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令和元年度 定時総会 次第   

 

1 開　会 
         

2   会長挨拶 
            

3  特別講演      変わる！生涯学習プログラムと臨床実習制度 

 ～聞かなきゃ損！聞けば得！明日からの取り組みが見えてくる～ 

講師：日本理学療法士協会  副会長  斉藤秀之 氏

4 来賓挨拶 

5 定足数報告   

            

6  議長団選出 
議     長 ：              （所属；                     ） 

副  議  長 ：              （所属；                     ） 

 

7 書記任命 
書     記 ：                （所属；                     ） 

   同    ：                 （所属；                     ） 

 

8  議事
・第 1 号議案 

 (1）平成 30 年度事業報告並びに平成 30 年度貸借対照表、損益計算書、財産目録の承認を求める件 

 (2）平成 30 年度監査報告 

・第 2 号議案  

令和元年度事業計画並びに予算案の承認を求める件 

・第 3 号議案  

公益社団法人 埼玉県理学療法士会 定款一部変更の件 

・第 4 号議案  

公益社団法人 埼玉県理学療法士会 理事・監事選任の件 

・その他 

 



 

 

 
 

9  書記解任 
 

10  議長団解任 
 

11   閉　会 

12   新理事臨時理事会 
 

13  埼玉県理学療法士会取り組み説明および意見交換会 
 

14 埼玉県理学療法士会表彰・埼玉県理学療法学会表彰および表彰者祝賀会 
時間：17 時～   会場：大宮ソニックシティ 906 会議室 
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事業執行報告及び事業計画案　総括

公益社団法人　埼玉県理学療法士会　会長　南本浩之

　公益社団法人埼玉県理学療法士会は、定款に「理学療法士の人格、倫理及び学術技能を研
鑽し、理学療法の普及向上を図り、以って埼玉県民の医療・保健・福祉の増進に寄与するこ
とを目的とする」と定め、様々な事業を実施しています。また、専門職職能団体として、会
員の待遇や利益を保持・改善や会員の専門性・質向上、会員の交流や奨励、会組織の機能向
上に対する事業を実施しています。
　平成30年度は、県民・他職種への啓発活動として、県民の方々に理学療法の普及活動を行
うとともに、医療介護福祉等の従事者に対し技術教授を行いました。また、スポーツ分野では、
多くのサポート活動行いました。業務推進活動としては、官民産学共同事業としてダイハツ
自動車工業と協働を行うと伴に、地域包括ケアシステムにおける理学療法士の活躍の場の拡
大に努めてまいりました。教育・研修・研究推進活動は、学術局や教育局、職能局等が会員
の皆様に有益な情報を提供できるよう研修会を開催いたしました。研究活動においては、論
文投稿に対し、新システムを導入し多くの会員の皆様から投稿を受けやすい体制構築をいた
しました。埼玉県理学療法学会は、第27回を開催し、1,000人を超える方々にお集まりいただ
き盛会に終えることが出来ました。今回の大会から、若い世代の方々に自己研鑽を奨励する
取り組みを行いました。また、進歩する理学療法の専門性を強化するため、新分野開拓委員
会を設置し、新たに県士会として強化を図る必要がある理学療法分野の教育・研修・研究を
強化する体制を構築いたしました。会員の交流会においては、各ブロックでの交流会など様々
に行うとともに、今年度初めて県士会表彰制度を確立し、表彰者を3名選出致しました。会組
織の機能向上については、会員から県士会活動に対する意見聴取する機会を多くし、集約、
課題の原案を考える10年委員会の設置、重点課題と中長期計画を立案する運営基盤検討委員
会の設置し、会員意見から士会活動へ繋げる仕組みを構築することが出来ました。
　令和元年度は、県民・他職種への啓発強化、業務推進活動における理学療法の普及拡大、教育・
研修・研究推進活動における理学療法（士）の質向上、を目標に事業を進めていくとともに、
市町村単位や領域単位、管理者同士などのネットワーク体制を強化していき組織力を高めて
いきたいと考えております。現在、当会の会員数は、4,900名を超え、急速に組織拡大してき
ております。その中、様々な事業を通して、県民の方々に理学療法を身近に感じて頂くこと
が重要と考えております。
　会員の皆様には、10年後20年後さらに飛躍した会になるよう、士会活動に参加することを
最初の一歩とし、新しいアイデアをもって士会運営に参画して頂く事が、重要と思っており
ます。今後とも士会活動にご協力、ご鞭撻をお願い申し上げます。
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平成 30 年度各局・部・ブロック・委員会事業報告 

(平成 30 年 4 月 1日～平成 31 年 3 月 31 日） 

                     会員数(平成 31 年 3 月 31 日現在） 

4840 名（施設数 637 件 自宅 593 名） 

事務局                           

局長  水田 宗達（埼玉県総合リハビリテーションセンター） 

 

◆総務部     部長  知久 逸平（白岡中央総合病院） 

1.内外公文書管理・内容確認 

2.法人登記に関すること 

3.事務局会議主催 

 
1）平成 30 年 10 月 30 日 参加者:8 名 場所：埼玉県理学療法士会事務室 

 
4.県補助金申請書・決算書作成 

5.県庁への電子申請業務 

 

◆庶務部     部長  塚田 陽一（春日部厚生病院） 

1．会員の入会、退会、休会、復会の管理 

2．会員名簿の作成 

3．会員への定期郵便(不定期) 

4．外部団体の連絡先などの管理 

5．議事運営会議および理事会の開催（議事運営会議：6回、理事会：6回） 

6．理事会などの開催準備 

1）議案書、会議資料、および議事録の作成 

2）会議案内、会議場設営、および接待 

3）理事会資料、総会資料の収集、および発送 

7．事務室管理（機器・鍵の管理など） 

8．庶務部会議の開催 

  第 1 回：平成 30 年 4 月 17 日 参加者 9名 

9. サイボウズの運営と管理 

総務部
事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考

事務局会議 平成30年10月30日 埼玉県理学療法士
会事務室

会員 県士会活動について 8名

第 1号議案

平成 30年度　各局・部・ブロック・委員会事業報告
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10．代表者会議の運営 

 

 

 

 

代表者会議 開催風景 

 

11. 役員連絡会議の運営 

（平成 30 年 8 月 7日：参加者 88 名） 

12．その他：監査資料作成、委託状作成など 

13．（公社）埼玉県理学療法士会 45 周年記念事業の運営 

 

 

 

 

 

◆庶務部
事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考

南部ブロック
代表者会議

平成31年1月16日（水） 浦和コミュニティセンター 会員・非会員 三役・ブロック理事 県士会活動について 56名

北部ブロック
代表者会議

平成31年1月30日（水） 東松山市民文化センター 会員・非会員 三役・ブロック理事 県士会活動について 45名

西部ブロック
代表者会議

平成31年2月13日（水） ウェスタ川越 会員・非会員 三役・ブロック理事 県士会活動について 52名

東部ブロック
代表者会議

平成31年2月21日（水） 春日部市民活動センター 会員・非会員 三役・ブロック理事 県士会活動について 53名

◆庶務部
事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考

（公社）埼玉県
理学療法士会

45周年記念事業
平成30年10月6日（土） ウェスタ川越

一般県民
会員・非会員

「夢・育む！」
～理学療法士の
関わり～

遠藤 浩士 氏

北澤 豪 氏

埼玉県理学療法士会
スポーツリハビリテーション

活動報告

講演「夢・育む！」
～さまざまな人との関わりを

通して～

189名
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◆総会運営部     部長   鈴木 昭広（埼玉県立循環器・呼吸器病センター） 

 

1．総会資料の収集、作成 

2．総会案内の作成および発送 

3．総会出欠票、委任状の集計および管理 

4．総会運営会議 

1）第 1 回総会運営部会議 平成 30 年 6 月 1 日  

 埼玉県立循環器・呼吸器病センター リハビリ室 参加者 3 名 

2）定時総会議事運営会議 平成 30 年 6 月 5 日  

  埼玉県理学療法士会事務室 参加者 11 名 

3）第 2 回総会運営部会議 平成 30 年 6 月 8 日  

 大宮ソニックシティ 5 階財団事務室 参加者 3 名 

4）第 3 回総会運営部会議 平成 30 年 7 月 3 日  

 埼玉県理学療法士会事務室 参加者 4 名 

5）第４回総会運営部会議 平成 30 年 12 月 11 日  

 埼玉県立循環器・呼吸器病センター リハビリ室 参加者 3 名 

6）第 5 回総会運営部会議 平成 31 年１月 18 日  

 埼玉県理学療法士会事務室 参加者 3 名 

7）第 6 回総会運営部会議 平成 31 年 1 月 30 日  

 埼玉県立循環器・呼吸器病センター リハビリ室 参加者 3 名 

8）第 7 回総会運営部会議 平成 31 年 3 月 13 日  

 埼玉県立循環器・呼吸器病センター リハビリ室 参加者 3 名 

9）第 8 回総会運営部会議 平成 31 年 3 月 15 日 

 埼玉県理学療法士会事務室 参加者 7 名(内 3 名 WEB 参加) 

     

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考

平成30年度    
定時総会

平成30年6月17日
大宮ソニックシティ

小ホール
会員・非会員 議事1～3号 定時総会

167名　(委任状含む
と3,268名)
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◆管財・資料部     部長   渡邉 孝広（上尾中央第二病院） 

1．事務所内の資料整理 

2．埼玉県士会における内外の資料整理、保管、破棄 

3．埼玉県士会が保有する物品管理 

4．文書管理に関する規定作成・見直し 

 

管財資料部 会議  場所：埼玉県理学療法士会事務所 

1）平成 30年 5月 25日(金)    参加者:1名  

2）平成 30年 6月 22日（金）  参加者：1名 

3）平成 30年 9月 21日（金）  参加者：1名 

4）平成 31年 1月 22日（火）  参加者：1名 

5) 平成 31年 3月 13日（水）  参加者 1名 

 

◆厚生部     部長  中島 智博（八潮中央総合病院） 

1．新人歓迎会開催  

2．会員懇親会の開催 

 

 

 

3．スポーツ大会（ゴルフコンペ）の開催 

 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考

新人歓迎昼食会 平成30年8月26日 目白大学 会員・新人オリエンテーション参加者 会員との交流 昼食会 216名

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考

会員懇親会 平成31年1月13日 大宮ソニックシティビ
ル地下1階第3～5展示場 名341会流交流交のと員会員会

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考

スポーツ大会 平成30年5月13日 渡良瀬カントリークラブ 会員・他士会員 会員の交流 ゴルフコンペ 30名

スポーツ大会 平成30年10月21日 渡良瀬カントリークラブ 会員・他士会員 会員の交流 ゴルフコンペ 24名
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4、団体保険の管理 

保険会社：Chubb 損害保険株式会社 

締結日：平成 30 年 8 月 9日 

補償人数：4801 名分(役員 18 名、部長 46 名、部員 520 名、会員 4217 名) 

5、託児室の管理 

 1)第 27 回埼玉県理学療法学会：平成 31 年 1 月 13 日 

6、厚生部会議の開催 

1)第 1 回厚生部会議   日時：平成 30 年 12 月 26 日 

 

◆労務管理部     部長  藤崎 圭哉（西大宮病院） 

1．事務員の給与・賞与に関すること（月 1回） 

2．事務員の社会保険料及び納税に関すること 

3．労働に係る提出書類に関すること（年 4回） 

4．事務員の次年度契約に関すること 

5．就業規則等の諸規定の修正 

6．社労士との打ち合わせ 

 

財務局                           

局長  本宮 光信（川越リハビリテーション病院） 

 

