
平成２９年度 事業報告 

 

＝ 事 務 広 報 ＝    

 

１．事務所機能の強化として 

 ①平成29年9月事務職員を採用した。 

  （非常勤/退職者の補充として） 

 ②事務局連絡会（局長・総務・財務）は会議形態 

  をとらず日常的に連絡・調整・共有を意識し

た。 

 ③事務機器の老朽化に伴う入れ替え計画立案。 

  29年度の決算状況確認の上で実施、30年6-8月 

にPC購入予定。 

  データバックアップシステムについては、優先 

  順位等を考慮して継続検討とした。 

 ④ビジネスフォンを導入しリスクマネージメント 

  の強化を図った（10月理事会承認・12月設置） 

２. 年間行事計画の立案 

    年間行事予定立案により役員のスケジュール調 

  整等を含めスムーズに行事の遂行が出来た。 

３. 団体保険契約継続 

  士会事業参加時の傷害・賠償（設備破損等） 

  保険について更新作業 

４．経済的基盤の安定化対策 

  支出面の管理及び、適正化対策を引き続き実施 

  した。関連して、各局で実績を踏まえた次年

度予算請求が定着した。 

５. 組織率の維持及び向上対策 

 ①県内養成校７校を訪問し入会説明を行った。 

平成30年2月26・27日 

  正副会長・専務理事で分担し実施した。 

 ②県内養成校の優秀学生に対し会長表彰を実施  

し卒業式等で授与した(次年度以降も継続)。 

６．公益法人関連管理業務 

 ①公益法人運営に必要な定期書類の作成と提出。  

  （役員改選による変更申請を含む） 

 ②公益事業比率の管理。 

７.その他 

 ①広報局及び学術局支援として、本会ホームペー 

ジリニューアル作業及び学会ホームページ作

成に伴う業者選定・契約及びサイトの具体的

プランの提示等を行った。 

 ②リザーブリンク（士会契約の予約システム）

を、年間通して活用した。（研修会参・学会・

新人オリエンテーション等の申し込みやスタッ

フ公募等） 

 ③リハ専門職協議会（名称略）へ業務協力 

 ④関係官庁との調整や連絡業務 

 

－ 事 務 局 －      

 

総務部               

 

１．総務 

 ①会員情報管理：会員管理システム管理、役員へ

の会員情報提供（情報提供要請の受付窓口） 

 ②文書管理 

公文書、後援依頼、派遣依頼等文書の発行 

会議・活動記録等文書の保管 

２．会議開催準備及び運営 

 ①理事会（定例・臨時・拡大） 

 ②定時総会 

 ③予算編成会議 

 ④監査 

 ⑤新人オリエンテーション 

３．用度 

 ①備品の管理：備品台帳の更新、保管 

 ②消耗品管理：封筒、役員名刺などの発注 

 ③不要文書および物品の廃棄：耐用年数超過物品

などの廃棄 

４．経理 

 ①源泉徴収税：納入、支払調書作成・提出 



 ②法人税：法人市民税・法人県民税の納入 

 ③会費請求書の発行 

 ④理事会関連経費等支給 

 

財務部               

 

１．財務管理 

  ・銀行口座の管理 

  ・収支管理 

２．会費納入の管理 

  ・会費納入の確認と管理 

・未納会員への督促 

・会費納入期限変更の案内広報 

３．予算・補正予算管理 

  ・予算振込、返金の管理 

  ・補正予算振込、返金の管理 

４．その他法人財務に関する業務 

  ・広告費請求書作成、送付 

  ・その他 

 

行政企画部            

 

公共の福祉改善等を目的に行政への提言や公的基

金等の調査・検討・申請を行った。加えて、適時的

情報収集等も行った。 

１．平成30年度「地域医療介護総合確保基金」関連  

 ①県事業計画策定にあたり事業提案書を作成した。 

 ②障害児（者）リハビリテーションについての県  

下医療体制の調査を行うと共に基盤整備に関す 

る事業の提案を行った。 

２. 県議 小川議員との意見交換会に参加した。 

 日時：平成 29年 7月 20 日（木）15:30～17:00 

 場所：静岡県庁 

 

渉外部               

 

平成 29年度は、介護認定審査会委員、障害程度区

分認定審査会委員は任期中であり推薦や派遣の調整

は無かったため各種団体への後援依頼時に際しての

必要な申請書類の調査を実施し、それらをまとめリ

スト化した。その他として、次年度にむけて以下の

準備を実施した。 

１．後援依頼に必要な申請書類の継続調査（更新・ 

追加等） 

２．士会各局・部、リハ専協議会（略称）や関連他 

団体の連絡窓口の確認 

 

－ 広 報 局 －       

 

１. 公益法人移行に伴い本会ホームページリニュー 

アル作業及び学会ホームページ作成 

２. 広報誌「ゆまにて」とホームページを通して会

員および県民に静岡県理学療法士会活動を広報

した．具体的には，広報原稿の校正，編集や構

成に関する助言，掲載指示を行った． 

３．求人広告掲載に関する事務手続きおよび広告主

との連絡・調整を行った． 

４．組織検討委員会の答申に対する理事会決定に基

づき，FAX・メール配信にかかる部門の設置を行

った． 

 

ゆまにて編集部           

 

静岡県理学療法士会の広報活動の一環として広報

誌「ゆまにて」を 6回発行した． 

 

ホームページ管理部         

 

１．公益法人移行に伴いホームページのリニューア  

 ルを行なった。 

２. 静岡県理学療法士会サイトの運営と管理 

   県民向け及び会員向けの情報発信を行なった。 

３. サーバー管理や各役員が所有しているメールア 

    ドレスの管理を行った。 

 

 



メール FAX 通信部          

 

 会員向けの広報や周知を目的に FAXおよび電子メ

ールを用いて伝達した。また、会員に向けて理事会

で決定した内容を広報する「理事会通信」を 5 回発

行した。 

 

＝ 学術生涯学習 ＝     

 

本年度、学術局は他局や地区との連携を強化しな

がら、県士会の研修会・講習会の整理や県学会の在

り方などを検討した。学会部は、県学会のアンケー

トを実施し県学会を考える会を開催して、今後の県

学会について検討を進めた。専門領域部は、各専門

領域部会の在り方を整理し、必要な研修の検討を行

った。学術誌部は、静岡県理学療法ジャーナルへの

投稿規定の改定を行った。 

 また、生涯学習局や地区担当常務理事との連携に

より、県士会で開催している研修会の時期・地区・

内容の見直しを進めている。これからも、参加しや

すい学会・研修会・講習会を開催するために検討し

ていく。 

 

－ 学 術 局 －      

 

学会部                

 

１．第 21回静岡県理学療法士学会開催 

  学会長：篠原宏幸（静岡市立病院） 

準備委員長：瀧 和人(山の上病院) 

