
第１号議案

会長　坂崎　浩一

、担当理事を配置し適宜対応が行なわれた。災害対応については、九州ブロック会災害対応担当者会議

を主催し、九州各県における災害対応に係る情報の共有化を図っている。生涯学習支援に関しては、新

生涯学習制度導入に向けての準備ならびに情報発信がなされてる。研修会等のあり方に関しては、各部

、ブロックにおける研修会等のＷｅｂ化推進に向けての支援がなされている。地域包括ケア関連におい

ては、熊本県第８期介護保険事業計画に沿った人材育成や仕組みづくりについての意見交換や、地域包

括ケアセンターへのアンケート調査等が行われてる。

設候補となる物件情報を入手し、税理士を交え必要経費とその返済計画について検討を重ねたものの、

現状本会の財力の枠を超えるものと判断し、改めての検討に至っている。「九州理学療法学術大会」開

催に向けての準備としては、大会名称を「九州理学療法士学術大会２０２３　ｉｎ　熊本」、テーマを

「理学療法の原点と多様性の追求」とし、２０２３年１１月２５日～２６日を期日として鋭意準備が進

められている。

　また、喫緊の課題である災害対応、生涯学習支援、研修会等のあり方、地域包括ケア関連については

　重点事業である「熊本県臨床実習指導者講習会」については、９月予定の講習会は感染拡大の影響を

受け開催を見送らざるを得ない状況となったが、１０月分は予定通り対面での研修会として開催してい

る。また、下半期の感染状況を踏まえ１１月、１２月の講習会はＷｅｂ研修に置き換えての開催となっ

ている。「事業効率化と会員制度を含めた組織改革」については、政策企画室からの提言をもとに、ブ

ロックの在り方や情報ツールとしてのスマホアプリ導入についての協議を行っている。「設立５０周年

記念事業」の準備としては、他県での式典等の情報収集がなされている。「会館設立」については、建

　　４．会館設立に向けた準備

　　５．九州理学療法学術大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」

　令和３年度は、各事業のＷｅｂ化を推進してきたが、想定を超える新型コロナウイルス感染拡大の影

響を受け、計画した事業の一部は内容や実施方法の変更、中止を余儀なくされている。

２０２１年度　事業報告

重　点　事　業　総　括

【重点事業】

　　１．臨床実習指導者講習会

　　２．事業効率化と会員制度を含めた組織改革

　　３．設立５０周年記念事業に向けての準備



第１号議案 ＜公１＞

Ⅰ 県民の医療・保健・福祉の向上に資する事業 ２） ２０２２年度開催健康講座

＜公１＞ 期　　日： ２０２１年１０月０５日

２０２２年０２月２５日

・ 理学療法を通じて、県民の医療・保健・福祉の向上 場　　所： Ｗｅｂ

に寄与するための事業 内　　容： 次年度事業内容の検討

・ 理学療法士の職業倫理の高揚並びに学術及び技術の 【公益事業推進部】

向上に関する事業

・ 理学療法に関する会誌その他の刊行物の発行及び調 ３） 第１０回県民健康スポーツ教室

査研究に寄与する事業 ※中止

【公益事業推進部】

[１] 県民公開講座の開催

４） 第５３回市民公開講座

（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 【公益事業推進部】

健康意識の向上を図るとともに、運動指導・生活支援

を行うことで高齢者・障がい者（児）並びにその家族 ５） 第２２回福祉研修会

が健康的な生活を営むことを支援する。また、医療・ 期　　日： ２０２１年１１月０７日

保健・福祉並びに教育関係に従事する方々に対して、 場　　所： Ｗｅｂ

理学療法の基本的理論や最新の知見を提供し共有化す 内　　容： 講義

ることで、県民の医療・保健・福祉の向上に寄与する テ ー マ： 「地域共生へのチャレンジ～パラリンピ

ことを目的としている。 ックを通して～」

講　　師： 新谷大輔氏

（内容） （勤 務 先）こころ医療福祉専門学校

令和３年度に開催された県民公開講座は全てリモート （職　　種）理学療法士

にて行われている。健康講座は、長期化する新型コロ 参 加 者： （一般）０名

ナウイルス感染症に対応すべく「おうち時間でロコモ （理学療法士）１名

予防・コロナ自粛による運動不足を解消しよう！」を （学生）４名

テーマに講演と運動指導を含む内容にて実施している （会員）８名

。福祉研修会では、東京パラリンピック、北京パラリ 【保健福祉部】

ンピックの開催を踏まえ、障がい者と障がい者スポー

ツへの理解を深めるべく「地域共生へのチャレンジ～ ６） 第２０回介護支援専門員試験対策講座

パラリンピックを通して～」をテーマに開催している 期　　日： ２０２１年０９月１９日

。また、介護支援専門員試験者対象の受験直前の対策 場　　所： Ｗｅｂ

講座を開催している。 内　　容： 講義

テ ー マ： 「介護支援専門員試験対策講座」

１） 第１８回くまもと『ＰＴあ！（ピタ）』っと健康講座 講　　師： 石本淳也氏

期　　日： ２０２１年０７月１１日 （勤 務 先）介護老人福祉施設リデルホーム黒髪

場　　所： ＴＫＰ熊本カンファレンスセンター （職　　種）介護支援専門員

内　　容： ロコモティブシンドロームの基礎知識の 参 加 者： （医療・介護関連職種）５名

講義 （会員）６名

ロコトレについての実技指導 【介護保険部】

テ ー マ： 「おうち時間でロコモ予防　コロナ自粛

による運動不足を解消しよう！」 ７） 第７回天草理学療法研修会

講　　師： 工藤陽氏 ※コロナが収束しないため中止

（勤 務 先）松原リウマチ科・整形外科 【天草ブロック】

（職　　種）理学療法士

参 加 者： （一般市民）１０名 ８） 第７回転倒予防教室

（会員）１名 期　　日： ２０２２年０１月中旬～０２月中旬

【公益事業推進部】 内　　容： 資料作成・配布

「転倒しない為には」

「健康体操」

配布施設： 熊本市中央ブロック施設

【熊本市中央ブロック】



第１号議案 ＜公１＞

９） 熊本西区公開講座 [２] 障がい児に対する療育支援事業

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため中止 （目的）

【熊本市西ブロック】 教育活動、相談支援活動などの理学療法士の専門性を

十分に活かしながら、県民の医療・保健・福祉の向上

10） 東地区市民公開講座 に寄与することを主たる目的としている。本事業を通

※新型コロナウイルス感染症拡大状況及 じて、障がい児並びにその家族が健康的な生活を営む

び一般住民へのワクチン接種進行状況に ために「抱き方」「用具の使い方」などの具体的な支

より中止 援の方法について情報提供を行うとともに、医療・保

【熊本市東ブロック】 健・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

を教授し共有することで、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。

（内容）

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

からの様々な相談に対応し支援するものである。２０

２１年度は、障がいをもつ子どもに施設の職員や保護

者に対し療育指導についてのアドバイスを実施してい

る。

１） 小児リハ推進事業

期　　日： ２０２１年０８月２０日

場　　所： 訪問看護ステーションレシーブ訪問先の

児童宅

内　　容： 訪問リハビリテーションを利用している

障害を持つ子ども達の中で、治療に難渋

している子ども１名について、セラピス

ト向けに治療上の指導

保護者への療育指導についてアドバイス

講　　師： 浪本正晴

（勤 務 先）九州中央リハビリテーション学院

（職　　種）理学療法士

参 加 者： （訪問リハビリテーションを利用してい

る障害を持つ子ども及び担当セラピスト

）１名

（保護者）１名

（こども）１名

【専門領域部小児班】



第１号議案 ＜公１＞

[３] 県民の医療・保健・福祉に貢献する研究への助成 [４] 県民向けの情報発信

（目的） （目的）

理学療法の治療効果の向上や新たな福祉機器の開発な 学術活動や健康情報などの理学療法士の専門性を十分

ど、高齢者・障がい者（児）並びにその家族が健康的 に活かした活動について、ホームページや広報誌を通

な生活を営むことを支援することに繋がる研究に対し じて広く情報発信することで、県民の医療・保健・福

、経費の一部を助成し、その成果を公表する場を提供 祉の向上に寄与することを目的としている。研修会や

することで、理学療法に関する研究の促進を図ること 健康講座開催等の情報発信を通じて県民に直接的に働

を目的としている。 きかけ、その健康意識の向上を図ることや、運動指導

や生活支援を行うことで高齢者・障がい者（児）並び

（内容） にその家族が健康的な生活を営むことを支援する。ま

本事業の内容は、医療・保健・福祉領域の研究活動に た、医療・保健・福祉並びに教育関係に従事する方々

かかる経費の一部を支援し、その成果を発表する場を に対して、理学療法の基本的理論や実践的手技を教授

提供することにある。申請は本会の事業目的に鑑み、 し共有化すると共に、理学療法士の職務内容やその教

規程に沿って公募により行われ、本会理事会における 育課程を提示することで、理学療法士を志す方々に対

審査を経て決定される。また、とりまとめられた研究 し進路決定の一助となることも目的の一つとしている

は熊本県理学療法士学会で発表の機会を与えられるも 。

のとなっている。公募の広報手段としては、熊本県理

学療法士協会ホームページに掲載している。２０２１ （内容）

年度は１件の助成が決定している。 ホームページ等を通じて提供される情報は、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

１） 研究開発事業 疾病・障がい等の予防に関する内容に加え、理学療法

期　　日： ２０２１年０７月１６日 士の業務内容や本会の活動、及び将来理学療法士を目

２０２１年０９月２１日 指す方々の進路決定に役立つものまで、多岐にわたる

２０２２年０１月０７日 。併せて、本会の活動に基づき作成している「広報誌

場　　所： Ｗｅｂ かくどけい」「臨床実習の手引き書」及び（小児用）

内　　容： 申請書のデータ化について 「理学療法支援マップ」「訪問リハ事例集・パンフレ

助成の期日について ット」も自由に閲覧・ダウンロードできるようにして

申請書の改定 いる。掲載にあたっては、複数の理事にてその内容の

お役立ち情報について 確認を行う体制を取っている広報誌の発行回数は年３

助成申請の検討 回で、理学療法の特性を活かした情報を市民向けに提

ホームページ情報掲載について 供している。印刷物としても発行（各４，０００部）

件　　数： １件 し広く配布している。

【学術部】

１） ホームページ等の運営

期　　日： ２０２１年０４月～２０２２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

２） 訪問リハ事例集検討とパンフレット作成

期　　日： ２０２１年０７月２７日

２０２１年０９月２４日

２０２１年１１月２５日

場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 今年度の活動について

事例検討

次年度の活動計画

パンフレット郵送について

【専門領域部訪問リハ班】



第１号議案 ＜公１＞

 ３） 広報誌「かくどけい第１３６号（通算１７３号）」発

行

期　　日： ２０２１年０７月

部　　数： ４，０００部

内　　容： 特集「呼吸と肩こり」

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】

 ４） 広報誌「かくどけい第１３７号（通算１７４号）」発

行

期　　日： ２０２１年１０月

部　　数： ４，０００部

内　　容： 特集「ＴＨＥ 腰痛３」

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１３８号（通算１７５号）」発

行

期　　日： ２０２２年０２月

部　　数： ４，０００部

内　　容： 特集「ロコモティブシンドローム」

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】



第１号議案 ＜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  ３） 天草市地域リハビリテーション活動支援事業

＜公２＞ 事業主体： ①天草南地域包括支援センター

②天草市

・ 理学療法を通じて、県民の医療・保健・福祉の向上 ③天草市

に寄与するための事業 ④天草市

・ 内外の関連団体との連絡及び協力に関する事業 ⑤天草市

⑥天草市

[１] 講師派遣に関する事業 ⑦天草市

⑧天草市

（目的） ⑨天草市

関連団体と協同して実施する県民を対象とした介護講 ⑩天草市

座や各種講演会における講師等を派遣し、身体機能の ⑪天草市

回復や家族を含めた生活支援に関する理学療法士の専 ⑫なごみの会

門的知識や技術の指導・伝達を行うことで、県民の介 ⑬あゆみ会

護技術の向上による介護負担の軽減や健康増進を図る ⑭希望

ことを目的としている。 ⑮サロン平久保

⑯延命会

（内容） ⑰ひばり

これらの活動を通じて県民の健康意識の向上、高齢者 期　　日： ①２０２１年０４月２８日

・障がい者（児）の身体機能の改善、並びにその家族 ②２０２１年０６月０４日

を含む生活支援に寄与している。活動内容としては、 ③２０２１年０６月０５日

今年度も新型コロナ感染拡大により対外事業の自粛を ④２０２１年０６月０９日

余儀なくされたが、Ｗｅｂの活用によって、事業活動 ⑤２０２１年０６月１１日

にも変化が認められた。また、これまで継続してきた ⑥２０２１年０６月１４日

活動は、感染防止の徹底により実施された。その中で ⑦２０２１年０６月１８日

も、専門的立場での医療情報提供となる熊本シティエ ⑧２０２１年０７月０９日

フエム放送出演、児童発達支援事業、生活介護機能訓 ⑨２０２１年０７月１６日

練事業、熊本市住宅改造居宅介護支援員派遣事業、シ ⑩２０２１年０７月３０日

ルバーヘルパー指導者養成講習会、生活不活発病等予 ⑪２０２１年０８月０６日

防啓発事業など、例年通りの講師派遣を行った。しか ⑫２０２１年１０月０６日

し、県民高齢者を対象とする事業では十分な感染対策 ⑬２０２１年１０月０６日

を講じることができないとの判断から、その多くが中 ⑭２０２１年１０月１０日

止となった。講師は、理事等の役員をはじめ各地域に ⑮２０２１年１０月１２日

おいて、その分野に関する知識・経験の豊富な会員を ⑯２０２１年１０月２１日

充てた。 ⑰２０２１年１１月１６日

場　　所： ①天草市

 １） 保育士スキルアップ事業打ち合わせ ②ここらす

事業主体： 天草市 ③宮田４区公民館

期　　日： ２０２１年１２月２２日 ④中南公民館

場　　所： Ｗｅｂ ⑤御領コミュニティセンター

内　　容： 事業内容について ⑥大矢集会所

令和２年度実績・評価 ⑦浦１区公民館名桐分館

その他（意見交換） ⑧五和町漁村センター

被派遣者： 浪本正晴、本田洋一 ⑨五和町漁村センター

【専門領域部小児班】 ⑩五和町漁村センター

⑪五和町漁村センター

 ２） 保育士スキルアップ研修事業に係る事前研修会 ⑫湯下公民館

事業主体： 天草市 ⑬旧あゆみ保育園

期　　日： ２０２２年０３月１２日 ⑭デイサービスセンターゆるりの家・天

場　　所： 複合施設ここらす 　草

内　　容： 令和４年度保育士スキルアップ研修事業 ⑮平久保公民館

に関する説明会 ⑯延命寺

被派遣者： 釜文 ⑰天草市

【専門領域部小児班】
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内　　容： オリエンテーション  ７） 児童発達支援事業

会議 事業主体： 佐土原福祉会

いきいき百歳体操 期　　日： ２０２１年０４月０１日～

個別相談 ２０２２年０３月３１日

質疑応答 場　　所： 熊本市

被派遣者： ①尾下寿宏 内　　容： 活動中の子どもたちへのサポートや活動

②園田寛 に対してのアドバイス

③山中景介 保護者からの相談、アドバイス

④木崎拓真 先生や保護者へのフィードバック

⑤野﨑憲一 評価やモニタリング

⑥木崎拓真 運動や環境調整の指導

⑦園田寛 介助方法や補助具などの紹介

⑧野﨑憲一 被派遣者： 中村善則、山内一正

⑨野﨑憲一 【公２－１】

⑩野﨑憲一

⑪山中景介  ８） 生活介護機能訓練事業

⑫山中景介 事業主体： 荒尾市社会福祉協議会

⑬木崎拓真 期　　日： ２０２１年０４月０１日～

⑭松下秀人 ２０２２年０３月３１日

⑮野﨑憲一 場　　所： 荒尾市ふれあい福祉センター

⑯木崎拓真 内　　容： 運動指導

⑰木崎拓真 個別にメニュー立案、成果確認及び評価

【天草ブロック】 ストレッチ

集団レクレーション

 ４） 長生会 個々の身体能力に合わせたホームエクサ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の サイズ指導

ため中止 被派遣者： 木村昌美、田中久友

【熊本市西ブロック】 【公２－１】

 ５） 城山福寿会  ９） 熊本市住宅改造居宅介護支援員派遣事業

事業主体： 熊本市西３地域包括支援センター 事業主体： 熊本市

期　　日： ２０２１年１０月２３日 期　　日： ２０２１年０４月～２０２２年０３月

場　　所： 上代老人憩いの家 場　　所： 熊本市

内　　容： 運動機能向上について（健康寿命につい 内　　容： 対象者の身体機能と住宅改造のマッチ確

て） 認

転倒予防教室（体操指導） 自宅での適応向上のためのアドバイス

被派遣者： 鶴林郷士 被派遣者： 田島徹朗、岡田友紀、田中聖也

【熊本市西ブロック】 【公２－１】

 ６） 熊本シティエフエム放送出演  10） 離職者訓練

事業主体： 熊本市保健医療専門団体連合会 ※開催なし

期　　日： ①２０２１年０７月０７日 【公２－１】

②２０２２年０１月１２日

場　　所： 熊本シティエフエム  11） 災害時リハビリテーションに関する研修会

内　　容： ①「フレイルについて」 ※開催なし

②「運動で脳を鍛えよう」 【公２－１】

被派遣者： ①四海公貴

②北里堅二  12） 健康安全運転講座

【公２－１】 ※開催なし

【公２－１】
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 13） 和水町住宅改修及び福祉用具給付点検事業  18） 令和３年度（公社）熊本県栄養士会秋季研修会