◆出納部     部長  柳田 千絵（コスモ訪問看護リハビリステーション さいたま北） 

1. 各部局への事業費・運営費の仮払い・精算及び収入の確認 

随時実施、3月末までの出納簿を作成 

2. 諸経費の支払い(事務室賃料・事務員人件費・慶弔費・旅費等) 

3. 平成 29 年度決算資料作成 

平成 30 年 4 月 4日、11 日  平成 29 年度決算書、出納簿を税理士へ提出 

4. 会計監査 
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平成 30 年 4 月 18 日  平成 29 年度 会計監査実施  

5. 財政基盤検討委員会への参加 

 平成 31 年 1 月 29 日 

6. 財務局会議、出納部会議の開催： 

 平成 30 年 4 月 16 日、 

 平成 30 年 7 月 10 日、9月 19 日、10 月 24 日、11 月 12 日、12 月 11 日 

 平成 31 年 1 月 24 日 

7. 会計担当者会議： 

 

 

◆会費管理部     部長 宮田 淳子（介護老人保健施設瑞穂の里） 

1．一般会員の納入状況の把握(随時) 

2．協会との連絡調整（随時） 

3．会員からの問い合わせへの対応 

  会費等についての問い合わせ：4件 

4．会費未納による強制退会者数 

2018 年度未納退会者：133 名。うち、債務あり(2017 年度分が未納)77 名 

 

◆財務渉外部     部長  馬場 裕之（川越リハビリテーション病院） 

1．賛助会員に関する業務 

平成 30 年度賛助会員への会費請求（18 件） 

平成 30 年度賛助会員入会申込書発送（1件） 

2．税務に関する業務 

源泉所得税納入（随時） 

3．インターネット広告料の請求 

 平成 30 年度広告請求の公文書作成・発送（40 件） 

 

事業局                           

局長  須藤 京子（新みさと訪問看護ステーション） 

 

◆高齢者福祉部     部長  茄子川 知浩（益子病院） 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考

役員研修会（会
計担当者会議）

平成30年8月7日 大宮ソニックシティ 会員 会計全般につ
いて

財務局 出納簿の作成等につい
て

　86名

会計担当者向け
研修会

平成31年2月6日 大宮ソニックシティ 会員 来年度の会計
について

財務局 出納簿の作成等の変
更について

　58名
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平成 30 年度高齢者福祉部会議（6回） 

第 1回運営会議  

日 時 ： 平成 30 年 4 月 12 日（木） 

参加者 ： 16 名 

内 容 ： ①メンバー紹介 30 年度の事業計画 

第 2回運営会議  

日 時 ： 平成 30 年 9 月 21 日（金） 

参加者 ： 5 名 

内 容 ： ①会計についての注意点および情報共有 

第 3回運営会議 

日 時 ： 平成 30 年 10 月 17 日（火） 

参加者 ： 4 名 

内 容 ： ①会計の注意点等の情報共有および確認 

第 4回運営会議 

日 時 ： 平成 31 年 1 月 10 日（木） 

参加者 ： 4 名 

内 容 ： 会計についての注意点等情報共有および確認 

第 5回運営会議 

日 時 ： 平成 31 年 1 月 28 日（月） 

参加者 ： 12 名 

内 容 ： 部内情報共有会議 

第 6回運営会議 

日 時 ： 平成 31 年 2 月 21 日（木） 

参加者 ： 8 名 

内 容 ： 事業総括のための会議 

 

  

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
生活期リハビリ
テーション研修会

①平成30年7月1日

②平成31年2月10日

埼玉県総合医局機
構　地域医療教育
センター

埼玉共済会館

デイサービスに勤務
する方、リハビリ関
係職種、一般県民

介護支援専門員およ
び一般県民、リハ関
連職種

今日から始めよう！転倒0作
戦の実践
～転倒を予防するリハ的視
点～

ＱＯＬ向上を目指したケアマ
ネジメントの展開

埼玉恵成会病院
三浦　慶彦　氏

新座志木中央総合
病院
渡邉　賢治　氏

生活期リハビリテーションに携わる関
係職種に対し、研修を通じて技術を移
転していく。

講義および、自立を支援するケアマネ
ジメント作成についてのグループワーク
をおこなった。

80名

36名

彩の国リハビリ
テーションフェスタ
2018

平成30年11月17日 川口フレンディア 一般県民、中高生、
リハ養成校学生

体験を通じ県民の方々へリ
ハビリテーションと障がいに　
ついての理解や障がいを予
防する必要性を理解する

以下の5ブースを実施
①ストップ腰痛生活
②レッツの脳活体操
③子供の体力測定
④麻痺ってどんな感じ
⑤血管年齢測定

106名

地域リハビリテー
ションマップ調査・
作製事業

地域のリハビリ資源を見える化するシ
ステムの開発
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生活期リハビリテーション研修会（デイサービス対象） 

     

 

生活期リハビリテーション研修会（介護支援専門員対象） 

     

 

彩の国リハビリテーションフェスタ 2018 
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◆小児福祉部      部長  伊藤 有希 (埼玉医科大学病院) 

 

平成 30 年度 小児福祉部会議（5回） 

第 1回運営会議  

日 時 ： 平成 30 年 4 月 10 日 

場 所 ： ウェスタ川越 研修室 1 

参加者 ： 13 名 

第 2回運営会議  

日 時 ： 平成 30 年 7 月 31 日 

場 所 ： 桜木公民館   講座室 1 

参加者 ： 13 名 

第 3回運営会議  

日 時 ： 平成 30 年 10 月 3 日 

場 所 ： 生涯学習総合センター 学習室 3 

参加者 ： 13 名 

第 4回運営会議  

日 時 ： 平成 30 年 12 月 26 日 

場 所 ： 桜木公民館 講座室 1 

参加者 ： 13 名 

第 5回運営会議  

日 時 ： 平成 31 年 2 月 13 日 

◆小児福祉部
事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考

子どもの
福祉機器体験
会

平成30年9月2日(日 ) 川島ひばりが丘特
別支援学校

一般県民
療育関係者

join us！福祉機
器を使っていっ
しょにあそぼう！
2018

障害を持つこどもたちの
社会活動の充実を目的と
して、福祉機器(移動支援
機器、コミュニケーション
機器)を使って、遊びを提
供する。多職種と連携し、
理学療法士の魅力を多職
種や療育関係者に伝え
る。

来場者159名 当日スタッフ50名
(OT2名、ST1名、学
生7名、業者8名、
ボッチャクラブ7名)

療育関係者
のための研修会

平成30年11月18日（日） 貸会議室24大宮 会員
非会員
一般県民の療育
関係者

「装具So Good！
～補装具の使い
方を再確認しよう
～」

さいたま市立病院
渡邊　雅恵　氏
埼玉県立小児医療セ
ンター
花町　芽生氏

補装具の種類や使用方
法、注意点などについて
学び体験し、現場での療
育に活かせるようにする。

37名

発達障害児・者
研修会

平成31年1月27日（日） 埼玉県発達障害総
合支援センター

理学療法士・作
業療法士・言語
聴覚士・臨床心
理士・臨床発達
心理士

発達障害のある
子どもとインター
ネットの上手な付
き合い方
～ネット依存の予
防と支援とは～

独立行政法人国立
病院機構久里浜医
療センター
主任心理療法士
三原聡子　氏

インター ネット依存と発達
障害との関連性、その予
防と支援についての講
演。

113名 午後の部は、理学
療法士会・作業療
法士会・言語聴覚
士会の各専門職か
ら、発達障害児支
援に関する３つの
テーマについて、
発表

通園施設職員
のための研修会

平成31年2月10日(日) プラザウエスト 通園施設職員 発達障害の感覚
特性から考える
遊び

飯能中央病院
岡田朋子　氏

通園施設職員に向けて、
発達に有効な遊びの選
択・実践方法について理
学療法士の視点から考え
る

61名 午前の部は、「子ど
もと親の心の支援」
をテーマに、獨協
医科大学埼玉医療
センター　作田亮一
氏の講演

療育マップ調
査・作成事業

高齢者福祉部・インター
ネット管理部・三士会担当
者とともに、地域のリハビ
リ資源・情報のマップシス
テムの開発と、情報開示
内容の検討を会議にて実
施。
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場 所 ： KICHIRI OMIYA WEST 

参加者 ： 11 名 

こどもの福祉機器体験会 

   
 
療育関係者のための研修会 

 

 
発達障害児者研修会 
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通園施設職員のための研修会 

 

 

◆健康増進部     部長  菅野 岳（さいたま記念病院） 

 

平成 30 年度健康増進部会議 

1) 第 1回 平成 30 年 7 月 12 日（木）、場所：さいたま記念病院、参加者：6名 

2) 第 2回 平成 30 年 7 月 18 日（水）、場所：さいたま記念病院、参加者：6名 

3) 第 3回 平成 30 年 10 月 2 日（火）、場所：至誠堂整形外科、参加者：2名 

4) 第 4回 平成 30 年 11 月 26 日（月）、場所：至誠堂整形外科、参加者：2名 

5) 第 5回 平成 30 年 12 月 10 日（月）、場所：さいたま記念病院、参加者：2名 

6) 第 6回 平成 31 年 2 月 12 日（火）、場所：さいたま記念病院、参加者：2名 

  

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
理学療法フェス
タ協力

平成30年7月15日 ニットモール
イベントスペース

一般県民 ココロ×カラダ、
つながる未来へ

健康増進部員 体力測定を通じた健康
づくり意識の向上

81名

一般公開講座 平成30年11月17日 さいたま市立七里
公民館

一般県民 肩こりに代表さ
れる慢性疼痛
の治し方（講義
と実技）

至誠堂整形外科：
高橋　幸司　氏

身体（主に肩）の“痛み”
の軽減・予防のための
運動方法指導

61名 さいたま市立七里
公民館との共催事
業として開催した。

若年性認知症ス
ポーツイベント
協力

平成30年12月8日 さいたま市与野体
育館

若年性認知症の
方、介護者、子
世代、ボランティ
ア、その他専門
職等

若年性認知症
についての理解
を深める

健康増進部員 スポーツイベント開始前
の準備体操のデモンス
トレーションとイベント参
加者と一緒に競技への
参加。

約80名

介護保険サービ
ス事業所支援講
座

平成31年2月9日 埼玉県立大学 埼玉県内で従事
する保健医療福
祉専門職等

腰痛を回避する
介助方法と腰痛
防止対策

さいたま記念病院：
田口　涼太　氏

腰痛を回避する介助方
法・腰痛予防体操等の
腰痛防止対策について
の知識向上・技術習得

0名 開催日当日に降雪
が予想されたた
め、事業開催を中
止した。
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理学療法フェスタ 写真 

 

 

一般公開講座 写真 

 

 

若年性認知法スポーツイベント 写真 
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◆スポーツリハビリテーション推進部     部長 遠藤 浩士（伊奈病院） 

（Ｈ30 年 4 月 1 日～Ｈ31 年 3 月 31 日） 

 

運営会議 

１） 第 1 回 平成 30 年 4 月 19 日、 場所：伊奈病院、参加者：20 名 

２） 第 2 回 平成 30 年 11 月 8 日、 場所：伊奈病院、参加者：20 名 

３） 第３回 平成 31 年 2 月 14 日、 場所：伊奈病院、参加者：21 名 

  

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
「彩の国ふれあい
ピック」（春季大
会）障がい者スポー
ツ・サポート活動