会期：平成 29年 6月 25 日（日）開催 

会場：静岡県コンベンションアーツセンター 

「グランシップ」（静岡市駿河区） 

テーマ：「つなぐ」 

参加者：740 名 

（会員：638、一般：15、学生：87） 

演題総数 108 題 

（一般 66、フレッシュマンズ 42） 

運営委員 95名 

【学会総括】 

参加者数については、近年の参加者数から参加

率を全体の 22％と設定し、660 名の参加者見込み

とした。結果としては、638 名と概ね試算した通

りの結果となった。今後参加率増加のための取り

組みが望まれる。収支に関しては、支出面でのス

リム化を図られ、ここ数年県士会補助金が 200 万

円を超えていたものが、76 万円弱に抑えられた。

今後も単純に会員数の増加に伴った参加者数の

増加は見込めないため、支出面を如何に抑えるか

がカギとなる。学会システム・抄録作成・HP管理

については、大きな問題もなく今後も継続使用が

望まれる。運営委員の募集については、リザーブ

リンクを使用した。前回は、経験年数による制限

したが運営委員の確保が困難となる可能性があ

り、新卒でも登録可能としたことで運営委員確保

ができた。受付業務に関しては、事前決済も考慮

されたが、決済手数料による収入減を懸念し見送

った。また、学会登録費と参加者数の照合作業も

効率化のために領収書控えを参加証に付けたも

のを作成した。しかし、参加者リスト（所属等）

との照合を見込んでいなかったため、今後検討が

必要である。 

２．第 21回学会優秀演題選考会議の開催 

３．第 22回静岡県理学療法士学会開催準備 

 学会長：矢倉千昭（聖隷クリストファー大学） 

 準備委員長：森下一幸（浜松市リハビリテーシ

ョン病院） 

会期：平成 30年 6月 24 日（日） 

会場：アクトシティ浜松（浜松市） 

テーマ：「みる力」 

演題：103 演題採択 

（一般 69演題、フレッシュマンズ 34演題） 

シンポジウム 1、専門部会セミナー3 

後援団体：28団体 

学会誌、ポスター作成：3月中に完成予定。 

HP 管理：ナガハシ印刷、学会誌製本印刷：松本



印刷と契約。 

演題登録システム：㈱Jollystics を利用。 

活動内容：準備会議 12回、会場視察 1回、査読

会議 2回（うち 1回はメール会議）、学会誌校閲

会議 1回、各局会議（運営局 6回、企画局 5回）

を実施。 

４．第 23回静岡県理学療法士学会長選出・開催準備 

 23 回学会長選出および理事会承認 

 23 回学会依頼会議の開催 

（学術局長、学会部長、学会長、副学会長） 

 学会長：宮下正好 

（富士リハビリテーション専門学校） 

 準備委員長：市村真樹 

（富士リハビリテーション専門学校） 

活動：平成 30 年 1 月より第 1 回準備委員会を

開催。学会テーマ企画案検討中。会場は「プラ

サヴェルデ」を予定。 

５．第 23回静岡県理学療法士学会評議委員の選出 

 服部浩司（中伊豆リハビリテーションセンター） 

 山田晋（介護老人保健施設博寿園） 

６．県学会を考える会の開催 

 （18-22 回学会準備委員、学術局長、学会部長） 

７．学会アンケートの実施（社会局調査部との協働） 

８．学会ガイドラインの改正準備 

 学会アンケート、県学会を考える会等を総合的

に勘案し、次年度改正および 24 回学会より使

用予定。 

９．学会部規約の改正（規約審議委員会に依頼） 

 

学術誌部              

 

１．静岡県理学療法士会学術誌第 35号発行、発送 

（9月 3300 部） 

２．各専門部会・優秀演題者への論文作成依頼 

３．学術誌投稿規定の修正 

４．学術誌投稿承諾書の作成 

５．国立図書館、医中誌、J-STAGE、メディカルオン

ラインへの学術誌登録 

専門領域部              

 

１．専門部会員管理： 

全登録会員数：548 名 新入会員数：95名 

１）運動器系理学療法専門部会 

会員数：    269 名    新入会員数： 54 名 

２）生活環境支援系専門部会 

会員数：    189 名    新入会員数： 23 名 

３）内部障害系理学療法専門部会 

会員数：    256 名    新入会員数： 43 名 

４）神経系理学療法専門部会 

会員数：    276 名    新入会員数： 51 名 

５）研究・開発支援系部会 

会員数：    142 名     新入会員数：20名 

６）教育・管理系専門部会 

会員数：     99 名    新入会員数： 18 名 

２．専門部会会議開催（平成 29年 11 月 3日） 

 

運動器系理学療法専門部会 

１．運動器系理学療法専門部会 研修会Ⅰ 

開催日；平成 29年 12 月 3日(日) 

  会場；静岡徳洲会病院 

テーマおよび講師； 

1)『鼠径周辺部痛に対しての評価と治療』 

杉山貴哉先生（静岡みらいスポーツ整形外科） 

   2)『投球障害治療に対する評価と治療』 

松本武士先生（浜松市リハビリテーション病院） 

   参加：21名 

２．運動器系理学療法専門部会 研修会Ⅱ 

 開催日；平成 30年 1月 28 日(日) 

  会場；静岡徳洲会病院 

講師；川角謙一先生（静岡厚生病院） 

テーマ；『体幹の機能解剖と評価/治療～クリニ

カルリーズニングに基づいた腰部疾患の

診かた～』  

  参加：39名 



３．運動器系理学療法専門部会 研修会Ⅲ 

  開催日；平成 30年 2月 18 日(日) 

  会場；常葉大学水落キャンパス 

  講師；粕山達也先生（健康科学大学理学療法学科）  

  テーマ；『運動発達に基づく運動器スポーツ障害 

の予防戦略』 

  参加：34名 

 

生活環境支援系専門部会  

１．第 21回静岡県理学療法士学会専門部会セミナー 

日時：平成 29年 6月 25 日（日） 

  場所：グランシップ 

  内容：「ホームエクササイズ継続に対する影響因 

子とセラピストによる支援」 

  講師：松村剛志先生（常葉大学） 

  参加：100 名 

２．専門部会アンケート調査 

日時：平成 29年 8月 18 日（金） 

  内容：「リハビリ専門職養成校在学中の社会保険 

体制教育調査」 

  提出者：鈴木敏和先生（医療法人社団 新和会）  

３．第 11回地域リハビリテーション実践研修会 

日時：平成 30年 2月 3日（土） 

場所：常葉大学  

内容：地域リハ分野で必要な疼痛の知識及び技術 

講師：島谷丈夫先生（清泉クリニック整形外

科） 

参加：25名 

 

内部障害系専門部会 

１．呼吸班 

①静岡呼吸リハビリテーション研修会  

平成 29年度静岡呼吸リハビリテーション研修会 

日時：平成 29年 12 月 16 日（土）17日（日） 

場所：常葉大学水落校舎 

内容：呼吸リハビリテーションの基礎と実際 

参加：77名 

②内部障害系専門部会（呼吸器班）研修会 

日時：平成 29年 9月 24 日 

場所：静岡県立総合病院 

内容：COPD 診療における病態評価と薬物療法 

講師：俵 祐一先生（聖隷クリストファー大学） 

山本輝人先生（県立総合病院呼吸器内科） 

参加：30名 

２．循環班 

①内部障害系（循環）専門部会研修会１ 

日時：平成 29年 10 月 7日 

内容：心血管疾患における必要なバイオマーカ 

ーと理学療法 

講師：渡辺大輔先生（順天堂大学静岡病院） 

飯田有輝先生（JA 愛知厚生連海南病院） 

場所：常葉大学水落校舎 

参加：30名 

②内部障害系（循環）専門部会研修会２ 

日時：平成 30年 2月 24 日 

内容：糖尿病と心臓リハビリテーション  

場所：常葉大学水落校舎 

講師：近藤健司先生 

（中部労災病院リハビリテーション科） 

久保 明先生 

（常葉大学健康科学部静岡理学療法学科） 

参加：44名 

３．がん班 

①内部障害系（がん）専門部会研修会 

日時：平成 29年 10 月 15 日 

内容：がん患者の退院支援と退院後の支援 

講師：大木純子先生（聖隷三方原病院 看護部） 

    幸坂真宏先生（富士宮市立病院） 

場所：聖隷三方原病院 

参加： 5名 

 