事業主体： 和水町 事業主体： 熊本県栄養士会

期　　日： ２０２１年０４月０９日～ 期　　日： ２０２１年１０月１６日

２０２２年０３月０４日 場　　所： 熊本県総合保健センター

場　　所： 和水町役場及び和水町対象個人宅 内　　容： 基調講演

内　　容： 介護給付費適正化事業における住宅改修 「栄養とリハビリの関係性～リハ栄養が

及び福祉用具給付に関する点検・助言 大事なわけ～」

被派遣者： 北尾昌平 シンポジウム

【公２－１】 「リハ栄養～多職種だからできること～

」

 14） 和水町介護予防評価事業 被派遣者： 坂崎浩一、宇野勲

事業主体： 和水町 【公２－１】

期　　日： ２０２１年１０月０４日～

２０２２年０１月２９日  19） シルバーヘルパー指導者養成講習会

場　　所： 和水町役場及び和水町対象地区公民館 事業主体： 熊本県老人クラブ連合会

内　　容： 一般介護予防事業参加者の体力測定結果 期　　日： ①２０２１年１０月２９日

の分析及び結果返却 ②２０２１年１１月１０日

公民館での介護予防啓発講話 場　　所： ①熊本県総合福祉センター

被派遣者： 北尾昌平、松崎智範 ②天草市民センター

【公２－１】 内　　容： 高齢者の正しい運動の仕方について

講義

 15） 玉東町一般介護予防事業評価事業 「高齢者への運動指導」

事業主体： 玉東町 被派遣者： ①北尾昌平

期　　日： ２０２１年０４月１５日～ ②大籠安男

２０２２年０３月１９日 【公２－１】

場　　所： 玉東町保健センター

内　　容： 一般介護予防事業参加者の体力測定結果  20） 熊本保健科学大学大学院保健科学研究科１年次「リー

の分析及び結果返却 ダーシップ論」

保健センターでの介護予防啓発講話 事業主体： 熊本保健科学大学

被派遣者： 北尾昌平 期　　日： ２０２２年０１月１２日

【公２－１】 場　　所： 熊本保健科学大学

内　　容： 講義：リーダーシップ論

 16） 看護協会・栄養士会との合同研修会打ち合わせ会 「熊本県の理学療法士協会の活動現況と

事業主体： 熊本県看護協会 これから」

期　　日： ２０２１年０４月０１日 被派遣者： 坂崎浩一

場　　所： Ｗｅｂ 【公２－１】

内　　容： 熊本県看護協会・熊本県栄養士会・熊本

県理学療法士協会合同での研修会につい  21） まちなか元気くらぶ

て意見交換 事業主体： 熊本市

被派遣者： 坂崎浩一 期　　日： ２０２１年１２月２３日

【公２－１】 場　　所： 花畑広場

内　　容： ラジオ体操の実践

 17） 熊本県栄養士会研修会シンポジウム打ち合わせ会 介護予防についての講話

事業主体： 熊本県栄養士会 体力測定の実施と返却

期　　日： ２０２１年０８月２４日 被派遣者： 北尾昌平、田中謙伍、野原慎二

場　　所： Ｗｅｂ 松崎智範、山田康平

内　　容： 熊本県栄養士会研修会シンポジウムにお 【公２－１】

ける打ち合わせ

被派遣者： 坂崎浩一

【公２－１】
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[２] 関連団体等との交流・連携及び公開講座の共同開催  ６） 荒尾市健康福祉まつり

に関する事業 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため中止

（目的） 【県北ブロック】

医療関連団体等と共同でのイべントの開催や健康・医

療・福祉に関する情報を発信することで、県民の健康  ７） 第３６回くまもと車いすふれあいジョギング大会

意識の向上や高齢者・障がい者（児）並びにその家族 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

の健康的な生活支援に寄与することを目的とする。 ため中止

【菊阿ブロック】

（内容）

これらの活動を通じて県民の健康意識の向上や高齢者  ８） すまいるフェスタｉｎたかもり

・障がい者（児）の身体機能の改善並びにその家族を ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

含む生活支援に寄与している。この事業の多くが、感 ため中止

染予防となる３密が回避できないと判断されたため、 【菊阿ブロック】

今年度計画していた事業の多くが２年連続ではあるが

中止となった。しかし、熊本県リハビリテーション専  ９） 菊陽町健康ウォーク

門職三団体協議会では、医療関係者を対象とした研修 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため

会であるため、十分な管理のもとに回復期リハビリテ 中止

ーション病棟従事者のためのスキルアップ研修会、生 【菊阿ブロック】

活期リハビリテーション実務者研修会を開催できた。

また同じく、医療関係主体となる熊本県医療・保健・  10） 菊陽町健康ウォーク実行委員会

福祉連携学会のみ、開催することができた。以上、広 事業主体： 菊陽町社会福祉協議会

く一般県民や、医療関連職種に対して健康や介護に関 期　　日： ２０２１年１２月１４日

する情報発信を行った。 場　　所： 菊陽町福祉支援センター

内　　容： 令和３年度第１９回健康ウォーク実施要

 １） 歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー 領について

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の 被派遣者： 田口靖洋

ため中止 【菊阿ブロック】

【専門領域部糖尿病班】

 11） 人吉お城まつり

 ２） 歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー実行委員会 ※開催なし

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の 【八代ブロック】

ため中止

【専門領域部糖尿病班】  12） 宇城市健康フェア

※ワクチン接種（３回目）の円滑な接種

 ３） 人吉糖尿病フォーラム に向けた体制確保のため中止

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の 【八代ブロック】

ため中止

【専門領域部糖尿病班】  13） あしきた健康フェア

※中止

 ４） 熊本城マラソン支援 【県南ブロック】

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため中止  14） 水俣市健康まつり

【専門領域部スポーツ班】 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため中止

 ５） 「火の国杯争奪」車いすテニス九州大会 【県南ブロック】

※延期開催で３月６日に予定であったが

帯同支援が困難な班員が多く今年度は支  15） いきいき未来のつどい

援見送りとなる。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

（大会の開催も現状況下で不明瞭である ため中止

） 【熊本市北ブロック】

【専門領域部スポーツ班】
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 16） 上益城地域町民公開講座 ディスカッション

※新型コロナウイルスの感染が拡大して 「今後の連携の在り方について」

いる状況を考慮し中止 被派遣者： 坂崎浩一、岸本稔

【熊本市南ブロック】 【公２－２】

 17） 熊本県医療・保健・福祉連携学会  18） 熊本県医療・保健・福祉連携学会企画委員会

事業主体： 熊本県医療・保健・福祉団体協議会 事業主体： 熊本県医療・保健・福祉団体協議会

期　　日： ２０２２年０２月２７日 期　　日： ２０２１年１０月１１日

場　　所： 熊本県医師会館 ２０２１年１２月０１日

Ｗｅｂ 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： くまもとの医療・保健・福祉のネットワ 内　　容： 学会日程について

ーク メインテーマについて

「２１世紀の新しい連携をめざして～コ 基調講演について

ロナ禍の連携をともに考える～」 分科会について

基調講演 被派遣者： 岸本稔

「新型コロナウイルス感染症－培われた 【公２－２】

医療対策と連携－」

（坂上拓郎氏　教授）  19） 生活期リハビリテーション部門会議

分科会 事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団体

「新型コロナウイルス感染症に対する熊 協議会

本県歯科医師会の対応」 期　　日： ①２０２１年０７月３０日

（宇治信博氏　熊本県歯科医師会） ②２０２１年０８月３０日

「新型コロナウイルス感染症対策に対す ③２０２１年０９月１７日

る薬剤師会の取り組みと他職種との連携 ④２０２１年０９月２５日

について」 ⑤２０２１年１０月１８日

（中村繁良氏　熊本県薬剤師会） ⑥２０２１年１１月２６日

「コロナ禍における熊本県看護協会の取 ⑦２０２２年０１月１１日

り組み」 ⑧２０２２年０１月２０日

（本尚美氏　熊本県看護協会） ⑨２０２２年０３月０８日

「熊本県助産師会のＣＯＶＩＤ－１９感 場　　所： ①Ｗｅｂ

染に対する取り組み」 ②Ｗｅｂ

（坂梨京子氏　熊本県助産師会） ③Ｗｅｂ

「コロナ禍における医療情報共有の取組 ④Ｗｅｂ

み」 ⑤Ｗｅｂ

（熊本県医師会医療情報センター） ⑥Ｗｅｂ

「新型コロナウイルス感染症対応に活用 ⑦Ｗｅｂ

できるＢＣＰの作成」 ⑧協会事務所

（宮崎眞樹子氏　熊本県老人福祉施設協 　Ｗｅｂ

議会） ⑨Ｗｅｂ

「Ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ 内　　容： 令和３年度研修会開催について協議

～歯科におけるＣｏｖｉｄ１９感染症） 地域医療介護総合確保基金の申請に関す

対策～」 る協議

（永井恵里奈氏　熊本県歯科衛生士会） ２０２２年度地域医療介護総合確保基金

「ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２のＲＴ－ｑＰＣ に関する協議検討

Ｒ検査における異常データの検討」 助成金制度申請に伴う連絡と協議

（宮本真子氏　熊本県臨床検査技師会） 令和３年度生活期リハ実務者研修会開催

「臨床工学技士業務に求められた感染症 に向けた準備、協議など

対策～ＣＯＶＩＤ−１９対応の教訓を将来 今年度実務者研修会の打ち合わせ

に活かす～」 通信環境確認

（濱口真和氏　熊本県臨床工学技士会） 被派遣者： ①竹内久美

「コロナ禍におけるコミュニケーション ②竹内久美、光本しのぶ

障害／摂食嚥下障害への対応と連携－在 　山下智弘、木原伸一

宅の言語聴覚士の立場から－」 ③竹内久美

（境良太氏　熊本県言語聴覚士会） ④竹内久美
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⑤竹内久美、光本しのぶ ④坂崎浩一、大籠安男

　山下智弘、木原伸一 　髙野直哉、林田史久

⑥竹内久美、光本しのぶ ⑤坂崎浩一、大籠安男、岡本彬

　山下智弘、木原伸一 　髙野直哉、田中誠、林田史久

⑦竹内久美、光本しのぶ 　森義貴

⑧竹内久美、光本しのぶ ⑥坂崎浩一、岸本稔、大籠安男

⑨竹内久美、光本しのぶ 　岡本彬、髙野直哉、林田史久

【公２－２】 　森義貴

【公２－２】

 20） 生活期リハビリテーション実務者研修会

事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団体  22） 回復期リハビリテーション病棟従事者のためのスキル

協議会　生活期リハビリテーション部門 アップ研修会

期　　日： ①２０２２年０１月２５日 事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団体

②２０２２年０２月０４日 協議会

③２０２２年０２月１０日 期　　日： ２０２２年０２月２６日

場　　所： Ｗｅｂ 場　　所： 熊本城ホール

内　　容： 挨拶 Ｗｅｂ

令和３年度生活期リハビリテーション実 内　　容： 講義

務者研修会開催における運営 「回復期リハビリテーション病棟におけ

被派遣者： ①坂崎浩一、竹内久美、光本しのぶ るあるべき姿～各療法士のビジョン～」

　山下智弘、木原伸一 グループワーク

②竹内久美、光本しのぶ 被派遣者： 坂崎浩一、岸本稔、大籠安男

　山下智弘、木原伸一 坂田大介、岡本彬、高野直哉

③竹内久美、光本しのぶ 林田史久、森義貴

　山下智弘、木原伸一 【公２－２】

【公２－２】

 23） 地域リハビリテーション指導者育成研修会打ち合わ

 21） 「回復期リハビリテーション病棟従事者のためのスキ せ会議

ルアップ研修会」打ち合わせ会議 事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団

事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団体 体協議会

協議会 期　　日： ①２０２１年０９月２８日

期　　日： ①２０２１年１０月１５日 ②２０２１年１０月１９日

②２０２１年１１月２９日 ③２０２１年１１月０１日

③２０２１年１２月２２日 ④２０２１年１２月０７日

④２０２２年０１月０７日 ⑤２０２１年１２月２７日

⑤２０２２年０２月０１日 ⑥２０２２年０１月１４日

⑥２０２２年０２月２１日 ⑦２０２２年０１月１７日

場　　所： Ｗｅｂ 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 昨年度の研修会の報告 内　　容： 令和３年度事業計画について

本年度の計画について 令和３年度ストラップ研修会打ち合わ

準備の状況確認 せ

研修会のスタッフについて 研修会の進捗状況確認

研修会の内容について 基礎編１日目について

グループワークについて 基礎編２日目事前録画について

ファシリテーターについて 基礎編２日目について

次回会議について １日目（１２月１０日）研修会の反省

事前の確認ミーティングについて 点について

その他 ２日目研修事前録画終了

被派遣者： ①坂崎浩一、大脇秀一 ２日目（１月１８日）研修会について

②坂崎浩一、大籠安男 研修（基礎編）確認事項

　林田史久、森義貴 研修（応用編）確認事項

③坂崎浩一、大籠安男、髙野直哉 その他

　田中誠、林田史久、森義貴 被派遣者： ①坂崎浩一、大籠安男、林寿恵

　北尾昌平、野原慎二
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②坂崎浩一、大籠安男、北尾昌平  25） 地域リハビリテーション指導者育成研修会（応用編）

　北尾昌平、野原慎二、園村加奈子 事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団体

③坂崎浩一、大籠安男、北尾昌平 協議会

　野原慎二、園村加奈子 期　　日： ２０２２年０２月０５日

④坂崎浩一、大籠安男、林寿恵 場　　所： Ｗｅｂ

　北尾昌平、野原慎二、園村加奈子 内　　容： オンデマンド研修（ＹｏｕＴｕｂｅ　事

⑤坂崎浩一、大籠安男、林寿恵 前視聴）

　北尾昌平、野原慎二、園村加奈子 ①ＩＣＦ＆ＭＴＤＬＰ

⑥坂崎浩一、大籠安男、林寿恵 ②認知機能の低下における助言、対応方

　北尾昌平、野原慎二、園村加奈子 　法

⑦坂崎浩一、大籠安男、林寿恵 ③その原因と在宅生活における注意点、

　野原慎二、園村加奈子 　対応方法

【公２－２】 オンライン研修（Ｚｏｏｍ　ウェビナー

）

 24） 地域リハビリテーション指導者育成研修会（基礎編） グループワークによる演習

事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団体 事例検討、課題抽出

協議会 被派遣者： 坂崎浩一、大籠安男、林寿恵

期　　日： ２０２１年１２月１０日 北尾昌平、園村加奈子、野原慎二

２０２２年０１月１８日 【公２－２】

場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： オンデマンド研修（ＹｏｕＴｕｂｅ　事

前視聴）

①熊本県の動向

②自立支援のあるべき姿

③予防ケアマネジメントと地域ケア会議

④課題整理総括表の思考過程

オンライン研修（Ｚｏｏｍ　ウェビナー

）

グループワークによる模擬地域ケア会議

・事例検討、課題抽出

事前のオンデマンド講義

①介護予防関連について

②通いの場の充実・活性化に向けた支援

　について

③通所Ｃ事業とリハ職に期待すること

当日のオンラインでのグループワーク及

び発表

「通所Ｃと通いの場の課題について」

被派遣者： 坂崎浩一、大籠安男、林寿恵

北尾昌平、園村加奈子、野原慎二

【公２－２】
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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  １） 第２４回熊本県理学療法士学会

＜公３＞ 期　　日： ２０２２年０１月３０日

場　　所： Ｗｅｂ

・ 理学療法士の職業倫理の高揚並びに学術及び技術の 熊本総合医療リハビリテーション学院

向上に関する事業 内　　容： 特別講演

・ 理学療法士の教育機関に協力し、理学療法士の資質 指定演題発表

向上に寄与する事業 教育講演

一般演題発表

[１] 熊本県理学療法士学会 テ ー マ： 「問われる理学療法士力」

講　　師： 増田知子氏

（目的） （勤 務 先）千里リハビリテーション病院

参加者が最新の知見や技術を習得することで、直接的 （職　　種）理学療法士

に提供するリハビリテーションサービスの質的向上を 講　　師： 田中創氏

図り、高齢者・障がい者（児）並びにその家族を含む （勤 務 先）福岡整形外科病院

生活支援・地域支援に寄与することを目的としている （職　　種）理学療法士

。一般県民に対しては、公開講座などを通じて、疾病 講　　師： 明瀬敬二

の成り立ちやリハビリテーション並びに理学療法（士 （勤 務 先）熊本総合医療リハビリテーション学院

）の内容とその役割などを説明することで、健康意識 （職　　種）理学療法士

の向上を図るとともに、高齢者・障がい者（児）並び 講　　師： 牧迫飛雄馬氏

にその家族を含む生活支援に繋がることを目的として （勤 務 先）鹿児島大学医学部保健学科

いる。 （職　　種）理学療法士

講　　師： 坂崎浩一

（内容） （勤 務 先）熊本県理学療法士協会

開催は年１回の企画である。学会ごとに時代背景に即 （職　　種）理学療法士

した特色あるテーマを定め、そのテーマに沿った内容 参 加 者： （医療関連職種）９名

で、リハビリテーション領域における最新の知見及び （学生）２名

技術を有する講師を招聘し、特別講演やシンポジウム （会員）２５６名

などを実施している。また、会員による一般演題発表 【学会評議員会】

では、口述・ポスター発表の形式による各分野の発表

を行う。座長を中心に、発表者と参加者とが質疑応答  ２） 第２５回熊本県理学療法士学会

・議論を行う機会を確保することで、研究内容の更な 期　　日： ２０２１年０８月０４日

る質的向上とともに新人理学療法士の育成にも寄与し ２０２１年０８月２６日

ている。開催はブロックでの持ち回りとすることで、 ２０２１年０９月１０日

医療保健福祉関連の新しい情報を県内各地で発信でき ２０２１年１０月１９日

るようにしている。広報の手段としては、熊本県理学 ２０２１年１１月１７日

療法士協会ホームページに掲載、もしくは会員が所属 ２０２１年１２月１１日

する施設での学会ポスター掲示等を行っている。参加 ２０２２年０２月２３日

者の知識・技術の向上が、日々の臨床で対象となる方 ２０２２年０３月０２日

々へのリハビリテーションサービスの質的向上と地域 場　　所： Ｗｅｂ

支援に繋がると同時に、県内各地での開催は、一般県 内　　容： 進捗状況確認

民の方々に対して理学療法（士）の特徴や役割を広く 情報公開に向けて

理解していただくことに役立っていると考える。コロ 予算案提出について

ナ禍の中であり第２４回熊本県理学療法士学会はＷｅ 学会開催会場について

ｂ開催となった。新しい取り組みであり開催方法を模 第２４回準備委員との引継ぎ

索しながらではあったが２６７名の参加者を迎え盛況 準備・運営について

のもと閉会した。 大会概要および各局進捗状況についての

報告・全体周知

【学会評議員会】
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[２] 公開学術研修会  ３） 第８７回学術研修会

