種）１名

（会員）９名

【医療保険部】
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１） 学術資料関連事業 [７] 各ブロック支援

　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月

　内　　容： ①書籍、ＤＶＤ等の購入・提供 (目的)

②学術的諸資料の提供体制の構築 会員並びに多職種との交流を図るとともに各地域に密

　購入書籍： １．足部・足関節痛のリハビリテーショ 着した形での公益事業展開を進めることなど、全県域

ン（赤羽根　良和） における本会活動の活性化を図ることを目的としてい

２．内部障害理学療法学　第２版（高橋 る。

　哲也）

３．臨床のための脳と神経の解剖学（村 (内容)

上　徹） 各地域における勉強会の開催、健康まつり等市町村が

４．股関節　協調と分散から捉える（建 行っている様々な事業への参加協力等を例年行ってい

内　宏重） るが本年度はほとんど中止となった。

５．ヤンダアプローチ－マッスルインバ

ランスに対する評価と治療（Ｐｈｉｌ　 １） ブロック長会議

Ｐａｇｅ　他２名） 　期　　日： ２０２０年０９月０８日（火）

６．股関節拘縮の評価と運動療法（熊谷 　場　　所： Ｗｅｂ

　国晃） 　内　　容： ２０２０年度下半期熊本県理学療法士協

７．入谷誠の理学療法　評価と治療の実 会活動指針の周知

際（入谷　誠、園部　俊晴） ２０２０年度事業報告及び質疑応答

８．症例で学ぶ脳卒中のリハ戦略（吉尾 ２０２１年度事業計画及び質疑応答

　雅春） その他

【学術部】 【地域局】

２） 県北ブロック会議

[６] 調査活動 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

メールおよび電話での連絡のみ

(目的) 【県北ブロック】

理学療法やリハビリテーション等、医療保健福祉領域

に関する事項について調査し、県民や医療関連職種、 ３） 菊阿ブロック会議

理学療法士の意識・意見をもとに、行政等への提言や 　期　　日： ２０２１年０３月１２日（金）

協会活動の今後の方針決定等に反映させることを目的 　場　　所： メール及びＦＡＸ

としている。 　内　　容： 各事業報告について

ブロック長・副ブロック長交代について

(内容) 【菊阿ブロック】

新型コロナ感染症拡大防止のため調査活動自体が中止

となった。 ４） 八代ブロック会議

　期　　日： ２０２１年０３月１２日（金）

１） 産業理学療法に関する調査 　場　　所： メール

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 　内　　容： 令和３年度八代ブロック予算案について

中止 事業活動費について

【保健福祉部】 【八代ブロック】

５） 八代ブロック勉強会

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【八代ブロック】

６） 天草ブロック全体会議

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【天草ブロック】
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７） 天草ブロック役員会議 17） 県南ブロック第３回定例勉強会

　期　　日： ２０２０年０９月２８日（月） ※令和２年７月豪雨のため中止

　場　　所： Ｗｅｂ 【県南ブロック】

　内　　容： ２０２０年度事業報告及び質疑応答

２０２１年度事業計画について 18） 県南ブロック第４回定例勉強会

天草ブロック組織図について ※令和２年７月豪雨のため中止

天草ブロック長選挙について 【県南ブロック】

【天草ブロック】

19） 熊本市中央ブロック会議

８） 天草ブロック第１回定例勉強会 　期　　日： ２０２１年０３月０４日（木）

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 　場　　所： Ｗｅｂ

中止 　内　　容： 今年度の事業報告

【天草ブロック】 次年度の活動案報告

【熊本市中央ブロック】

９） 天草ブロック第２回定例勉強会

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 20） 熊本市北ブロック会議

中止 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

【天草ブロック】 中止

【熊本市北ブロック】

10） 天草ブロック第３回定例勉強会

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 21） 熊本市北ブロック症例検討会

中止 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

【天草ブロック】 中止

【熊本市北ブロック】

11） 天草ブロック第４回定例勉強会

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 22） 第１回熊本市北ブロック勉強会

中止 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

【天草ブロック】 中止

【熊本市北ブロック】

12） 天草ブロック第１回特別講義

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 23） 第２回熊本市北ブロック勉強会

中止 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

【天草ブロック】 中止

【熊本市北ブロック】

13） 天草ブロック第２回特別講義

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 24） 熊本市西ブロック会議

中止 　期　　日： ２０２０年０７月０１日（水）

【天草ブロック】 　場　　所： メール

　内　　容： 今年度ブロック長、副ブロック長につい

14） 県南ブロック会議 て

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 本年度事業計画・予算案について

中止 公益事業について

【県南ブロック】 連絡網の確認

その他

15） 県南ブロック第１回定例勉強会 【熊本市西ブロック】

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止 25） 熊本市東ブロック会議

【県南ブロック】 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

ＬＩＮＥでのやり取りにて実施、会議開

16） 県南ブロック第２回定例勉強会 催なし

※令和２年７月豪雨のため中止 【熊本市東ブロック】

【県南ブロック】
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26） 第１回熊本市東ブロック勉強会 [９] 福利厚生

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止 (目的)

【熊本市東ブロック】 会員が理学療法業務並びに本会活動を安心かつ的確に

遂行できるよう支援することを目的としている。

27） 第２回熊本市東ブロック勉強会

※コロナウイルス感染症拡大防止のため (内容)

中止 会員が本会の公益事業やその他の事業に参加する際、

【熊本市東ブロック】 偶発した事故についての保障体制整備をしたり、出産

や疾病等で離職したあとの復職支援として、診療報酬

28） 熊本市南ブロック会議 に関する情報提供や理学療法業務に関する再履修の機

　期　　日： ２０２１年０２月１８日（木） 会を提供できるような体制を整備する。

　場　　所： Ｗｅｂ

　内　　容： 今年度の活動報告 １） 会員福利厚生

次年度の事業計画 　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月

次年度の以降役割 　内　　容： ①医療保険部及び介護保険部作成の資料

連絡調整 提供

【熊本市南ブロック】 ②保険事業

　件　　数： ０件

29） 第３回熊本市南地区勉強会 【厚生部】

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止 ２） 理学療法士復職支援事業

【熊本市南ブロック】 　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月

　内　　容： 復職に関する相談及び情報提供

研修に関する調整業務

[８] 入会促進 　件　　数： ０件

【厚生部】

(目的)

非会員理学療法士の入会を促進し、本会活動を通じ理 ３） 復職支援

学療法士の更なる質の向上を目的としている。 　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月

　内　　容： 復職者への医療保険情報の提供

(内容) 　件　　数： ０件

非会員の理学療法士（主に新卒者）に対し、本会の活 【医療保険部】

動内容や組織構成、会費等について説明をしたうえで

入会を勧める。 ４） 復職支援

　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月

１） ２０２０年度新卒者研修会 　内　　容： 介護保険に関する資料の作成

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 　件　　数： ０件

中止 【介護保険部】

【厚生部】
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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 ６） 菊池広域連合介護認定審査会総会