神経系理学療法専門部会 

１．第 21回静岡県理学療法士学会専門部会セミナ-Ⅰ 

  日時：平成 29年 6月 25 日（日）11:50～12:50 

  場所：静岡コンベンションアーツセンター 

  グランシップ 会議ホール・風 



  テーマ：生態心理学的概念に基づいた運動療法 

    ―脳血管障害症例に対する基本動作の重要性―  

  講師：森下一幸 先生 

（浜松市リハビリテーション病院） 

２．神経系理学療法専門部会小児部門研修会  

日時：平成 29年 8月 27 日（日）9:30～15:00 

場所：静岡医療福祉センター  PT 室 

テーマ：「重度心身障害児・者に対する理学療法」 

―在宅リハにおける実際のアプローチ・実

技を中心に― 

講師：黒橋佳洋先生 

（紀州リハビリケア訪問看護ステーション） 

参加者：30名（内 2名一般参加者） 

３．神経系理学療法専門部会成人部門研修会  

日時：平成 30年 1月 28 日（日）10:30～15:30 

場所：浜松市リハビリテーション病院 

テーマ：「脳卒中患者の理学療法」 

―ボバースコンセプトに基づく治療介入 

 歩行再建を中心に― 

講師：大槻利夫先生（上伊那生協病院） 

参加者：36名 

 

研究・開発支援系専門部会 

１．第 21回静岡県理学療法士学会専門部会セミナー 

日時：2017 年 6月 25 日（日）11：50～12：50 

場所：グランシップ 第 3会場 

内容：研究は、必要ですか？ 

講師：金原一宏（聖隷クリストファー大学） 

２．研究開発支援講座 

①第 1回  

日時：2017 年 7月 7日（金）18：00～21：10 

場所：三島市民文化会館 第 3会議室 

内容：研究総論（研究の意義・量的研究と質的研

究・文献収集・研究疑問の設定） 

講師：金原一宏（聖隷クリストファー大学） 

司会：田中真希（聖隷クリストファー大学） 

受講生：3名 

②第 2回  

日時：2017 年 10 月 15 日（日）13：30～17：00  

場所：静岡駅前会議室 第 3会議室 

内容：統計入門(指標の尺度・対応の有無・

パラメトリックとノンパラメトリック・T 検定・相関分析) 

講師：俵 祐一（聖隷クリストファー大学） 

司会：田中真希（聖隷クリストファー大学） 

受講生：5名 

③第 3回  

日時：2017 年 12 月 17 日（日）13：30～16：55  

場所：聖隷クリストファー大学 3101 教室 

内容：臨床研究実践 

（臨床研究データ管理・測定・解析など） 

講師：田中真希（聖隷クリストファー大学） 

司会：山崎達彦（中伊豆温泉病院） 

受講生：6名 

３．研究進捗報告会 

①第 1回  

日時：2017 年 8月 30 日（水）18：00～21：00 

場所：聖隷クリストファー大学 3101 教室 

内容：研究進捗報告 

（研究計画進捗報告 1 名・学会発表準備 1 名） 

アドバイザー：金原一宏・田中真希 

（聖隷クリストファー大学） 

受講生：2名 

②第 2回  

日時：2017 年 9月 27 日（水）18：00～21：00 

場所：聖隷クリストファー大学 3101 教室およ

びテレビ会議 

内容：研究進捗報告（研究計画進捗報告 2名・

学会発表準備 1名） 

アドバイザー：金原一宏・田中真希 

（聖隷クリストファー大学） 

受講生：3名 

③第 3回  

日時：2017 年 11 月 2日（水）18：00～21：00 

場所：聖隷クリストファー大学 3101 教室およ

びテレビ会議 

内容：研究進捗報告（研究計画進捗報告 1名・



学会発表予演 1名） 

アドバイザー：金原一宏・田中真希 

（聖隷クリストファー大学） 

受講生：3名 

 ④第 4回 

  日時：2018 年 1月 17 日（水）18：00～20：30 

場所：聖隷クリストファー大学 3101 教室およ

びテレビ会議 

内容：研究進捗報告（研究計画進捗報告・学会

発表準備など） 

アドバイザー：金原一宏・田中真希 

（聖隷クリストファー大学） 

受講生：7名 

４．第 1回専門領域部会議 出席 

日時：2017 年 11 月 3日（木）15：00～17：00 

場所：あざれあ 第 3研修室 

内容：第 1回専門領域部会議 

出席者：金原一宏（聖隷クリストファー大学） 

５．研究開発支援公開講座  

日時：2018 年 2月 3日（日）10：30～12：40 

場所：まちなかリハ室 Re-暮創（りくらそう）  

内容：研究成果に基づく健康講座 

  ・変形性膝関節症について 

  ・腰痛について 

  ・運動と栄養について 

プレゼンター： 

髙橋俊明（コミュニティーケア吉田） 

石川尚一（富士いきいき病院） 

田中真希（聖隷クリストファー大学） 

参加者 0名のため開催を中止した。 

 

教育管理系専門部会 

■教育・管理系理学療法についての専門知識の普及 

■東部・中部・西部の支部体制構築による静岡県全

域にわたった継続的・発展的な活動の展開 

■理学療法士の質を向上するための一体的な卒前・

卒後臨床教育の構築と国内への発信 

１．専門部会会議 

①第１回 

日時:平成 29年 5月 26 日（金）19：30～21：00 

場所：静岡県理学療法士会事務所 

 内容：今年度事業計画、予算確認 

 ②第 2回 

日時:平成 29年 10 月 7日（土）16：00～18：00 

場所:静岡石田 Ryu メディカルトレーニングデイ     

内容：次年度事業計画・予算審議 

    第 1回研修会企画・審議 

２．ワーキンググループ「中堅管理者を育成するた

めの効果的プログラム検討事業」 

第１回：平成 29年 7月 1日（土） 

第 2回：平成 29年 8月 26 日（土） 

第 3回：平成 29年 10 月 7日（土） 

テーマ： 

①若手中間管理職の育成を目的とした研修会 

の企画立案 

②協会指定管理者ネットワークとのすみ分け、 

H28 年度研修会参加者・専門部会会員へのア 

ンケート調査による課題分析 

  ③育成プログラムの立案、各項目の調査・研 

究担当者振り分け、今後の計画立案 

３．管理系研修会 

日時：平成 30年 1月 14 日（日）9：30～15：30 

場所:静岡石田 Ryu メディカルトレーニングデイ 

講師：大石義秀（静岡医療科学専門大学校） 

     松下太一（北斗わかば病院） 

     伊藤英利（静岡リハビリテーション病院） 

テーマ：「自分自身を高めよう・・・そうすれば、 

組織も変わる～マネジメントの基礎～」 

参加者：24名 

４．臨床実習 NG集 DVD 貸出 

  貸出総数 6施設 

 

－ 生 涯 学 習 局 －  

 

本年度、生涯学習局会議を 2 回開催し、各部で情

報共有しながら事業を進めた。各部においては、新



人教育プログラムの履修率向上及び地区との連携強

化（新人教育部）、企画・研修内容の充実化（理学療

法士講習会部）、新人教育と専門部会の中間層を意識

した研修会テーマの立案（研修部）、新プロ単位・生

涯学習ポイントの付与と認定療法士取得の推進（ポ

イント認定部）をテーマとして活動した。理学療法

士講習会部、研修部では企画内容を検討し、広報活

動を強化することで多くの参加者を集め、新プロ、

ポイント認定においても一連の事業が滞りなく終了

した。 

 

ポイント認定部           

 