期　　日： ２０２１年０８月２２日

（目的） 場　　所： Ｗｅｂ

リハビリテーション並びに理学療法に関する効果的な 内　　容： 講演

治療方法やリスク管理及び生活支援・地域支援に繋が テ ー マ： 「中枢神経疾患に対する体幹・骨盤の評

るような最新の知見・技術を習得し、科学的視点に基 価と運動療法」

づき分析することで高齢者や障がい者（児）に対する 講　　師： 鈴木俊明氏

様々なリハビリテーションサービスの質的向上に繋が （勤 務 先）関西医療大学大学院

ることを目的としている。対象を医療関係職種とする （職　　種）教授

ことで他職種にも理学療法士の専門性や特色を理解し 参 加 者： （医療関連職種）３名

ていただく機会となっている。 （会員）４６名

【学術部】

（内容）

本事業では、学術部を中心にリハビリテーション領域  ４） 第８８回学術研修会

における最新の知見・技術、並びに分析法についてそ 期　　日： ２０２１年０９月１２日

の分野の第一線で活躍する講師を招聘し、講義及び実 場　　所： Ｗｅｂ

技講習の形態で年数回開催している。時代に即したテ 内　　容： 講演

ーマを模索し企画している。主な広報の手段としては テ ー マ： 「運動療法に役立つ単純Ｘ線の見方」

、熊本県理学療法士協会ホームページ掲載にて行って 講　　師： 浅野昭裕氏

いる。新しい知見・技術の習得により治療効果の改善 （勤 務 先）中部学院大学

や医療事故防止、生活支援・地域支援が図れる等、リ （職　　種）教授

ハビリテーションサービスの質の向上に繋がるものと 参 加 者： （医療関連職種）１名

考える。また、関連する医療関連職種の参加に門戸を （会員）３６名

開き、チーム医療の普及啓発にも貢献している。２０ 【学術部】

２１年度は第８５～９１回学術研修会、東ブロック連

携研修会をＷｅｂという新しいスタイルで開催した。  ５） 第８９回学術研修会

期　　日： ２０２１年１０月３１日

場　　所： Ｗｅｂ

 １） 第８５回学術研修会 内　　容： 講演

期　　日： ２０２１年０６月２７日 テ ー マ： 「足部・足関節痛の理学療法　前編」

場　　所： Ｗｅｂ 講　　師： 赤羽根良和氏

内　　容： 講演 （勤 務 先）さとう整形外科

テ ー マ： 「心疾患に対する理学療法　リスク管理 （職　　種）理学療法士

や実践のための知識や技術」 参 加 者： （医療関連職種）６名

講　　師： 高橋哲也氏 （会員）６８名

（勤 務 先）順天堂大学 【学術部】

（職　　種）教授

参 加 者： （医療関連職種）１名  ６） 第９０回学術研修会

（会員）５１名 期　　日： ２０２１年１１月０７日

【学術部】 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 講演

 ２） 第８６回学術研修会 テ ー マ： 「足部・足関節痛の理学療法　後編」

期　　日： ２０２１年０７月１８日 講　　師： 赤羽根良和氏

場　　所： Ｗｅｂ （勤 務 先）さとう整形外科

内　　容： 講演 （職　　種）理学療法士

テ ー マ： 「徒手理学療法の評価と治療の流れ」 参 加 者： （医療関連職種）７名

講　　師： 石田卓三 （会員）５９名

（勤 務 先）朝日野総合病院 【学術部】

（職　　種）理学療法士

参 加 者： （医療関連職種）３名

（会員）４３名

【学術部】
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 ７） 第９１回学術研修会 [３] 臨床実習研修会

期　　日： ２０２２年０２月２０日

場　　所： Ｗｅｂ （目的）

内　　容： 講演 理学療法士の養成では学内教育に加え臨床実習が義務

テ ー マ： 「心血管疾患リハの知識を生かしたリス づけられている。２０２１年からは大きく臨床実習の

ク管理と運動療法」 指導者要綱が変わり、臨床５年以上の臨床経験を有し

講　　師： 杉谷英太郎 且つ所定の研修を修了した実習指導者のもと臨床教育

（勤 務 先）熊本機能病院 実習を行う必要がある。本研修会では、実習指導者が

（職　　種）理学療法士 臨床実習における学生指導に関して、資質・知識・技

参 加 者： （医療関連職種）３名 術の側面から適切なる支援を行うべくその技能の向上

（会員）３６名 に努めるとともに、指導者の視点からみた課題や問題

【学術部】 点の共有化を図ることで充実した臨床実習場面を提供

し将来の専門職として現場を担う学生に対しての臨床

 ８） 熊本市東ブロック連携研修会 教育の質を高めることを目的としている。

期　　日： ２０２１年０８月２８日

場　　所： Ｗｅｂ （内容）

内　　容： 地域リハ広域支援センターと地域密着リ 本研修の主な内容は、臨床実習の指導方法や考え方、

ハセンターの構造と役割 指導に苦慮した学生への対応とその事例検討、並びに

それぞれの事業の事業構造、役割や内容 コミュニケーションのとり方など具体的かつ実践的な

、関わり方や使い方 ものである。講師は、教育に精通する関係者、並びに

熊本市の介護予防や自立支援に向けた取 臨床実習指導者の中でも経験豊富で、かつ学会や執筆

り組みにおける各事業の役割 活動等でも活躍されている方々を県内外問わず広く招

テ ー マ： 「リハ専門職が関わっている地域活動～ 聘している。研修形態は、講義に加えワークショップ

構造や制度、使い方、関わり方まで知っ を取り入れることで、講師と参加者との意見交換を密

ていますか？～」 に図り、臨床実習に関する課題や方向性を共有化でき

講　　師： 毛利博隆 るよう努めている。また、本会独自の臨床実習手引き

（勤 務 先）熊本託麻台リハビリテーション病院 書を作成し、本会ホームページから自由にダウンロー

（職　　種）理学療法士 ドできるようにしている。また、本研修会広報の手段

参 加 者： （医療関連職種）１３名 としては、熊本県理学療法士協会ホームページへの掲

（会員）１５名 載を主体に行っている。２０２１年度は計４回の講習

【熊本市東ブロック】 会を企画しており会員・非会員問わず広く参画を促し

ていく。２０２１年度は４回の講習会を予定していた

もののコロナ禍の影響を受け３回の開催となった。ま

た会場開催からＷｅｂ開催へ開催方式を変更し対応し

た。

 １） 第３回熊本県臨床実習指導者講習会

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため中止

【臨床実習指導者養成対策特別委員会】
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 ２） 第３回熊本県臨床実習指導者講習会 講　　師： 久保高明

期　　日： ２０２１年１０月０２日 （勤 務 先）熊本保健科学大学

２０２１年１０月０３日 （職　　種）理学療法士

場　　所： 熊本総合医療リハビリテーション学院 講　　師： 長福武志

内　　容： 講義・演習 （勤 務 先）熊本セントラル病院

テ ー マ： 講義１ （職　　種）理学療法士

「理学療法士・作業療法士養成施設にお 講　　師： 坂本慎一

ける臨床実習制度の理念と概要」 （勤 務 先）九州中央リハビリテーション学院

講義２ （職　　種）理学療法士

「教育原論・人間関係論」 講　　師： 緒方重明

講義３ （勤 務 先）聖ヶ塔病院

「ハラスメント防止意識の向上」 （職　　種）理学療法士

講義４ 講　　師： 岩北耕三

「臨床実習の到達目標と修了基準」 （勤 務 先）熊本駅前看護リハビリテーション学院

講義５ （職　　種）理学療法士

「臨床実習における学生評価」 講　　師： 大橋妙子

講義６ （勤 務 先）熊本機能病院

「臨床実習施設における臨床実習プログ （職　　種）理学療法士

ラムの立案」 講　　師： 西村洋

演習１ （勤 務 先）青磁野リハビリテーション病院

「人間関係論」 （職　　種）理学療法士

演習２ 講　　師： 坂田大介

「ハラスメントの防止について」 （勤 務 先）熊本機能病院

演習３ （職　　種）理学療法士

「臨床実習の到達目標と修了基準」 講　　師： 坂崎浩一

演習４ （勤 務 先）熊本総合医療リハビリテーション学院

「臨床実習における学生評価」 （職　　種）理学療法士

演習５ 講　　師： 田島徹朗

「臨床実習施設における臨床実習プログ （勤 務 先）九州中央リハビリテーション学院

ラムの立案」 （職　　種）理学療法士

演習６ 講　　師： 岸本稔

「臨床実習指導者およびプログラムの評 （勤 務 先）熊本セントラル病院

価」 （職　　種）理学療法士

講　　師： 土井篤 ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ： 鳥飼有希子

（勤 務 先）熊本保健科学大学 （勤 務 先）熊本託麻台リハビリテーション病院

（職　　種）理学療法士 （職　　種）理学療法士

講　　師： 鋤田郁美 ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ： 池田耕治

（勤 務 先）桜十字八代リハビリテーション病院 （勤 務 先）熊本総合医療リハビリテーション学院

（職　　種）理学療法士 （職　　種）理学療法士

講　　師： 竹川宜孝 参 加 者： （理学療法士及び作業療法士）２０名

（勤 務 先）朝日野総合病院 （会員）６０名

（職　　種）理学療法士 【臨床実習指導者養成対策特別委員会】

講　　師： 鳥飼有希子

（勤 務 先）熊本託麻台リハビリテーション病院

（職　　種）理学療法士

講　　師： 京極大樹

（勤 務 先）くまもと健康支援研究所

（職　　種）理学療法士

講　　師： 池田耕治

（勤 務 先）熊本総合医療リハビリテーション学院

（職　　種）理学療法士

講　　師： 吉田勇一

（勤 務 先）九州看護福祉大学看護福祉学部

（職　　種）理学療法士
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 ３） 第４回熊本県臨床実習指導者講習会 講　　師： 長福武志

期　　日： ２０２１年１１月２７日 （勤 務 先）熊本セントラル病院

２０２１年１１月２８日 （職　　種）理学療法士

場　　所： Ｗｅｂ 講　　師： 坂本慎一

内　　容： 講義・演習 （勤 務 先）九州中央リハビリテーション学院

テ ー マ： 講義１ （職　　種）理学療法士

「理学療法士・作業療法士養成施設にお 講　　師： 久保高明

ける臨床実習制度の理念と概要」 （勤 務 先）熊本保健科学大学

講義２ （職　　種）理学療法士

「教育原論・人間関係論」 講　　師： 竹川宜孝

講義３ （勤 務 先）朝日野総合病院

「ハラスメント防止意識の向上」 （職　　種）理学療法士

講義４ 講　　師： 新穂大輔

「臨床実習の到達目標と修了基準」 （勤 務 先）水俣市立総合医療センター

講義５ （職　　種）理学療法士

「臨床実習における学生評価」 講　　師： 西村洋

講義６ （勤 務 先）青磁野リハビリテーション病院

「臨床実習施設における臨床実習プログ （職　　種）理学療法士

ラムの立案」 講　　師： 池田耕治

演習１ （勤 務 先）熊本総合医療リハビリテーション学院

「人間関係論」 （職　　種）理学療法士

演習２ 講　　師： 岩北耕三

「ハラスメントの防止について」 （勤 務 先）熊本駅前看護リハビリテーション学院

演習３ （職　　種）理学療法士

「臨床実習の到達目標と修了基準」 講　　師： 坂田大介

演習４ （勤 務 先）熊本機能病院

「臨床実習における学生評価」 （職　　種）理学療法士

演習５ 講　　師： 坂崎浩一

「臨床実習施設における臨床実習プログ （勤 務 先）熊本総合医療リハビリテーション学院

ラムの立案」 （職　　種）理学療法士

演習６ 講　　師： 田島徹朗

「臨床実習指導者およびプログラムの評 （勤 務 先）九州中央リハビリテーション学院

価」 （職　　種）理学療法士

講　　師： 土井篤 講　　師： 岸本稔

（勤 務 先）熊本保健科学大学 （勤 務 先）熊本セントラル病院

（職　　種）理学療法士 （職　　種）理学療法士

講　　師： 鳥飼有希子 講　　師： 渡久山竜彦

（勤 務 先）熊本託麻台リハビリテーション病院 （勤 務 先）九州中央リハビリテーション学院

（職　　種）理学療法士 （職　　種）理学療法士

講　　師： 大橋妙子 参 加 者： （理学療法士及び作業療法士）０名

（勤 務 先）熊本機能病院 （会員）５３名

（職　　種）理学療法士 【臨床実習指導者養成対策特別委員会】

講　　師： 鋤田郁美

（勤 務 先）桜十字八代リハビリテーション病院

（職　　種）理学療法士

講　　師： 京極大樹

（勤 務 先）くまもと健康支援研究所

（職　　種）理学療法士

講　　師： 髙野直哉

（勤 務 先）西日本病院

（職　　種）理学療法士

講　　師： 吉田勇一

（勤 務 先）九州看護福祉大学看護福祉学部

（職　　種）理学療法士
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 ４） 第５回熊本県臨床実習指導者講習会 講　　師： 久保高明

期　　日： ２０２１年１２月１１日 （勤 務 先）熊本保健科学大学

２０２１年１２月１２日 （職　　種）理学療法士

場　　所： Ｗｅｂ 講　　師： 鳥飼有希子

内　　容： 講義・演習 （勤 務 先）熊本託麻台リハビリテーション病院

テ ー マ： 講義１ （職　　種）理学療法士

「理学療法士・作業療法士養成施設にお 講　　師： 坂本慎一

ける臨床実習制度の理念と概要」 （勤 務 先）九州中央リハビリテーション学院

講義２ （職　　種）理学療法士

「教育原論・人間関係論」 講　　師： 西村洋

講義３ （勤 務 先）青磁野リハビリテーション病院

「ハラスメント防止意識の向上」 （職　　種）理学療法士

講義４ 講　　師： 長福武志

「臨床実習の到達目標と修了基準」 （勤 務 先）熊本セントラル病院

講義５ （職　　種）理学療法士

「臨床実習における学生評価」 講　　師： 池田耕治

講義６ （勤 務 先）熊本総合医療リハビリテーション学院

「臨床実習施設における臨床実習プログ （職　　種）理学療法士

ラムの立案」 講　　師： 坂田大介

演習１ （勤 務 先）熊本機能病院

「人間関係論」 （職　　種）理学療法士

演習２ 講　　師： 坂崎浩一

「ハラスメントの防止について」 （勤 務 先）熊本総合医療リハビリテーション学院

演習３ （職　　種）理学療法士

「臨床実習の到達目標と修了基準」 講　　師： 田島徹朗

演習４ （勤 務 先）九州中央リハビリテーション学院

「臨床実習における学生評価」 （職　　種）理学療法士

演習５ 講　　師： 岸本稔

「臨床実習施設における臨床実習プログ （勤 務 先）熊本セントラル病院

ラムの立案」 （職　　種）理学療法士

演習６ 講　　師： 渡久山竜彦

「臨床実習指導者およびプログラムの評 （勤 務 先）九州中央リハビリテーション学院

価」 （職　　種）理学療法士

講　　師： 土井篤 参 加 者： （理学療法士及び作業療法士）４名

（勤 務 先）熊本保健科学大学 （会員）４１名

（職　　種）理学療法士 【臨床実習指導者養成対策特別委員会】

講　　師： 緒方重明

（勤 務 先）聖ヶ塔病院  ５） 臨床実習指導者講習会の動員

（職　　種）理学療法士 期　　日： ２０２１年１０月０２日

講　　師： 鋤田郁美 ２０２１年１０月０３日

（勤 務 先）桜十字八代リハビリテーション病院 場　　所： 熊本総合医療リハビリテーション学院

（職　　種）理学療法士 内　　容： 受講者受付

講　　師： 竹川宜孝 駐車場案内・整理

（勤 務 先）朝日野総合病院 受講者健康チェック（検温等）

（職　　種）理学療法士 書類整備（領収証等準備）

講　　師： 京極大樹 ※４回の開催予定だったが、中止および

（勤 務 先）くまもと健康支援研究所 Ｗｅｂ開催への変更に伴い、１回のみの

（職　　種）理学療法士 動員となった

講　　師： 岩北耕三 【教育部】

（勤 務 先）熊本駅前看護リハビリテーション学院

（職　　種）理学療法士

講　　師： 吉田勇一

（勤 務 先）九州看護福祉大学看護福祉学部

（職　　種）理学療法士
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[４] 専門領域研修会  ２） 第６回小児理学療法講習会（応用編）

期　　日： ２０２１年０６月１９日

（目的） ２０２１年０６月２０日

理学療法の対象となる障害は多岐にわたり、対象年齢 場　　所： Ｗｅｂ

も乳幼児から高齢者まで広い年齢層となっている。本 内　　容： 神経筋疾患と重症心身障害児について、

研修会は、日々進歩する医療技術と変遷する諸制度の それぞれの呼吸機能障害の特徴や呼吸リ

理解を深めながら、最新の専門的知識・技術を習得し ハビリテーションに関する基礎知識につ

日常の臨床場面で効果的な理学療法を実践することを いて

目的としている。加えて、医療保健福祉並びに教育関 呼吸理学療法、特に非侵襲的人工呼吸管

係に従事する方々に対して、最新の理論や実践的手法 理や気道クリアランス、在宅人工呼吸に

、生活支援・地域支援のあり方などを教授し共有化す ついての評価や最新の知見、リハビリテ

ることで、高齢者や障がい者（児）に対する様々なリ ーションについて

ハビリテーションサービスの質的向上に繋がることも 呼吸理学療法及び人工呼吸器（ＮＰＰＶ

目的としている。 ）に関する見学実習

テ ー マ： 「神経・筋疾患及び重症心身障碍児の在

（内容） 宅呼吸ケアについて」

専門領域研修会の内容は、内部障害に対する援助の方 講　　師： 三浦利彦氏

法、スポーツ選手の障害予防やパフォーマンス向上の （勤 務 先）独立行政法人国立病院機構北海道医療セ

ためのテーピングやトレーニング方法、呼吸・循環器 ンター

系のリスク管理や実践的リハビリテーションの方法及 （職　　種）理学療法士

び吸引技術の習得などを行う。また、障がい児の療育 参 加 者： （日本理学療法士協会会員）８７名

支援・在宅生活に関する理学療法の基本知識からその （医療関連職種）７名

実践的内容までを学ぶ機会となっている。講師は各領 【専門領域部小児班】

域において経験豊富で、かつ学会や執筆活動等でも活

躍されている方々、もしくは本会専門領域部の各専門  ３） 「在宅で生活する障がいを持つ子どものリハビリテー

班にて十分に研鑽を積んだ会員がこれにあたっている ション」支援事業

。研修形態は、講義形式に加え、実践的技術習得を目 第２回スキルアップ研修・参加型情報共有会議

的として演習を含む形式をとっている。広報の手段と 期　　日： ２０２１年１１月２１日

しては、熊本県理学療法士協会ホームページ掲載を主 場　　所： Ｗｅｂ

体に行っている。また、関係する医療関連職種に対し 内　　容： 在宅や入所における医療的ケア児に対す

て広く門戸を開き、チーム医療の普及啓発にも貢献し る理学療法士の役割や実際について

ている。本研修会に参加する理学療法士並びに医療関 参加者間で情報の共有

係者・スポーツ指導者の知識技術が更に高まることで 医療的ケア児支援法についての説明

、県民の健康意識の向上や高齢者・障がい者（児）並 テ ー マ： 「第２回スキルアップ研修・参加型情報

びにその家族の健康的な生活支援と地域支援に寄与し 共有会議」

ている。２０２１年度もコロナ禍であったものの各専 講　　師： 山田成昭

門領域において実技を伴わないものにおいてはＷｅｂ （勤 務 先）児童デイサービスＫｏｉｒｏ

で実施するなど工夫を凝らしながら開催することがで （職　　種）理学療法士

きた。 講　　師： 井手義智

（勤 務 先）九州中央リハビリテーション学院

 １） 第７回小児理学療法講習会（基本編） （職　　種）理学療法士

期　　日： ２０２２年０２月０６日 講　　師： 水田洋平氏

場　　所： Ｗｅｂ （勤 務 先）熊本県

内　　容： 講義 （職　　種）－

テ ー マ： 「キーワードはＤＣＤ～協調からみた神 参 加 者： （医療関連職種）１１名

経発達障害の新しい理解～」 （会員）１６名

講　　師： 中井昭夫氏 【専門領域部小児班】

（勤 務 先）武庫川女子大学

（職　　種）教授

参 加 者： （医療関連職種）２３名

（会員）２０名

【専門領域部小児班】
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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  ９） 第５回神経領域研修会