　事業主体： 菊池広域連合

(目的) 　期　　日： ２０２１年０２月２６日（金）

関連団体と協力しながら保健・医療・福祉に関する情 　場　　所： 書面

報を適宜提供することや冊子・パンフレットなどを作 　内　　容： 菊池広域連合介護認定審査会会長決議

成することで、県民の健康意識の向上や高齢者・障が 菊池広域連合介護認定審査会実績報告

い者（児）の身体機能の改善並びにその生活支援に寄 　被派遣者： 佐藤亮

与することを目的としている。 【他１－10】

(内容) ７） 市町村審査会委員研修

県や市町村が開催する会議に参加し、その活動に対し ※新規委員が対象のため対象者なし

専門的視点からの提言や、医療・保健・福祉に関する 【他１－10】

資料作成や情報提供に協力する。

８） 障害者総合支援法に係る市町村審査会委員研修

１） 熊本県介護保険審査会 ※新規委員が対象のため対象者なし

※開催なし 【他１－10】

【他１－10】

９） 地域医療介護総合確保基金についてのヒアリング

２） 熊本県地域リハビリテーション推進会議（熊本県市町 ※開催なし

村介護予防事業評価支援会議） 【他１－10】

　事業主体： 熊本県

　期　　日： ２０２１年０３月０１日（月） 10） 自立応援プロジェクトヒアリング

　場　　所： Ｗｅｂ ※開催なし

　内　　容： 令和２年度（２０２０年度）の活動状況 【他１－10】

報告

令和３年度（２０２１年度）の取組み 11） 熊本県在宅医療連合会代表者会議

令和３年度（２０２１年度）からの地域 　事業主体： 熊本県在宅医療連合会

リハビリテーション広域支援センターの 　期　　日： ２０２１年０１月１９日（火）

指定について 　場　　所： Ｗｅｂ

　被派遣者： 坂崎浩一 　内　　容： 地域在宅医療サポートセンター設置状況

【他１－10】 について

コロナ禍における在宅医療に関する問題

３） 熊本県健康づくり県民会議 点について

※コロナウイルス感染症拡大防止のため その他

中止 　被派遣者： 坂崎浩一

【他１－10】 【他１－10】

４） 熊本県在宅医療連携体制検討協議会 12） 熊本県医療・保健・福祉団体協議会理事会

　事業主体： 熊本県 　事業主体： 熊本県医療・保健・福祉団体協議会

　期　　日： ２０２１年０１月１９日（火） 　期　　日： ２０２０年１１月０２日（月）

　場　　所： Ｗｅｂ 　場　　所： 熊本県医師会館

　内　　容： 地域包括ケアシステム構築に向けた重点 　内　　容： 国民の医療を守るための決議について

的な取り組みの進捗報告 第１３回熊本県医療・保健・福祉連携学

　被派遣者： 竹内久美 会開催の件

【他１－10】 くまもとメディカルネットワークについ

て

５） 菊池広域連合介護認定審査会委員研修会 その他

※新規委員が対象のため対象者なし 　被派遣者： 坂崎浩一

【他１－10】 【他１－10】



＜他１＞

13） 運動器機能評価事業打合せ会 16） 熊本県地域リハビリテーション支援センター運営委員

　事業主体： 熊本地域リハビリテーション支援協議会 会

　期　　日： ２０２０年０６月２９日（月） 　事業主体： 熊本地域リハビリテーション支援協議会

　場　　所： 熊本県医師会館 　期　　日： ２０２０年１１月０４日（水）

　内　　容： 運動器機能評価システムについて 　場　　所： 熊本県医師会館

運動器機能評価に関する市町村等との連 　内　　容： 令和元年度熊本県地域リハビリテ－ショ

携について ン支援センタ－の委託事業について

その他 令和２年度熊本県地域リハビリテ－ショ

　被派遣者： 坂崎浩一、林寿恵、北尾昌平 ンセンター業務委託に関する件

【他１－10】 コロナ禍における地域リハビリテーショ

ン活動について

14） 熊本地域リハビリテーション支援協議会役員会 その他

　事業主体： 熊本地域リハビリテーション支援協議会 　被派遣者： 坂崎浩一

　期　　日： ２０２０年１１月０９日（月） 【他１－10】

　場　　所： 熊本県医師会館

　内　　容： 令和元年度熊本地域リハ支援協議会事業 17） 熊本県各圏域地域リハビリテーション広域支援センタ

報告、決算 ー連絡協議会

令和２年度熊本県地域リハ支援センター 　事業主体： 熊本地域リハビリテーション支援協議会

事業運営委員会報告 　期　　日： ２０２１年０２月０８日（月）

熊本県復興リハセンターの活動について 　場　　所： Ｗｅｂ

第１３回熊本県医療保健福祉連携学会に 　内　　容： 地域リハビリテーション支援センター運

ついて 営委員会について

令和２年度熊本地域リハ支援協議会事業 熊本県各圏域地域リハビリテーション広

計画、予算 域支援センター意見交換会について

令和２年度熊本地域リハ支援協議会総会 復興リハビリテーション活動について

・特別講演について 地域におけるリハビリテーションの連ら

その他 期待性について

　被派遣者： 坂崎浩一 その他

【他１－10】 　被派遣者： 坂崎浩一

【他１－10】

15） 熊本地域リハビリテーション支援協議会総会・特別講

演 18） 熊本県地域リハビリテーション支援センター研修会

　事業主体： 熊本地域リハビリテーション支援協議会 　事業主体： 熊本地域リハビリテーション支援協議会

　期　　日： ２０２１年０２月２６日（金） 　期　　日： ２０２１年０２月０８日（月）

　場　　所： Ｗｅｂ 　場　　所： Ｗｅｂ

　内　　容： 令和２年度事業報告および収支決算報告 　内　　容： 運動器機能評価について

監査報告 「コロナ禍における地域リハビリテーシ

令和２年度事業計画及び収支予算につい ョンの課題と今後について」

て 　被派遣者： 坂崎浩一

特別講演 【他１－10】

「口から繋げるフレイル・オーラルフレ

イル予防」 19） 熊本市介護認定審査会

その他 　事業主体： 熊本市

　被派遣者： 坂崎浩一 　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月

【他１－10】 　場　　所： 熊本市各区保健センター等

　内　　容： 要支援・要介護に係る認定審査

　被派遣者： 坂崎浩一、田島徹朗、北里堅二

野津原豊、木原伸一、小森田宏

本田隆、森重康彦

【他１－10】



＜他１＞

20） 熊本市介護認定審査会委員現任研修会 25） 在宅サービス手引書編集委員会

　事業主体： 熊本市 ※開催なし

　期　　日： ２０２０年１２月０８日（火）～２０２ 【他１－10】

１年０３月３１日（水）

　場　　所： Ｗｅｂ 26） 熊本市地域リハビリテーション協議会委員総会

　内　　容： 審査手順（一次・二次判定等）に沿った 　事業主体： 熊本市地域リハビリテーション協議会

判定について 　期　　日： ２０２０年０８月２８日（金）

状態の維持、改善可能性にかかる審査判 　場　　所： 書面

定の留意点について 　内　　容： 令和２年度委員について

　被派遣者： 坂崎浩一、田島徹朗、北里堅二 令和２年度役員選出について

野津原豊、木原伸一、小森田宏 令和２年度問題別委員会委員について

本田隆、森重康彦 令和元年度事業報告決算について

【他１－10】 令和２年度事業計画（案）・予算（案）

について

21） 熊本市介護給付費等の支給に関する審査会 　被派遣者： 坂崎浩一、野津原豊

　事業主体： 熊本市 【他１－10】

　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月

　場　　所： 熊本市中央区役所 27） 熊本市保健医療専門団体連合会理事会

　内　　容： 熊本市障害者自立支援法にかかる審査 　事業主体： 熊本市保健医療専門団体連合会

　被派遣者： 飯星雅朗 　期　　日： ２０２１年０１月１２日（火）