１．セミナー登録：84件実施 

  新人教育プログラム・研修部・理学療法士講習

会・専門部会研修会・第 21回県学会・静岡リハ

懇話会 等 

２．日本理学療法士協会マイページからの申し込み

受付作業：新人教育プログラム，研修部研修会, 

    理学療法士講習会 

３．新人教育プログラムポイント申請作業 

 士会学術活動（新人教育部・研修部・県学会・ 

 士活動など）における申請作業 

1）新人教育部：10件 2）研修部：4件 

3）静岡リハ懇（症例発表）：2件  

4）その他：7件 

４．専門・認定理学療法士ポイント申請作業 

  1）専門部会研修会：11件 

  2）学会（第 21回県学会・静岡リハビリ懇話

会）：3件 

    3）静岡呼吸リハビリテーション研修会：1件 

   4）公益事業局メディカルサポート：15件 

   5）公開講座：1件 

   6）その他：6件 

５．講師・座長などポイント申請代行作業 

  第 21 回県学会・新人教育部・研修部・専門部会・ 

  静岡リハ懇話会 等   

６．初級指定管理者研修における申請の承認作業， 

  ポイント申請作業：4件 

７．カードリーダーによる受付作業の効率化 

    新人教育プログラム研修会・研修部学術研修会・

第 21回県学会・静岡リハ懇話会 等 

８．平成 28 年 4月 8 日 平成 29 年度新人オリエン

テーション：「生涯学習システムと新人教育プロ

グラムについて」説明 

９．第 33回東海北陸学術大会に併せて実施された生

涯学習担当者会議への出席（H29.11.12 福井県

福井市） 

 

新人教育部             

 

１．新人教育プログラム研修会（定期）の実施。 

 ・各地区・別日程の研修会を開催した。 

・内訳： 2017 年 10 月より 2018 年 2月までで 

11 カテゴリー×３（地区）。     

・延べ履修者数：2,291 名  

・参加率：平均約 68％ （H28 度参加率約 74％） 

２．新人教育部主催 症例検討会の開催  

 ・延べ 2回・各地区、別日程で開催した 

 ・参加状況 

  （西部会場）2017 年 7月 30 日  

静岡医療科学専門大学校 

⇒講師 1名+発表 5名+聴講 5名 計 11 名 

  （中部会場）2018 年 2月 25 日 

常葉大学 水落キャンパス 

⇒講師 1名+発表 3名＋聴講 2名 計 6名 

  （東部会場）発表希望者無のため未実施 

  ※各会場ともに提出者から提示されたテーマに

ついて積極的な検討がなされた。東部地区は2

年連続未実施であり、広報の仕方、日程につい

ても検討していく必要がある。 

３．平成30年度、新人プログラム研修会、症例検討

会の実施についての開催計画の立案。 

 

研修部               

 



１．定例研修会開催 

①第 1回   平成 29年 7月 9日（日）      

会場：聖隷浜松病院 

テーマ：『リハビリテーション栄養について』 

講師：高橋浩平（田村外科病院） 

参加人数：39名 

②第 2回   平成 29年 9月 3日（日）      

会場：常葉大学静岡キャンパス水落校舎 1号館 

テーマ：『変形性膝関節症の理学療法～器質な

痛み、機能的な痛みと慢性痛化への対応～』 

講師：江原弘之（西鶴間メディカルクリニック） 

参加人数：44名 

③第 3回   平成 27年 11 月 1日（日）          

会場：常葉大学静岡キャンパス水落校舎 

テーマ：新プロ「理学療法の臨床」 

内容： 

「高齢者の理学療法」 講師：松本信広（富士

いきいき病院） 参加：191 名 

「運動器疾患の理学療法」 講師：川角謙一（静

岡厚生病院） 参加：185 名、 

「内部障害の理学療法」 講師：庄司陽介（富

士宮市立病院） 参加：192 名 

「神経疾患の理学療法」 講師：内田成男（富

士リハビリテーション専門学校）参加：167名 

④第 4回   平成 30年 2月 18 日（日）      

会場：静岡医療科学専門大学校 

テーマ：『理学療法に役立つ医学的データの読み方』 

 内容： 

1)「リハ医が伝える、理学療法士に必要な医学

的データと運動処方について：総論」 

講師：山内克哉先生 

（浜松医科大学医学部附属病院リハ科医師） 

2）「リハ医が伝える、理学療法士に必要な医学

的データの読み方と理学療法への応用」 

講師：蓮井誠先生 

（JA静岡厚生連遠州病院リハ科医師） 

3）「臨床での医学的データの使い方～心疾患の

症例から学ぶ～」 

講師：戸田真弘先生 

（浜松医科大学医学部附属病院）  

4）「臨床での医学的データの使い方～呼吸器疾患

の症例から学ぶ～」 

講師：櫻田隆悟先生（磐田市立総合病院）」  

参加人数：113 名 

 

理学療法士講習会部         

             

１．理学療法士講習会 

【基本編】 

①下肢運動器疾患の理学療法 

～変形性膝関節症・変形性股関節症を中心に～ 

日時：平成 29年 8月 19 日～20日 

会場：常葉大学 

参加人数：115 名 

②脳血管疾患に対する評価・治療の基礎 

日時：平成 30年 1月 21 日 

会場：常葉大学 

参加人数：98名 

 

＝ 職能公益事業 ＝   

 

 職能公益事業である社会局・予防局・職能局の事

業について、実施に関する相談支援・調整を行った。

社会局・予防局・職能局等にまたがる事業について

は、局長間で情報共有し、効率的な事務執行に努め

た。また、日本理学療法士協会主催の中央研修会等

への派遣会員の選考調整を行った。 

 

－ 社 会 局 －        

 

社会局は広報啓発部、公開講座部、調査部の 3部

門からなり、①介護予防・健康増進キャンペーンイ

ベント、②第 20回公開講座の開催、③静岡県理学

療法士学会に関する学術局との合同調査を行い、県

民の皆様に対して理学療法士および理学療法の啓発



活動を行った。 

 

調査部               

 

静岡県理学療法士学会の意識調査の集計（学術局

学会部との合同調査） 

 

広報啓発部             

 

１．理学療法週間事業 

【高校生施設見学の実施】 

日程：平成 29年 7月 18 日～8 月 4 日 

（土・日を除く） 

参加者：236 名、受入施設：129 施設 

【ラジオ出演（ＳＢＳラジオ）】 

日時：6月 26日（月）10時 40 分～43分 

出演者：和泉会長 

２．イベントの広報活動 

 ・日本理学療法士協会ホームページにて全国統一

介護予防推進イベントの告知 

 ・メディアに対する、全国統一介護予防推進イベ

ントの告知 

 ・うちわ製作 

３．イベントの会員への報告 

 ・日本理学療法士協会「理学療法の日」イベント

レポートに掲載 

 

公開講座部             

 

１．平成 29年度公開講座開催 

第 20回公開講座 

テーマ：運動を通じて元気なまちとひとづくり  

  ～住み慣れたまちで理学療法士ができること～ 

  実行委員長：藤原 潤 

  開催日：平成 29年 7月 9日（日） 

  会場：伊豆の国市韮山文化センター  

  講演：運動で健康寿命を伸ばそう 

講師：小林敦郎 

  シンポジウム：元気なまちづくり 

講師：川村浩二 花城久子 藤原 潤 

      藤田茂美 加藤 茜  

後援：27団体   広告協賛：12団体 

  来場者数：166 名  運営スタッフ：52名 

２．平成 30年度公開講座開催準備 

開催予定日：平成 30年 7月 15 日（日） 

会場：富士宮市・藤枝市・菊川市にて同時開催 

内容：シルバーリハビリ体操の紹介 

 