ション」支援事業　 期　　日： ２０２１年１１月２１日

期　　日： ２０２１年０８月２３日 場　　所： Ｗｅｂ

場　　所： 児童発達支援事業所Ｋｏｉｒｏ 内　　容： 急性期・回復期・生活期の脳血管障害患

内　　容： 児童発達支援事業所を利用している障害 者に対する理学療法についての講義

を持つ子ども達の中で、治療に難渋して テ ー マ： 「急性期・回復期・生活期の脳血管障害

いる子ども１名について、セラピスト向 患者に対するリハビリテーション」

けに治療上の指導 講　　師： 浦川隆司

スタッフへの療育指導についてアドバイ （勤 務 先）済生会熊本病院

ス （職　　種）理学療法士

テ ー マ： 「在宅小児スキルアップ指導」 講　　師： 岡本彬

講　　師： 浪本正晴 （勤 務 先）にしくまもと病院

（勤 務 先）九州中央リハビリテーション学院 （職　　種）理学療法士

（職　　種）理学療法士 講　　師： 宮本彰吾

参 加 者： （子ども）１名 （勤 務 先）有明成仁病院

（ケアスタッフ）１名 （職　　種）理学療法士

（会員）２名 参 加 者： （会員）２１名

【専門領域部小児班】 【専門領域部中枢神経班】

 ５） 第１７回呼吸循環系理学療法セミナー  10） 第１１回介護保険領域における研修会

※熊本市にまん延防止等重点措置が適用 期　　日： ２０２２年０２月１３日

されたため中止 場　　所： Ｗｅｂ

【専門領域部呼吸・循環班】 内　　容： 講義

テ ー マ： 「介護保険領域における理学療法士の新

 ６） 第２回循環系理学療法セミナー たな働き方」

※熊本市のまん延防止等重点措置が９月 講　　師： 林田昂志朗

１２日まで延長されたため中止 （勤 務 先）歩行リハビリセンターＨＯＫＯＲＵ琴平

【専門領域部呼吸・循環班】 （職　　種）理学療法士

参 加 者： （医療関連職種）４名

 ７） 第１１回吸引セミナー （会員）１３名

期　　日： ２０２１年１１月２１日 【介護保険部】

場　　所： 九州看護福祉大学

内　　容： 吸引に関する基礎と実技実習

テ ー マ： 「吸引法の技術習得」

講　　師： 坂本慎一

（勤 務 先）九州中央リハビリテーション学院

（職　　種）理学療法士

講　　師： 寺島裕雅

（勤 務 先）済生会熊本病院

（職　　種）理学療法士

講　　師： 備瀬隆広

（勤 務 先）熊本リハビリテーション病院

（職　　種）理学療法士

参 加 者： （医療関連職種）１２名

（会員）２２名

【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）

※中止

【専門領域部スポーツ班】
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Ⅳ 会員の資質向上のための事業  ２） ２０２１年度第２回新人研修会

＜他１＞ 期　　日： ２０２１年１０月０３日

場　　所： Ｗｅｂ

・ 理学療法士の職業倫理の高揚並びに学術及び技術の 内　　容： 講義

向上に関する事業 テ ー マ： 「Ｃ－１　神経系疾患の理学療法」

・ 理学療法に関する会誌その他の刊行物の発行及び調 講　　師： 楠田賢斗

査研究に寄与する事業 （勤 務 先）熊本労災病院

・ 内外の関連団体との連絡及び協力に関する事業 （職　　種）理学療法士

・ 理学療法士の社会的地位の向上及び相互福祉に関す テ ー マ： 「Ｃ－２　運動器疾患の理学療法」

る事業 講　　師： 谷川直昭

（勤 務 先）甲斐整形外科

[１] 新人研修会 （職　　種）理学療法士

テ ー マ： 「Ｃ－３　内部障害の理学療法」

（目的） 講　　師： 河﨑靖範

研修プログラムに則り新人理学療法士を教育すること （勤 務 先）熊本リハビリテーション病院

で、医療人としての倫理観と人間性・専門性を育み、 （職　　種）理学療法士

社会のニーズに応えうる人材を育成することを目的と テ ー マ： 「Ｃ－４　高齢者の理学療法」

している。 講　　師： 槌田義美

（勤 務 先）熊本リハビリテーション病院

（内容） （職　　種）理学療法士

研修内容は、生涯学習制度で定められたプログラムに 参 加 者： （熊本県理学療法士協会会員）３２名

準じたものを開催する予定であったが、新型コロナウ 【教育部】

イルス感染防止対策のために２回開催予定の研修会を

すべてＷｅｂ形式にて開催した。広報も熊本県理学療 [２] 管理者研修会

法士協会ホームページ掲載にて行った。

（目的）

 １） ２０２１年度第１回新人研修会 理学療法士としての管理能力を高め、職場の倫理意識

期　　日： ２０２１年０８月０８日 の高揚を図ることで、リハビリテーションサービスの

場　　所： Ｗｅｂ 質的向上と、県民の健康意識の向上や高齢者・障がい

内　　容： 講義 者（児）の身体機能の改善並びにその家族を含む生活

テ ー マ： 「Ｃ－１　神経系疾患の理学療法」 支援に寄与することを目的としている。

講　　師： 楠田賢斗

（勤 務 先）熊本労災病院 （内容）

（職　　種）理学療法士 非常に充実した計２回の管理者教育を実施し、これま

テ ー マ： 「Ｃ－２　運動器疾患の理学療法」 での地域包括ケアリーダー導入研修や介護予防推進リ

講　　師： 谷川直昭 ーダー研修と併せて、時代のニーズに応じた管理者研

（勤 務 先）甲斐整形外科 修を実施することができた。広報の手段としては、熊

（職　　種）理学療法士 本県理学療法士協会ホームページ掲載を主に行った。

テ ー マ： 「Ｃ－３　内部障害の理学療法」 感染対策のためにいずれもＷｅｂにて研修を行ったが

講　　師： 河﨑靖範 いずれの研修もたくさんの方に参加いただいた。

（勤 務 先）熊本リハビリテーション病院

（職　　種）理学療法士  １） ２０２１年度第１回管理者教育研修会

テ ー マ： 「Ｃ－４　高齢者の理学療法」 期　　日： ２０２１年０６月１３日

講　　師： 槌田義美 場　　所： Ｗｅｂ

（勤 務 先）熊本リハビリテーション病院 内　　容： 講義

（職　　種）理学療法士 テ ー マ： 「ささやかな働きかけで変わる行動～ナ

参 加 者： （医療関連職種）１名 ッジ理論の活用～」

（熊本県理学療法士協会会員）２８名 講　　師： 野崎展史氏

【教育部】 （勤 務 先）日本理学療法士協会

（職　　種）理学療法士

参 加 者： （医療専門職種）２名

（日本理学療法士協会会員）３５名

【教育部】
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 ２） ２０２１年度第２回管理者教育研修会  ４） 地域ケア会議・介護予防推進リーダーステップアップ

期　　日： ２０２１年１１月０６日 期　　日： ２０２１年１１月２７日

場　　所： Ｗｅｂ 場　　所： Ｗｅｂ

熊本県理学療法士協会事務所 内　　容： ステップアップ研修会

内　　容： 講義 テ ー マ： 「介護予防と地域ケアについて」

テ ー マ： 「素敵な伝え方（アナウンス力）のコツ 講　　師： 畑山浩志氏

」 （勤 務 先）洲本市役所

講　　師： 清原憲一氏 （職　　種）理学療法士

（勤 務 先）－ 参 加 者： （推進リーダー導入研修修了者）１０名

（職　　種）フリーアナウンサー 【保健福祉部】

参 加 者： （医療関連職種）０名

（日本理学療法士協会会員）１６名  ５） ２０２１年度第１回指定管理者研修会

【教育部】 期　　日： ２０２１年０８月０６日

場　　所： Ｗｅｂ

 ３） 介護予防・地域ケア会議推進リーダー導入研修 内　　容： 管理者人材育成の目的

期　　日： ２０２１年１０月０２日 日本理学療法士協会の活動概要

２０２１年１０月０３日 日本理学療法士協会の課題

場　　所： Ｗｅｂ 熊本県理学療法士協会の概要

内　　容： 介護予防・日常生活総合支援事業とリハ 連盟について

ビリテーション専門職の取り組み、介護 テ ー マ： 「指定管理者研修会」

予防事業の企画立案、展開方法、実践の 講　　師： 坂崎浩一

講義・グループワーク （勤 務 先）熊本総合医療リハビリテーション学院

地域包括ケアシステムや地域ケア会議に （職　　種）理学療法士

ついて必要とされる背景と位置づけ、そ 参 加 者： （会員）６名

こで求められる理学療法士の役割、実際 【熊本市北ブロック】

の場面で行われる書類に目を通しての事

例検討、模擬会議の実際と心構えについ  ６） ２０２１年度第２回指定管理者研修会

ての講義 期　　日： ２０２１年０９月１７日

テ ー マ： 「介護予防について」 場　　所： Ｗｅｂ

「地域ケア会議について」 内　　容： 日本理学療法士協会の組織について

講　　師： 西英夫 日本理学療法士協会の活動について

（勤 務 先）春日クリニック 日本理学療法士協会の課題について

（職　　種）理学療法士 熊本県理学療法士協会の概要について

講　　師： 田代幸大 連盟活動について　など

（勤 務 先）山鹿温泉リハビリテーション病院 テ ー マ： 「第２回指定管理者研修会」

（職　　種）理学療法士 講　　師： 坂崎浩一

講　　師： 伊東善範 （勤 務 先）熊本総合医療リハビリテーション学院

（勤 務 先）やまが元気倶楽部 （職　　種）理学療法士

（職　　種）理学療法士 参 加 者： （会員）４名

講　　師： 白﨑幸紀 【天草ブロック】

（勤 務 先）くまもと温石病院

（職　　種）理学療法士

参 加 者： （日本理学療法士協会会員）５２名

【保健福祉部】
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[３] 卒後研修会  １） 第３７回医療保険診療研修会

期　　日： ２０２２年０３月０９日

（目的） 場　　所： Ｗｅｂ

リハビリテーション並びに理学療法を実施する中で、 内　　容： 令和４年度診療報酬改定の概要

求められる適切な対応を身に付け、理学療法士として テ ー マ： 「令和４年度診療報酬改定の概要につい

かつ社会人としての基礎的な資質向上を図ることを目 て～リハ関連診療報酬を中心に～」

的とする。 講　　師： 山下智弘

（勤 務 先）宇城総合病院

（内容） （職　　種）理学療法士

職業倫理セミナーを再開し、理学療法士に求められる 参 加 者： （医療関連職種）３名

ハラスメントを防ぐ倫理的対応について特にコロナ禍 （会員）２６名

の課題として特有の内容を中心に行った。 【医療保険部】

 １） 職業倫理研修会  ２） 第３８回医療保険診療研修会

期　　日： ２０２１年１０月１０日 期　　日： ２０２２年０３月０９日

場　　所： Ｗｅｂ 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 医療倫理、コロナ禍の課題、ハラスメン 内　　容： 第３８回医療保険診療研修会の開催につ

トを防ぐ倫理的対応について講演 いて

テ ー マ： 「現場で問われる職業倫理～コロナ禍の 【医療保険部】

課題とともに～」

講　　師： 下山節子氏  ３） 医療保険関連の問合わせ窓口業務

（勤 務 先）ＮＰＯ法人日本看護キャリア開発セミナ 期　　日： ２０２１年０４月１日～２０２２年０３

ー 月１０日

（職　　種）看護師、経営学修士 内　　容： 診療報酬に関する問い合わせ

参 加 者： （作業療法士・言語聴覚士・看護士） 件　　数： ９件

０名 【医療保険部】

（会員）２９名

【倫理委員会】  ４） 第２２回介護報酬研修会

期　　日： ２０２１年０６月２６日

[４] 保険診療研修会の開催並びに保険関連対応業務 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： ２０２１年度介護報酬改定のポイントお

（目的） よび今後の介護事業やセラピストの働き

医療保険は２年毎、介護保険は３年毎に診療報酬内容 方に関して

が見直されている中で、医療保健福祉関係者は常に最 テ ー マ： 「２０２１年度介護報酬改定のポイント

新の情報を得たうえで、適切なサービスを提供しなけ 」

ればならない。本事業では、研修会開催等を通じ広く 講　　師： 吉橋謙太郎

情報提供することで、円滑なるサービス提供に繋がる （勤 務 先）谷田病院

など、県民の医療・保健・福祉の向上に大きく寄与す （職　　種）理学療法士

ることを目的としている。 参 加 者： （医療関連職種）１０名

（会員）１５名

（内容） 【介護保険部】

令和４年度の医療保険の診療報酬改定後の概要に基き

理学療法士の携わる、業務に密接な関係がある制度の  ５） 介護保険関連の問合わせ窓口業務

改訂内容や基準変更などの重要内容について研修会を 期　　日： ２０２１年０４月～２０２２年０３月

実施した。また、介護保険についても改定のポイント 内　　容： 介護保険関連に関する問い合わせ業務

や今後の介護事業やセラピストの働き方についての研 件　　数： ０件

修をいずれもＷｅｂ形式にて実施した。研修の広報に 【介護保険部】

ついては、熊本県理学療法士協会ホームページ掲載を

行い会員だけでなく広く広報を行った。
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[５] 学術資料収集・提供 [６] 調査活動

（目的） （目的）

学術書籍や医学雑誌等を購入し会員に貸出を行い、理 理学療法やリハビリテーション等、医療保健福祉領域

学療法の基本的理論や実践的手法を教授し共有化し、 に関する事項について調査し、県民や医療関連職種、

対象となる方々へのリハビリテーションサービスの質 理学療法士の意識・意見をもとに、行政等への提言や

的向上を図ることを目的としている。 協会活動の今後の方針決定等に反映させることを目的

としている。

（内容）

学術書籍や医学雑誌等の購入と貸し出し。熊本県理学 （内容）

療法士協会ホームページで紹介している。 健康講座参加者を調査の対象とし、腰痛発生状況につ

いてアンケート調査を実施する。アンケートの結果に

 １） 学術資料関連事業 ついては、本会ホームページ等に掲載する他、本会の

期　　日： ２０２２年０２月０２日 今後の活動に反映させるべく審議の材料として活用す

２０２２年０２月１０日 る。

場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： ①書籍、ＤＶＤ等の購入・提供  １） 産業理学療法に関する調査

②学術的諸資料の提供体制の構築 期　　日： ２０２１年０７月１８日

購入書籍： ・脳卒中運動学（運動と医学の出版社） 内　　容： コロナ禍における変化

・理学療法プログラムデザイン（文光堂 対　　象： 一般

　） 【保健福祉部】

・理学療法プログラムデザインⅡ　ケー

　ス別アプローチのポイントと実際（文 [７] 各ブロック支援

　光堂）

・理学療法プログラムデザインⅢ　運動 （目的）

　器（下肢）編（文光堂） 会員並びに多職種との交流を図るとともに各地域に密

・理学療法プログラムデザインⅣ　運動 着した形での公益事業展開を進めることなど、全県域

　器（上肢・体幹）・高齢者編　ケース における本会活動の活性化を図ることを目的としてい

　別アプローチのポイントと実際（文光 る。

　堂）

・リハに役立つ検査値の読み方・とらえ （内容）

　方 各地域における勉強会の開催、健康まつり等市町村が

・リハビリの先生が教える「健康寿命が 行っている様々な事業への参加協力等に関する調整等

　１０年延びるからだのつくり方」（運 を行った。

　動と医学の出版社）

・身近な人が脳梗塞・脳出血になったと  １） ２０２１年度ブロック長会議

　きの介護と対策（自由国民社） 期　　日： ２０２１年１０月０１日

・僕はやっと認知症の事がわかった　自 場　　所： Ｗｅｂ

　らも認知症となった専門医が、日本人 内　　容： 今年度の事業について

　に伝えたい遺言（ＫＡＤＯＫＡＷＡ） 来年度事業計画・予算案について

・肩コリ・腰痛・冷え・メタボ・不眠を 理事より

　リセット！くう、ねる、うごく！体メ 【地域局】

　ンテ（マガジンハウス）

【学術部】
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 ２） 県北ブロック会議  ６） 天草ブロック全体会議

期　　日： ２０２１年１２月０９日 期　　日： ２０２１年０５月１４日

場　　所： Ｗｅｂ 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： ブロック長会議、拡大理事会等の申し送 内　　容： 令和２年度活動報告・決算報告