【他１－10】 　場　　所： 熊本市医師会館

　内　　容： 令和３年度熊本市民健康フェスティバル

22） 熊本市地域包括ケアシステム推進会議 について

　事業主体： 熊本市 令和３年度医専連シンポジウムについて

　期　　日： ２０２１年０１月１４日（木） 令和３年度熊本シティエフエム放送出演

　場　　所： 書面 協力について

　内　　容： 新型コロナウイルス感染症に対応した介 その他

護予防に関する広報強化・きっかけづく 　被派遣者： 田島徹朗

りの状況について 【他１－10】

各高齢者支援センターささえりあにおけ

る新型コロナウイルス感染症に対応した 28） 自立支援型地域ケア会議

取り組みについて 　事業主体： 熊本市北５地域包括支援センター

第８期熊本市高齢者保健福祉計画・事業 　期　　日： ①２０２０年０７月２７日（月）

計画（くまもとはつらつプラン）の策定 ②２０２０年１１月３０日（月）

について ③２０２０年１２月２１日（月）

　被派遣者： 筒井宏益 ④２０２１年０１月２５日（月）

【他１－10】 ⑤２０２１年０２月２２日（月）

⑥２０２１年０３月２２日（月）

23） 訪問看護・訪問介護合同検討委員会 　場　　所： ①武蔵大津トータルサポートセンター

　事業主体： 熊本市地域リハビリテーション協議会 ②熊本市北区役所

　期　　日： ２０２１年０３月 ③熊本市北区役所

　場　　所： 書面 ④書面

　内　　容： 現状報告 ⑤熊本市北区役所

　被派遣者： 筒井宏益 ⑥書面

【他１－10】 　内　　容： 事例検討

　被派遣者： ①松井亨

24） リハビリテーション検討委員会 ②松井亨

※書面報告 ③木原伸一

【他１－10】 ④松井亨

⑤木原伸一

⑥松井亨

【他１－10】



＜他１＞

29） 八代市介護認定審査会 35） 阿蘇地域難病対策連絡会

　事業主体： 八代市 ※中止

　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月 【他１－10】

　場　　所： 桜十字ホールやつしろ

　内　　容： 要介護及び要支援に係る認定審査 36） 宇城広域連合介護認定審査会

　被派遣者： 四海公貴、光本しのぶ、青木亨 　事業主体： 宇城広域連合

【他１－10】 　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月

　場　　所： 宇城広域連合

30） 熊本県介護認定審査会委員現任研修 　内　　容： 介護保険制度に基づく要介護および要支

　事業主体： 熊本県 援状態の認定審査

　期　　日： ２０２１年０１月 　被派遣者： 山下智弘、井上みどり

　場　　所： Ｗｅｂ 【他１－10】

　内　　容： 教材映像（動画配信）にて介護認定審査

会における審査ポイントを視聴 37） 肥後医育振興会評議員会

　被派遣者： 四海公貴、光本しのぶ、青木亨 　事業主体： 肥後医育振興会

【他１－10】 　期　　日： ２０２０年０６月１５日（月）

２０２１年０３年１７日（水）

31） 八代市介護認定審査会委員連絡会 　場　　所： ＫＫＲホテル熊本

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 　内　　容： 令和元年度事業報告書について

中止 令和元年度収支決算書について

【他１－10】 理事の退任について

評議員の交代について

32） 菊池広域連合介護認定審査会代表者会議 令和３年度事業計画（案）、予算（案）

　事業主体： 菊池広域連合 について

　期　　日： ２０２０年１１月２６日（木） 令和３年度医学研究助成金の公募（案）

　場　　所： 菊池市泗水総合支所 について

　内　　容： 認定審査会の現状について 令和３年度医学国際交流助成金の公募（

次期認定審査会委員の推薦について 案）について

審査会総会及び委員研修の開催について その他

その他 　被派遣者： 坂崎浩一

　被派遣者： 佐藤亮 【他１－10】

【他１－10】

38） 熊本県医療人育成総合会議

33） 菊池広域連合介護認定審査会 　事業主体： 肥後医育振興会

　事業主体： 菊池広域連合 　期　　日： ２０２０年１１月２３日（月）

　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月 　場　　所： 熊本大学

　場　　所： 菊池圏域各会場 　内　　容： 講演

　内　　容： 介護認定に係る審査 「コロナショックと社会の未来」

　被派遣者： 岸本稔、佐藤亮、江藤隆夫 「熊本大学医学部医学科での遠隔臨床実

河﨑靖範、槌田義美 習について」

【他１－10】 「コロナ禍で感じた薬学部実習の問題点

や進むべき方向性」

34） 菊池広域連合障害者総合支援審査会 「コロナ禍における看護学臨床実習」

　事業主体： 菊池広域連合 「臨床実習代替教育の現状とウィズコロ

　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月 ナ時代の臨床実習教育」

　場　　所： 菊池市泗水総合支所 「シミュレーション教育はウィズコロナ

　内　　容： 障害支援区分判定に係る審査 時代の医学教育の救世主なのか」

　被派遣者： 佐藤亮 総合討論

【他１－10】 　被派遣者： 坂崎浩一

【他１－10】



＜他１＞

39） 熊本県リハビリテーション専門職三団体協議会 46） 教育課程編成委員会

※開催なし 　事業主体： ①メディカル・カレッジ青照館

【他１－10】 ②熊本駅前看護リハビリテーション学院

③メディカル・カレッジ青照館

40） 訪問リハ・地域リーダー会議 ④熊本駅前看護リハビリテーション学院

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 　期　　日： ①２０２０年０７月１５日（水）

開催なし ②２０２０年１１月１２日（木）

【他１－10】 ③２０２０年１１月２５日（水）

④２０２１年０３月１７日（水）

41） 九州ブロック情報交換会 　場　　所： ①メディカル・カレッジ青照館

　事業主体： 女性理学療法士の会 ②Ｗｅｂ

　期　　日： ２０２１年０２月１９日（金） ③メディカル・カレッジ青照館

　場　　所： Ｗｅｂ ④Ｗｅｂ

　内　　容： 男性女性を問わず就労を継続しやすい環 　内　　容： 学校関係者評価委員会

境作りに向けた情報交換ならびに発信 書面での情報交換と報告

　被派遣者： 林寿恵、鋤田郁美 教育課程編成委員紹介

【他１－10】 職業実践専門課程についての説明

分科会

42） ＪＩＭＴＥＦ災害医療研修ベーシックコース 報告会

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 新カリキュラムについて

派遣なし コロナ禍の学内教育および臨床実習につ

【他１－10】 いて

その他

43） ＪＩＭＴＥＦ災害医療研修アドバンスコース 　被派遣者： ①大脇秀一

※開催なし ②山口里美

【他１－10】 ③大脇秀一

④山口里美

44） ＪＩＭＴＥＦ災害医療研修スキルアップコース 【他１－10】

※開催なし

【他１－10】

45） 評価員研修会

　事業主体： リハビリテーション評価機構

　期　　日： ２０２１年０２月１５日（月）

　場　　所： Ｗｅｂ

　内　　容： 評価機構の現状報告

評価マニュアル２０２０（第９版）の説

明

今後の教育評価活動スケジュール（案）

の説明

　被派遣者： 田島徹朗

【他１－10】



＜他１＞

47） 学校法人銀杏学園評議員会 51） 天草市地域ケア会議運営推進会議

　事業主体： 学校法人銀杏学園 　事業主体： 天草市