H30年5月13日(卓球競技）
H30年5月20日（水泳競技）
H30年5月27日(陸上競技）

熊谷スポーツ文化
公園陸上競技場
（陸上競技）・障害
者交流センター（水
泳競技）・コスモア
リーナ―ふきあげ
（卓球競技）

会員・非会員 選手へのコンディショニング活
動

選手へのコンディショニ
ング活動

陸上競技：スタッフ9名、利
用者42名　水泳競技：ス
タッフ13名、利用者63名
卓球競技：スタッフ12名、
利用者39名

「彩の国ふれあいピッ
ク」（秋季大会）障がい
者スポーツ・サポート
活動

H30年9月30日（体力測定活
動）8：00～17：00

熊谷スポーツ文化
公園彩の国くまが
やドーム

会員・非会員 選手の体力測定活動 選手の体力測定活動 台風のため、大会が中止
となりました。

高校ボート競技サポー
ト活動

H30年6月16日・17日（イン
ターハイ予選大会）H29年9
月14日・15日(新人戦大
会）

戸田公園ボート
コース

会員・非会員 選手へのコンディショニング活
動

選手へのコンディショニ
ング活動

インターハイ予選大会：ス
タッフ35名　利用者101名
新人戦大会：スタッフ32名
利用者142名

高校野球サポート活動 春季大会：H30年4月30日～
5月4日
夏季大会：H30年7月18日～
24日
秋季大会：H30年10月6日～
10月8日

県営大宮球場、大
宮市営球場、上尾
市民球場

会員・非会員 選手へのコンディショニング活
動

選手へのコンディショニ
ング活動

春季大会：参加者16名、
利用者12件
夏季大会：参加者28名、
利用者30名
秋季大会：参加者8名、利
用者7名

高校硬式テニス競技
サポート活動

インターハイ予選：(個人
戦H30年6月3日～団体戦6月
16日～）新人戦大会（個人
戦H30年10月1日～団体戦10
月28日～）

川越運動公園 会員・非会員 選手へのコンディショニング活
動

選手へのコンディショニ
ング活動

インターハイ予選：スタッフ
20名、個人戦21件・団体
戦5件　新人戦大会：ス
タッフ15名、個人戦10件・
団体戦9件

第1回　東京神宮リトル
シニア少年野球大会
の傷害予防活動

H31年1月26日・27日 吉川地区江戸川広
域運動公園野球場

会員・非会員 選手へのコンディショニング活
動及び成長期の傷害予防講
義

選手へのコンディショニ
ング活動及び成長期の
傷害予防講義

スタッフ25名、メディカル
チェックとトレーニング指
導(103件）大会期間中の
コンディショニング指導(30
件）

スポーツ関係者のため
の研修会

H31年1月27日 埼玉県障害者交流
センター

障がい者、指導
者、保護者

パフォーマンス向上や怪我予
防のためのコンディショニング
について

伊奈病院　倉澤哲 選手や保護者家族へ
のコンディショニング指
導について（ペアスト
レッチ、マッサージ、休
息の取り入れ方など）

スタッフ5名、選手9名、指
導者1名（保護者などの付
添い10名）

第1回スポーツリハビリ
テーション技術研修会

H30年7月22日 埼玉県立大学北棟 会員・非会員 スポーツサポート活動を行う上
での必要な知識と技術研修会
(テーピングと徒手療法：上肢）

伊奈病院　遠藤浩士
埼玉県立大学　高崎
博司

テーピングと徒手療法
（上肢）

参加者38名(本会員36名・
他県士会員2名）

第2回スポーツリハビリ
テーション技術研修会

H30年10月22日 埼玉県立大学北棟 会員・非会員 スポーツサポート活動を行う上
での必要な知識と技術研修会
(テーピングと徒手療法：下肢）

伊奈病院　遠藤浩士
埼玉県立大学　高崎
博司

テーピングと徒手療法
（下肢）

参加者43 名(本会員42
名・他県士会員1 名）

第3回スポーツリハビリ
テーション技術研修会

H30年11月25日 埼玉県立大学北棟 会員・非会員 スポーツサポート活動を行う上
での必要な知識と技術研修会
(急性外傷に対しての対応～シ
ナリオ症例を通した評価と判
断までの手順～）

戸田中央総合病院
島拓也
埼玉医科大学病院
浦川宰
伊奈病院　倉澤哲・
鈴木大地

シナリオ症例を通した
評価と判断までの手順
評価とアプローチ(実
技）

参加者438 名(本会員36
名・他県士会員1 名・会員
外1名）
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スポーツリハビリテーション技術研修会 

 

スポーツサポート活動（障がい者ふれあいピック大会） 

 
 

学術局                           

局長  矢野 秀典（目白大学） 

 

◆理学療法編集部     部長  国分 貴徳（埼玉県立大学） 

 

1. 理学療法投稿のご案内 

 埼玉県学会にて、発表者に対し本誌への投稿を呼びかけた。 

2. 編集部会議開催（計 3 回） 

第 1回 平成 30年 6月 1日（水） 19時 00分～ 21時 00分  

貸し会議室 6F 6F会議室 参加者  15名 

第 2回 平成 30年 11月 14日（月） 19時 00分～ 21時 00分  

貸し会議室 6F 6F会議室 参加者  9名 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
第１回
編集部会議

平成30年6月1日 貸会議室 6F 編集部員 今年度の編集
作業について

電子投稿システムによ
る編集作業の確認

15名

第２回
編集部会議

平成30年11月14日 貸会議室 6F 編集部員 今年度と次年度
の作業について

今年度の進捗状況確
認と次年度の方針につ
いて

９名
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3.投稿論文の査読・校正 

 →23 編の論文が投稿され、査読過程において 5 編が著者側より投稿取り下げとなった（編集部判断で

の Reject はなし）ため、3/20 時点で 10 論文が採択となった。 

4. 雑誌「理学療法−臨床・研究・教育」発行業務 

平成 30 年 3 月 31 日に発行予定（会員への配布は４月中旬） 

掲載論文： 14 論文 

内訳：講座 3論文、投稿論文 10 編（研究論文：6編・症例報告：4論文），編集部からの記事１編 

発行部数：5000 冊 

雑誌寄贈・納本：賛助会員，関連団体，他県士会，医学中央雑誌刊行 
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   ◆研究推進部     部長  武井 圭一（埼玉医科大学総合医療センター） 

 

1．研究補助金事業 

 1) 助成研究課題の公募 

   埼玉県理学療法士会ホームページに案内を掲載して募集し、6題の申請があった 

 2) 対象研究課題および補助金額の審議 

平成 30 年 5 月 8日にウェスタ川越にて部会を開催 

6 題の申請のうち、5題が対象研究に決定 

 3) 補助金決算の管理 

 4) 補助金対象研究の進捗および成果公表状況の管理 

 

2．賛助会員との共同研究事業 

 1) 第 2 期共同研究事業成果報告および第 3期共同研究事業説明会の開催 

   平成 30 年 10 月 13 日にアルケア医工学研究所にて開催 

   参加者：本会会員 10 名、アルケア㈱スタッフ 

本事業の趣旨説明、第 2期成果報告、自己紹介、今後のスケジュール説明等を行った 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
研究補助金事業 平成30年5月8日 ウェスタ川越会議室

4
研究推進部部員 研究補助金対象

研究課題の審議
申請された6題の研究課
題から5題が補助金対象
研究として選定された

部員6名

研究サークル事業 平成30年10月13日 アルケア医工学研究
所

会員、アルケアス
タッフ

第3期研究サー
クル事業説明
会・活動報告会

第2期までの成果報告お
よび第3期事業説明

会員10名

研究サークル事業 平成30年5月8日 貸会議室6階 会員 第1回褥瘡班研
究会議

アンケート調査チーム、
実践調査チームに分か
れて今年度の活動につ
いて検討

会員12名

研究サークル事業 平成30年7月5日 貸会議室6階 会員 第2回褥瘡班研
究会議

アンケート調査チーム、
実践調査チームの各研
究の現状報告

会員15名

研究サークル事業 平成30年10月5日 貸会議室6階 会員 第3回褥瘡班研
究会議

アンケート調査チーム、
実践調査チームの各研
究の現状報告

会員10名

研究サークル事業 平成30年12月27日 貸会議室6階 会員 第4回褥瘡班研
究会議

第3期メンバ-自己紹介、
グループウェアの検討、2
チームの研究現状報告

会員7名

研究サークル事業 平成31年1月25日 貸会議室6階 会員 第5回褥瘡班研
究会議

グループウェアの検討お
よび試用

会員7名

研究サークル事業 平成31年3月15日 貸会議室6階 会員 第6回褥瘡班研
究会議

グループウェアの試用、
アンケートデータ結果の
検討、介入研究の検討

未定

研究サークル事業 平成30年4月16日 ウェスタ川越会議室
4

会員 第1回ロコモ班研
究会議

研究計画立案、症例検
討

会員7名

研究サークル事業 平成30年5月14日 ウェスタ川越会議室
4

会員 第2回ロコモ研究
会議

研究計画立案、症例検
討

会員7名

研究サークル事業 平成30年6月11日 ウェスタ川越会議室
4

会員 第3回ロコモ研究
会議

研究計画立案、倫理申
請準備、症例検討

会員6名

研究サークル事業 平成30年7月11日 ウェスタ川越会議室
4

会員 第4回ロコモ研究
会議

第2期研究の近況報告、
研究計画立案、症例検
討

会員7名

研究サークル事業 平成30年8月29日 ウェスタ川越会議室
4

会員 第5回ロコモ研究
会議

研究計画の修正、データ
ベース・測定マニュアル
の作成について

会員5名

研究サークル事業 平成30年11月12日 ウェスタ川越会議室
4

会員 第6回ロコモ研究
会議

第3期メンバー自己紹
介、研究進行の現状報
告

会員12名

研究サークル事業 平成30年12月11日 ウェスタ川越会議室
4

会員 第7回ロコモ研究
会議

多施設共同研究の共同
研究者の確認、倫理審
査の状況、測定マニュア
ルの改訂

会員9名

研究サークル事業 平成31年1月16日 ウェスタ川越会議室
5

会員 第8回ロコモ研究
会議

データ測定状況の確認、
測定マニュアルの確認

会員13名

研究サークル事業 平成31年2月13日 ウェスタ川越会議室
4

会員 第9回ロコモ研究
会議

参加メンバーの施設紹介 会員9名

研究サークル事業 平成31年3月25日 ウェスタ川越会議室
4

会員 第10回ロコモ研
究会議

開催予定 未定
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2) 2 つのグループに分かれて定期的にミーティングを開催し、研究計画の立案、研究実施状況の報告、

学会発表に向けた予演会等の活動を行った。 

①褥瘡班ミーティング 

第 1回 日時：平成 30 年 5 月 8日 19：00～20：00 

場所：貸会議室 6階 

参加者：本会会員 12 名 

第 2回 日時：平成 30 年 7 月 5日 19：00～20：30 

場所：貸会議室 6階 

参加者：本会会員 15 名 

第 3回 日時：平成 30 年 10 月 5 日 19：00～20：30 

場所：貸会議室 6階 

参加者：本会会員 10 名 

第 4回 日時：平成 30 年 12 月 27 日 19：00～20：30 

場所：貸会議室 6階 

参加者：本会会員 7名 

第 5回 日時：平成 31 年 1 月 25 日 19：00～20：30 

場所：貸会議室 6階 

参加者：本会会員 7名 

第 6回 日時：平成 31 年 3 月 15 日 19：00～20：30 

場所：貸会議室 6階 

参加者：作成時点で未開催のため未定 

 

②ロコモ班ミーティング 

第 1回 日時：平成 30 年 4 月 16 日 19：30～21：00 

場所：ウェスタ川越 会議室 4 

参加者：本会会員 7名 

第 2回 日時：平成 30 年 5 月 14 日 19：30～21：00 

場所：ウェスタ川越 会議室 4 

参加者：本会会員 7名 

第 3回 日時：平成 30 年 6 月 11 日 19：30～21：00 

場所：ウェスタ川越 会議室 4 

参加者：本会会員 6名 

第 4回 日時：平成 30 年 7 月 11 日 19：30～21：00 

場所：ウェスタ川越 会議室 4 

参加者：本会会員 7名 
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 第 5 回 日時：平成 30 年 8 月 29 日 19：30～21：00 