り（２０２２年度重点事業内容含む） 令和３年度活動計画

２０２２年度荒尾市健康福祉まつり開催 事務局に関して

の概要（２０２１年度の開催中止の経緯 庶務部に関して

含めた情報共有） 渉外部に関して

ブロック会議等の開催頻度、時期の検討 学術部（共益活動）に関して

玉名地区の負担増について 学術部（公益活動）に関して

県協会からの資料・研修会案内の配布方 その他

法等について 【天草ブロック】

【県北ブロック】

 ７） 天草ブロック役員会議

３） 菊池阿蘇ブロック会議 期　　日： ２０２１年０４月０５日

期　　日： ２０２１年０６月１８日 ２０２１年０９月２９日

２０２２年０３月１６日 場　　所： Ｗｅｂ

場　　所： Ｗｅｂ 内　　容： 令和３年度天草ブロック事業予算

内　　容： 令和３年度ブロック事業計画 組織図に関して

ブロック長輪番制について 天草市地域リハビリテーション活動支援

個人連絡網について 事業について

令和４年度熊本県理学療法士学会につい 定例勉強会について（共益活動）

て 公益事業について（公益活動）

令和３年度ブロック事業報告 熊本県理学療法士学会について

令和４年度ブロック事業計画 令和３年度事業報告及び質疑

その他 令和４年度計画　共益事業

【菊阿ブロック】 令和４年度計画　公益事業

地域リハビリテーション支援事業につい

 ４） 八代ブロック役員会議 て

期　　日： ２０２２年０２月２５日 組織図・会員名簿の取り扱いについて

場　　所： Ｗｅｂ その他

内　　容： 令和３年度事業報告 【天草ブロック】

令和４年度事業案・予算案確認

拡大理事会報告  ８） 天草ブロック第１回特別講義

【八代ブロック】 期　　日： ２０２１年０６月１１日

場　　所： Ｗｅｂ

 ５） 八代ブロック勉強会 内　　容： サルコペニアの基礎知識

期　　日： ２０２１年１１月１８日 サルコペニアの評価

場　　所： Ｗｅｂ サルコペニアの対策

内　　容： 問診について 質疑応答

疼痛部位の確認 テ ー マ： 「サルコペニアの基礎知識」

評価 講　　師： 宇野勲

治療の実際 （勤 務 先）桜十字病院

テ ー マ： 「膝関節の評価と治療の基礎」 （職　　種）理学療法士

講　　師： 今屋将美 参 加 者： （理学療法士）１０名

（勤 務 先）熊本機能病院 （会員）２１名

（職　　種）理学療法士 【天草ブロック】

参 加 者： （医療関連職種）０名

（会員）４０名

【八代ブロック】
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 ９） 天草ブロック第２回特別講義  12） 天草ブロック第３回定例勉強会

期　　日： ２０２１年０７月０９日 期　　日： ２０２１年１０月０８日

場　　所： Ｗｅｂ 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： なぜリハ専門職に栄養の知識が必要なの 内　　容： 測定・検査、治療、効果判定の説明

か 実技（動画）

リハ栄養とは 遠隔指導

リハ栄養ケアプロセス テ ー マ： 「膝関節の治療の基本的な考え方」

その他質疑応答 講　　師： 四方田将昌

テ ー マ： 「リハ栄養ケアプロセス」 （勤 務 先）天草市立牛深市民病院

講　　師： 宇野勲 （職　　種）理学療法士

（勤 務 先）桜十字病院 参 加 者： （医療関連職種）３名

（職　　種）理学療法士 （会員）２５名

参 加 者： （医療関連職種）９名 【天草ブロック】

（会員）２１名

【天草ブロック】  13） 天草ブロック第４回定例勉強会

期　　日： ２０２２年０１月２８日

 10） 天草ブロック第１回定例勉強会 場　　所： Ｗｅｂ

期　　日： ２０２１年０９月２４日 内　　容： 症例発表

場　　所： Ｗｅｂ テ ー マ： 「４年目の会員による症例検討会」

内　　容： 天草市の現状 テーマ①： 「急性心筋梗塞患者に対する運動療法と

障害者とは 生活・運動指導について」

市全体の障害者の現状 発表者①： 岡田涼太郎

介護保険制度との連携 （勤 務 先）天草地域医療センター

ざっくりした障がい福祉サービスなど （職　　種）理学療法士

進むべき体制づくり テーマ②： 「陰茎癌術後患者へのリハ介入後ＡＤＬ

地域障がい相談支援センターについて ，ＱＯＬの向上が見られた症例」

理学療法士さんの障がい福祉における活 発表者②： 寺元瞬

躍 （勤 務 先）天草地域医療センター

テ ー マ： 「障害者（児）福祉の現状と課題」 （職　　種）理学療法士

講　　師： 塚田みどり氏 テーマ③： 「下垂足に対して短下肢装具を購入し、

（勤 務 先）天草市役所 退院することができた症例」

（職　　種）行政職 発表者③： 岩下哲也

参 加 者： （医療関連職種）５名 （勤 務 先）天草慈恵病院

（会員）１１名 （職　　種）理学療法士

【天草ブロック】 参 加 者： （理学療法士）３名

（会員）２５名

 11） 天草ブロック第２回定例勉強会 【天草ブロック】

期　　日： ２０２１年０９月１０日

場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 事前動画確認

膝関節周囲の骨・靭帯・筋、軟部組織の

解剖

デモンストレーション

質問受け付け

テ ー マ： 「膝関節周囲筋の体表解剖」

講　　師： 明瀬敬二

（勤 務 先）熊本総合医療リハビリテーション学院

（職　　種）理学療法士

参 加 者： （医療関連職種）５名

（会員）１７名

【天草ブロック】
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 14） 天草ブロック第５回定例勉強会  17） 県南ブロック第２回定例勉強会

期　　日： ２０２２年０２月１８日 期　　日： ２０２１年１１月２６日

場　　所： Ｗｅｂ 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： ３年目の会員による症例検討会 内　　容： クリニカルクラークシップ移行説明

テーマ①： 「ＴＫＡ術後患者の入院から在宅復帰ま 臨床実習指導者研修会説明

で～熱感と膝関節可動域の変化に伴うＡ テ ー マ： 「クリニカルクラークシップ」

ＤＬの経過について～」 講　　師： 新穂大輔

発 表 者： 永吉達徳 （勤 務 先）水俣市立総合医療センター

（勤 務 先）天草慈恵病院 （職　　種）理学療法士

テーマ②： 「起居・起立動作へ着目しアプローチし 参 加 者： （医療関連職種）１名

た症例」 （会員）１５名

発 表 者： 渡邊啄己 【県南ブロック】

（勤 務 先）天草セントラル病院

テーマ③： 「気管支拡張症を呈した症例に対しての  18） 県南ブロック第３回定例勉強会

運動療法の検討」 期　　日： ２０２２年０３月１８日

発 表 者： 佐藤匠 場　　所： Ｗｅｂ

（勤 務 先）天草慈恵病院 内　　容： 心不全の病態管理について

参 加 者： （会員）１６名 テ ー マ： 「心不全の病態管理」

【天草ブロック】 講　　師： 永田光寿

（勤 務 先）水俣市立総合医療センター

 15） 県南ブロック会議 （職　　種）理学療法士

期　　日： ２０２１年６月２４日 参 加 者： （医療関連職種）４名

場　　所： Ｗｅｂ （会員）１２名

内　　容： 地域ケア会議参加について 【県南ブロック】

芦北健康フェア、水俣健康まつりについ

て  19） 熊本市中央ブロック会議

定例勉強会や講師依頼について 期　　日： ２０２１年０８月１１日

協会費について 場　　所： メール

その他 内　　容： 転倒予防教室について

【県南ブロック】 【熊本市中央ブロック】

 16） 県南ブロック第１回定例勉強会  20） 熊本市北ブロック会議

期　　日： ２０２１年０８月２０日 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

場　　所： Ｗｅｂ ため中止

内　　容： 電気治療について 【熊本市北ブロック】

生理学的説明や種類、周波数、パルス幅

、治療効果、運動点や疾患別治療の説明  21） 第１回熊本市北ブロック勉強会

等 期　　日： ２０２１年０７月０９日

テ ー マ： 「電気治療について」 場　　所： Ｗｅｂ

講　　師： 前川直也 内　　容： シーティングコンサルタントが教える明

（勤 務 先）水俣市立総合医療センター 日から使えるシーティングの基礎

（職　　種）理学療法士 テ ー マ： 「シーティングで生活が変わる」

参 加 者： （学生）１名 講　　師： 矢野賞太氏

（会員）１３名 （勤 務 先）合同会社６Ｌ

【県南ブロック】 （職　　種）作業療法士

参 加 者： （会員）１０名

【熊本市北ブロック】

 22） 第２回熊本市北ブロック勉強会

※コロナ禍のため実技にて使用するクッ

ションの貸し出しが難しくなったため中

止

【熊本市北ブロック】
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 23） 熊本市北ブロック症例検討会  26） 第１回熊本市東ブロック勉強会

期　　日： ２０２２年０１月１４日 期　　日： ２０２１年０６月２９日

場　　所： Ｗｅｂ 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 症例検討４題 内　　容： 経験１～３年目の理学療法士を対象とし

ディスカッション 、脳卒中の理学療法・リハビリテーショ

テ ー マ： 「症例検討」 ンにおいて脳画像情報を活用することの

講　　師： 松原誠仁 意義とその具体的方法を学ぶ。そのうえ

（勤 務 先）熊本保健科学大学 で、治療的介入をより精度高く的確なも

（職　　種）理学療法士 のとする目的。

参 加 者： （会員）１５名 テ ー マ： 「脳血管画像の基礎知識」

【熊本市北ブロック】 講　　師： 川上翔三

（勤 務 先）自宅会員

 24） 熊本市西ブロック会議 （職　　種）理学療法士

期　　日： ２０２１年０６月１７日 参 加 者： （会員）４０名

２０２２年０２月２８日 【熊本市東ブロック】

場　　所： メール

内　　容： 今年度ブロック長、副ブロック長につい  27） 第２回熊本市東ブロック勉強会

て 期　　日： ２０２１年１１月１９日

本年度事業計画予算案 場　　所： Ｗｅｂ

公益事業について 内　　容： 講義

連絡網の確認 テ ー マ： 「リハビリテーションと栄養」

その他 講　　師： 有働直弘氏

【熊本市西ブロック】 （勤 務 先）熊本託麻台リハビリテーション病院

（職　　種）理学療法士

 25） 熊本市東ブロック会議 参 加 者： （会員）１９名

期　　日： ２０２１年０５月１２日 【熊本市東ブロック】

２０２１年１０月１５日

２０２２年０２月２２日  28） 熊本市南ブロック会議

場　　所： Ｗｅｂ 期　　日： ２０２１年０５月１３日

内　　容： 東ブロック活動スケジュールについて ２０２１年０８月１９日

ブロック長等担当表の改訂 ２０２１年１０月１４日

連絡方法（ＬＩＮＥ連絡網） ２０２２年０２月１７日

市民健康フェスタ 場　　所： Ｗｅｂ

上半期ブロック活動報告 内　　容： 第３回南地区勉強会について

下半期ブロック活動予定 上益城地域町民公開講座について

ブロック長会議報告 本年度、次年度の公益事業について

下半期活動報告 南地区勉強会アンケート結果報告

現および新ブロック長・副ブロック長挨 次回勉強会のテーマについて

拶 今後の公益事業について意見交換、検討

【熊本市東ブロック】 ２０２２年度南地区勉強会の検討

次年度予算案について

次回ブロック会議日程調整

【熊本市南ブロック】
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 29） 第３回熊本市南地区勉強会  ２） 理学療法士復職支援事業

期　　日： ２０２１年０６月１８日 期　　日： ２０２１年０４月～２０２２年０３月

場　　所： Ｗｅｂ 内　　容： 復職に関する相談及び情報提供

内　　容： 脳血管障害患者に対する歩行練習 研修に関する調整業務

装具療法の理論とリハビリテーションに 件　　数： ０件

ついて 【厚生部】

施設内で取り組んでおられる装具ノート

の紹介  ３） 復職支援

テ ー マ： 「脳血管障害患者に対する歩行トレーニ ※開催なし

ングの実際」 【医療保険部】

講　　師： 岡本彬

（勤 務 先）にしくまもと病院  ４） 復職支援

（職　　種）理学療法士 期　　日： ２０２１年０４月～２０２２年０３月

参 加 者： （医療関連職種）４名 内　　容： 介護保険に関する資料の作成

（会員）５４名 件　　数： ０件

【熊本市南ブロック】 【介護保険部】

[８] 入会促進 [10] 関連団体との会議出席及び連携交流に関する事業

（目的） （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 関連団体と協力しながら保健・医療・福祉に関する情

学療法士の更なる質の向上を目的としている。 報を適宜提供することや冊子・パンフレットなどを作

成することで、県民の健康意識の向上や高齢者・障が

（内容） い者（児）の身体機能の改善並びにその生活支援に寄

非会員の理学療法士（主に新卒者）に対し、本会の活 与することを目的としている。

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。 （内容）

県や市町村が開催する会議に参加し、その活動に対し

 １） ２０２１年度新卒者研修会 専門的視点からの提言や、医療・保健・福祉に関する

※ホームページ掲載で対応 資料作成や情報提供に協力している。

【厚生部】

 １） 熊本県医療的ケア児等支援検討協議会

[９] 福利厚生 事業主体： 熊本県

期　　日： ２０２２年０２年０３日

（目的） 場　　所： Ｗｅｂ

会員が理学療法業務並びに本会活動を安心かつ的確に 内　　容： 熊本県における医療的ケア児等支援の取

遂行できるよう支援することを目的としている。 り組みについて

熊本県における医療的ケア児等支援関連

（内容） 事業について

会員が本会の公益事業やその他の事業に参加する際、 各機関における医療的ケア児等支援の取

偶発した事故についての保障体制整備をしたり、出産 り組みについて

や疾病等で離職したあとの復職支援として、診療報酬 意見交換

に関する情報提供や理学療法業務に関する再履修の機 被派遣者： 浪本正晴

会を提供できるような体制を整備している。 【専門領域部小児班】

 １） 会員福利厚生

期　　日： ２０２１年０４月～２０２２年０３月

内　　容： 医療保険部及び介護保険部作成の資料提

供

保険事業

【厚生部】
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 ２） 循環器病対策基本法リハビリテーション担当者情報交 ⑩天草東地域包括支援センター

換会 ⑪天草西地域包括支援センター

事業主体： 日本循環器理学療法学会循環器病対策基 ⑫天草東地域包括支援センター

本法委員会 ⑬天草北地域包括支援センター

期　　日： ２０２２年０２月１６日 ⑭天草中央地域包括支援センター

場　　所： Ｗｅｂ ⑮天草東包括支援センター

内　　容： 循環器病対策推進計画について各都道府 ⑯天草南地域包括支援センター

県の協議会の進捗状況や、先行している ⑰天草中央地域包括支援センター

都道府県の情報共有 ⑱天草東地域包括支援センター

被派遣者： 與座嘉康 ⑲天草南地域包括支援センター

【専門領域部呼吸・循環班】 ⑳天草北地域包括支援センター

㉑天草中央地域包括支援センター

 ３） 阿蘇地域糖尿病保健医療連絡会 ㉒天草中央地域包括支援センター

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の ㉓天草東地域包括支援センター

ため中止 ㉔天草西地域包括支援センター

【専門領域部糖尿病班】 ㉕天草中央地域包括支援センター

㉖天草東地域包括支援センター

 ４） 上益城地域糖尿病保健医療連絡会 ㉗天草南地域包括支援センター

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の ㉘天草牛深地域包括支援センター

ため中止 ㉙天草北地域包括支援センター

【専門領域部糖尿病班】 ㉚天草西地域包括支援センター

㉛天草北地域包括支援センター

 ５） 糖尿病対策推進に関する情報交換会 ㉜天草東地域包括支援センター

事業主体： 日本糖尿病理学療法学会 ㉝天草中央地域包括支援センター

期　　日： ２０２１年０８月２９日 ㉞天草中央地域包括支援センター

場　　所： Ｗｅｂ ㉟天草東地域包括支援センター

内　　容： 「コロナ禍における療養支援」について ㊱天草西地域包括支援センター

各県の代表者とブロック別での意見交換 期　　日： ①２０２１年０４月１５日

全体討論 ②２０２１年０４月１６日

被派遣者： 工藤周平 ③２０２１年０４月２１日

【専門領域部糖尿病班】 ④２０２１年０４月２２日

⑤２０２１年０５月２０日

 ６） 天草市地域ケア会議運営推進会議 ⑥２０２１年０５月２１日

事業主体： 天草市 ⑦２０２１年０６月１６日

期　　日： ２０２１年０６月３０日 ⑧２０２１年０６月１７日

場　　所： Ｗｅｂ ⑨２０２１年０６月１８日

内　　容： 地域ケア会議推進事業取り組み報告 ⑩２０２１年０６月２４日

これまでの地域ケア会議を通しての問題 ⑪２０２１年０７月１６日

点や課題についての意見交換 ⑫２０２１年０７月２１日

自立支援型地域ケア会議従事者研修会の ⑬２０２１年０８月１８日

開催について ⑭２０２１年０８月１９日

被派遣者： 山畑公弘、山中景介 ⑮２０２１年０８月１９日

【天草ブロック】 ⑯２０２１年０８月２０日

⑰２０２１年０９月１６日

 ７） 自立支援型地域ケア会議（居宅対象） ⑱２０２１年０９月１６日

事業主体： ①天草中央地域包括支援センター ⑲２０２１年１０月１５日

②天草南地域包括支援センター ⑳２０２１年１０月２０日

③天草北地域包括支援センター ㉑２０２１年１０月２１日

④東包括支援センター ㉒２０２１年１１月１８日

⑤天草中央地域包括支援センター ㉓２０２１年１１月１８日

⑥天草西地域包括支援センター ㉔２０２１年１１月１９日

⑦天草北地域包括支援センター ㉕２０２１年１２月０９日

⑧天草中央地域包括支援センター ㉖２０２１年１２月０９日

⑨天草牛深地域包括支援センター ㉗２０２１年１２月１０日
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㉘２０２１年１２月１０日 ⑤坂本拳太