　期　　日： ２０２０年０９月１６日（水） 　期　　日： ２０２０年０８月２６日（水）

２０２１年０３月１７日（水） 　場　　所： 天草市役所

　場　　所： 熊本保健科学大学 　内　　容： 令和元年度地域ケア会議成果報告

　内　　容： コロナ禍における学生募集活動について 地域ケア会議の運営について

旧アリーナ、レストラン改造工事につい 意見交換（成果について、運営の課題に

て ついて、新型コロナウイルス感染症予防

令和２年度上半期資産運用について 対策について）

中長期計画の見直しについて 令和３年度の地域ケア会議の予定につい

学則の改定、規程の改定について て

令和３年度入試結果 　被派遣者： 山畑公弘、木崎拓真

令和２年度国家試験受験状況（見込み） 【天草ブロック】

令和２年度進路決定状況

大学機関認証評価の結果

教職員の退職等について

令和２年度資産運用実績

大学施設の設備

令和２年度収支予算の補正（案）につい

て

令和３年度事業計画（案）について

令和３年度収支予算（案）について

令和３年度資産運用計画（案）について

理学療法専攻収容定員増（案）について

銀杏学園ガバナンスコード（案）につい

て

アカデミックスキル支援センターの設置

（案）について

学則の改定（案）について

諸規定の改定（案）について

その他

　被派遣者： 坂崎浩一

【他１－10】

48） 各保健所圏域での糖尿病対策事業への参加協力

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【専門領域部糖尿病班】

49） 九州夢大学ｉｎ熊本

※開催なし

【広報宣伝部】

50） 有明地域リハビリテーション推進会議

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【県北ブロック】
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52） 自立支援型地域ケア会議（居宅対象） 　期　　日： ①２０２０年０８月１９日（水）

　事業主体： ①天草北地域包括支援センター ②２０２０年０８月２０日（木）

②天草東地域包括支援センター ③２０２０年０８月２０日（木）

③天草中央地域包括支援センター ④２０２０年０８月２１日（金）

④天草南地域包括支援センター ⑤２０２０年０８月２１日（金）

⑤天草牛深地域包括支援センター ⑥２０２０年０９月１７日（木）

⑥天草中央地域包括支援センター ⑦２０２０年０９月１８日（金）

⑦天草北地域包括支援センター ⑧２０２０年１０月１５日（木）

⑧天草中央地域包括支援センター ⑨２０２０年１０月１５日（木）

⑨天草東地域包括支援センター ⑩２０２０年１０月１６日（金）

⑩天草牛深地域包括支援センター ⑪２０２０年１０月２１日（水）

⑪天草北地域包括支援センター ⑫２０２０年１１月１９日（木）

⑫天草中央地域包括支援センター ⑬２０２０年１１月１９日（木）

⑬天草東地域包括支援センター ⑭２０２０年１１月２０日（金）

⑭天草西地域包括支援センター ⑮２０２０年１２月１０日（木）

⑮天草東地域包括支援センター ⑯２０２０年１２月１１日（金）

⑯天草南地域包括支援センター ⑰２０２１年０１月１４日（木）

⑰天草東地域包括支援センター ⑱２０２１年０１月２２日（金）

⑱天草西地域包括支援センター ⑲２０２１年０２月１７日（水）

⑲天草北地域包括支援センター ⑳２０２１年０２月１８日（木）

⑳天草東地域包括支援センター ㉑２０２１年０２月１８日（木）

㉑天草中央地域包括支援センター ㉒２０２１年０２月１９日（金）

㉒天草南地域包括支援センター ㉓２０２１年０２月１９日（金）

㉓天草牛深地域包括支援センター ㉔２０２１年０３月１８日（木）

㉔天草中央地域包括支援センター ㉕２０２１年０３月１８日（木）

㉕天草東地域包括支援センター ㉖２０２１年０３月１９日（金）

㉖天草西地域包括支援センター 　場　　所： ①天草北包括支援センターきずな

②天草市役所栖本支所

③天草市民センター

④天草地域健診センター

⑤天草市役所

⑥天草市民センター

⑦天草北地域包括支援センター

⑧天草市民センター

⑨御所浦コミュニティーセンター

⑩天草市役所牛深支所

⑪北包括支援センターきずな

⑫天草宝島国際交流会館ポルト

⑬天草市役所栖本支所

⑭天草町支所

⑮天草市役所栖本支所

⑯天草地域健診センター

⑰天草市役所栖本支所

⑱Ｗｅｂ

⑲なぎ

⑳天草市役所栖本支所

㉑天草市民センター

㉒天草地域医療センター健診センター

㉓市役所（書面）

㉔天草市民センター

㉕天草市役所栖本支所

㉖Ｗｅｂ
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内　　容： 自立支援に向けた検討 55） 復興リハビリテーションに関する意見交換会

意見交換 事業主体： 熊本県

被派遣者： ①野崎憲一 期　　日： ２０２０年１０月１９日（月）

②金子梓 場　　所： 熊本県医師会館

③松下舞子 内　　容： ２０２０年度復興リハの取り組みについ

④尾下寿宏 て（豪雨災害）

⑤舩越勇太 ２０１６年度復興リハの取り組みについ

⑥岩崎結 て（熊本地震）

⑦武部那美 復興リハの支援体制に関する意見交換

⑧辻葉月 被派遣者： 坂崎浩一

⑨木崎拓真 【他１－10】

⑩桂田奈美

⑪石田亜紀 56） 熊本市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（くま

⑫山畑公弘 もとはつらつプラン）策定委員会

⑬池田光世 事業主体： 熊本市

⑭中鋪圭吾 期　　日： ２０２０年１１月２６日（木）

⑮森内陽介 ２０２１年０２月１２日（金）

⑯堀川勝 場　　所： 熊本市役所

⑰金子梓 内　　容： 第８期熊本市高齢者保健福祉計画・介護

⑱木崎拓真 保険事業計画（案）について

⑲笹本一輝 パブリックコメントの実施について

⑳森内陽介 その他

㉑山中景介 被派遣者： 坂崎浩一

㉒武部啓太 【他１－10】

㉓松岡寛文

㉔松田吉紘 57） ２０２０年度成長期のスポーツ障害予防講習会　九州

㉕池田光世 地区講師養成Ｗｅｂ講習会

㉖安村盛義 事業主体： 運動器の健康・日本協会

【天草ブロック】 日本理学療法士協会

期　　日： ２０２０年１２月１２日（土）

53） 熊本県訪問看護サポート強化事業運営委員会 場　　所： Ｗｅｂ

事業主体： 熊本県看護協会 内　　容： 「成長期野球選手のスポーツ障害予防」

期　　日： ２０２０年０６月３０日（火） （帖佐悦男氏　成長期のスポーツ外傷・

場　　所： 熊本県看護研修センター 障害予防啓発委員会　宮崎大学医学部整

内　　容： 実施計画案について 形外科）

その他 「成長期のスポーツ障害予防事業　講師

被派遣者： 坂崎浩一 養成講習会」

【他１－10】 （坂本雅昭氏　日本理学療法士協会）

被派遣者： 川中洋平、松生悟

54） 糖尿病対策事業に関する情報交換会 【他１－10】

事業主体： 日本糖尿病理学療法学会

期　　日： ２０２０年０７月３０日（木） 58） 天草地域在宅医療・介護連携推進プロジェクト会議

場　　所： Ｗｅｂ 事業主体： 天草郡市医師会

内　　容： 糖尿病対策事業に関する意見交換会 期　　日： ２０２０年１２月２３日（水）

被派遣者： 工藤周平 場　　所： Ｗｅｂ

【専門領域部糖尿病班】 内　　容： 令和２年の事業報告と令和３年度の事業

の方向性について

被派遣者： 山畑公弘

【他１－10】
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59） 熊本県各圏域地域リハビリテーション広域支援センタ １） 日本理学療法士協会定時総会