－ 予 防 局 －      

 

予防局は、地域社会に貢献する目的で、スポーツ選

手や障がい者スポーツを対象としたメディカルサポ

ート部、スポーツ選手以外の県民に対する障害予防

活動を主体とし、高齢者を中心に介護予防部、産後

ケアを中心に健康増進部と三つの部で活動を行って

きた。 

 各部の活動を通して、理学療法士とはどんな職業か

認知度が高まっており、ニーズも増えてきている。 

 

メディカルサポート部   

 

１．活動内容： 

●メディカルサポート部 

①ジャパンパラサイクリングカップ 2017  

《運動能力測定》 

期間：平成 29年 11 月 18 日（土） 

会場：伊豆ベロドローム 

参加スタッフ：7名  測定者数：18名 

②静岡マラソン 2018事前会議 

期間：平成 29年 12 月 16 日（土） 

会場：静岡朝日テレビ 

出席者：河野、縄田、花田、山下浩史 

③理学療法士中級障がい者スポーツ指導員養成講習会 

   期間：平成 30年 1月 13 日（土）～14日（日）・



2 月 10 日（土）～11日（日） 

   会場：静岡県総合社会福祉会館 

   参加者：39名 

④MS 部合同研修会 

期間：平成 30 年 1 月 21 日（日） 

会場：駿府の杜 

内容：「マラソン選手に必要なテーピング」 

講師：齊藤和快（フジ虎ノ門整形外科病院） 

参加者会員：16名 

⑤MS 部合同会議 

期間：平成 30 年 1 月 21 日（日） 

会場：駿府の杜 

出席者：川村(常務理事)、小林(予防局長)、河

野(MS 部長)、杉山・山田(高校野球)、齊藤・

栗田・花田・高橋史子・山下（サッカー）、

下田(障害者野球)、新倉・高橋祐己（障害陸

上）小林道(テニス)  