㉙２０２１年１２月１５日 ⑥安村盛義

㉚２０２２年０１月２１日 ⑦川田健士郎

㉛２０２２年０２月１６日 ⑧山中景介

㉜２０２２年０２月１７日 ⑨高尾幸司

㉝２０２２年０２月１７日 ⑩森内陽介

㉞２０２２年０３月１７日 ⑪中鋪圭吾

㉟２０２２年０３月１７日 ⑫池田光世

㊱２０２２年０３月１８日 ⑬笹本一輝

場　　所： ①天草市複合施設ここらす ⑭山畑公弘

②天草地域健診センター ⑮有働拓哉

③きずな ⑯堀川勝

④天草市栖本支所 ⑰岩崎結

⑤天草市複合施設ここらす ⑱森内陽介

⑥Ｗｅｂ ⑲武部啓太

⑦なぎ ⑳野﨑憲一

⑧天草市複合施設ここらす ㉑辻葉月

⑨天草市役所牛深支所 ㉒吉田徳子

⑩天草市立御所浦白亜紀資料館 ㉓木崎拓真

⑪Ｗｅｂ ㉔中鋪圭吾

⑫天草市役所栖本支所 ㉕松田吉紘

⑬なぎ ㉖池田光世

⑭Ｗｅｂ ㉗尾下寿宏

⑮Ｗｅｂ ㉘庵本勝喜

⑯Ｗｅｂ ㉙石田亜紀

⑰Ｗｅｂ ㉚木崎拓真

⑱Ｗｅｂ ㉛金子梓

⑲天草地域医療センター健診センター ㉜森内陽介

⑳Ｗｅｂ ㉝福田裕二

㉑天草市複合施設ここらす ㉞髙橋慎太郎

㉒天草市複合施設ここらす ㉟木崎拓真

㉓天草市役所栖本支所 ㊱安村盛義

㉔Ｗｅｂ 【天草ブロック】

㉕天草市複合施設ここらす

㉖天草市役所栖本支所  ８） 熊本県健康づくり県民会議

㉗天草地域健診センター 事業主体： 熊本県

㉘Ｗｅｂ 期　　日： ２０２１年１１月１８日

㉙なぎ 場　　所： ホテルメルパルク熊本

㉚Ｗｅｂ 内　　容： 熊本県健康づくり県民会議表彰　表彰式

㉛Ｗｅｂ 事例発表

㉜Ｗｅｂ 各団体の取り組みについて

㉝Ｗｅｂ 意見交換

㉞Ｗｅｂ 被派遣者： 大籠安男

㉟Ｗｅｂ 【他１－１０】

㊱Ｗｅｂ

内　　容： オリエンテーション  ９） 熊本地域リハビリテーション支援協議会役員会

事例検討 ※欠席

地域課題の把握 【他１－１０】

意見交換

アンケート記入

被派遣者： ①赤城隼人

②尾下寿宏

③永田佳那海

④江﨑重昭
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 10） 熊本県医療・保健・福祉団体協議会理事会  15） 菊池広域連合介護認定審査会

事業主体： 熊本県医療･保健・福祉団体協議会 事業主体： 菊池広域連合会

期　　日： ①２０２１年０８月１７日 期　　日： ２０２１年０４月０１日～

②２０２１年１２月０６日 ２０２２年０３月３１日

場　　所： ①熊本県医師会館 場　　所： 大津町老人福祉センター

②書面表決 菊池圏域各会場

内　　容： 第１３回（令和２年度）熊本県医療・保 内　　容： 介護認定審査に係る審査

健・福祉連携学会催経過並びに収支決算 被派遣者： 岸本稔、佐藤亮、江藤隆夫

について 河﨑靖範、槌田義美

第１３回（令和２年度）熊本県医療・保 【他１－１０】

健・福祉連携学会の意見と評価の件

第１４回（令和３年度）熊本県医療・保  16） 菊池広域連合障害者総合支援審査会

健・福祉連携学会開催の件 事業主体： 菊池広域連合

熊本県医療・保健・福祉団体協議会臨時 期　　日： ２０２１年０４月０１日～

理事会の議決案に関する件 ２０２２年０３月３１日

その他 場　　所： 菊池市泗水総合支所

被派遣者： 坂崎浩一 内　　容： 障害支援区分判定に係る審査

【他１－１０】 被派遣者： 佐藤亮

【他１－１０】

 11） 熊本市介護認定審査会

事業主体： 熊本市  17） 宇城広域連合介護認定審査会

期　　日： ２０２１年０４月０１日～ 事業主体： 宇城広域連合

２０２２年０３月３１日（月２回） 期　　日： ２０２１年０４月～２０２２年０３月

場　　所： 熊本市各区保健センター等 場　　所： 宇城広域連合

内　　容： １次調査に基づく要支援・要介護に係る 内　　容： 介護保険制度に基づく要介護及び要支援

認定審査 状態の認定審査会

被派遣者： 坂崎浩一、田島徹朗、北里堅二 被派遣者： 山下智弘、井上みどり

野津原豊、森重康彦、小森田宏 【他１－１０】

木原伸一、本田隆

【他１－１０】

 12） 熊本市介護給付費等の支給に関する審査会

事業主体： 熊本市

期　　日： ２０２１年０４月０１日～

２０２２年０３月３１日

場　　所： 熊本市中央区役所

内　　容： 熊本市障害者自立支援法にかかる審査

被派遣者： 飯星雅朗

【他１－１０】

 13） 八代市介護認定審査会

事業主体： 八代市

期　　日： ２０２１年０４月～２０２２年０３月

場　　所： 桜十字ホールやつしろ

八代市役所鏡支所

内　　容： 要介護及び要支援に係る認定審査

被派遣者： 四海公貴、光本しのぶ、青木亨

【他１－１０】

 14） 八代市介護認定審査会委員連絡会

※開催なし

【他１－１０】
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 18） 学校関係者評価委員会及び教育課程編成委員会  20） 日本地域理学療法学会・日本支援工学理学療法学会・

事業主体： ①熊本駅前看護リハビリテーション学院 日本理学療法教育学会・日本理学療法管理研究会合同

②メディカル・カレッジ青照館 学術大会２０２１

③熊本駅前看護リハビリテーション学院 事業主体： 日本地域理学療法学会・日本支援工学理

④メディカル・カレッジ青照館 学療法学会・日本理学療法教育学会・日

⑤熊本駅前看護リハビリテーション学院 本理学療法管理研究会合同学術大会２０

期　　日： ①２０２１年０６月０７日 ２１

②２０２１年０６月０９日 期　　日： ２０２１年１２月０４日

③２０２１年１０月１５日 ２０２１年１２月０５日

④２０２１年１１月１８日 場　　所： Ｗｅｂ

⑤２０２２年０３月１６日 内　　容： 学会運営

場　　所： Ｗｅｂ 特別講演座長

内　　容： 職業実践専門過程に関する説明 閉会の挨拶

学校概要説明 被派遣者： 坂崎浩一

令和２年度自己評価報告 【他１－１０】

質疑・意見交換

教育課程編成委員紹介

報告会

前期の実習、講義、学事についての報告

新カリキュラム、地域実習について

その他、今後の予定

養成施設の第三者評価について

臨床実習におけるチェックリストの導入

について

臨床実習の実施状況と国家試験結果およ

び就職状況と進級結果について

その他

被派遣者： ①山口里美

②大脇秀一

③山口里美

④大脇秀一

⑤山口里美

【他１－１０】

 19） リハ職派遣事業活性化に関する協議

事業主体： 熊本市介護保険課

期　　日： ①２０２１年０４月０９日

②２０２１年１０月１２日

③２０２１年１１月１２日

場　　所： ①熊本市役所

②Ｗｅｂ

③Ｗｅｂ

内　　容： 令和元年度、令和２年度の実績報告

課題

令和３年度の取り組み

令和３年度の実績報告

課題整理

今後の取り組み

意見交換

その他

被派遣者： 坂崎浩一

【他１－１０】
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 21） 日本地域理学療法学会・日本支援工学理学療法学会・  22） 熊本県地域リハビリテーション支援センター運営委員

日本理学療法教育学会・日本理学療法管理研究会合同 会

学術大会２０２１準備委員会 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： 日本地域理学療法学会・日本支援工学理 期　　日： ２０２１年０５月１０日

学療法学会・日本理学療法教育学会・日 場　　所： 熊本県医師会

本理学療法管理研究会合同学術大会２０ Ｗｅｂ

２１ 内　　容： 令和２年度熊本県地域リハビリテーショ

期　　日： ２０２１年０４月０８日 ン支援センター事業の業務委託について

２０２１年０６月０８日 令和３年度熊本県地域リハビリテーショ

２０２１年０８月１０日 ン支援センター事業の業務委託に関する

２０２１年０９月１４日 件

２０２１年１０月０５日 その他

２０２１年１０月１２日 被派遣者： 坂崎浩一

２０２１年１０月２６日 【他１－１０】

２０２１年１１月０９日

２０２１年１１月２２日  23） 訪問リハ・地域リーダー会議

場　　所： Ｗｅｂ 事業主体： 訪問リハビリテーション振興財団

内　　容： 大会名称について 期　　日： ２０２１年０５月２２日

合同学会２０２１のポスターについて 場　　所： Ｗｅｂ

学会等で流す合同学会２０２１広報用Ｐ 内　　容： 講義

ＰＴについて 「訪問リハ地域リーダーの役割」

ＳＮＳでの広報について 各県情報交換

メルマガについて 被派遣者： 士会役員：四海公貴

参加登録開始日の日程について 地域リーダー：光本しのぶ

出張許可願いとオンデマンドの期間につ 【他１－１０】

いて

学術大会会期中に開催する「管理研究会  24） 熊本県訪問看護サポート強化事業運営委員会

主催研修会」に関する件について 事業主体： 熊本県看護協会

演題募集の状況と募集期間について 期　　日： ①２０２１年０５月２８日

参加申し込み期間について ②２０２２年０３月１０日

事務局より 場　　所： ①熊本県看護研修センター

学術局より 　Ｗｅｂ

広報局より ②Ｗｅｂ

連絡事項 内　　容： 令和３年度訪問看護サポート強化事業実

主幹事学会について 施要領（案）について

確認メールの誤発信とその後の対応につ 訪問看護サポート強化事業研修委員会規

いて 程の改正（案）について

その他連絡事項 その他

被派遣者： 坂崎浩一 訪問看護ステーションサポートセンター

【他１－１０】 運営について

管理者（経営者）支援について

人材育成について

訪問看護サービスの普及啓発と利用促進

について

被派遣者： 坂崎浩一

【他１－１０】
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 25） 自立支援型地域ケア会議  27） 学校法人銀杏学園理事会・評議員会

事業主体： 熊本市北５地域包括支援センター 事業主体： 銀杏学園

期　　日： ①２０２１年０５月２４日 期　　日： ２０２１年０５月２６日

②２０２１年０６月２８日 ２０２２年０３月１６日

③２０２１年０７月２６日 場　　所： 熊本保健科学大学

④２０２１年０８月２３日 内　　容： 令和２年度国家試験結果の件

⑤２０２１年０９月２７日 平成２９年度入学生の進級卒業率の件

⑥２０２１年１０月２５日 令和２年度進路決定状況の件

⑦２０２１年１１月２２日 令和３年度入学生確保状況の件

⑧２０２２年０１月２４日 理事会等会議体のあり方の検討の件

⑨２０２２年０２月２８日 令和２年度事業報告（案）の件

⑩２０２２年０３月２８日 令和２年度決算（案）の件

場　　所： Ｗｅｂ スポーツヘルスサイエンス支援事業（案

内　　容： 事例に対する助言 ）の件

被派遣者： ①木原伸一 令和３年度収支予算の補正（案）の件

②山口裕介 学則の改定（案）の件

③木原伸一 規程の改定（案）の件

④山口裕介 理事の利益相反取引（案）の件

⑤木原伸一 評議員の改選（案）の件

⑥山口裕介 令和４年度入試結果

⑦木原伸一 令和３年度国家試験受験状況（見込み）

⑧山口裕介 令和３年度進路決定状況（途中経過報告

⑨山口裕介 ）

⑩山口裕介 教職員の退職・採用・異動

【他１－１０】 令和３年度下半期資産運用と年度実績

大学施設の整備

 26） ２０２１年度評価員Ｗｅｂ研修会 勤理事職務執行状況の報告の件

事業主体： リハビリテーション教育評価機構 令和３年度収支予算補正（案）の件

期　　日： ２０２１年０５月１６日 令和４年度収支予算（案）の件

場　　所： Ｗｅｂ 令和４年度事業計画（案）の件

内　　容： ２０２１年度評価認定活動スケジュール 令和４年度資産運用計画（案）の件

評価認定審査　改定内容の重点説明 銀杏学園寄附行為の改定（案）の件

評価員・対象校説明会Ｑ＆Ａ 銀杏学園ガバナンスコード改定（案）

事務局連絡 銀杏学園組織の改編（案）の件

被派遣者： 田島徹朗 銀杏学園役員及び評議員の報酬等に関す

【他１－１０】 る規程改定（案）の件

学則の改定（案）の件

諸規程の改定（案）の件

被派遣者： 坂崎浩一

【他１－１０】



第１号議案 ＜他１＞

 28） 肥後医育振興会評議員会  31） 自立支援型ケアプラン作成に向けたリハビリテーショ

事業主体： 肥後医育振興会 ン専門職派遣事業研修会

期　　日： ２０２１年０６月１５日 事業主体： 熊本市

２０２２年０３月０１日 期　　日： ２０２１年０６月１６日

場　　所： ＫＫＲホテル熊本 場　　所： 熊本市役所

内　　容： 令和２年度事業報告書（案）について Ｗｅｂ

令和２年度収支決算書（案）について 内　　容： 研修

指定積立金の使用について 「自立支援型ケアプラン作成に向けたリ

理事の任期満了に伴う選任について ハビリテーション専門職派遣事業につい

監事の任期満了に伴う選任について て」

評議員の任期満了に伴う選任について 「リハビリテーション専門職派遣事業活

令和４年度事業計画（案）予算（案）に 用に関するポイント」

ついて 被派遣者： 坂崎浩一

令和４年度医学研究助成金の公募（案） 【他１－１０】

について

令和４年度医学国際交流助成金の公募（  32） 要介護認定適正化研修会

案）について 事業主体： 熊本市

評議員の交代について 期　　日： ２０２１年０６月１８日

肥後医育ニューズレター２７号について 場　　所： Ｗｅｂ

被派遣者： 坂崎浩一 内　　容： 研修①

【他１－１０】 令和２年度要介護認定適正化事業　技術

的助言事業報告書

 29） 九州作業療法士学会２０２１ｉｎ熊本 研修②

事業主体： 九州作業療法士学会 熊本市における介護予防・日常生活支援

期　　日： ２０２１年０６月２０日 総合事業について

場　　所： ホテル熊本テルサ 被派遣者： 坂崎浩一

内　　容： 九州学会開催に向けてＷｅｂ開催状況視 【他１－１０】

察

被派遣者： 坂崎浩一、田島徹朗  33） 運動器機能評価打合せ会

【他１－１０】 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０７月０６日

 30） ＪＲＡＴ熊本世話人会 場　　所： Ｗｅｂ

事業主体： ＪＲＡＴ熊本 内　　容： 令和３年４月改修運動器機能評価システ

期　　日： ２０２１年０６月０７日 ムについて

場　　所： Ｗｅｂ 運動器機能評価について

内　　容： ＪＲＡＴ熊本協力施設に対する登録確認 市町村並びに広域リハ・密着リハ等への

及び新規施設について 情報提供のあり方

ＪＲＡＴ熊本協力施設の会費等について その他

７月の研修会予定について 被派遣者： 坂崎浩一

秋の研修会について 【他１－１０】

令和２年７月豪雨の活動報告書作成につ

いて  34） 熊本市保健医療専門団体連合会監査

その他 事業主体： 熊本市保健医療専門団体連合会

被派遣者： 坂崎浩一 期　　日： ２０２１年０６月１６日

【他１－１０】 場　　所： 熊本市医師会館

内　　容： ２０２０年度熊本市保健医療専門団体連

合会監査

被派遣者： 飯星雅朗

【他１－１０】
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 35） 熊本県在宅医療連合会代表者会議  38） 熊本県リハビリテーション専門職三団体協議会事務局

事業主体： 熊本県在宅医療連合会 申し送り

期　　日： ①２０２１年０７月２７日 事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団体

②２０２２年０２月１５日 協議会

場　　所： ①熊本県医師会館 期　　日： ２０２１年０８月１８日

②Ｗｅｂ 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 講話 内　　容： 令和２年度までの事業概要と事務局業務

「アドバンスケア・プランニング－よい について

生活と在宅医療を推進するための話し合 被派遣者： 坂崎浩一、大籠安男

い－」 【他１－１０】

地域在宅医療サポートセンター設置状況

について  39） 熊本県リハビリテーション専門職三団体協議会

今後の活動内容に関する件 事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団体

令和３年度第１回熊本県在宅医療連合会 協議会

代表者会議開催経過について 期　　日： ①２０２１年０９月０２日

各団体より今年度の活動内容の報告 ②２０２１年０９月２２日

令和３年度第２回熊本県在宅医療連合会 場　　所： Ｗｅｂ

実務者会議開催経過について 内　　容： 令和２年度までの事業概要について

その他 令和３年度事業計画について

被派遣者： 坂崎浩一 ２０２２年度地域医療介護総合確保基金

【他１－１０】 申請に伴う内容や諸手続きに関する協議

被派遣者： ①坂崎浩一、大籠安男、竹内久美

 36） 女性代議員情報交換会 　林寿恵、光本しのぶ

事業主体： 女性代議員 ②坂崎浩一、竹内久美

期　　日： ２０２１年０６月１２日 【他１－１０】

場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： ２０２０年度～２０２１年度活動状況・  40） 全国リハビリテーション学校協会主催臨床実習指導者

活動計画 講習会説明会

その他 事業主体： 全国リハビリテーション学校協会

被派遣者： 林寿恵 期　　日： ２０２１年０８月１８日

【他１－１０】 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： ２０２１年度臨床実習指導者講習会の企

 37） 運動器機能評価システム説明会 画説明

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： 田島徹朗

期　　日： ２０２１年０８月０３日 【他１－１０】

場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 説明会

「運動器のお話～ロコモティブシンドロ

ームを中心に～」

「運動器機能評価の保健事業・介護予防

での意義～運動器機能評価システムの効

果的活用法～」

「運動器機能評価データベース　操作ガ

イド」

「運動器機能評価システムを活用した取

組み」

被派遣者： 坂崎浩一

【他１－１０】
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 41） 熊本市移動等円滑化推進協議会  43） 熊本市保健医療専門団体連合会理事会