ー意見交換会 事業主体： 日本理学療法士協会

事業主体： 熊本県各圏域地域リハビリテーション広 期　　日： ２０２０年０６月０６日（土）

域支援センター 場　　所： Ｗｅｂ

期　　日： ２０２０年１２月０７日（月） 内　　容： 名誉会員の承認を求める件

場　　所： Ｗｅｂ 選挙管理委員の承認を求める件

内　　容： 地域活動の経過とコロナ禍における今後 常勤役員要件審査委員の承認を求める件

について 議事運営委員の承認を求める件

運動器機能評価について ２０１９年度事業の報告ならびに決算書

被派遣者： 坂崎浩一 類の承認を認める件

【他１－10】 ２０１９年度監査報告について

２０２０年度　事業計画、予算について

60） 訪問リハ地域ブロック連絡会議 被派遣者： 坂崎浩一、田島徹朗、北里堅二

事業主体： 訪問リハビリテーション振興財団 波多埜克宜、他

期　　日： ２０２１年０１月２０日（水） 【他１－11】

場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 令和２年５月に動画配信後のアンケート ２） 日本理学療法士協会組織運営協議会等

結果について 事業主体： 日本理学療法士協会

３協会と訪問リハビリテーション振興委 期　　日： ①２０２０年０８月０１日（土）

員会の方針について ②２０２０年０８月０２日（日）

振興財団　各班長からの報告 ③２０２０年１０月１１日（日）

令和３年度介護保険報酬改定について～ 場　　所： Ｗｅｂ

訪問リハ・訪問看護を中心に～ 内　　容： 組織体制の変更について

令和３年度訪問リハ・地域リーダー会議 学会法人化について

について 新型コロナウイルス感染症対策本部の活

被派遣者： 竹内久美 動報告について理事会傍聴

【他１－10】 ２０２１年度重点事業について

次期システム構築の進捗状況報告

臨床実習指導者講習会について

[11] 他団体との連絡調整 被派遣者： ①坂崎浩一

②田島徹朗

(目的) ③田島徹朗

関連他団体との連絡調整を密に図ることで、県内及び 【他１－11】

全国の医療保健福祉に関する情報を収集し、本会の事

業展開に速やかに反映させることを目的としている。 ３） 日本理学療法士協会都道府県理学療法士会事務局長会

議

(内容) 事業主体： 日本理学療法士協会

日本理学療法士協会並びに他県理学療法士会との連携 期　　日： ２０２１年０２月０６日（土）

のもと、情報交換並びに研修会の共同開催等を行う。 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 入会率、組織率の維持向上について

新システム稼働後における未納退会者の

士会費の取り扱いについて

次期システム開発の進捗～進捗スケジュ

ールの提示～

被派遣者： 大脇秀一

【他１－11】

４） 日本理学療法士協会都道府県理学療法士会事務局職員

研修会

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止

【他１－11】
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５） 日本理学療法士協会都道府県士会理事育成研修会 ６） 日本理学療法士協会九州ブロック各県理学療法士会長

※開催なし 会議

【他１－11】 事業主体： 日本理学療法士協会九州ブロック会

期　　日： ①２０２０年０４月３０日（木）

②２０２０年０８月２０日（木）

③２０２０年１２月０１日（火）

④２０２１年０３月２７日（土）

場　　所： Ｗｅｂ
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内　　容： 令和元年度事業報告及び決算報告 被派遣者： ①坂崎浩一、大脇秀一

令和２年度事業計画および予算案 ②坂崎浩一、林寿恵

各県士会における新型コロナ肺炎による ③坂崎浩一、大脇秀一

影響について（宮崎県） ④坂崎浩一、大脇秀一

「各県士会主催学術大会」の参加費（内 【他１－11】

訳）について（長崎県）

「九州理学療法士学術大会」の補助金（ ７） 日本理学療法士協会九州ブロック各県理学療法士会事

入金時期等）について（長崎県） 務局長会議

「九州理学療法士学術大会　２０２０ 事業主体： 日本理学療法士協会九州ブロック会

ⅰｎ ＳＡＳＥＢＯ」の中止・延期につ 期　　日： ２０２０年０９月２５日（金）

いて（長崎県） 場　　所： Ｗｅｂ

「九州理学療法士学術大会　２０２０ 内　　容： 各県からの現状報告

ⅰｎ ＳＡＳＥＢＯ」の中止・延期に係 各県への質問および確認事項

る追加と予想される経費の精算方法につ 九州ブロック会におけるＷｅｂ会議の会

いて（長崎県） 議費と支払い方法

各県会費の免除について（コロナ感染症 九州ブロック会管理運営研修会について

対応） ネットワーク構築について

入会金について 被派遣者： 大脇秀一

会費減免制度について（育児・シニア割 【他１－11】

引）

事務局、学術活動、災害リハについて ８） 日本理学療法士協会九州ブロック教育・学術担当者会

臨床実習指導者担当者会議の計画、予算 議

について 事業主体： 日本理学療法士協会九州ブロック会

災害対応担当者会議報告 期　　日： ２０２０年１０月１０日（土）

臨床実習担当者会議報告 場　　所： Ｗｅｂ

会費の減免についての情報交換 内　　容： 各県士会における学術的活動の計画

ブロック拠出金について 前年度九州ブロック会主催研修会の事業

令和３年度九州理学療法士学術大会につ 報告

いて 今年度九州ブロック会主催研修会の事業

九州ブロック会規程の変更について 予定

令和２年度災害対応担当者会議事業・決 次年度九州ブロック会主催研修会の企画

算報告 案

令和２年度臨床実習関係担当者会議議事 被派遣者： 岸本稔、坂田大介

録、事業・決算報告書 【他１－11】

九州理学療法士学術大会　２０２１　ｆ

ｒｏｍ　ＳＡＳＥＢＯ　進捗状況、収支

決算書、企画書

令和３年度九州ブロック予算案（宮崎県

）

令和３年度九州ブロック災害対応担当者

会議事業計画・予算案

令和３年度九州ブロック事務局長会議事

業計画・予算案

令和３年度九州ブロック教育学術担当者

会議事業計画・予算案

九州理学療法士学術大会　２０２１　ｆ

ｒｏｍ　ＳＡＳＥＢＯ　参加費、座長の

選出、助成金について

その他
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９） 日本理学療法士協会九州ブロック臨床実習関係担当者 13） 日本理学療法士協会新型コロナ対策本部理学療法業務