    内容： 

1)各部門の活動報告及び今後の活動予定、予

算執行状況について 

2)事務手続きについて 

3)平成 30年度事業計画について 

     →合同研修会を6回/年の頻度で開催していく 

    →MS 部内にて各部門間の情報を共有し、案内

やスタッフ募集を行う 

4)今後はスタッフ管理を統一し地区管理での 

運営を目標とする。 

5)必要に応じて学生ボランティアの募集を

募り、学生ボランティア部門の運営も行っ

ていく 

⑥静岡マラソン 2018事前研修会 

 （東部） 

  開催日：平成 30年 2月 24 日（土） 

  会場：フジ虎ノ門整形外科病院 

  講師：齊藤和快（フジ虎ノ門整形外科病院） 

  参加者：19名 

  （中部） 

  開催日：平成 30年 2月 22 日（木） 

  会場：静清リハビリテーション病院 

  講師：花田高彬（静清リハビリテーション病院） 

参加者：14名 

（西部） 

  開催日：平成 28年 2月 27 日（火） 

  会場：常葉リハビリテーション病院 

講師：山下浩史（遠州病院）  

参加者：13名 

⑦静岡マラソン 2018メディカルサポート 

期間：平成 30年 3月 4日（日） 

会場：静岡マラソンコース 救護所およびフィ

ニッシュ付近 

内容：全救護所 6か所、フィニッシュ 2か所で 

の医師、看護師とのメディカルサポート 

スタッフ参加：71名 

（県士会員62名、学生ボランティア9名） 

●高校野球部門 

①第 64 回春季東海地区高等学校野球静岡県大会

メディカルサポート（2回戦～決勝） 

期間：平成 29年 4月 30 日（日）・5月 3日（火）・

4日（火）・6日（木） 

会場：草薙・清水庵原・浜松・愛鷹各球場 

参加スタッフ：24名  処置件数：59件 

②第 99 回全国高等学校野球選手権静岡県大会メ

ディカルサポート（1回戦～決勝） 

   期間：平成 29年 7月 8日（土）・9日（日）・15

日（土）・16日（日）・17日（月）・20日（木）・

22日（土）・23日（日）・25日（火）・26日（水） 



  会場：草薙・裾野・愛鷹・富士・清水庵原・焼津・

島田・掛川・磐田・浜松各球場 

  参加スタッフ：195 名（延べ）・学生：27名 

  処置件数：629 件 

③第 70 回秋季東海地区高等学校野球静岡県大会

メディカルサポート（2回戦～決勝） 

期間：平成 29 年 9 月 23 日（土）・24 日（日）・

30日（土）・10月 1日（日）・7日（土） 

会場：草薙・清水庵原・愛鷹・浜松各球場 

参加スタッフ：20名  処置件数：65件 

④第 3回静岡県高等学校野球連盟 障害予防講習会 

期間：平成 30年 1月 20 日（土） 

会場：清水テルサ 

講師：山﨑 一史（菊川市立総合病院） 

内容：「スポーツ競技者の腰痛予防について」 

⑤ワークショップ 

＜東部地区＞ 

1）開催日：平成 29年 4月 22 日（土） 

内容：「訪問事業報告」「テーピング」 

会場：専門学校 白寿医療学院 

参加スタッフ：20名 

2）開催日：平成 29年 5月 21 日（日） 

内容：「クーリングダウン」「応急処置」 

会場：おおしろ整形外科クリニック 

参加スタッフ：24名 

3）開催日：平成 29年 6月 11 日（日） 

内容：「救命講習」「熱中症」 

会場：専門学校白寿医療学院 

参加スタッフ：29名 

＜中部地区＞ 

1）開催日：平成 29年 4月 9日（日） 

内容：「訪問事業報告」「投手クーリングダウン」 

会場：静岡みらいスポーツ・整形外科 

参加スタッフ：9名 

2）開催日：平成 29年 5月 21 日（日） 

内容：「救命講習」「上肢のテーピング」 

会場：静岡徳洲会病院 

参加スタッフ：14名 

3）開催日：平成 29年 6月 11 日（日） 

内容：「処置マニュアルと熱中症」 

「下肢のテーピング」 

会場：静岡徳洲会病院 

参加スタッフ：10 名 

＜西部地区＞ 

1）開催日：平成 29年 4月 23 日（日） 

内容：「上下肢のテーピング」 

会場：中東遠総合医療センター 

参加スタッフ：11名 

2）開催日：平成 29年 5月 14 日（日） 

内容：「救命講習」「頭部外傷と熱中症」 

会場：中東遠総合医療センター 

参加スタッフ：16名 

3）開催日：平成 29年 6月 11 日（日） 

内容：「スポーツ外傷」 

「投手のクーリングダウン」 

会場：中東遠総合医療センター 

参加スタッフ：10名 

⑥メディカルサポート訪問事業 

   東部：熱海高校、富士宮西高校 

   中部：静岡西高校、島田工業高校 

   西部：磐田北高校、聖隷クリストファー高校 

   参加者：1～2名（各高校） 

参加頻度：2回程度/月 

⑦役員会 

1）開催日：平成 29年 5月 14 日（日） 

会場：中東遠総合医療センター  



参加者：岡部、漢人、甲賀、廣野、杉山、大嶽 

内容： 

①平成 29年度 4月から 7月までのワークショ 

ップの開催時期確認 

②各地区でのワークショップ内容の確認 

③8月以降の高校野球部門の組織改編について 

④甲子園研修について 

2）開催日：平成 29年 7月 2日（日） 

会場：中東遠総合医療センター  

参加者：岡部、漢人、小林、甲賀、河野、廣野

渡邉、杉山、大嶽 

内容： 

①第99回全国高等学校野球選手権静岡大会に 

ついて 

②甲子園研修について  

③来年度県学会発表者選出   

④大会前ワークショップについて   

⑤秋季大会のメディカルサポートについて  

⑥3団体(医師会、高野連、理学療法士会)合同 

の研修会について 

●障害野球部門 

①第 25 回選抜全国身体障害者野球大会メディカ

ルサポート 

期間：平成 29 年 5 月 20 日（土）～21 日（日） 

会場：ほっともっとフィールド神戸 

参加スタッフ：1名  処置件数：27件 

②第 14回 DREAM CUPメディカルサポート 

期間：平成 29 年 7 月 29 日（土）～30 日（日） 

会場：裾野市運動公園野球場、トヨタ野球場 

参加スタッフ：9名  処置件数：99件 

●障害者陸上部門 

①静岡県ハンディキャップ陸上記録会メディカ

ルサポート 

期間：平成 29年 4月 9日（日） 

会場：草薙陸上競技場 

参加スタッフ：4名  処置件数：17件 

②全国障害者スポーツ大会 静岡県・静岡市・浜松

市強化合宿 

期間：平成 29年 6月 3日（土） 

会場：草薙総合運動場 陸上競技場 

参加スタッフ：2名  処置件数：11件 

③第 18回静岡県障がい者スポーツ大会 

わかふじ大会 

期間：平成 29年 9月 3日（日） 

会場：草薙総合運動場 陸上競技場 

参加スタッフ：6名  処置件数：29件 

④第１7回全国障害者スポーツ大会 

笑顔つなぐえひめ大会 

期間：平成 29年 10 月 26 日（木）～27日（金）・

28日（土）・29日（日）・30日（月）・31日（火） 

会場：愛媛県総合運動公園陸上競技場 

参加スタッフ：12名  処置件数：48件 

⑤パラ陸上体験会 運動能力測定 

期間：平成 29年 11 月 26 日（日） 

会場：草薙総合運動場 陸上競技場 

参加スタッフ：12名  測定者数：95名 

●高校生テニス部門 

①グランドリーグ大会サポート 

期間：平成 29 年 8 月 21 日（月）～22 日（火） 

会場：日本平テニスコート 

参加スタッフ：3名  処置件数：31件 

②グランドリーグ大会サポート 

期間：平成 30 年 3 月 26 日（月）～27 日（火） 

会場：日本平テニスコート 

参加スタッフ：4名  処置件数：37件 

●サッカー部門 



①第 5 回静岡県シニアサッカーフェスティバル

2017 in ECOPA 

期間：平成 29 年 5 月 13 日（土）～14 日（日） 

会場：エコパスタジアム周辺グランド他 

参加スタッフ：45名  処置件数：120 件 

②静岡県 U11・12 トレセンサポート 

期間：平成 29 年 6 月 24 日（土）～25 日（日） 

会場：つま恋 周辺グランド 

参加スタッフ：2名  処置件数：31件 

③静岡県 U11・12 トレセンサポート 

期間：平成 29年 7月 15 日（土） 

会場：小笠山総合運動公園 周辺グランド 

参加スタッフ：2名  処置件数：12件 

④第 19回清水レディースカップサッカー大会 

（一般・U15・U18） 

期間：平成 29年 7月 15 日（土）～16（日）・22

日（土）～24日（月） 

会場：蛇塚グランド・清水ナショナルトレーニ

ングセンター 

参加スタッフ：15名  処置件数：20件 

⑤第 31回全国少年少女草サッカー大会 

期間：平成 29 年 8 月 13 日（日）～15 日（火） 

会場：J-step・東海大学海洋学部グランド 

参加スタッフ：16名  処置件数：16件 

⑥静岡県 U11 トレセンサポート 

期間：平成 29年 9月 2日（土） 

会場：島田市横井人工芝グランド 

参加スタッフ：2名  処置件数：6件 

⑦静岡県 U11・12 トレセンサポート 

期間：平成 29年 11 月 11 日（土） 

会場：アスルクラロスポーツフィールド 

（セレステ）  

参加スタッフ：2名  処置件数：3件 

⑧静岡県 U11・12 トレセンサポート 

期間：平成 29年 12 月 16 日（土） 

会場：小笠山総合運動公園 

参加スタッフ：2名  処置件数：1件 

⑨第 3回静岡障がい者サッカーフェスティバル大

会メディカルサポート 

期間：平成 30年 1月 6日（土）～7日（日） 

会場：清水ナショナルトレーニングセンター 

参加スタッフ：11名  処置件数：8件 

⑩新春静岡サッカー大会 

期間：平成 30 年 1 月 13 日（土）～14 日（日） 

会場：草薙総合運動場 

参加スタッフ：15名  処置件数：1件 

⑪静岡県 U11・12 トレセンサポート 

期間：平成 30年 1月 28 日（日） 

会場：小笠山総合運動公園 

参加スタッフ：2名  処置件数：1件 

⑫第 3回全国知的障害特別支援学校高等部交流大会 

期間：平成 30 年 2 月 17 日（土）～18 日（日） 

会場：藤枝総合運動場 

参加スタッフ：7名  処置件数：15件 

２．広報活動：各部門の活動報告について、県士会

HP、「ゆまにて」で報告を行った。 

 

介護予防部  

 

１．介護予防キャラバン等での配布物 

クリアファイル、ロコモパンフレット、風船の

調達と各地区への分配 

２．ラン伴でのメディカルサポート 

期間：平成 29年 9月 22 日 

コース：御殿場市、裾野市～富士宮市、 

静岡市～焼津市 

参加スタッフ：2名 

参加者：270 名 処置件数 1件 



３．公民館活動での健康講話の講師 

期間：平成 29年 6月 3日、7月 1日、8月 5日、

9月 2日、10月 7日、11月 4日、12月 2日、1

月 6日 

会場：藤枝市葉梨地区交流センター 

講師：小原智永（聖稜リハビリテーション病院） 

延べ参加者：109 名 

 

健康増進部                       

 

１．産後の快適な毎日を送るための体づくり 

開催日：6月 7日 

会場：あそびこども園浜松 

参加者数：10名  スタッフ：1名 

２．産後骨盤教室 

①第１回 

開催日：7月 22日 

会場：浜松こども館ここ・いーら 

参加者数：10人  スタッフ：1名 

②第２回 

開催日：10月 21 日 

会場：浜松こども館ここ・いーら 

参加者数：8人  スタッフ：3名 

３．産後女性のための身体のセルフケア 

開催日：10月 1日 

会場：中東遠総合医療センター 

参加者数：85人 子供：16名 スタッフ：11名 

４．母親教室 

開催日：10月 14 日 

会場：藤枝市青島北公民館にこにこ広場 

参加者数：11人  スタッフ：2名 

５．産後の骨盤ケア 

開催日：11月 4日 

会場：中東遠総合医療センター 

参加者数：5人  スタッフ：2名 

６．次年度打ち合わせ 

開催日：11月 4日 

会場：浜松市内  

参加者数：スタッフ：4名 

 

－ 職 能 局 －      

 

職能局は、地域包括ケアシステム推進部、職能研

修部、医療介護保険部、障害児者福祉部に分かれて

事業に取組んだ。地域包括ケアシステム推進部では、

シルリハ体操の普及を中心に、その他、関連する説

明会や会議に出席した。医療介護保険部は、平成 30

年度診療報酬介護報酬同時改定セミナーを実施しま

した。職能研修部は、初級管理者研修を開催した。

また、障害児者福祉部では障害児リハビリテーショ

ンマップ作成に向けた準備を行った。 

職能関連会議（障害を理由とする差別解消推進県

民会議 H29.06.15 開催）に出席した。 

 