 場所：ウェスタ川越 会議室 4 

 参加者：本会会員 5名 

 第 6 回 日時：平成 30 年 11 月 12 日 19：30～21：00 

 場所：ウェスタ川越 会議室 4 

 参加者：本会会員 12 名 

 第 7 回 日時：平成 30 年 12 月 11 日 19：30～21：00 

 場所：ウェスタ川越 会議室 4 

 参加者：本会会員 9名 

 第 8 回 日時：平成 31 年 1 月 16 日 19：30～21：00 

 場所：ウェスタ川越 会議室 5 

 参加者：本会会員 13 名 

 第 9 回 日時：平成 31 年 2 月 13 日 19：30～21：00 

 場所：ウェスタ川越 会議室 4 

 参加者：本会会員 9名 

 第 10 回 日時：平成 31 年 3 月 25 日 19：30～21：00 

 場所：ウェスタ川越 会議室 4 

 参加者：作成時点で未開催のため未定 

 

 

教育局                           

局長  田口 孝行 （埼玉県立大学） 

 

◆認定・専門研修部  部長  木勢峰之（秀和総合病院） 

１）事業 

 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者
平成30年度教
育局認定・専門
研修部第1回研
修会

平成30年7月29日（日）
10：30～15：30

文京学院大学 会員・非会員・学
生

呼吸と動作は連
動する－急性期
から生活期のリ
スク管理と運動
療法－

国立研究開発法人
国立精神・神経医療研
究センター
加藤　太郎

・新プロ単位C-3
・認定理学療法士（循
環・呼吸）
・専門理学療法士（内
部障害）

148名
（他都県士会会員22
名、学生17名を含む）

平成30年度教
育局認定・専門
研修部第2回研
修会

平成31年1月6日（日）
10：30～15：30

埼玉医科大学 会員・非会員・学
生

フレイル・サルコペ
ニアの基礎と臨床

筑波大学大学院人間
総合科学研究科生涯
発達専攻
山田　実

・新プロ単位C-2,C-4
・認定理学療法士（ひと
を対象とした基礎領
域、運動器、介護予
防、健康増進・参加）
・専門理学療法士（基
礎、運動器、生活環境
支援）

124名（うち、他都県士
会会員20名、学生3
名、）
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◆新人教育部 部長 新井 武志（目白大学） 

１ 事業 

 

 

1）第 1回新人研修会内容詳細 

講演Ⅰ（9:15～10:15）「A-1 理学療法と倫理」  

   講師 新井 武志（目白大学保健医療学部理学療法学科） 

講演Ⅱ（10:30～11:30）「A-2 協会組織と生涯学習システム」 

講師 細井 俊希（埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科） 

講演Ⅲ（11:45～12:45）「A-3 リスクマネジメント（安全管理と感染予防含む）」 

講師 武田 千愛希先生（リハビリテーション天草病院） 

講演Ⅳ （13：45～14：45）「A-4 人間関係および接遇（労働衛生含む）」 

講師 滝音 美里（目白大学保健医療学部理学療法学科） 

講演Ⅴ （15：00～16：00）「A-5 理学療法における関連法規（労働法含む）」 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者
第1回新人研修
会

平成30年8月26日 目白大学 会員（新プロ未修
了者）

新プロ単位A1
～A5

目白大学　新井武
志，埼玉医科大学細
井俊希，リハビリテー
ション天草病院武田
千愛，目白大学　滝
音美里，目白大学
高木健志

新プロ単位A1～A5 A1：208名，A2：206
名，A3：207名，A4：
207名，A5：206名

第2回新人研修
会

平成30年10月14日 文京学院大学 会員（新プロ未修
了者）

新プロ単位B1
～B3，D1～D2

文京学院大学　望月
久，目白大学　浅野
貞美，文京学院大学
加藤太郎，目白大学
新井武志，伊勢原た
かはし整形外科　谷
口剛俊，文京学院大
学　江戸優裕

新プロ単位B1～B3，D1
～D2

B3：71名，B2：139
名，B1：158名，D1：
168名，D2：168名

第3回新人研修
会

平成30年11月25日 埼玉医科大学 会員（新プロ未修
了者）

新プロ単位D3
～D4，E1～E3

目白大学　新井武
志，伊勢原たかはし
整形外科　谷口剛
俊，埼玉県立大学
須永康代，目白大学
高木健志，埼玉医科
大学　細井俊希

新プロ単位D3～D4，E1
～E3

D3：43名，D55名，
E1：108名，E2：58
名，E3：18名

第4回新人研修
会

平成31年1月27日 目白大学 会員（新プロ未修
了者）

新プロ単位A1
～A5

目白大学　浅野貞
美，目白大学　滝音
美里，リハビリテー
ション天草病院　武
田千愛，リハビリテー
ション天草病院　長
岡玄，目白大学　新
井武志

新プロ単位A1～A5 A1：157名，A2：156
名，A3：159名，A4：
156名，A5：157名
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講師 高木 健志（目白大学保健医療学部理学療法学科） 

2）第 2回新人研修会内容詳細 

講演Ⅰ（9:15～10:15）「B-3 統計方法論」 

講師 望月 久先生（文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科） 

講演Ⅱ（10:30～11:30）「B-2 クリニカルリーズニング」 

講師 浅野 貞美先生（目白大学保健医療学部理学療法学科） 

講演Ⅲ（11:45～12:45）「B-1 一次救命処置と基本処置」 

講師 加藤 太郎先生（国立精神・神経医療研究センター病院） 

講演Ⅳ（13：45～14：45）「D-1 社会の中の理学療法」 

講師 谷口 剛俊 先生（伊勢原たかはし整形外科） 

講演Ⅴ （15：00～16：00）「D-2 生涯学習と理学療法の専門領域」 

講師 江戸 優裕先生（千葉県立保健医療大学健康科学部） 

3）第 3回新人研修会内容詳細 

講演Ⅰ（9:15～10:15）「D-3 理学療法の研究方法論（EBPT を含む）」 

   講師 新井 武志（目白大学保健理療学部理学療法学科） 

講演Ⅱ（10:30～11:30）「D-4 理学療法政策論」 

   講師 谷口 剛俊先生（伊勢原たかはし整形外科） 

講演Ⅲ（11:45～12:45）「E-1 臨床実習指導方法論」 

   講師 須永 康代（埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科） 

講演Ⅳ（13:45～14:45）「E-2 コーチングとティーチング」 

   講師 高木 健志（目白大学保健医療学部理学療法学科） 

講演Ⅴ（15:00～16:00）「E-3 国際社会と理学療法」 

講師 細井 俊希（埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科） 

4）第 4回新人研修会詳細 

講演Ⅰ （9:15～10:15）「A-1 理学療法と倫理」  

   講師 浅野 貞美（目白大学保健医療学部理学療法学科） 

講演Ⅱ （10:30～11:30）「A-2 協会組織と生涯学習システム」 

講師 滝音 美里（目白大学保健医療学部理学療法学科） 

講演Ⅲ （11:45～12:45）「A-3 リスクマネジメント（安全管理と感染予防含む）」 

講師 武田 千愛希（リハビリテーション天草病院） 

講演Ⅳ （13：45～14：45）「A-4 人間関係および接遇（労働安全衛生含む）」 

講師 長岡 玄（リハビリテーション天草病院） 

講演Ⅴ （15：00～16：00）「A-5 理学療法における関連法規（労働法含む）」 

講師 新井 武志（目白大学保健医療学部理学療法学科） 
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◆臨床実習教育部   部長  加藤 研太郎（上尾中央医療専門学校） 

１）事業 

 

２）臨床実習教育部 会議 

(1)研修会企画会議 

  日時：平成 30 年 4月 17 日 19:00～20:30    場所：NATULUCK 大宮東口店 

参加者：4名 

(2)養成校教員情報交換会企画会議 

 日時：平成 30 年 5 月 16 日 19:00～20:30     場所：NATULUCK 大宮東口店  

参加者：4名 

 

◆指定管理者研修部   部長  西尾 尚倫（埼玉県総合リハビリテーションセンター） 

１）事業 

(1)指定管理者研修会（初級） 

 

 

 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者
第29回臨床実
習研修会

平成30年6月20日 大宮ソニックシティ
806会議室

会員 実習指導者の
要件変更～指
定規則改定に
ついての情報提
供～

上尾中央医療専門
学校
加藤　研太郎

32年度からの指定規則
改定に関わる指導者要
件や実習形態に関する
情報提供

36名

第30回臨床実
習研修会

平成30年11月8日 大宮ソニックシティ
706会議室

会員 発達的な課題
のある学生へ
の関わり方

さいたま市家庭総合
支援センター
緒方　広海

発達障害の問題を抱え
ている学生に対する接
し方について

12名

養成校教員情
報交換会

平成30年9月27日 大宮ソニックシティ
701会議室

養成校教員・理
事

指定規則改定について
の情報共有

25名

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者
指定管理者研修会
初級

平成30年10月3日 大宮ソニックシティ
905会議室

理学療法士
（会員・非会員）

・理学療法によるマネジメン
ト（院内・施設内連携、地域
連携）
・マネジメント課題と管理者
に必要な能力・知識

埼玉県立大学
田口孝行

協会指定管理者中央研
修会（初級）の要旨の伝
達
ワークショップ

5名

指定管理者研修会
初級

平成30年11月28日 ウエスタ川越
会議室1

理学療法士
（会員・非会員）

・理学療法によるマネジメン
ト（院内・施設内連携、地域
連携）
・マネジメント課題と管理者
に必要な能力・知識

埼玉県立大学
田口孝行

協会指定管理者中央研
修会（初級）の要旨の伝
達
ワークショップ

33名
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(2)指定管理者研修会（領域別：急性期・回復期・生活期・地域包括ケア病棟）の開催 

 

  
３）指定管理者研修部 会議 

(1)指定管理者研修部 事前打ち合わせ会議 

  日時：平成 30 年 7 月 2 日 

  場所：上尾事務室 

  参加者：11 名 

(2)指定管理者研修部 年度振り返り会議    

    日時：平成 31 年 2 月 5 日 

  場所：上尾事務室  

  参加者：13 名 

 

広報局                           

局長  原田 慎一（リハビリテーショ天草病院） 

 

◆広報誌編集部      部長  深澤 貴朗（介護老人保健施設 シルバーケア敬愛）  

1．広報誌の発行（年 2 回）および発送 

Vol．5 発行日 平成 30 年 10 月 発行部数 18,500 部 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者
指定管理者研修会
領域別　急性期

平成30年10月10日 大宮ソニックシティ
905会議室

理学療法士
（会員・非会員）

・領域別（急性期）の管理者
の育成
・管理者ネットワークの構築

上尾中央総合病院
山口賢一郎

協会指定管理者中央研
修会（急性期）の要旨の
伝達
ワークショップ

8名

指定管理者研修会
領域別　回復期

平成30年10月31日 大宮ソニックシティ
905会議室

理学療法士
（会員・非会員）

・領域別（回復期）の管理者
の育成
・管理者ネットワークの構築

大生病院
豊島尊士

協会指定管理者中央研
修会（回復期）の要旨の
伝達
ワークショップ

10名

指定管理者研修会
領域別　生活期

平成30年11月12日 大宮ソニックシティ
905会議室

理学療法士
（会員・非会員）

・領域別（生活期）の管理者
の育成
・管理者ネットワークの構築

武蔵嵐山病院
矢吹理子

協会指定管理者中央研
修会（生活期）の要旨の
伝達
ワークショップ

12名

指定管理者研修会
領域別　地域包括ケ
ア病棟

平成30年12月10日 大宮ソニックシティ
905会議室

理学療法士
（会員・非会員）

・領域別（地域包括ケア病
棟）の管理者の育成
・管理者ネットワークの構築

三愛会総合病院
岡崎喜紀

協会指定管理者中央研
修会（地域包括ケア病
棟）の要旨の伝達
ワークショップ

6名
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Vol．6 発行日 平成 31 年 3 月 発行部数 18,500 部 