会議 担当働き方作業部会

事業主体： 日本理学療法士協会九州ブロック会 事業主体： 日本理学療法士協会

期　　日： ２０２１年０１月２５日（月） 期　　日： ２０２０年０６月３０日（火）

場　　所： Ｗｅｂ ２０２０年０７月１７日（金）

内　　容： ２０１９年度九州ブロック臨床実習指導 ２０２０年０７月３１日（金）

者研修会について（熊本県） ２０２０年０８月２９日（土）

２０１９年度臨床実習指導者講習会（都 ２０２０年０９月１４日（月）

道府県講習会）の実施状況と課題につい ２０２０年０９月２９日（火）

て 場　　所： Ｗｅｂ

２０２０年度九州ブロック臨床実習指導 内　　容： 今後の活動について

者研修会について（佐賀県） 会員へのアンケート調査

２０２０年度臨床実習指導者講習会（都 アンケート分析・課題抽出

道府県講習会）の実施状況と課題につい アンケート結果の報告書作成

て 課題に対する解決策の提案書作成

臨床実習についての各県の状況、今後の 被派遣者： 波多埜克宜

見込みについて（養成校、受け入れ施設 【他１－11】

等）

その他確認・検討事項

被派遣者： 田島徹朗、岸本稔

【他１－11】

10） 日本理学療法士協会九州ブロック政策活動委員会担当

者会議

事業主体： 日本理学療法士協会九州ブロック会

期　　日： ２０２１年０３月０２日（火）

場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 九州各県士会の２０２０年度の政策活動

報告と２０２１年度の活動計画について

（意見交換）

被派遣者： 北里堅二

【他１－11】

11） 日本理学療法士協会九州ブロック災害対応担当者会議

事業主体： 日本理学療法士協会九州ブロック会

期　　日： ２０２１年０１月０８日（金）

場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 各県の災害対応について

ＢＣＰについて

その他

被派遣者： 坂崎浩一、佐藤亮、林寿恵

【他１－11】

12） 日本理学療法士協会選挙管理運営委員会

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

開催なし

【選挙管理委員会】



＜他１＞

14） 日本理学療法士協会日本地域理学療法・支援工学理学 15） 日本理学療法士協会臨時総会

療法・教育理学療法・管理理学療法合同学術大会２０ 事業主体： 日本理学療法士協会

２１準備委員会 期　　日： ２０２０年１０月１１日（日）

事業主体： 日本理学療法士協会 場　　所： Ｗｅｂ

期　　日： ２０２０年０９月０９日（水） 内　　容： 定款細則改正案の承認を求める件

２０２０年１２月０３日（木） 会館建設完了報告

２０２１年０１月０５日（火） 重要な財産処分の報告（千駄ヶ谷会館の

２０２１年０２月１１日（木） 売却）

２０２１年０３月１１日（木） 新型コロナウイルス感染症対策本部の活

場　　所： Ｗｅｂ 動報告

内　　容： 参加者について 分科学会及び部門の法人化

プログラム（スケジュール）について 組織体制の変更について

講演等の企画について 被派遣者： 坂崎浩一、田島徹朗

演題関係について 北里堅二、波多埜克宜

抄録について 【他１－11】

企業展示について

当日運営について 16） 日本理学療法士協会新組織検討委員会

事務局機能について 事業主体： 日本理学療法士協会

事務業務について 期　　日： ２０２０年１０月２９日（日）

委託業者の決定について ２０２１年０２月１５日（月）

他団体の協賛講演について 場　　所： Ｗｅｂ

予算案の修正及び委託事業者について 内　　容： 本委員会の趣旨説明

参加者数の見込みについて 都道府県理学療法士会における市町村単

参加者を増やすためのプログラム等につ 位での組織つくりに関する問題点につい

いて て

協会会員以外の取り扱いについて 協会と都道府県理学療法士会が一体化す

会員以外の申し込み入金のしくみについ ることに関する阻害因子について

て 各都道府県理学療法士会における負担感

組織図について とその解決策（案）について

プログラム構成について その他

学会名称について 被派遣者： 坂崎浩一

今後の会議日程について 【他１－11】

大会名称について　　　

情報共有のためのグループウェアの導入 17） 日本理学療法士協会スポーツ理学療法運営担当者会議

について　 事業主体： 日本理学療法士協会

グループウェアの導入可否及び費用計上 期　　日： ２０２１年０１月２３日（土）

や支払時期について　 場　　所： Ｗｅｂ

システムの確認 内　　容： 委員会活動およびスポーツ関連事業報告

タイムスケジュールについて グループディスカッション

公印の取り扱いについて 「２０３０年に向けたスポーツ理学療法

演題登録とその後の日程に関して のあり方について」

サイボウズの運用ルールについて グループ発表

２月学会運営審議会からの指摘について 「ブラッシュアップ研修」実技内容の伝

各学会研究会予算立てに伴う費用按分に 達

ついて 被派遣者： 谷川直昭、川中洋平

その他 【他１－11】

被派遣者： 坂崎浩一

【他１－11】



＜他１＞

18） 日本理学療法士協会全国都道府県士会学校保健・特別 20） 日本理学療法士協会次期会員管理システムＷＥＢ説明

支援教育担当者会議 会

事業主体： 日本理学療法士協会 事業主体： 日本理学療法士協会

期　　日： ２０２１年０２月１４日（日） 期　　日： ２０２１年０３月１０日（水）

場　　所： Ｗｅｂ 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 学校保健・特別支援教育の現状と課題 内　　容： 次期会員管理システム概要説明

（コロナ禍における子どもたちへの影響 会員管理機能に関する説明

も含む） 生涯学習関連機能に関する説明

「会議の趣旨説明について」 生涯学習関連機能　質疑応答

（眞鍋克博氏） 質疑応答

「学校保健の現状と課題について」 事務連絡

（粕山達也氏、川本晃平氏） 被派遣者： 石黒由希子、吉永莉奈

「特別支援教育の現状と課題について」 【他１－11】

（長島大介氏、眞鍋克博氏）

学校保健・特別支援教育における担当地 21） 臨床実習指導者中央講習会

域の支援体制の現状と課題について ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

グループワーク 中止

各グループによる発表 【他１－11】

まとめ

「学校保健について」 22） 日本理学療法士協会次期演題管理システムＷＥＢ説明

（粕山達也氏、川本晃平氏） 会

「特別支援教育について」 事業主体： 日本理学療法士協会

（眞鍋克博氏、長島大介氏） 期　　日： ２０２１年０３月２１日（日）

被派遣者： 四海公貴、北尾昌平 場　　所： Ｗｅｂ

【他１－11】 内　　容： 新演題管理システムのスケジュール・説

明

19） 日本理学療法士協会都道府県理学療法士会生涯学習担 学会ホームページ・演題・抄録・査読に

当者意見交換会 ついて

事業主体： 日本理学療法士協会 システムに関する質疑応答

期　　日： ２０２１年０２月０３日（水） 被派遣者： 四海公貴、筒井宏益、大浦佳子

場　　所： Ｗｅｂ 【他１－11】

内　　容： 新制度開始までの主なスケジュールにつ

いての説明 23） 日本理学療法士協会九州ブロック会管理運営研修会

認定理学療法士・専門理学療法士の更新 事業主体： 日本理学療法士協会九州ブロック会

要件に「都道府県理学療法士会学術雑誌 期　　日： ２０２１年０２月２７日（土）

への投稿」があることから、学術雑誌を 場　　所： Ｗｅｂ

刊行しているかについて 内　　容： 講演

会員に対し新制度に関する広報を行って 「地域の中で求められるマネジメント～

いるかについて 理学療法士に期待すること～」

新制度に関する質疑応答 「市町村・地域で働く理学療法士の実践

ＷＥＢ会議の定期的な開催について 報告」

被派遣者： 當利賢一 トークセッション

【庶務部生涯学習係】 「地域の中で求められるマネジメント～

市町村・地域での実践報告～」

被派遣者： 田島徹朗

【他１－11】



＜他１＞

24） 日本理学療法士協会表彰委員会

事業主体： 日本理学療法士協会

期　　日： ２０２１年０３月０９日（火）

場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： ２０２０年度協会賞について

学業優秀賞について

被表彰者等推薦の対応

その他

被派遣者： 田島徹朗

【他１－11】



＜法人会計＞

Ⅴ 本会の目的達成に必要な管理運営＜法人会計＞ [３] 賛助会員懇談会

(目的)