地域包括ケアシステム推進部     

 

１．静岡県へのシルバーリハビリ体操指導士養成シ

ステム説明会 

開催日：平成 29月 5月 16 日 (火) 

場所：静岡県理学療法士会事務所 

参加者：和泉謙二、川村浩二、安間稔泰 

２．第 20回公開講座でのシルバーリハビリ体操指導

士養成システムの紹介 

開催日：平成 29年 7月 9日(日) 

場所：伊豆の国市韮山文化センター 

参加者：安間稔泰 

３．平成 29年度 介護保険研修会 

開催日：平成 29年 9月 23 日（土） 

場所：グランシップ １１階 会議ホール・風 

参加者：和泉謙二、川村浩二、小原智永、 

安間稔泰 

４．小笠掛川保健・福祉・医療研究会 地域リハビ

リ分科会 

開催日：平成 29年 9月 15 日（金） 

場所：小笠医師会館 ２階講堂  

参加者：安間稔泰 



５．清水町へのシルバーリハビリ体操指導士養成シ

ステム説明会 

開催日：平成 29年 11 月 2日（木） 

場所：清水町役場 

参加者：加藤倫卓、安間稔泰 

６．小笠医師会主催シズケア・かけはし運用説明会 

開催日：平成 29年 11 月 17 日（金） 

場所：掛川市徳育保健センター 

参加者：安間稔泰 

７．住民主体型の総合事業獲得・運営習得研修会 

開催日：平成 29年 12 月 23 日（土）-24 日（日） 

場所：あいち福祉医療専門学校 

参加者：内藤裕治、藤原潤、町田雄介、渡邉 勉 

安間稔泰 

８．在宅医療・介護連携ワークショップ 

開催日：平成 30年 2月 7日（水） 

場所：富士宮市役所 特大会議室 

参加者：酒井智文、渡邉 勉、幸坂真宏、 

町 貴仁、大江正訓、和泉謙二 

９．ダイハツ工業とのコラボ企画 

①第 1回 

開催日：平成 29年 4月 20 日（木） 

会場：ダイハツ工業 掛川支店 

来場者：22名 スタッフ：5名 

内容：来場者全員に体力測定、フィードバック 

②第 2回 

開催日：平成 29年 10 月 12 日（木） 

会場：ダイハツ工業 掛川支店 

来場者：16名 スタッフ：5名 

内容：来場者全員に体力測定、フィードバック 

１０．静岡県リハビリテーション専門職団体協議会   

における事業との連携・協力 

 

医療介護保険部          

 

１．平成 30 年度診療・介護報酬改定に関する情報収集 

２．会員からの診療・介護報酬に関する質問事項の受付 

・調査・見解の通知 

３．協会本部 職能局医療保険部との情報交換 

４．新人教育プログラムへの講師派遣 

５．診療報酬介護報酬同時改定セミナー 

  （静岡県理学療法士連盟と共催） 

 開催日：平成 30年 3月 11 日(日) 

会場：CSA 貸会議室 5-D(レイアップ美幸町ビル) 

参加者:136 名 

講師：野﨑伸一氏(厚生労働省)、森周平氏(日本 

理学療法士協会) 

スタッフ：10 名（県士会 3 名、連盟役員 7 名） 

 

職能研修部             

 

１．平成 29年度 領域別管理者研修会 

日時：平成 30年 1月 13 日（土） 

12：00～15：00 

場所：あざれあ 第 1研修室他 

講師：山下裕太郎、上野忍 

参加人数：62名 スタッフ：4名 

内容： 

（急性期）中央研修会伝達研修、情報交換会 

（回復期）管理者研修に至った経緯等の確認、

情報交換会、 

（生活期）中央研修会伝達研修、情報交換会 

２．協会指定管理者研修（初級） 

内容：中央研修会伝達研修、情報交換会 

（中部） 

日時：平成 29年 10 月 6日（金）19：00～21：00 

場所：常葉大学（水落校舎） 

講師：大石義秀 

参加人数：13名 スタッフ：4名 

（西部） 

日時：平成 29年 10 月 20 日（金）19：00～21：00 

場所：静岡医療科学専門大学校 

講師：大石義秀 

参加人数：17名 スタッフ：4名 

（東部） 

日時：平成 29年 11 月 10 日（金）19：00～21：00 



場所：富士リハビリテーション専門学校  

講師：川村浩二 

参加人数：22名 スタッフ：4名 

３. 静岡県リハビリテーション専門職団体協議会に 

おける事業との連携・協力 

 

障害児者福祉部           

 

１．障害児リハビリテーションマップ作成に向けた準備 

２．肢体不自由児協会主催意見交換会出席 

  開催日：平成 29年 10 月 7日（土） 

  会場：県総合社会福祉会館シズウエル 101 会議場 

  出席者：遠藤志保 

３．肢体不自由児・重症心身障害児に関する研修会

等の情報発信 

 

＝ 地 区 事 業 ＝     

 

今年度より地区事業は常務理事と地区長体制に変更

となった。各地区の特徴を活かしつつ、地区事業の

業務内容の見直しや地区間での統一を実施した。 

 

共通 

１．地域包括ケアシステムにおける連携、協力 

２．地域ケア会議への関わり強化 

３．他団体への講師、役員選出、派遣 

４．セクハラ・パワハラ等地区相談窓口の開設準備 

５．女性会員の活躍できる場づくり推進 

６．支部組織の構築および連携強化 

  各地区事業会議の実施（各 3回） 

地区会計担当者の設置 

７．地区連絡網の整備及び地区会員名簿の管理 

  メール連絡網について各支部で担当施設メー 

ルアドレスの確認・修正を実施。 

８．ホームページ活用（行事案内、報告） 

９．その他、地区事業に関すること 

 

西部                

１．介護予防キャラバン開催協力と参加 

 ①10 月 29 日 森町ふれあいまつり 

  会場；森町総合体育館(森アリーナ) 

  来場者数；24名 

②11 月 12 日 浜北ふれあい広場 

会場：浜北総合体育館（グリーンアリーナ） 

参加者数；100 名 

 ③3月 17 日 第 4回福祉ふれあいフェスタ inは

ままつ 

会場：浜松市福祉交流センター 

  来場者数；60名 

２．新人教育プログラムにおける運営協力 

第 1回（11月 26 日）磐田市立総合病院 

  第 2回（12月 10 日）静岡医療科学専門大学校 

  第 3回（1月 28日）常葉大学浜松キャンパス 

３．地区症例検討会の開催協力 

  7 月 30 日 静岡医療科学専門大学校 

４．協会指定管理者研修会（初級）の運営協力 

 10 月 20 日 静岡医療科学専門大学校 

５．健康はままつ 21への協力参加 

６．理学療法週間事業など協力と参加 

6月 19 日 医療・教育・福祉・健康系オール

ガイダンス 

会場：アクト 展示イベントホール 

来場者数：15名 

７．小笠掛川保健・福祉・医療研究会への参加 

 