2．広報誌発行のための会議開催及び広報誌作成に関する準備や取材活動 

 発行予定日の 6ヶ月前に編集部会、3ヵ月前に校正作業を行い、印刷業者への原稿入稿前に最終チェッ

クを行う。また、必要に応じて編集部会を行う。 

 

1)運営会議 

第 1 回：平成 30 年 4 月 7 日,リハビリテーション天草病院,参加者 10 名 

第 2 回：平成 30 年 6 月 25 日,リハビリテーション天草病院,参加者 11 名 

第 3 回：平成 30 年 7 月 2 日,リハビリテーション天草病院,参加者 9 名 

第 4 回：平成 30 年 7 月 30 日,リハビリテーション天草病院,参加者 10 名 

第 5 回：平成 30 年 8 月 9 日,リハビリテーション天草病院,参加者 9 名 

（印刷業者：1 名） 

第 6 回：平成 30 年 8 月 10 日,リハビリテーション天草病院 参加者 7 名 

第 7 回：平成 30 年 8 月 22 日, 大宮貸会議室 6 階会議室 C,参加者 5 名 

（小児福祉部：1 名,TEAM STACCATO：1 名） 

第 8 回：平成 30 年 9 月 8 日,リハビリテーション天草病院,参加者 5 名 

第 9 回：平成 30 年 11 月 16 日,リハビリテーション天草病院,参加者 8 名 

第 10 回：平成 30 年 12 月 17 日,リハビリテーション天草病院,参加者 10 名 

第 11 回：平成 30 年 12 月 18 日,リハビリテーション天草病院,参加者 10 名 

第 12 回：平成 31 年 1 月 9 日,リハビリテーション天草病院,参加者 11 名 

（印刷業者：1 名） 

第 13 回：平成 31 年 1 月 19 日,リハビリテーション天草病院,参加者 10 名 

第 14 回：平成 31 年 2 月 8 日,リハビリテーション天草病院,参加者 15 名 

 

2）取材活動日 

広報誌 Vol.5 

第 1 回：平成 30 年 6 月 1 日,埼玉医科大学,参加者 2 名（未来の理学療法士） 

広報誌 Vol.6 

第 2 回：平成 30 年 9 月 2 日,埼玉県立川島ひばりが丘特別支援学校,参加者 2 名 

（特集：こどもの福祉機器体験会） 

第 3 回：平成 30 年 11 月 7 日,人間総合科学大学 ,参加者 3 名（未来の理学療法士） 

広報誌 Vol.7 

第 4 回：平成 30 年 10 月 6 日,ウェスタ川越,参加者 3 名（特集：45 周年記念事業） 
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◆インターネット管理部     部長  原田 慎一（リハビリテーション天草病院） 

1.埼玉県理学療法士会データ管理システムの構築 

 埼玉県理学療法士会事務室で管理している会員情報について、従来のエクセルでの管理から日本理学療法

士協会の異動情報を自動で取り込める機能等を有するシステムによる管理となった。 

2.埼玉県理学療法士会 WEB サイトの作成・掲載・管理 

1)理学療法士の勤務する施設など検索ページの作成 

 当士会の事業局高齢者福祉部と小児福祉部、（一社）埼玉県作業療法士会、（一社）埼玉県言語聴覚士会との

合同事業で、WEB 上で埼玉県のリハビリテーション実施施設を検索できるシステム作りに参画した。名称は埼

玉県リハビリテーションマップと決定、閲覧画面・管理画面・施設管理者入力画面などのシステムや運用方法の

取り決めを行った。 

2)各部局ページの作成などレイアウト変更 

 各事業の報告書について、局別表示や、一般・関連職種向けページへの掲載など、内部システムの変更と表

示先の変更を実施した。 

 平成 30 年度のホームページの利用状況についてはスマートフォンでの利用が 61％を超え、昨年度と比べセ

ッション数が 4851 回増加し、ユーザー数は 5719 ユーザー増加した。 

 

3.総会出欠・議決権行使 WEB システムの運用 

 総会運営部・事務室・HP 作成業者と連携し、総会出欠・議決権行使システムの運用に携わった。 

4.埼玉県理学療法学会 WEB サイトの作成・掲載 

 第 27 回埼玉県理学療法学会広報局原田と連携し、学会 WEB サイトの作成・掲載作業を実施した。 

5.地域包括ケアシステム推進事業 WEB サイト掲載・管理 

 地域包括ケアシステム関連講習会の掲載依頼について、埼玉県理学療法士会 HP との連携性を確認しつつ、

掲載作業を実施した。 

事業名 日時 配布場所 対象 内容 配布数 備考

広報誌Vol.5 平成30年10月
会員所属施設,
地域包括支援
センター等

一般県民

理学療法士の活動
内容,施設や体操の
紹介等

県内に18,500部

広報誌Vol6 平成31年3月
会員所属施設,
地域包括支援
センター等

会員
一般県民

理学療法士の活動
内容,施設や体操の
紹介等

県内に18,500部

セッション ユーザー 直帰率
ページ/

セッション

平均セッション

時間

HPにアクセスしてから

離脱するまでの一連

の行動が１セッション

集計期間内の

ユーザー数

1ページしか閲覧せず

サイトから離脱した

ユーザーの割合

１セッションでの

平均閲覧ページ数

１セッションでの

平均滞在時間

126,758 48,975 47.06% 3.07 0:02:04

デバイス別セッション数

（割合）

デバイス別ユーザー数

（割合）
各デバイスの平均 各デバイスの平均 各デバイスの平均

1 mobile 77,887(61.45%) 28,992(59.13%) 51.11% 2.82 0:01:54
2 desktop 42,589(33.60%) 17,147(34.97%) 39.41% 3.52 0:02:23
3 tablet 6,282(4.96%) 2,894(5.90%) 48.68% 3.05 0:02:00

デバイス別集計

動行客集

HP分析項目

全体
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6.FACEBOOK ページ管理 

各事業の報告を目的とした FACEBOOK ページの管理を実施した。 

7.メールマガジンの発行及び登録推進 

平成 30 年度は 52 通（平成 29 年度は 55 通）送信した。2019 年 3 月 18 日現在のメールマガジン登録者は

延べ 3468 人（平成 29 年度末 3119 人）であった。 

8.埼玉県理学療法士会メールアドレスの作成・管理 

saitama-pt.or.jp ドメインのメールアドレスやパスワードの管理を実施した。 

9.写真素材の管理 

 事業局のスポーツサポート活動や小児福祉部の福祉体験会の様子がカメラマンによる撮影が実施された。広

報活動への承諾が得られた写真について管理を実施した。 

10.会議の開催 

1)インターネット管理部会議 

平成 30 年 4 月 23 日 リハビリテーション天草病院 参加者 4 名 

平成 30 年 5 月 23 日 リハビリテーション天草病院 参加者 4 名 

平成 30 年 7 月 6 日 足立区梅田学習センター 参加者 2 名 

平成 30 年 9 月 7 日 足立区梅田学習センター 参加者 2 名 

平成 30 年 10 月 25 日 リハビリテーション天草病院 参加者 6 名 

平成 30 年 12 月 20 日 リハビリテーション天草病院 参加者 4 名 

平成 31 年 2 月 5 日 リハビリテーション天草病院 参加者 5 名 

平成 31 年 3 月 10 日 リハビリテーション天草病院 参加者 4 名 

2)ホームページ作成会議（他局との連携） 

平成 30 年 6 月 11 日 リハビリテーションマップ作成会議 魚民南越谷南口駅前店 参加者 5 名 

平成 30 年 6 月 26 日 第 27 回県学会 HP 作成会議 リハビリテーション天草病院 参加者 3 名 

平成 30 年 11 月 30 日 理学療法-臨床・教育・研究-ページ作成会議 リハビリテーション天草病院 3 名 

 

◆理学療法週間推進部   部長  河合 麻美 （さいたま赤十字病院） 

１．理学療法フェスタ 2018 当日 

 

平成 30 年 7 月 15 日（日） 

 場所：ニットーモール 1 階イベント広場 

参加人数：１１名（理学療法週間推進部部員） 

 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
理学療法フェスタ 平成30年7月15日

(日)10:00～15:00
ニットーモール1階 　
　イベント広場

県内高校生およ
び一般県民

介護予防・健康
増進キャンペー
ン　理学療法
フェスタ2018～
カラダ×ココロ、
つながる未来へ
～

なし ①理学療法士の活動紹介(パ
ネル展示)②介護予防体操ス
テージ③体力測定、バランス
チャレンジ④高校生向け進路
相談⑤健康・介護に対する相
談⑥子育て支援ブース⑧オリ
パラ紹介

約1000名（啓発物品
配布、体力測定80名
以上・ステージ参加
50名以上・子育て支
援10名・進路相談数
名）
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1）第 1 回理学療法フェスタ合同会議：平成 30 年 3 月 7 日(水) 

 場所：さいたま市生涯学習センター7 階 講座室 2 

 参加人数： 9 名（理学療法週間推進部） 

2）第 2 回理学療法フェスタ合同会議：平成 30 年 5 月 7 日(月) 

 場所： 熊谷ティアラ 4 階会議室 

 参加人数： ７名（理学療法週間推進部） 

3）第 3 回理学療法フェスタ合同会議：平成 30 年６月 7 日（木） 

 場所：北本市市民交流プラザ 多目的ルーム 

 参加人数： 8 名（理学療法週間推進部） 

4)第 4 回理学療法フェスタ合同会議：平成 30 年 8 月 4 日（水） 

 場所：熊谷ティアラ 4 階会議室 

 参加人数： 8 名（理学療法週間推進部） 

5）フェスタ後会議：平成 30 年 8 月 2 日(木） 

 場所：熊谷駅周辺 

 参加人数：5 名（理学療法週間推進部） 

 参加人数：4 名（理学療法週間推進部） 
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職能局                           

局長  阿久澤 直樹（川越リハビリテーション病院） 

 

◆業務推進部   部長  三宮 将一（赤心堂病院） 

 

 

2.連盟との連携作業 

【埼玉県理学療法士連盟役員会議への参加】 

１）平成 30 年 1月 16 日 

２）平成 30 年 3月 8日 

３）平成 30 年 5月 14 日 

４）平成 30 年 7月 23 日 

５）平成 30 年 9月 10 日 

 

【日本理学療法士連盟主催研修会・懇親会への参加】 

１）平成 30 年 9月 22 日  

・研修会：「理学療法士におけるさらに強い組織づくりとは～自分達の将来を見据えて～」 

・懇親会：田中まさし君の飛躍を期待する集い 

２）平成 31 年 2月 22日  

・研修会：「選挙の基礎とその戦略について」 

・懇親会：明日への挑戦！田中まさし飛躍の会 

 

3.会議の開催 

・業務推進部会議 

 1) 第1回業務推進部会議 平成30年 5月9日、場所：シーノ大宮学習室1、参加人数：7名 

 2) 第2回業務推進部会議 平成30年 6月8日、場所：シーノ大宮講座室1 参加人数：6名 

 3) 第3回業務推進部会議 平成30年 7月24日、場所：桜木公民館 学習室 参加人数：4名 

4) 第4回業務推進部会議 平成30年12月5日、場所：シーノ大宮講座室2 参加人数： 5名 

5) 第5回業務推進部会義 平成30年12月19日、場所：シーノ大宮 学習室3 参加人数：6名 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
在宅医療連携
拠点事業との
連携事業