事業主体：  熊本市 事業主体： 熊本市保健医療専門団体連合会

期　　日： ➀２０２１年１０月０７日 期　　日： ２０２１年０９月１０日

②２０２１年１１月０２日 ２０２２年０２月２１日

③２０２２年０２月１８日 場　　所： 書面決議

場　　所： ①熊本総合医療リハビリテーション学院 内　　容： 令和３年度役員について

②熊本市役所 令和２年度事業報告及び収支決算につい

③Ｗｅｂ て

内　　容： 熊本市移動等円滑化推進協議会の説明と 令和３年度事業計画（案）及び予算（案

委員推薦について ）について

協議会に関する意見交換 令和３年度分担金（案）及び熊本市民健

アンケート調査結果報告 康フェスティバル分担金（案）について

バリアフリーマスタープランの対象範囲 令和４年度熊本市民健康フェスティバル

や取り組みなど について

キャッチコピー 令和４年度医専連シンポジウムについて

その他 令和４年度熊本シティエフエム放送出演

被派遣者： ➀坂崎浩一、竹内久美 協力について

②竹内久美 医専連創立４０周年記念行事について

③竹内久美 被派遣者： 田島徹朗

【他１－１０】 【他１－１０】

 42） 熊本県医療人育成総合会議  44） 熊本市地域リハビリテーション協議会委員総会

事業主体： 肥後医育振興会 事業主体： 熊本市地域リハビリテーション協議会

期　　日： ２０２１年１１月２３日 期　　日： ２０２１年０９月３０日

場　　所： 熊本大学医学部総合研究棟 場　　所： 書面

内　　容： 医学教育における新型コロナワクチン接 内　　容： 令和３年度委員について

種の現状 令和３年度役員選出について

ｍＲＮＡワクチンの機序と新型コロナワ 令和３年度問題別委員会委員について

クチンの展望 令和２年度事業報告及び収支決算につい

熊大病院における臨床実習とワクチン接 て

種 令和３年度事業計画（案）及び予算（案

医療系大学における学生へのワクチン接 ）について

種とその課題 被派遣者： 坂崎浩一、野津原豊

市中病院における臨床実習受け入れとワ 【他１－１０】

クチン接種

ウィズコロナ、ポストコロナ時代の医学  45） 地域医療介護総合確保基金（介護従事者の確保）に係

教育 るに関する事業に関する県庁ヒヤリング

総合討論 事業主体： 熊本県リハビリテーション専門職三団体

被派遣者： 坂崎浩一 協議会

【他１－１０】 期　　日： ２０２１年１０月０５日

場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 生活期リハ研修会の目的と実施概要につ

いて

被派遣者： 坂崎浩一、竹内久美、木原伸一

【他１－１０】
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 46） ＪＩＭＴＥＦ災害医療研修スキルアップコース  49） 熊本地域リハビリテーション支援協議会総会・特別講

事業主体： 国際医療技術財団 演

期　　日： ２０２１年１１月２０日 事業主体： 熊本リハビリテーション支援協議会

場　　所： Ｗｅｂ 期　　日： ２０２２年０１月２８日

内　　容： 講義 場　　所： Ｗｅｂ

「新型コロナウイルス対応～災害医療の 内　　容： 令和２年度事業報告及び収支報告

観点から～」 監査報告

（近藤久禎氏　国立病院機構本部ＤＭＡ 令和３年度事業計画及び収支予算につい

Ｔ事務局次長） て

「新型コロナウイルス～感染制御の観点 特別講演

から～」 「ポストコロナ時代の介護予防・フレイ

（泉川公一氏　長崎大学副学長　長崎大 ル予防「三方よし」型地域づくりの視点

学病院感染制御教育センター長　長崎大 から」

学大学院医歯薬学総合研究科感染免疫学 （藤原佳典氏　社会参加と地域保健研究

講座臨床感染症学分野教授） チーム）

「コロナ禍の災害対応～令和２年７月豪 その他

雨を中心に～」 被派遣者： 坂崎浩一

（劔陽子氏　熊本県県北広域本部保健環 【他１－１０】

境福祉部長　菊池保健所長　菊池福祉事

務所長）  50） 熊本県各圏域地域リハビリテーション広域支援センタ

グループディスカッション ー連絡協議会

「コロナ禍の災害対応」 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： 波多埜克宜、三宮克彦 期　　日： ２０２２年０３月０１日

【他１－１０】 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 熊本県地域リハビリテーション支援セン

 47） リハ評価機構実地調査 ター事業について

事業主体： リハビリテーション教育評価機構 復興リハビリテーション活動について

期　　日： ２０２１年１１月１０日 これからのリハビリテーションの連携体

２０２１年１１月１７日 制について～国の指針及び他県の体制を

２０２１年１１月２６日 参考にして～（意見交換）

２０２１年１２月０１日 その他

２０２１年１２月１０日 被派遣者： 坂崎浩一

場　　所： Ｗｅｂ 【他１－１０】

内　　容： 学校実地調査

被派遣者： 田島徹朗  51） 熊本県在宅医療連携体制検討協議会

【他１－１０】 事業主体： 熊本県健康福祉部長寿社会局　認知症対

策・地域ケア推進課

 48） 全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会 期　　日： ２０２２年０２月１５日

事業主体： 全国地域リハビリテーション支援事業連 場　　所： Ｗｅｂ

絡協議会 内　　容： 会長副会長選任

期　　日： ２０２１年１２月０９日 第７次熊本県保健医療計画中間評価及び

場　　所： 書面表決 在宅医療の実施状況の説明

内　　容： 令和２年度事業報告、決算報告、監査報 事例報告

告 被派遣者： 竹内久美

令和３年度事業案、予算案 【他１－１０】

被派遣者： 坂崎浩一

【他１－１０】
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 52） 連盟代議員・協会ブロック長合同会議 [11] 他団体との連絡調整

事業主体： 熊本県理学療法士連盟

期　　日： ２０２２年０１月０７日～ （目的）

２０２２年０３月３１日 関連他団体との連絡調整を密に図ることで、県内及び

場　　所： Ｗｅｂ 全国の医療保健福祉に関する情報を収集し、本会の事

内　　容： 連盟並びに協会の今後の活動について 業展開に速やかに反映させることを目的としている。

被派遣者： 飯星雅朗、林寿恵、山口里美

【他１－１０】 （内容）

日本理学療法士協会並びに他県理学療法士会との連携

 53） 熊本県地域リハビリテーション推進会議（熊本県市町 の元、情報交換並びに研修会の共同開催等を行った。

村介護予防事業評価支援会議）

事業主体： 熊本県健康福祉部  １） 日本理学療法士協会都道府県理学療法士会生涯学習担

期　　日： ２０２２年０３月１８日 当者意見交換会

場　　所： Ｗｅｂ 事業主体： 日本理学療法士協会

内　　容： 令和３年度（２０２１年度）の活動状況 期　　日： ２０２１年０８月０２日

報告 ２０２２年０１月２８日

復興リハビリテーション設置・運営事業 場　　所： Ｗｅｂ

報告 内　　容： 次年度からの理学療法士講習会（基本編

令和４年度（２０２２年度）の取組み ・応用編）について

質疑応答・意見交換 認定理学療法士臨床認定カリキュラム教

被派遣者： 坂崎浩一 育機関の公募について

【他１－１０】 質疑、意見交換

今後の意見交換会の予定について

 54） 熊本市地域包括ケアシステム推進会議 被派遣者： 當利賢一

事業主体： 熊本市高齢福祉課 【庶務部生涯学習係】

期　　日： ２０２２年０３月１４日

場　　所： 書面  ２） 日本理学療法士協会選挙管理運営委員会

内　　容： 熊本市地域包括ケアシステム推進体制に 事業主体： 日本理学療法士協会

ついて 期　　日： ２０２１年１０月１５日

各区の推進状況について 場　　所： Ｗｅｂ

各区の課題に対する市の取り組み状況に 内　　容： ２０２１年度代議員選挙について

ついて 被派遣者： 坂井亮一

被派遣者： 竹内久美 【選挙管理委員会】

【他１－１０】
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 ３） 日本理学療法士協会組織運営協議会  ５） 日本理学療法士協会臨床実習指導者講習会のＷｅｂ開

事業主体： 日本理学療法士協会 催に向けた練習会

期　　日： ①２０２１年０４月０４日 事業主体： 日本理学療法士協会

②２０２１年１０月０９日 期　　日： ２０２１年０６月２９日

場　　所： Ｗｅｂ 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 組織体制の変更について 内　　容： 臨床実習指導者講習会ＷＥＢ開催中央練

新型コロナウイルス感染症に関する情報 習会

共有について 被派遣者： 田島徹朗、岸本稔、坂田大介

各執行事業の説明動画に関する追加の意 【他１－１１】

見集約

代議員定数の変更について  ６） 日本理学療法士協会臨床実習指導者講習会Ｗｅｂ中央

ワクチン接種に関するチーム医療推進か 講習会

らのお願い 事業主体： 日本理学療法士協会

２０２２年重点事業について 期　　日： ２０２１年１０月１８日

２０２３年以降の新組織体制について 場　　所： Ｗｅｂ

次期会員管理システムについて 内　　容： 臨床実習指導者講習会のオンライン開催

全国職能関連担当者会議の開催について に向けた事前準備または当日運営につい

都道府県理学療法士協会との意見交換会 て

実施について 情報提供

都道府県理学療法士協会広報関連担当者 被派遣者： 岸本稔、坂田大介

との意見交換会について 【他１－１１】

その他

被派遣者： ①坂崎浩一、田島徹朗  ７） 日本理学療法士協会都道府県理学療法士会事務局長会

②坂崎浩一、坂田大介 議

　筒井宏益、光本しのぶ 事業主体： 日本理学療法士協会

【他１－１１】 期　　日： ２０２１年０８月２９日

場　　所： Ｗｅｂ

 ４） 日本理学療法士協会定時総会 内　　容： 事務局運営の課題

事業主体： 日本理学療法士協会 未納退会者再入会の際の士会費の取り扱

期　　日： ２０２１年０６月０５日 いについて

場　　所： Ｗｅｂ 新システムにおけるクレジット機能の追

内　　容： 定款改正案の承認を求める件 加について

２０２１・２０２２年度役員の選任を求 研修会参加費における決済代行機能ご利

める件 用手数料の改定

名誉会員の承認を求める件 高齢者就労支援事業の説明

役員報酬等委員の承認を求める件 士会支援事業

議事運営委員の承認を求める件 日本理学療法士協会の役員諸会議につい

２０２０年度事業の報告ならびに決算書 て

類の承認を求める件 広報担当と開催方針について

２０２０年度監査報告について 被派遣者： 大脇秀一

２０２１年度事業計画・予算について 【他１－１１】

被派遣者： 坂崎浩一、田島徹朗、北里堅二

四海公貴、波多埜克宜、林寿恵  ８） 日本理学療法士協会臨時都道府県理学療法士会会長会

河添竜志郎、北尾昌平、松本泉 議

【他１－１１】 事業主体： 日本理学療法士協会

期　　日： ２０２１年０８月２１日

場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 都道府県士会における政治活動（選挙活

動を除く）について

その他

被派遣者： 坂崎浩一

【他１－１１】
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 ９） 日本理学療法士協会新組織検討委員会 新包括的会員管理システムの構築状況に

※欠席 ついて

【他１－１１】 事務局報告について（９月）

新生涯学習制度の進捗状況について

 10） 日本理学療法士協会全国職能関連担当者会議 組織運営協議会の議題について

事業主体： 日本理学療法士協会 理学療法士賠償責任保険上乗せ補償プラ

期　　日： ２０２１年１０月１１日 ンの見直しについて　他

場　　所： Ｗｅｂ 報酬改定に係る要望書提出手順の修正（

内　　容： 職能推進課の業務分掌と２０２１年度事 案）について

業概要の共有について その他

高年齢労働者の就労支援モデル事業につ 被派遣者： ①坂崎浩一、田島徹朗

いて ②坂崎浩一、波多埜克宜、林寿恵

管理者ネットワーク説明書（都道府県士 【他１－１１】

会担当者用）の改訂について

地域リハビリテーション推進のための指  12） 日本理学療法士協会都道府県理学療法士会広報関連担

針の改定に係る対応について 当者意見交換会

その他 事業主体： 日本理学療法士協会

被派遣者： 坂崎浩一 期　　日： ２０２１年１１月２２日

【他１－１１】 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 国民に対する広報・啓発活動について

 11） 日本理学療法士協会理事会諸会議 意見交換

事業主体： 日本理学療法士協会 当士会の取り組みについて報告

期　　日： ①２０２１年０４月０３日 被派遣者： 坂田大介、光本しのぶ

②２０２１年１０月０９日 【他１－１１】

場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： ２０２１年度役員報酬（理事）の決定に  13） 日本理学療法士協会都道府県理学療法士会事務局職員

ついて 研修会

第５０回定時総会の日程等の承認につい 事業主体： 日本理学療法士協会

て 期　　日： ２０２１年１１月１６日

役員賠償責任保険契約の理事会承認につ 場　　所： Ｗｅｂ

いて 内　　容： 出席者自己紹介

２０２３年度の日本理学療法学術研修大 会員管理業務について

会ｉｎ東京の開催年度について 会費管理業務について

定款の変更について 会議関連業務について

代議員定数の変更に伴う代議員の算出方 学術関連業務について

法の変更ならびに定款細則の変更案につ 研修会関連業務について

いて 役員との調整等業務について

就業規則の変更について 会員からの問い合わせ等について

臨時職員就業規則の変更案について 国民からの問い合わせ等について

正職員転換制度規程の新設について 質疑・意見交換

賃金規定の変更案について その他

賃金規定の変更について 被派遣者： 石黒由希子、吉永莉奈

協会名誉会員の推薦について 【他１－１１】

「第５５回日本理学療法学術研修大会２

０２０ｉｎおおいた」大会報告

２０２１年度実施の日本理学療法士協会

代議員選挙の選挙告示・実施要綱の報告

第５１回定時総会の開催場所の承認につ

いて

新入会員の承認について

２０２１年度　第２四半期職務執行状況

報告

２０２２年度収支事業概況について
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 14） 日本理学療法士協会都道府県コーディネーター連絡会  17） 日本理学療法士協会全国都道府県士会学校保健・特別

事業主体： 日本理学療法士協会 支援教育担当者会議

期　　日： ２０２１年１０月２２日 事業主体： 日本理学療法士協会

場　　所： Ｗｅｂ 期　　日： ２０２２年３月１３日

内　　容： 令和３年度事業実施体制について 場　　所： Ｗｅｂ

シルバーリハビリ体操の普及状況報告 内　　容： 学校教育分野への教育的理学療法介入支

認定講師が存在する都道府県 援の現状と課題

今年度事業について （山川智之氏　南大阪病院）

令和４年以降の予定 障害予防教育に向けた取り組み

被派遣者： 竹内久美、中園健太郎 （眞鍋克博氏　帝京科学大学）

【他１－１１】 授業指導案について

（城戸宏則氏　元筑波大学附属桐ヶ丘特

 15） 日本理学療法士協会選挙制度検討小委員会 別支援学校教諭）

事業主体： 日本理学療法士協会 授業指導法について

期　　日： ２０２１年１１月０２日 （眞鍋克博氏　帝京科学大学）

２０２１年１１月２４日 授業について

２０２１年１２月２１日 （グループワークとまとめ）

場　　所： Ｗｅｂ 被派遣者： 北尾昌平

内　　容： 選挙制度における現状と課題 【他１－１１】

事前の質問・意見について

現行の選挙制度について  18） 日本理学療法士協会住民を主体とした介護予防事業の

次期選挙制度について 新たな全国展開の説明会

その他 事業主体： 日本理学療法士協会

被派遣者： 坂崎浩一 期　　日： ２０２２年０１年２６日

【他１－１１】 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： シルバーリハビリを含む、住民を主体と

 16） 日本理学療法士協会新会員管理システムＷＥＢ説明会 した介護予防事業の新たな全国展開の説

事業主体： 日本理学療法士協会 明会

期　　日： ２０２１年１２月２１日 被派遣者： 林寿恵、光本しのぶ

場　　所： Ｗｅｂ 【他１－１１】

内　　容： ２０２２年４月運用開始に向けたスケジ

ュール説明  19） 日本理学療法士協会九州ブロック教育・学術担当者会

会員管理機能に関する説明 議

生涯学習関連機能に関する説明 事業主体： 日本理学療法士協会九州ブロック会

全体質疑 期　　日： ２０２１年０８月０７日

被派遣者： 當利賢一、石黒由希子、吉永莉奈 場　　所： Ｗｅｂ

【他１－１１】 内　　容： 各県士会における学術的活動の計画

九州ブロック会主催事業に関すること

被派遣者： 坂田大介、大橋妙子

【他１－１１】

 20） 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

事業主体： 日本理学療法士協会九州ブロック会

期　　日： ①２０２１年０７月１６日

②２０２２年０１月２０日

③２０２２年０３月２９日

場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 九州理学療法士学術大会　２０２１　ｆ

ｒｏｍ　ＳＡＳＥＢＯ，長崎　進捗状況

報告

九州理学療法士学術大会　２０２２　ｉ

ｎ　福岡開催進捗報告
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九州理学療法士学会２０２３の進捗状況 被派遣者： ①坂崎浩一、田島徹朗、大脇秀一