中部                 

１．介護予防キャラバン開催協力と参加 

①5月 20 日 元気藤枝健康ウォーキング 

 会場：岡部総合案内所 

 来場者数：30名 

②10 月 7・8日 しずおか元気応援フェア 2017 

 会場：ツインメッセ静岡 

 来場者数：7日 88名、8日 116 名 

③10 月 14 日 中部地区運動器の十年・骨と関節

の日 講演会および医療相談会への講師派遣 

  会場：毎日・江崎ビル９F 江崎ホール 



  来場者数：100 名 

④11 月 11 日 第 13 回城東保健福祉エリア「地域

交流まつり」 

  会場：城東保健福祉エリア地域リハビリテーシ

ョン推進センター 

  来場者数：134 名 

 ⑤11 月 23 日 第 10 回清水テルサ健康フェスタ 

  会場：清水テルサ 

  来場者数：115 名 

 ⑥11 月 25・26 日 まきのはらビタミンツーデー

ウォーク 

  会場：25日 牧之原市総合観光センター 

26 日 小堤山公園 

  来場者数：25日 36 名、26日 25 名 

⑦12月9日 スポーツ＆健康フェスタ in ふじえだ 2017 

会場：静岡県武道館 

  来場者数：118 名 

２．新人教育プログラムにおける運営協力 

第 1回（10月 29 日）藤枝市立総合病院 

 第 2回（12月 17 日）常葉大学水落キャンパス 

  第 3回（1月 14日）静岡済生会総合病院 

３．地区症例検討会の運営協力 

  2 月 25 日 常葉大学水落キャンパス 

４．協会指定管理者研修会（初級）の運営協力 

 10 月 6日 常葉大学水落キャンパス 

 

東部                

１．介護予防キャラバン開催協力と参加 

 ①6月 11 日 富士宮市健康まつり 

  会場；富士宮市保健センター 

  来場者数；80名 

②10 月 9日 2017 ふく seeぬまづ福祉まつり 

会場：プラザヴェルテ 

参加者数；172 名 

 ③10 月 15 日 長泉町健康福祉まつり 

会場：いずみの里 

  来場者数；154 名 

④11 月 12 日 第 30 回伊東市健康フェスタ 2017 

会場：伊東市健康福祉センター 

参加者数；186 名 

 ⑤11 月 18 日 スポーツシラトリ理学療法士啓発活動 

会場：シラトリ富士ジャンボ店 

  来場者数；37名 

⑥11月 19日 平成 29年度健康福祉ふれあい広場 

会場：東伊豆町保健福祉センター 

参加者数；116 名 

２．新人教育プログラムにおける運営協力 

第 1回（10月 8日）湖山リハビリテーション病院 

第 2回（12月 3日）白寿医療学院 

 第 3回（2月 4日）三島市民文化会館 

 

－ 代議員・委員会 － 

 

代議員  

 

１．代議員研修会 

  平成 29年 6月 3日（土）13：00～14：00 

  第 46 回定時総会 

  平成 29年 6月 3日（土）14：30～18：25 

  平成 29年 6月 4日（日） 9：00～12：00 

   ベルサール汐留 2Ｆホール 

審議１：協会名誉会員の承認→承認 

審議２：定款改正案の承認を→承認 

審議３：平成 29・30年度役員の選定→承認 

審議４：平成 28年度決算書類の承認→承認 

審議５：役員報酬等委員会委員の承認→承認 

審議６：議事運営委員の承認→承認 

報告１：平成 29年度事業計画、予算について 

報告２：会費納入期限の変更について 

報告３：会館建設の方針と会館建設積立金につ

いて 

 

倫理委員会             

 

１．要請がなかったため倫理委員会は開催せず 

２．東部・中部・西部の各地区において新人教育プ



ログラム「理学療法と倫理」の研修を行った。 

３．その他。 

 

予算編成委員会           

 

１．予算編成会議の開催 

日時：H29/12/12 

場所：静岡県理学療法士会事務所 

２．平成 30年度予算（案）提出 

  第 7回定例理事会（H29/12/16）へ提出 

 

規約審議委員会           

 

１．理事会及び拡大理事会への出席 

２．平成 29年度は、公益社団法人静岡県理学療法士

会の細則・分掌規程の句読点配置の一部を修正。 

３．公益社団法人静岡県理学療法士会の個人情報保

護方針及び個人情報取り扱いガイドラインの加

筆と修正を行った。 

４．公益社団法人静岡県理学療法士会の個人情報利

用承諾の同意書及び閲覧申請書の微修正を行っ

た。 

５．公益社団法人静岡県理学療法士会の秘密保持に

関する誓約書を追加した。 

 

組織検討委員会           

 

１．継続して情報収集を行った。 

・日本理学療法士協会、都道府県理学療法士会、

関連他団体の組織図構成や定款 

・組織検討に関する関連法規（公益法人三法：各

機関の役割と責任） 

 

 

災害対策委員会             

 

１．情報収集 

①第 8回 JIMTEF 災害医療研修ベーシックコース 

伊豆平和病院 髙木淳 

②第 9回 JIMTEF 災害医療研修ベーシックコース 

静岡医療科学専門大学校 大石義秀 

③第 7回 JIMTEF 災害医療研修アドバンスコース 

静岡医療科学専門大学校 大石義秀 

④第 8回 JIMTEF 災害医療研修アドバンスコース 

伊豆平和病院 髙木淳 

⑤東海北陸ブロック災害対策担当者会議参加 

２．広報活動 

①「ゆまにて」や県士会 HPでの情報提供 

② 各地区連絡網（FAX＆Email）を利用した広報 

３．静岡県リハビリテーション専門職団体協議会主

催第 6 回静岡災害リハビリテーション研修会へ

の運営協力 

テーマ：災害時のより良い連携を目指して 

日時：H29 年 9月 3日 

場所：浜松市福祉交流センター 

４．静岡県リハビリテーション専門職団体協議会主

催第 4回静岡災害リハビリテーション実務者研

修会（共催：静岡県栄養士会）への運営協力 

日時：H30 年 1月 21 日 

場所：静岡県地震防災センター 

 

選挙管理委員会           

 

１．29年度静岡県士会役員選挙の実施 

２．公益社団法人日本理学療法士協会  

選挙管理運営委員会へ出席。  

日時：平成 29年 9月 16 日（土） 

会場：日本理学療法士協会  

田町カンファレンスルーム 

３．代議員選挙 

①県士会員へ選挙の広報 

②理事会へ補欠代議員の推薦依頼  

推薦者の選挙管理委員会への伝達 

 

表彰委員会             

 



１．平成２９年度、協会賞を含む７つの表彰推薦依

頼があり、協会賞に内田成男氏、井上義文氏、

磯毅彦氏の 3名を推薦した。 

２．静岡県理学療法士会永年勤続賞候補者に「調書」

の記入を依頼した。 

３．代表理事に対し山田信治氏、服部拓自氏、澤野

公一氏、小木曽弘氏、大石浩子氏、岡部敏幸氏、

黒田勝氏の 7 名を静岡県理学療法士会永年勤続

賞に推薦した。また、風間章好氏に静岡県士会

功労賞を、小木曽弘氏に学術奨励賞の推薦を行

った。 

部門責任者協議会

１．平成 29年度部門責任者協議会  

日時：平成 30年 1月 13 日（土） 

9：00～12：00  

場所：あざれあ 大会議室 

講師：大石義秀 

中央研修会伝達研修、情報交換会 

参加人数：72名（内、初級管理者申請 53名） 

スタッフ：5名

公益社団法人設立記念事業 

公益法人移行に関する各関係団体への案内 

及び式典、祝賀会を開催した下記にて開催した。 

１．公益法人 設立記念式典・祝賀会 

日時：平成29年11月3日（金） 

式典 18:30～19:00  祝賀会  19:00～21:00 

場所：ホテルセンチュリー静岡センチュリールーム 

参加者：158名（来賓33名、会員125名） 

来賓挨拶：塩谷立（衆議院議員自由民主党） 

 城内実（衆議院議員自由民主党） 

 小川克己（衆議院議員自由民主党） 

山田誠 （県議会議員自由民主党） 

 半田一登（日本理学療法士協会会長） 

  壁下敏弘（県健康福祉部理事）