平成30年10月5日 大宮ソニックシティ
601会議室

理学療法士会員
作業療法士会員
言語聴覚士会員

在宅医療連携
拠点事業から見
える理学療法士
の未来

越谷市医療と介護の連携
窓口　野上めぐみ氏
春日部厚生病院　南本浩
之氏
南須原医院　山浦徹志氏
株式会社ハート＆アート　
ダイアリー茂木有希子氏
川越リハビリテーション病
院　大森智裕氏

　2025年超高齢社会、2040年多
死社会を迎えるにあたり、地域包
括ケアシステムの構築ならびに在
宅限界点を上げる取り組みの必
要性がある。多職種連携におい
ては、互いの職種の役割分担が
必要であるとともに、当事者が望
む目標を統一し、それぞれが役
割を果たすことが重要であること
を学びました。

58名 埼玉県作業療法士
会
埼玉県言語聴覚士
会との共催事業

働き方改革推進
事業

平成31年2月26日 大宮ソニックシティ
603会議室

会員・非会員 やりがいクリエ
イター養成研修
会

至誠堂整形外科　杉山健
治氏
上尾中央医療専門学校　
宮原拓也氏
川越リハビリテーション病
院　阿久澤直樹氏

働きやすい職場づくり、やりがい
のある働き方の推進に向けた講
演とグループワークを通して参加
者が自ら考える職場と働き方づく
りについて情報交換を行いまし
た。

31名
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6) 第 6 回業務推進部会義 平成 31 年 2 月 15 日、場所：シーノ大宮 学習室 2 参加人数：7名 

 

・職能局全体会議 

1）第１回全体会議 平成30年6月11日 大宮ソニックシティ 

2）第２回全体会議 平成30年12月13日 大宮ソニックシティ 

3）第３回全体会議 平成31年3月26日 大宮ソニックシティ 

 

在宅医療連携拠点事業との連携事業 

【在宅医療連携拠点事業から見える理学療法士の未来】 

    

働き方改革推進事業 

【やりがいクリエイター養成研修会】 
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◆医療保険部   部長  高野 利彦（熊谷総合病院） 

 

診療報酬改定研修会 

 

 

医療介護連携研修会 

 

  

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
診療報酬改定
研修会

平成30年5月29日 大宮ソニックシティ
906会議室

会員・非会員 診療報酬制度と改定
情報、リハビリテー
ションの現状

高野利彦（熊谷総合病
院）

医療保険制度と診療報
酬、診療報酬改定につ
いての講演とディスカッ
ション

87名

医療介護連携
研修会

平成30年8月28日 大宮ソニックシティ
906会議室

会員・非会員 急性期・回復期・老
健・在宅で求められる
サマリーの中身とは

海老澤玲（北里大学メディ
カルセンター）、茄子川知
浩（益子病院）、臼杵寛
（アクアリハビリテーション
病院）

病院と訪問事業所の視
点から必要な情報提供
とサマリーのあり方の
講演とディスカッション

81名

医療機関から始
める自立支援研
修会

平成30年12月15日 ウエスタ川越多目
的ホールCD

会員・非会員 医療機関で働く療法
士に求められる自立
支援の力とは？

竹村　仁（臼杵市医師
会コスモス病院）

入院中から自立支援を
促すための考え方と関
わり方の講演

77名
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医療機関から始める自立支援研修会 

医療保険部会議 

1) 第1回医療保険部会議 平成30年4月27日 シーノ７階講座室２ 13名

2) 第2回医療保険部会議 平成30年6月25日 シーノ大宮 7階講座室1 8名

3) 第3回医療保険部会議 平成30年8月3日 シーノ大宮 7階講座室2 9名

4) 第4回医療保険部会議 平成30年10月10日、場所：シーノ大宮 9階会議室2、参加人数： 9名

5) 第5回医療保険部会議 平成30年12月15日、場所：ウエスタ川越、参加人数：8名

6) 第6回医療保険部会議 平成31年1月18日、場所：大宮駅周辺、参加人数：6名

7) 第7回医療保険部会議 平成31年2月13日、場所：シーノ大宮 7階講座室2、参加人数6名

◆介護保険部 部長 佐々木 洋平（西武川越病院） 
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【介護保険部会議】 

 1) 第1回介護保険部会議 平成30年6月11日、場所：大宮ソニックシティ 601会議室、参加人数：12名 

 2) 第2回介護保険部会議 平成30年6月13日、場所：ウェスタ川越 会議室3、参加人数：10名（＋講師

3名） 

 3) 第3回介護保険部会議 平成30年7月18日、場所：バタフライ会議室、参加人数：9名 

4) 第4回介護保険部会議 平成30年9月21日、場所：ウェスタ川越 会議室4、参加人数： 7名 

5) 第5回介護保険部会議 平成30年10月23日、場所：東上パールビルヂング 第5ホール、参加人数：

9名 

6）第6回介護保険部会議 平成30年12月13日、大宮ソニックシティ 602会議室、参加人数8名 

7) 第7回介護保険部会議 平成31年1月9日、場所：ウェスタ川越 会議室3、参加人数：8名 

8) 第8回介護保険部会議 平成31年2月18日、場所：ウェスタ川越 研修室2、参加人数：6名 

 

【平成30年度介護報酬改定研修会】 

    
 

     

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
平成30年度介
護報酬改定研
修会

平成30年6月29日
19:00～21：00

大宮ソニックシティ
会議室602

会員・非会員 改定ポイントに
特化した取り組
みの共有

①杉浦 恵介 氏
（介護老人保健施設 遊）
②島田 達也 氏
（霞ヶ関南病院）
③早乙女 和幸 氏
（岡野クリニック）

①介護老人保健施設と平成
30年度改定における取り組
み
②通所系サービスと平成30
年度改定における取り組み
③訪問リハビリテーションと
平成30年度改定における取
り組み
④グループワーク（事業所運
営の課題を共有）

42名（埼玉県理学療
法士会員：39名、作
業療法士：1名、言語
聴覚士：2名）

要介護度改善モ
デル研修会

平成30年11月16日
19:00～21：00

埼玉会館（3C会議
室）

会員・非会員 自立支援の視
点に立った事業
所プランの在り
方

①阿久澤 直樹 氏
（川越リハビリテーション　）
②渡邉 賢治 氏
（新座志木中央総合病院）
③平田 樹伸 氏
（埼玉医大総合医療センター）
④佐々木 洋平 氏
（西武川越病院　理学療法
士）

①「現状把握とリハ・ケアの
ネクストステージ」
②「生活を支え拡げ、改善と
重度化予防を刷新する理学
療法士の視点」
③「本人のしたいことへの実
現へ、生活の工夫と彩を加え
る作業療法士の視点」
④全体討議「現場の声、課題
を踏まえて、具体的な解決方
法を考える」

49名（埼玉県理学療
法士会員：:40名、作
業療法士：8名、言語
聴覚士：1名）

地域包括ケア・
生活期改革事
業

平成31年1月23日
19:00～21：00

ウェスタ川越（活動
室１）

会員・非会員 改善に繋げる
事業所プログラ
ムの再考

① 佐藤　斎　氏
（地域リハビリケアセンターこ
んぱす春日部）
② 鈴木　章裕　氏
（リハビリこんぱす訪問看護ス
テーション）③阿久澤　直樹　
氏
（川越リハビリテーション病院

①「脱、お世話型！デイサー
ビスでの自立支援実践」
②「当事業所における個別支
援」
③「モデル事例を元気にする
事業所プログラムの立案」
（個人ワーク、グループワー
ク）

40名（埼玉県理学療
法士会員：38名、作
業療法士：2名）
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【要介護度改善モデル研修会】 

  

 

【地域包括ケア・生活期改革事業】 

  

 

 

◆地域包括ケア推進部  部長  倉林 泰士郎（戸田中央リハビリテーション病院） 
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事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
平成30年4月29日 埼玉健産連研修セ

ンター　大ホール
会員
埼玉県作業療法
士会
埼玉県言語聴覚
士会

地域包括ケア推
進リーダーの養
成

岡持 利亘氏　（霞ヶ関南病
院）
阿久澤　直樹氏(川越リハビ
リテーション病院)
倉林　泰士郎氏(戸田中央
リハビリテーション病院)
荒木 友希 氏（霞ヶ関南病
院）
渡部 慶和 氏（霞ヶ関南病
院）
高木　亮  氏（圏央所沢病
院）

協会指定の地域包括ケ
ア推進リーダー導入研
修の内容に、作業療法
士、言語聴覚士の役割
を含めた内容

PT58名　OT14名
ST10名　　計82名

平成30年10月27日 ウエスタ川越 活動
室１・２

会員
埼玉県作業療法
士会
埼玉県言語聴覚
士会

地域ケア会議推
進リーダーの養
成

倉林泰士郎氏 （戸田中央リ
ハビリテーション病院)
渡邉賢治氏（新座志木中央
総合病院）
阿久澤直樹氏 （川越リハビ
リテーション病院）
山口賢一郎氏 （上尾中央
総合病院）
薮崎純氏（埼玉医科大学総
合医療センター）
茂木有希子氏（株式会社
ハート＆アート）
高木 亮 氏（圏央所沢病院）

協会指定の地域包括ケ
ア推進リーダー導入研
修の内容に、作業療法
士、言語聴覚士の役割
を含めた内容

PT 36名　OT 18名
ST 1名　 計55名

平成31年3月9日 埼玉建産連研修セ
ンター

会員
埼玉県作業療法
士会
埼玉県言語聴覚
士会

地域ケア会議推
進リーダーの養
成

倉林泰士郎氏 （戸田中央リ
ハビリテーション病院)
渡邉賢治氏（新座志木中央
総合病院）
阿久澤直樹氏 （川越リハビ
リテーション病院）
穎川和彦氏 （上尾中央総
合病院）
薮崎純氏（埼玉医科大学総
合医療センター）
平田 樹伸 氏（埼玉医科大
学総合医療センター）
大住 雅紀氏（霞ヶ関南病
院）

協会指定の地域包括ケ
ア推進リーダー導入研
修の内容に、作業療法
士、言語聴覚士の役割
を含めた内容

PT 59名　OT 19名
ST ７名　 計85名

地域ケア会議 推
進リーダー実務

者研修会

平成31年3月23日 埼玉建産連研修セ
ンター

会員
埼玉県作業療法
士会
埼玉県言語聴覚
士会

地域包括ケア推
進リーダーの養
成

岡持利亘 氏(霞ヶ関南病
院)
杉田広ニ（ 埼玉県福祉部
地域包括ケア課
地域包括ケア担当）

地域包括ケア推進リー
ダー研修の内容を、埼
玉県で行われている事
業にかえ、埼玉県内で
の自立支援型の地域ケ
ア会議の助言者として
の実務者 養成研修

PT 53名　OT 16名
ST ６名　 計75名

平成30年４月８日 埼玉建産連研修セ
ンター

会員
埼玉県作業療法
士会
埼玉県言語聴覚
士会

介護予防推進
リーダーの養成

岡持 利亘（霞ヶ関南病院）
阿久澤　直樹（川越リハビリ
テーション病院）
佐藤　大志氏 (川越市地域
包括支援センター　連雀町)
大隈 統氏（PT　武蔵台病
院）
稲橋秀樹氏（OT　蓮田よつ
ば病院）
大森智裕氏（ST　川越リハ
ビリテーション病院）