について ②坂崎浩一、大脇秀一、筒井宏益

令和３年度九州ブロック管理・運営研修 ③坂崎浩一、田島徹朗

会開催概要 　大脇秀一、筒井宏益

令和３年度災害対応担当者会議について 【他１－１１】

２０２１年度臨床実習関係者担当会議開

催予定案  21） 日本理学療法士協会九州ブロック理学療法士会臨時各

２０２１年度九州ブロック政策活動委員 県士会長会議

会会議開催予定案 事業主体： 日本理学療法士協会九州ブロック会

各県における臨床実習指導者実習のＷｅ 期　　日： ２０２１年１０月１２日

ｂ開催についての意見交換 場　　所： Ｗｅｂ

各士会における政策活動についての情報 内　　容： 九州理学療法士学術大会　２０２１　ｆ

のご提供について ｒｏｍ　ＳＡＳＥＢＯ，長崎　進捗状況

九州理学療法士学術大会２０２１　ｆｒ 報告（長崎県）

ｏｍ　ＳＡＳＥＢＯ，長崎の演題の取り 九州理学療法士学術大会　２０２２　ｉ

扱いとそのサポート、窓口の創設、購入 ｎ　福岡　開催概要報告（３報）（福岡

機器の設定について 県）

九州ブロック学会規約の変更について その他

２０２１九州ブロック教育学術担当者会 被派遣者： 坂崎浩一、田島徹朗

議の報告 大脇秀一、筒井宏益

九州理学療法士学術大会２０２１　ｆｒ 【他１－１１】

ｏｍ　ＳＡＳＥＢＯ，長崎の報告

２０２１年度第１回九州ブロック政策検  22） 日本理学療法士協会九州ブロック各県理学療法士会事

討委員会担当者会議の報告 務局長会議

２０２１年度臨床実習関係担当者会議の 事業主体： 日本理学療法士協会九州ブロック会

報告 期　　日： ２０２１年０９月１７日

九州ブロック旅費及び諸手当の支給に関 ２０２２年０１月１７日

する規程の改定案について 場　　所： Ｗｅｂ

九州理学療法士学術大会規約の改定案に 内　　容： 各県からの現況報告

ついて 各県への質問および確認事項

九州ブロック会公印規程案について 九州ブロック会におけるＷｅｂ会議の会

九州理学療法士学術大会における九州ブ 議費と支払方法について

ロック会からの助成金入金について 九州理学療法士学術大会規程草案につい

令和３年度九州ブロック管理・運営研修 て

会報告書 電子印鑑（公印）の作成について

令和３年度九州ブロック政策活動委員会 九州ブロック各県理学療法士会事務局長

収支報告書 会議担当について

２０２２年度九州ブロック政策活動委員 九州ブロック旅費及び諸手当規程（改定

会　会議案 案）について

２０２１年度九州ブロック政策活動委員 九州理学療法学術大会規程（改定案）に

会第２回担当者会議開催のお知らせ ついて

２０２２九州ブロック教育学術担当者会 公印規程（案）について

議案 九州ブロック事務局長会議情報交換スプ

２０２２九州ブロック臨床実習関係者担 レッドシートの活用について

当者会議案 その他

九州理学療法学術大会　ｉｎ　熊本　開 被派遣者： 大脇秀一

催概要・予算案  【他１－１１】

九州ブロック災害対応担当者会議　２０

２２　計画・予算

九州理学療法士学術大会運営マニュアル

案

次回九州ブロック士会長会議の開催につ

いて

その他
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 23） 日本理学療法士協会九州ブロック災害対応担当者会議  26） 九州理学療法士学術大会　引継ぎ式

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九州ブロック会

期　　日： ２０２１年０８月２７日 期　　日： ２０２１年１１月０５日

場　　所： Ｗｅｂ 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 災害対応に関する各県の取り組みについ 内　　容： 九州理学療法士学術大会２０２１　ｆｒ

て ｏｍ　ＳＡＳＥＲＢＯ，長崎報告

情報提供 意見交換会

被派遣者： 坂崎浩一、佐藤亮 被派遣者： 坂崎浩一、田島徹朗、筒井宏益

波多埜克宜、林寿恵 波多埜克宜、大橋妙子、野原慎二

【他１－１１】 【他１－１１】

 24） 日本理学療法士協会九州ブロック臨床実習関係担当者  27） 九州理学療法学術大会２０２３ｉｎ熊本　準備委員会

会議 事業主体： 九州理学療法学術大会２０２３ｉｎ熊本

事業主体： 日本理学療法士協会九州ブロック会 　準備委員会

期　　日： ２０２１年１１月１０日 期　　日： ①２０２２年０１月３１日

場　　所： Ｗｅｂ ②２０２２年０２月２２日

内　　容： 九州ブロック臨床実習指導者研修会２０ ③２０２２年０３月２２日

２０年度及び２０２１年度報告 場　　所： Ｗｅｂ

九州ブロック臨床実習指導者研修会２０ 内　　容： 開催形式について

２２年度以降についての意見交換 企画プログラムについて

各県臨床実習指導者講習会の２０２０年 会場についての方針を決定

度実績、２０２１年度状況報告 日程調整

臨床実習指導者講習会についての意見交 会場確認

換 講師選定

その他、確認・検討事項 プログラム確認等

被派遣者： 田島徹朗 大会概要

【他１－１１】 企画

学会サポートセンター委託費、会場借用

 25） 日本理学療法士協会九州ブロック政策活動委員会担当 費

者会議 学術局より進捗状況

事業主体： 日本理学療法士協会九州ブロック会 運営局より

期　　日： ①２０２１年１２月０１日 事務局より

②２０２２年０３月３０日 第３回九州ブロック士会長会議提出資料

場　　所： Ｗｅｂ 説明

内　　容： 各県での、政策活動に関しての活動報告 被派遣者： ①坂崎浩一、田島徹朗、岸本稔

・次に繋がる情報等 　筒井宏益、波多埜克宜、他５名

九州各県の政策に関する活動について（ ②坂崎浩一、田島徹朗、岸本稔

報告） 　筒井宏益、波多埜克宜、他３名

九州各県での今後の活動計画及び質疑応 ③坂崎浩一、田島徹朗、岸本稔

答 　筒井宏益、波多埜克宜、他４名

九州ブロック政策活動委員会会議開催予 【他１－１１】

定

その他

被派遣者： ①北里堅二

②北里堅二、波多埜克宜

【他１－１１】
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Ⅴ 本会の目的達成に必要な管理運営  １） 賛助会員懇談会

＜法人会計＞ ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため中止

・ 内外の関連団体との連絡及び協力に関する事業 【厚生部】

・ 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 [４] 生涯学習プログラム運営に関する事業

・ その他この法人の目的を達成するために必要な事業

（目的）

[１] 本会のＰＲ活動 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

（目的） を円滑に行うことを目的としている。

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） 生涯学習プログラム修得向上に関する業務、日本理学

本会の活動内容について取材し、広報誌を通して紹介 療法士協会生涯学習部との連絡調整、登録申請業務、

するとともに、健康講座や各種イベント時に着用する 使用機材の操作保守管理業務等を行った。

ユニフォーム等の管理貸出等を行った。

 １） 新人教育プログラム修得率向上のための事業

 １） 本会のＰＲ活動 期　　日： ２０２２年０２月１８日

期　　日： ２０２１年０４月～２０２２年０３月 場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： ユニフォーム・のぼり旗の貸し出し、管 内　　容： ２０２１年度新人プログラム単位認定の

理 履修状況

ノベルティグッズの管理 ２０２２年度体制について

【広報宣伝部】 【教育部】

[２] 会員相互の親睦会 [５] 事務局業務

（目的） （目的）

新入会員に対し、本会の目的や活動内容の説明や意見 本会の目的とする活動を健全かつ円滑に運営すること

交換を通し、理学療法士としての学術・技術向上に関 を目的とする。

する助言や、本会事業への積極的参加を促進すること

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

（内容） 業務全般及びホームページの管理運営等を行った。

役員紹介、組織概要・活動概要の説明について直接的

な場がないためＨＰを用いて行った。

 １） 会員相互の親睦会

※集客や会場確保が困難で、飲食提供な

ども現状不適切であるため中止

【厚生部】

[３] 賛助会員懇談会

（目的）

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

と繋げることを目的とする。

（内容）

年度事業計画、事業進捗状況の説明並びに医療・保健

・福祉・介護等関連業界の現状と課題等についての意

見交換が中止となり書面での紹介にとどまった。
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 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： ２０２１年０４月～２０２２年０３月　 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

内　　容： 発信書類の作成、整理、保管 ため中止

受信書類の整理、保管 【事務局】

総会、理事会等の諸会議準備並びに連絡

諸会議議事録作成 [７] 理事会

日本理学療法士協会及び他県理学療法士

会との連絡業務 （目的）

２０２０年度事業報告及び決算書作成 本会定款第３２条に定めることを審議することを目的

２０２２年度事業計画及び予算書作成　 に理事会を開催する。

会費、入会金徴収業務

会員異動・変更等の把握・管理及びブロ （内容）

ック長、関連部長へ連絡 本会の業務執行に関する様々な事項に関して、審議し

新卒者及び協会未加入者の入会勧誘 決定している。

会長並びに理事行動録作成

慶弔関係業務 １） 理事会

法人会計業務全般 期　　日： ２０２１年０４月１４日

会員向けホームページの管理運営 ２０２１年０４月２８日

求人・求職資料の管理 ２０２１年０５月２６日

公益事業に関する連絡調整 ２０２１年０６月２６日

表彰に関する管理・運営 ２０２１年０７月０７日

【事務局】 ２０２１年０８月０４日

２０２１年０９月０１日

 ２） 生涯学習に関する管理・運営 ２０２１年１０月０６日

期　　日： ２０２１年０４月～２０２２年０３月 ２０２１年１１月１０日

内　　容： ①入退室管理システム説明会 ２０２１年１２月０８日

※新型コロナウイルス感染拡大予防のた ２０２２年０１月１９日

め、会議や対面での入退室管理システム ２０２２年０２月０２日

説明会は中止し、説明用の動画を作成し ２０２２年０３月０２日

てＹｏｕＴｕｂｅで視聴できるようにし 場　　所： Ｗｅｂ

た（限定公開） 内　　容： 本会運営について

②生涯学習に関する質問への対応 【事務局】

【庶務部生涯学習係】

[８] 部・局会議

[６] 総会

（目的）

（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

本会定款第１４条に定める事項を決議することを目的 議を開催する。

に総会を開催する。

（内容）

（内容） 教育学術活動に関すること、臨床実習指導に関するこ

本会の事業報告及び決算報告を行った。 と、専門領域に関すること、広報宣伝に関すること等

について検討した。

１） 公益社団法人熊本県理学療法士協会定時総会

期　　日： ２０２１年０６月２６日

場　　所： 火の国ハイツ

内　　容： ２０２０年度事業報告及び決算報告

出 席 者： ３６名

（議決権行使書）１，３４３名

【事務局】
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 １） 理学療法学術活動に関する検討  ３） 卒後教育班会議

期　　日： ２０２１年０４月１３日 期　　日： ２０２１年０６月０４日

２０２１年０５月１１日 ２０２１年０７月０２日

２０２１年０６月０８日 ２０２１年０９月０３日

２０２１年０７月１３日 ２０２１年１２月１０日

２０２１年０７月２６日 場　　所： Ｗｅｂ

２０２１年０８月１０日 内　　容： 令和３年度新人教育Ｗｅｂ研修会につい

２０２１年０９月１４日 て

２０２１年１０月１２日 新生涯学習制度について

２０２１年１１月０９日 教育部からの報告について

２０２２年０１月１１日 第１回新人教育Ｗｅｂ研修会について

２０２２年０２月０８日 教育部会等の報告について

２０２２年０３月０１日 第１回新人教育Ｗｅｂ研修会の反省につ

場　　所： Ｗｅｂ いて

内　　容： 第８５回学術研修会進捗状況報告 第２回新人教育Ｗｅｂ研修会について

第８６回学術研修会進捗状況報告 理事会・教育部会等より報告

第８７回学術研修会進捗状況報告 第２回新人教育Ｗｅｂ研修会の反省につ

第８８回学術研修会進捗状況報告 いて

第８９．９０回学術研修会進捗状況報告 新生涯学習制度についてと次年度予算に

第９１回学術研修会進捗状況報告 ついて

第９２回学術研修会進捗状況報告 その他

第８５回学術研修会実施報告 【教育部】

第８６回学術研修会実施報告

第８７回学術研修会実施報告  ４） 臨床実習教育班会議

第８８回学術研修会実施報告 期　　日： ２０２１年０５月１７日

第８９．９０回学術研修会実施報告 ２０２１年０７月２８日

第９１回学術研修会実施報告 ２０２１年１０月０５日

報告事項 ２０２２年０１月２５日

次年度事業について 場　　所： Ｗｅｂ

学術部と他部局の役割について 内　　容： 新班員・退班員の紹介

研究助成班について コロナ禍における臨床実習教育の実態把

学術資料班について 握に関するアンケート調査結果報告

次年度事業案講師選定 今後の班活動について

協議事項 次年度の班活動について

次年度事業におけるチーム編成について 情報共有

次年度事業案について 臨床実習指導者講習会の動員について

連絡事項 その他

その他 【教育部】

【学術部】

 ５） 管理・運営教育班会議

 ２） 理学療法教育活動に関する検討 期　　日： ２０２１年０４月１９日

期　　日： ２０２１年１０月１５日 ２０２１年０８月１２日

２０２２年０２月０７日 ２０２１年０９月２８日

場　　所： Ｗｅｂ ２０２２年０２月２１日

内　　容： 部員紹介 場　　所： Ｗｅｂ

２０２１年度上半期の各班の運営状況報 内　　容： 今年度の事業計画について

告 班員構成について

２０２２年度事業計画及び予算案につい 第１回管理者教育研修会振り返り

て 第２回管理者教育研修会準備について

２０２１年度下半期の各班の運営状況 次年度事業計画について

２０２２年度事業について 第２回管理者教育研修会について

その他連絡事項等 次年度研修会について

【教育部】 【教育部】
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 ６） 専門領域部全体会議 [９] 学会評議員会

期　　日： ２０２１年１２月１６日

場　　所： メール （目的）

内　　容： ２０２２年度事業計画及び予算について 学会評議員会の監督・指導・助言のもと開催される熊

【専門領域部全体】 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

 ７） 呼吸・循環班会議 る。

期　　日： ２０２２年０３月０２日

場　　所： Ｗｅｂ （内容）

内　　容： 班組織の運営に関する会議 熊本県理学療法士学会の開催に向けての助言指導並び

【専門領域部呼吸・循環班】 に進捗状況の確認等を行った。

 ８） 中枢神経班運営に関する会議  １） 第１回学会評議員会

期　　日： ２０２１年０４月１４日 期　　日： ２０２１年０６月２２日

２０２１年０７月２０日 場　　所： Ｗｅｂ

２０２１年０９月１３日 内　　容： 第２５回熊本県理学療法士学会の学会長

２０２２年０１月１４日 、副学会長決定について

場　　所： Ｗｅｂ 第２４回熊本県理学療法学会進捗状況報

内　　容： 新プロ講義チームの活動計画と進捗報告 告及び問題点検討

・次年度事業計画 その他

班員講師研修会チームの活動計画と進捗 【学会評議員会】

報告

情報調査チームの活動計画と進捗報告  ２） 第２回学会評議員会

県外講師研修会チームの活動計画と進捗 期　　日： ２０２１年１０月２８日

報告 場　　所： Ｗｅｂ

その他（班員減、班員の退班、班員募集 内　　容： 第２４回熊本県理学療法士学会準備委員

） 会の進捗状況

【専門領域部中枢神経班】 第２５回熊本県理学療法士学会準備委員

会の進捗状況

 ９） 広報宣伝に関する検討 その他

期　　日： ２０２１年１０月２０日 【学会評議員会】

２０２２年０２月２１日

場　　所： Ｗｅｂ  ３） 第３回学会評議員会

内　　容： 上半期の事業報告 期　　日： ２０２２年０３月１０日

次年度の事業計画 場　　所： Ｗｅｂ

協会ユニフォームの管理について 内　　容： 第２４回熊本県理学療法士学会事業・会

２０２１年度事業報告 計報告

２０２２年度事業計画の確認 第２４回熊本県理学療法士学会表彰者選

各部・ブロック担当部員の編成 出

２０２２年度の広報誌かくどけいの特集 第２５回熊本県理学療法士学会進捗状況

について その他

その他 【学会評議員会】

【広報宣伝部】
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[10] 常設委員会  ３） 倫理委員会

期　　日： ２０２１年０６月０１日

（目的） ２０２１年０８月２４日

本会の将来像を見据え、現状における課題の明確化と ２０２１年１０月１２日

問題解決に向けた組織的対応について検討するととも 場　　所： Ｗｅｂ

に、理学療法を取り巻く倫理的問題に対応することを 内　　容： 今年度の予算報告

目的とする。 協議事項

研修会のテーマの決定

（内容） 対象者の範囲設定（３０名以内）

保健医療福祉を主とする関連領域の動向と本会及び日 次年度の事業計画

本理学療法士協会の活動内容を精査するとともに、組 その他

織体制にかかる問題について審議する。また、倫理に 【倫理委員会】

関する諮問に対する審議・具申と情報収集を行った。

[11] 選挙管理委員会

 １） 政策企画室

期　　日： ２０２１年０４月０８日 （目的）

２０２１年０４月１２日 本会役員選出にかかる諸業務並びに日本理学療法士協

２０２１年０４月１５日 会役員選挙にかかる連絡調整を公正かつ円滑に行うこ

２０２１年０４月２８日 とを目的とする。

２０２１年０５月０７日

２０２１年０５月１０日 （内容）

２０２１年０５月１７日 本会役員選挙の準備及び実施と日本理学療法士協会役

２０２１年０６月０４日 員選挙にかかる連絡調整業務を行った。

２０２１年０６月１４日

２０２１年０６月２３日  １） 選挙管理委員会

２０２１年０７月１９日 期　　日： ２０２１年０４月～２０２２年０３月

２０２１年０８月１７日 内　　容： 日本理学療法士協会代議員選挙準備

２０２２年０３月０７日 熊本県理学療法士協会役員選挙準備

場　　所： Ｗｅｂ 熊本県理学療法士協会における選挙開催

内　　容： 政策提言内容についての議論 時の投票システムに対する検討

次年度政策企画室の活動計画について 【選挙管理委員会】

政策企画室の人事体制について

【政策企画室】 [12] 他団体の研修会・講演会等への後援

 ２） 組織体制審議委員会 （目的）

期　　日： ２０２１年０６月０３日 関連する団体が主催する研修会・講習会の後援を通じ

２０２２年０１月１１日 医療・保健・福祉領域の更なる連携強化とともに理学

２０２２年０３月０３日 療法の普及啓発を図ることを目的とする。

場　　所： Ｗｅｂ

内　　容： 日本理学療法士協会定時総会資料より事 （内容）

業調査および報告 関連団体主催の研修会等への後援手続き並びに広報活

日本理学療法士協会各部局の活動状況報 動への協力を行った。

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 １） 他団体の研修会・講演会等への後援

【組織体制審議委員会】 熊本県心不全療養指導士　多職種連携セ

ミナー

令和３年度（公社）熊本県栄養士会秋季

研修会

第３４回日本ハンドセラピィ学会学術集

会

【事務局】
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