[１] 本会のＰＲ活動 賛助会員との意見交換を通じ、業界の現状と理学療法

士協会に対するニーズを把握し、新たなる事業展開へ

(目的) と繋げることを目的とする。

理学療法並びに理学療法士の普及啓発を目的とする。

(内容)

(内容) 新型コロナ感染症拡大防止のため中止となった。

本会の活動内容について取材し、広報誌を通して紹介

するとともに、健康講座や各種イベント時に着用する １） 賛助会員懇談会

ユニフォーム等の管理貸出等を行っていたが本年度は ※開催なし

ほとんどの活動が中止となった。 【厚生部】

１） 本会のＰＲ活動

期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月 [４] 生涯学習プログラム運営に関する事業

内　　容： ユニフォーム・幟の貸し出し、管理

ノベルティグッズの購入、管理 (目的)

【広報宣伝部】 会員理学療法士のスキルアップとしての生涯学習プロ

グラムについて、その周知と認定登録などの管理運営

２） 公益事業の取材活動 を円滑に行うことを目的としている。

※第１８回『ＰＴあ！（ピタ）』っと健

康講座中止のため中止 (内容)

【広報宣伝部】 生涯学習プログラム修得向上に関する業務、日本理学

療法士協会生涯学習部との連絡調整、登録申請業務、

使用機材の操作保守管理業務等を行った。

[２] 会員相互の親睦会

１） 新人教育プログラム修得率向上のための事業

(目的) 期　　日： ２０２１年０３月０５日（金）

新入会員に対し、本会の目的や活動内容の説明や意見 場　　所： Ｗｅｂ

交換を通し、理学療法士としての学術・技術向上に関 内　　容： 修得率向上に向けた事業計画内容につい

する助言や、本会事業への積極的参加を促進すること ての確認

を目的とする。 次年度の事業内容の確認

その他

(内容) 【教育部】

新型コロナ感染症拡大防止のため中止となった。

１） 会員相互の親睦会　 [５] 事務局業務

新人・役員懇親会（親睦会）

※コロナウイルス感染症拡大防止のため (目的)

中止 本会の目的とする活動を健全かつ円滑に運営すること

【厚生部】 を目的とする。

(内容)

事業管理・会員管理・財務管理等、総務・庶務・財務

業務全般及びホームページの管理運営等を行った。



＜法人会計＞

１） 事務局業務 ２） 公益社団法人熊本県理学療法士協会臨時総会

期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月 期　　日： ２０２１年０３月１４日（日）

内　　容： 発信書類の作成、整理、保管 場　　所： 火の国ハイツ

受信書類の整理、保管 内　　容： 令和３年度会費の減額について

総会、理事会等の諸会議準備並びに連絡 ２０２１年度事業計画（案）・予算（案

諸会議議事録作成 ）に関する件

日本理学療法士協会及び他県理学療法士 出 席 者： ４４名

会との連絡業務 （議決権行使書数）１，４０４名

２０１９年度事業報告及び決算書作成 【事務局】

２０２１年度事業計画及び予算書作成

会費、入会金徴収業務 [７] 理事会

会員異動・変更等の把握・管理及びブロ

ック長、関連部長へ連絡 (目的)

新卒者及び協会未加入者の入会勧誘 本会定款第３２条に定めることを審議することを目的

会長並びに理事行動録作成 に理事会を開催する。

慶弔関係業務

法人会計業務全般 (内容)

会員向けホームページの管理運営 本会の業務執行に関する様々な事項に関して、審議し

求人・求職資料の管理 決定した。

公益事業に関する連絡調整

表彰に関する管理・運営 １） 理事会

【事務局】 期　　日： ２０２０年０４月２２日（水）

２０２０年０５月２０日（水）

２） 生涯学習に関する管理・運営 ２０２０年０６月２４日（水）

入退室管理システム（カードリーダー） ２０２０年０７月０８日（水）

説明会 ２０２０年０８月０５日（水）

※各部が開催予定であった集合しての研 ２０２０年０９月０２日（水）

修会等が難しくカードリーダーの利用も ２０２０年１０月０７日（水）

ないため中止 ２０２０年１１月１１日（水）

【庶務部生涯学習係】 ２０２０年１２月０２日（水）

２０２１年０１月１３日（水）

２０２１年０２月０３日（水）

[６] 総会 　場　　所： Ｗｅｂ

　内　　容： 本会運営について

(目的) 【事務局】

本会定款第１４条に定める事項を決議することを目的

に総会を開催する。

[８] 部・局会議

(内容)

本会の事業報告及び決算報告・役員の承認等を行う。 (目的)

本会の諸活動を円滑に遂行することを目的に、部局会

１） 公益社団法人熊本県理学療法士協会定時総会 議を開催する。

　期　　日： ２０２０年０６月２８日（日）

　場　　所： 火の国ハイツ (内容)