協会指定の介護予防
推進リーダー導入研修
の内容に、作業療法
士、言語聴覚士の役割
を含めた内容

PT55名  OT13名
ST10名　　計78名

平成30年９月１日 ウエスタ川越 活動
室１・２

会員
埼玉県作業療法
士会
埼玉県言語聴覚
士会

介護予防推進
リーダーの養成

倉林　泰士郎氏（戸田中央
リハビリテーション病院）
阿久澤　直樹氏（川越リハ
ビリテーション病院）
頴川 和彦氏　（上尾中央総
合病院）
稲橋秀樹氏　（蓮田よつば
病院）
大森智裕氏　（川越リハビリ
テーション病院）
小牧隼人氏（鹿児島県　馬
場病院）

協会指定の介護予防
推進リーダー導入研修
の内容に、作業療法
士、言語聴覚士の役割
を含めた内容

PT55名　　OT13名
ST10名　　計78名

平成30年10月19日 大宮ソニックシ
ティー　906教室

会員
埼玉県作業療法
士会
埼玉県言語聴覚
士会

介護予防・地域
ケア会議に参加
するアドバイ
ザーのフォロー
アップ

佐藤孝臣先生
（株）ライフリー
作業療法士

全国で先駆け的に行っ
ている大分県の取り組
みを知り、埼玉県の地
域包括ケアシステムの
取り組みの参考とする

PT ５３名
OT １９名
ST７名
計７９名

平成30年11月9日 大宮ソニックシ
ティー　906教室

会員
埼玉県作業療法
士会
埼玉県言語聴覚
士会

介護予防・地域
ケア会議に参加
するアドバイ
ザーのフォロー
アップ

都築　晃氏
藤田医科大学
理学療法士

全国で先駆け的に行っ
ている愛知県豊明市の
取り組みを知り、埼玉
県の地域包括ケアシス
テムの取り組みの参考
とする

PT42名
　OT 14名
　ST 5名
　計61名

平成30年11月22日 埼玉会館
３C会議室

会員
埼玉県作業療法
士会
埼玉県言語聴覚
士会

介護予防・地域
ケア会議に参加
するアドバイ
ザーのフォロー
アップ

畑山 浩志 氏
兵庫県 洲本市
健康福祉部
理学療法士

全国で先駆け的に行っ
ている兵庫県洲本市の
取り組みを知り、埼玉
県の地域包括ケアシス
テムの取り組みの参考
とする

PT 44名
OT 9名
ST 4名
計57名

地域包括ケアシ
ステム　連携・連
動フォーラム

平成31年３月２日 彩の国すこやかぷ
らざ　セミナーホー
ル

会員・非会員 県内の地域包
括ケアシステム
に関わる他職種
での今までの取
り組みの共有と
今後の連携に
ついて確認する

埼玉県福祉部 地域包括ケ
ア課　今井隆元氏
埼玉県作業療法士会　平
田樹伸氏
さわやか福祉財団 岡野貴
代 氏
埼玉県理学療法士会岡持
利亘氏
大森智裕氏（川越リハビリ
テーション病院)
城真介氏（春日部厚生病
院)
中間浩一氏（霞ヶ関南病院)

埼玉県の地域包括ケア
システムに関わる事業
について振り返り、来年
度以降の事業をふま
え、関係協力者で、今
までの各市町で行われ
ている取り組みを共有
し、より地域包括ケアシ
ステムの推進のために
他職種連携につなげる

PT33名
　OT７名
ST２名

行政・包括12名
54名

介護予防・地域
包括ケア会議に
関わる実務者

フォローアップ研
修会

地域ケア会議
推進リーダー導

入研修

介護予防推進
リーダー導入研

修

◆地域包括ケア推進部
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地域包括ケア推進部会議 

1) 第1回地域包括ケア推進部会議

平成30年5月8日 場所：桜木公民館工作工芸室 参加人数：11人

2) 第2回地域包括ケア推進部会議

平成30年7月4日 場所：シーノ大宮 和室 参加人数：18人

3）第3回地域包括ケア推進部会議

（第1回ブラッシュアップ研修会準備会議）

 平成30年8月10日 場所：est est est 、参加人数：4人 

4)第3回地域包括ケア推進部会議

平成30年12月13日 場所：大宮ソニックシティ 参加人数：13人

5)第 4 回地域包括ケア推進部会議

平成 31 年 1 月 10 日 場所：桜木公民館 講座室 参加人数：4人

6)第 5 回地域包括ケア推進部会議

（第１回 地域ケア会議推進リーダー研修 準備会議・講師打ち合わせ）

平成31年２月25日、場所：桜木公民館5階 講座室、参加人数：８名 

【ブロック】 

東部ブロック

理事 瀧上 晃弘（介護老人保健施設 三郷ケアセンター） 

◆北エリア エリア長 飯塚 浩二（中田病院）

研修会風景  研修会風景 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考

第1回研修会
平成30年9月6日（木）
19:00～20:30

中田病院
会員・非会員

『変形性膝関節症
に対する触診評価
の基礎』

介護老人保健施設　
あさひな　近藤　淳　氏

膝の痛みに対する触診評価
やアプローチ方法を学び理解
を深めていく。

23名

第2回研修会　
交流会

平成30年12月8日（土）　
研修会　19：00～20：45　
交流会　20：50～21：30

白岡中央総合病院　
リハビリテーション
センター

会員・非会員
『SJF（関節ファシリ
テーション）の講義
と実技』

草加グリーンクリニック　
執行淳一　氏

SJFを通じて理学療法技術の
向上及び手段を増やす。

18名
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啓発活動事業風景                 公開講座風景 

 

＜北エリア運営会議＞ 

 ①研修会運営会議  

5 月 30 日 10 名 

  ②啓発活動運営会議 

   4 月 27 日 10 名 

   9 月 27 日 11 名 

  ②公開講座運営会議 

   7 月 23 日 8 名 

   11 月 6 日 16 名 

 

◆中央エリア エリア長 中村 高仁（リハビリテーション天草病院） 

 
  

啓発活動事業
平成30年10月21日（日）　　　　
　　　10：00～16：00

久喜駅西口周辺 一般県民

『理学療法士による
ロコモチェック！～
あなたの足腰年齢
は大丈夫？～』

ロコモチェックなどの評価を通
じて自身の体を知り、アドバ
イスを行う。

150名

公開講座
平成30年11月23日（金）　　　　
　　　10：00～12：30

コミュニティーセンター　
進修館

一般県民
『健康寿命を延ばそ
う～転ばない身体を
つくろう～』

公設宮代福祉医療        
セン ター六花　　          
大崎　玲子氏

講義や体操などを通じて疾病
予防に対する理解を深め、健
康増進に寄与する。

39名

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考

第1回研修会
平成30年8月8日（水）　　　　　
　　19：00～20：30

リハビリテーション天草
病院　リハビリテーショ
ン医学研究財団　3階大
会議室

会員・非会員
『HumanMovement　
　　　　‐正常運動分
析‐』

リハビリテーション天草　　
病院　　古澤　浩生　氏

神経学的な問題を持たない人

の姿勢、運動観察、分析とその

為のスキルの向上を培ってい

く。

29名

第2回研修会
平成31年2月7日（木）　　　
19：00～20：30

リハビリテーション天草
病院　リハビリテーショ
ン医学研究財団　3階大
会議室

会員・非会員
『車椅子シーティン
グ体験―座りたいと
思える姿勢のつくり
方―』

リハビリテーション天草　　
病院 阿部　高家　氏　　　　
フロンティア春日部　　　　

吉田　啓司　氏

車椅子座位保持の姿勢等の
問題点を把握し、より良好で
効果的な良肢位保持のため
の技術や取り組みを学ぶ。

60名

第3回研修会・　　　
交流会

平成31年2月21日（木）　　　　　
　　研修会　19：00～20：00　　
　　交流会　20：10～21：30

パイナホール　春日部
会員・非会員

『コミュニケーション
スキル　～3つの愛
～』

NPO法人ヒューマンシップ
コミュニティ　　　　　　　　　

佐野　幸子 氏

自分自身のコミュニケーション

スタイルを知り、患者・利用者の

タイプにあわせた対応を学ぶ。
25名
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研修会風景                     交流会風景 

 

 

  

啓発活動事業風景 

 

＜中央エリア運営会議＞ 

 ①研修会運営会議  

9 月 21 日 7 名 

10 月 3 日 14 名 

10 月 29 日 8 名 

　　　　　　　　
　啓発活動事業

平成30年9月9日（日）　　　　　
10:00～15:00

越谷市市民活動支援セ
ンター5階

一般県民

『理学療法士による
体力測定や使用器具

を体験して健康増進
を図る！』

無し

体力測定や運動指導と通じ
て、地域住民の方々への啓
発活動を行う。

66名

　　　　　　　　
　啓発活動事業

平成30年10月21日（日）　　　　
　10:00～15:30

松伏記念公園

一般県民

『理学療法士による

体力測定や使用器具
を体験して健康増進

を図る！』

無し

体力測定や運動指導と通じ
て、地域住民の方々への啓
発活動を行う。

130名
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11 月 5 日 11 名 

12 月 10 日 8 名 

1 月 16 日 9 名 

 

  ②啓発活動運営会議 

   7 月 27 日 18 名 

   9 月 6 日  5 名 

   10 月 12 日 12 名 

 

◆南エリア エリア長 榎本 隆（三郷中央総合病院） 

 

 

  

第 1 回研修会風景                  第 2 回研修会風景 

 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考

第1回研修会
平成30年12月19日（水）　　　
　　19:00～20:30

さいゆうヴィレッジ3階 
会議室2・3

会員・非会員
『腰椎変性側湾症の

評価と治療の実際〜

症例から得られたも

の〜』

八潮中央総合病院　　　　
　新井　龍一氏

腰椎変性側湾症の症例につ
いて実際に行なった評価や
治療方法について学び、意

見交換などを行う

27名

第2回研修会
平成31年2月19日（火）　　　　
　　　19：00～21：00

さいゆうヴィレッジ3階 
会議室2・3

会員・非会員
『肩関節障害に対
する理学療法評価

と治療の実際』

人間総合科学大学　　　　
吉田　一也 氏

解剖など基礎的な内容もから
触診や治療展開等実技を交

えた内容を学ぶ
31名

第3回研修会
平成31年3月22日（金）　　　
19：00～20：30

三郷中央総合病院
会員・非会員 『地域における認知

症分野への関わり』
三郷中央総合病院　　　　

榎本　隆氏

地域に根ざした活動の紹介
から横の関係作りと認知症

分野への理解を深める
未定

啓発活動事業
平成30年9月29日（日）　　　　
　10:00～15:00

セナリオハウス　　　
フィールド三郷

一般県民
『理学療法士による

体力測定を体験して

健康増進！』
無し

体力測定や運動指導と通じ
て、地域住民の方々への啓

発活動を行う。
雨天のため延期

　　　　　　　
啓発活動事業 平成30年11月11日（日）　　　

　　10:00～16:00
ららぽーと新三郷　　
IKEA新三郷

一般県民
『理学療法士による

体力測定を体験して

健康増進！』
無し

体力測定や運動指導と通じ
て、地域住民の方々への啓

発活動を行う。
190名
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啓発活動事業風景                 啓発活動事業風景 

 

＜南エリア運営会議＞ 

  ・研修会運営会議 

   6 月 8 日  14 名 

   7 月 30 日 16 名 

   10 月 31 日 11 名 

   11 月 19 日 9 名 

  ＜越谷リハビリ連絡協議会会議＞ 

   4 月 17 日 14 名 

   5 月 17 日 3 名 

   11 月 15 日 13 名 

   12 月 5 日 6 名 

   2 月 28 日 7 名 

 ＜草加リハビリ連絡協議会会議＞  

   8 月 1 日 10 名 

   10 月 3 日 10 名 

   2 月 6 日 12 名 

  ＜エリア長会議＞ 

   5 月 7 日 4 名 

   7 月 20 日 2 名 

   10 月 2 日 9 名 

   10 月 4 日 3 名 

   2 月 6 日  5 名 

   3 月 7 日  7 名 
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  ＜東部ブロック全体会議＞ 