　内　　容： ２０１９年度事業報告及び決算報告 教育学術活動に関すること、臨床実習指導に関するこ

理事及び監事の選任 と、専門領域に関すること、広報宣伝に関すること等

　出 席 者： ５７名 について検討した。

（議決権行使書数）１，３９６名

【事務局】



＜法人会計＞

１） 理学療法学術活動に関する検討 　内　　容： 上半期事業について

　期　　日： ①２０２０年０４月０９日（木） Ｗｅｂ研修会の導入についての検討

②２０２０年０５月２５日（火） Ｗｅｂ研修会の開催について

③２０２０年０６月０９日（火） Ｗｅｂ研修会に向けての物品検討

④２０２０年０７月０６日（月） 研修会広報におけるＳＮＳ利用について

⑤２０２０年０７月２９日（水） Ｗｅｂ研修会の運用検討

⑥２０２０年０８月１１日（水） Ｗｅｂ研修進捗状況報告

⑦２０２０年０８月２４日（月） 次年度研修会について

⑧２０２０年０９月０４日（金） 物品購入の進捗について

⑨２０２０年０９月０８日（火） オンラインセミナーの注意事項について

⑩２０２０年０９月２９日（火） 研修会会場について

⑪２０２０年１０月１３日（火） 領収書について

⑫２０２０年１０月１８日（日） 研修会の在り方について

⑬２０２０年１１月０１日（日） 計画・予算変更について

⑭２０２０年１１月２４日（火） 次年度事業案の講師選定について

⑮２０２０年１１月２５日（水） 研修会事前準備

⑯２０２０年１２月０８日（火） 研修会実施報告

⑰２０２１年０１月１９日（火） 中枢神経班より

⑱２０２１年０２月０９日（火） 次年度事業について

⑲２０２１年０３月０９日（火） 学術研修会について

　場　　所： ①Ｗｅｂ 研究助成について

②Ｗｅｂ 研究助成班活動報告

③Ｗｅｂ 学術資料班活動報告

④Ｗｅｂ その他

⑤Ｗｅｂ 【学術部】

⑥Ｗｅｂ

⑦Ｗｅｂ ２） 理学療法教育活動に関する検討

⑧Ｗｅｂ 　期　　日： ２０２０年０８月３１日（月）

⑨Ｗｅｂ ２０２１年０２月１５日（月）

⑩Ｗｅｂ 　場　　所： Ｗｅｂ

⑪Ｗｅｂ 　内　　容： ２０２０年度年度上半期各班運営状況報

⑫Ｗｅｂ 告

⑬協会事務所 ２０２１年度年度事業計画（案）・予算

⑭Ｗｅｂ （案）について

⑮Ｗｅｂ ２０２０年度の各班の振り返り

⑯Ｗｅｂ ２０２１年度の事業・体制確認

⑰Ｗｅｂ その他

⑱Ｗｅｂ 【教育部】

⑲Ｗｅｂ

３） 卒後教育班会議

　期　　日： ２０２０年１０月１２日（月）

　場　　所： Ｗｅｂ

　内　　容： ２０２１年度予算について

その他

【教育部】



＜法人会計＞

４） 臨床実習教育班会議 ８） 中枢神経班運営に関する会議

　期　　日： ２０２０年１０月１６日（金） 　期　　日： ①２０２０年０４月１３日（月）

２０２０年１１月２５日（月） ②２０２０年０７月１４日（火）

２０２１年０３月０８日（月） ③２０２０年０８月０１日（火）

　場　　所： Ｗｅｂ ④２０２０年０９月１６日（水）

　内　　容： ２０２０年度臨床実習教育班活動につい ⑤２０２０年１０月１３日（火）

て ⑥２０２０年１２月２２日（火）

２０２１年度臨床実習教育班事業計画に ⑦２０２１年０１月０８日（金）

ついて 　場　　所： ①メール

コロナ禍における臨床実習指導のアンケ ②Ｗｅｂ

ート調査について ③メール

アンケート結果集計・考察 ④Ｗｅｂ

その他 ⑤Ｗｅｂ

【教育部】 ⑥Ｗｅｂ

⑦Ｗｅｂ

５） 管理者教育に関する検討 　内　　容： 中枢神経班全体の活動計画と進捗報告

　期　　日： ２０２０年０９月２５日（日） 新プロ講義チームの活動計画と進捗報告

　場　　所： Ｗｅｂ 県外講師研修会チームの活動計画と進捗

　内　　容： 今年度の進捗状況 報告

次年度の計画について 情報調査チームの活動計画と進捗報告

その他 班員講師研修会チームの活動計画と進捗

【教育部】 報告

第４回神経領域研修会について

６） 専門領域部全体会議 第４回神経領域研修会のプレ発表とスラ

　期　　日： ２０２０年０４月０２日（火） イド内容、運営方法の確認

２０２０年０７月２０日（月） その他

２０２０年１０月１６日（金） 【専門領域部中枢神経班】

２０２０年１１月１３日（金）

　場　　所： メール ９） 広報宣伝に関する検討

　内　　容： コロナウイルスの影響による２０２０年 　期　　日： ２０２０年１０月１９日（月）

度事業の見直し ２０２１年０２月２２日（月）

２０２０年度各班員名簿の提出について 　場　　所： Ｗｅｂ

各班の２０２１年度事業計画及び予算作 　内　　容： ２０２０年度事業報告

成について ２０２１年度事業計画

２０２１年度の事業計画及び予算作成に 宣伝手法、戦略的展開の検討

ついて 【広報宣伝部】

【専門領域部全体】

７） 呼吸・循環班会議 [９] 学会評議員会

　期　　日： ２０２０年１０月２０日（火）

　場　　所： Ｗｅｂ (目的)

　内　　容： 次年度事業計画について 学会評議員会の監督・指導・助言のもと開催される熊

【専門領域部呼吸・循環班】 本県理学療法士学会の企画運営を通じて、理学療法の

普及啓発並びに学術技術の向上を図ることを目的とす

る。

(内容)

熊本県理学療法士学会の開催に向けての助言指導並び

に進捗状況の確認等を行った。



＜法人会計＞

１） 第１回学会評議員会 ２） 組織体制審議委員会

※コロナウイルス感染症拡大防止および 　期　　日： ２０２０年０６月０２日（火）

令和２年７月豪雨のため中止 ２０２０年０９月２４日（木）

【学会評議員会】 ２０２１年０１月２８日（木）

　場　　所： Ｗｅｂ

２） 第２回学会評議員会 　内　　容： 日本理学療法士協会定時総会資料より事

※コロナウイルス感染症拡大防止のため 業調査および報告

中止 日本理学療法士協会各部局の活動状況報

【学会評議員会】 告及び熊本県理学療法士協会各部局の活

動についての情報共有

３） 第３回学会評議員会 【組織体制審議委員会】

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止 ３） 倫理委員会

【学会評議員会】 　期　　日： ①２０２０年０６月２２日（月）

②２０２０年０７月０６日（月）

③２０２０年０７月２１日（火）

[10] 常設委員会 ④２０２０年１０月１８日（日）

　場　　所： Ｗｅｂ

(目的) 　内　　容： 職業倫理研修会の実施可否

本会の将来像を見据え、現状における課題の明確化と 職業倫理研修会の実施方法

問題解決に向けた組織的対応について検討するととも 令和２年度倫理委員会研修会の開催につ

に、理学療法を取り巻く倫理的問題に対応することを いて

目的とする。 新委員の選定について

倫理研修会の計画内容の協議

(内容) 次年度活動計画・研修内容について

保健医療福祉を主とする関連領域の動向と本会及び日 【倫理委員会】

本理学療法士協会の活動内容を精査するとともに、組

織体制にかかる問題について審議する。また、倫理に [11] 選挙管理委員会

関する諮問に対する審議・具申と情報収集を行った。

(目的)

１） 政策企画室 本会役員選出にかかる諸業務並びに日本理学療法士協

　期　　日： ２０２０年０４月２３日（木） 会役員選挙にかかる連絡調整を公正かつ円滑に行うこ

２０２０年０４月２５日（土） とを目的とする。

２０２０年０５月１９日（火）

２０２０年０６月１６日（火） (内容)

２０２０年０７月１３日（月） 本会役員選挙の準備及び実施と日本理学療法士協会役

２０２０年０８月０４日（火） 員選挙にかかる連絡調整業務を行う。

２０２０年０９月０１日（日）

２０２０年１１月１７日（火） １） 選挙管理委員会

２０２１年０１月２６日（火） 　期　　日： ２０２０年０４月～２０２１年０３月

２０２１年０３月１６日（火） 　内　　容： 熊本県理学療法士協会役員選挙報告

　場　　所： Ｗｅｂ 日本理学療法士協会役員選挙の準備及び

　内　　容： 政策企画室室長引継ぎに関する申し送り 実施

定例会議開催方法の検討について 熊本県理学療法士協会における選挙開催

オンライン会議の実施方法について 時の投票システムに対する検討

政策企画室年度計画について 【選挙管理委員会】

政策提言内容についての議論

次年度の活動内容案について

今後の活動内容について

活動方法について

【政策企画室】



＜法人会計＞

[12] 他団体の研修会・講演会等への後援

(目的)

関連する団体が主催する研修会・講習会の後援を通じ

医療・保健・福祉領域の更なる連携強化とともに理学

療法の普及啓発を図ることを目的とする。

(内容)

関連団体主催の研修会等への後援手続き並びに広報活

動への協力を行った。

１） 他団体の研修会・講演会等への後援

『リスタート：ランウェイ～エピソード

・ゼロ』協賛

日本吃音・流暢性障害学会第８回大会

第２８回日本ホスピス・在宅ケア研究会

全国大会ｉｎくまもと

第６２回九州リウマチ学会

第３１回日本臨床工学会および２０２１

年度公益社団法人日本臨床工学技士会総

会

第１７回熊本作業療法学会

【事務局】