   6 月 22 日 39 名 

   3 月 18 日 30 名 

 

 

【西部ブロック】 

 理事     杉浦 恵介 （圏央所沢病院/介護老人保健施設 遊） 

１．西部ブロック公開講座、西部ブロック研修会 

 

   

西部ブロック公開講座               西部ブロック研修会 

 

2．西部ブロックエリア長会議 

1) 第 1 回 平成 30 年 11 月 19 日、いちげん、参加者：7名 

2) 第 2 回 平成 30 年 12 月 3 日、いちげん、参加者：7名 

 

◆川越エリア エリア長 吉川 貴矩（大生水野クリニック） 

１．川越エリア研修会 

 

 

２．川越エリア交流会（市町村連絡会議） 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
公開講座 平成30年8月12日（日）

14:00～16:00
アトレマルヒロ7階
スペース・セブン 一般県民

介護予防・認知
症予防のワンポ
イント講座

圏央所沢病院　高野
大智 氏　あさひ病院
倉元貴志 氏

介護予防・認知症予防
について

35名

研修会 平成31年1月31日（木）
19:00～21:00

ウェスタ川越 会員・非会員 理学療法士の
課題と展望

日本理学療法士協
会 田中昌史 氏

理学療法士の置かれて
いる現状など

81名

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
第1回研修会 平成30年7月19日（木）

19:00～21:00
医学アカデミー 会員・非会員 症例検討と発表

の仕方
埼玉医科大学　國澤
洋介 氏

症例検討のまとなどに
ついてめ方

46名 新プロB-4

第2回研修会 平成30年12月12日（水）
19:00～21:00

大生病院 会員・非会員 災害リハビリ
テーションにつ
いて

狭山神経内科病院
今井哲也 氏、芝崎
伸彦 氏

災害時のリハビリテー
ションについて

50名

症例検討会 平成30年11月28日
（水）19:00～21:00

医学アカデミー 会員・非会員 症例検討会 演題数8 63名 発表者は新プロ
C-6

第3回研修会 平成31年2月21日
（木）19:00～21:00

大生病院 会員・非会員 基礎ピラティス
～呼吸を深め、
体幹を意識する
～

栗山絵美理 氏 ピラティスの基礎を習う 30名
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平成 30 年 11 月 30 日、川越駅周辺、参加者：32 名

３．川越エリア運営会議 

1)第１回 平成 30 年 6 月 7 日、医学アカデミー、参加者：16 名

2)第 2 回 平成 31 年 2 月 18 日、川越駅周辺、参加者：5名

3)第 3 回 平成 31 年 3 月 10 日、医学アカデミー、参加者：22名

症例検討会（川越エリア） 

◆所沢エリア エリア長  長島 秀幸（所沢ロイヤル病院）

１．所沢エリア研修会 

第 3回研修会（所沢エリア） 症例検討会（所沢エリア） 

２．所沢エリア交流会（市町村連絡会議） 

平成 30 年 10 月 19 日（金）、所沢駅周辺、参加者：39 名 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
第1回研修会 平成30年7月19日（木）

19:00～21:00
国立障害者リハビ
リテーションセン
ター

会員・非会員 Pusher現象の
評価と治療の考
え方

埼玉医科大学国際
医療センター　藤本
雄次 氏

Pusherの評価と治療に
ついて

74名 新プロC-1

第2回研修会 平成30年9月14日（金）
19:00～21:00

明生リハビリテー
ション病院

会員・非会員 急性期整形外
科診療における
骨粗鬆症の最
前線

所沢明生病院　安岡
宏樹 氏

医師による最新の骨粗
鬆症の治療について

28名

第3回研修会 平成30年11月28日
（水）19:00～21:00

入間産業文化セン
ター

会員・非会員 車いすのシー
ティング

原田病院　山本　久
氏

車いすのシーティングに
ついて

40名 新プロC-5

症例検討会 平成31年1月24日
（木）19:30～21:00

入間産業文化セン
ター

会員・非会員 症例検討会 演題数32、ポスター形
式

82名 発表者は新プロC-
6
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３．所沢エリア運営会議 

1）第 1回 平成 30 年 4 月 19 日、介護老人保健施設 遊、参加者：16 名

◆三芳エリア エリア長  安本 誠志（ＴＭＧあさか医療センター）

１．三芳エリア研修会 

第１回研修会（三芳エリア） 

◆秩父エリア エリア長  横山 秀則（介護老人保健施設 縄文の里長瀞倶楽部）

１．秩父エリア研修会 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
第1回研修会 平成31年1月22日

（火）19:00～20:30
TMGあさか医療
センター

会員・非会員 今後の臨床実
習を考える　～
受け入れる側
の準備は大丈
夫？～

文京学院大学　望月
久 氏

臨床実習制度の変更
点について準備するこ
と

33名 新プロE-1

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
第1回研修会 平成30年6月16日（土）

14:00～18:00
秩父市立病院 会員・非会員 臨床動作分析

～トランスファー
～

山梨リハビリテーショ
ン病院　北山哲也 氏

トランスファーの動作分
析から評価と治療を考
える

30名 新プロC-1、脳卒
中、神経のいずれ
か1ポイント

第2回研修会 平成30年7月18日（水）
18:30～20:30

皆野病院 会員・非会員 臨床実習がどう
変わる！？

葵メディカルアカデ
ミー　小川紀子 氏

臨床実習制度の変更
点について

42名

第3回研修会 平成30年11月29日
（木）18:30～20:00

秩父市福祉女性会
館

会員・非会員 症例検討会 症例検討5例 36名 発表者は新プロ
C-6

第4回研修会 平成31年1月23日
（水）18:30～20:30

介護老人保健施設
縄文の里　長瀞倶
楽部

会員・非会員 安全な離床の
進め方　～検査
データとフィジカ
ルアセスメント
を活用したリス
ク管理～

日本離床研究会　飯
田　祥 氏

離床を進めていく上で
のリスク管理について

28名 新プロC-3
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２．秩父エリア交流会（市町村連絡会議） 

平成 30 年 5 月 18 日、秩父駅周辺、参加者：42 名（非会員 17 名） 

３．秩父エリア運営会議 

1）第１回 平成 30 年 7 月 12 日、デイサービスももとせ学校、参加者：7名

2）第 2回 平成 30 年 9 月 12 日、清水病院、参加者：4名

3）第 3回 平成 31 年 1 月 17 日、清水病院、参加者：7名

南部ブロック

理事 髙宮 尚之（田中ファミリークリニック） 

1．南部ブロック運営会議

1) 第 1 回 平成 30 年 6 月 4日、桜木公民館、参加者：30 名

2) 第 2 回 平成 30 年 10 月 11 日、生涯学習総合センター、参加者：17 名

3）第 3回 平成 31 年 1 月 29 日、桜木公民館、参加者：32 名

2．理事エリア長会議 

1）第 1回 平成 30 年 4 月 19 日、桜木公民館、参加者：4名

2）第 2回 平成 30 年 9 月 26 日、生涯学習総合センター、参加者：5名

3．会計会議 

1）第 1回 平成 30 年 10 月 12 日、シーノ大宮、参加者：7名

2）第 2回 平成 31 年 1 月 11 日、シーノ大宮、参加者：7名

3）第 3回 平成 31 年 2 月 22 日、シーノ大宮、参加者：6名

◆県央エリア エリア長 河井 剛（こうのすナーシングホーム共生園）

1．県央エリア研修会
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1）研修会Ⅱ事前会議 平成 30 年 7 月 31 日、北里大学メディカルセンター、参加者：7名

2）研修会Ⅲ事前会議 平成 30 年 7 月 30 日、埼玉県総合リハビリテーションセンター、参加者：3名

研修会Ⅲ 

2．県央エリア交流会 

3．県央エリア運営会議 

1）第 1回 平成 30 年 4 月 25 日、北里大学メディカルセンター、参加者：11 名

2）第 2回 平成 30 年 6 月 11 日、北里大学メディカルセンター、参加者：14 名

3）第 3回 平成 30 年 7 月 31 日、北里大学メディカルセンター、参加者：10 名

4）第 4回 平成 30 年 9 月 18 日、北里大学メディカルセンター、参加者：12 名

5）第 5回 平成 30 年 11 月 27 日、北里大学メディカルセンター、参加者：11 名

6）第 6回 平成 31 年 2 月 4日、北里大学メディカルセンター、参加者：15 名

◆さいたまエリア エリア長 宇野 潤（介護老人保健施設きんもくせい）

1．南部ブロック公開講座

1）事前会議 平成 30 年 7 月 2日、桜木公民館、参加者：14 名

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
研修会Ⅰ 平成30年6月22日 上尾中央総合病院1

階 臨床研修セン
ター

会員・非会員 県央圏域におけるセラ
ピストの役割と現状

上尾中央総合病院
山口 賢一郎　氏

県央圏域におけるセラピストの役割
と現状というテーマで、埼玉県地域
リハビリテーション・ケアサポートセ
ンター県央圏域代表である山口賢
一郎氏より講義を行った。

30名（会員） 単位認定
新プロ　Ｃ－５

研修会Ⅱ 平成30年8月24日 北里大学メディカル
センター2階 AB会
議室

会員 はじめましょう！栄養リ
ハビリテーションと栄
養理学療法

武蔵台病院
大隈 統　氏
（NST専門療法士）

栄養リハビリテーションにおいて理
学療法士が行うべき栄養評価と臨
床での具体的な取り組み方につい
て、NST専門療法士の資格を有す
る大隈統氏が講義を行った。

66名（会員） 単位認定
新プロ　Ｃ－４

研修会Ⅲ 平成30年10月30日 埼玉県総合リハビリ
テーションセンター
理学療法室

会員 姿勢・動作分析と車椅
子の活用

埼玉県総合リハビリ
テーションセンター
清宮 清美　氏

姿勢・動作分析（主にマット評価に
ついて）からみた車椅子の選定方
法について実技を交えて埼玉県総
合リハビリテーションセンターの清
宮清美氏が講義を行った。

32名（会員） 単位認定
新プロ　Ｃ－５

症例検討会 平成30年11月30日 桶川市民ホール 会員・非会員 症例検討会 演者　7名 症例発表7演題 38名
（発表者含む）

単位認定
新プロ　Ｃ－６
　（発表者のみ）

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
交流会Ⅰ 平成30年6月22日 上尾中央総合病院1階

臨床研修センター
会員・非会員 研修会Ⅰ参加者及び

講師との交流
13名（会員）

交流会Ⅱ 平成30年8月14日 鳥貴族桶川店 会員・非会員 症例検討会演者と参加
者の交流

20名（会員）
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 2）事後会議 平成 30 年 7 月 19 日、桜木公民館、参加者：10 名 

   

2．さいたまエリア研修会 

 

1）地域連携会議事前会議 平成 30 年 4 月 10 日、丸山記念総合病院、参加者：9名 

 2）地域連携会議事前会議 2 平成 30 年 6 月 14 日、田中ファミリークリニック、参加者：2名 

3）研修会Ⅲ事前会議 平成 30 年 5 月 21 日、丸山記念総合病院、参加者：9名 

4）代表者会議事前会議 平成 30 年 6 月 12 日、埼玉県立小児医療センター、参加者：9名 

5）代表者会議事前会議 2 平成 30 年 9 月 4日、埼玉県立小児医療センター、参加者：8名 

6）研修会Ⅳ（症例検討会）事前会議 平成 30 年 9 月 4日、埼玉県立小児医療センター、参加者：8名 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
地域連携会議 平成30年6月19日 埼玉県総合医局機

構　地域医療セン
ター　研修室

会員・非会員 診療報酬・介
護報酬同時改
定後の各施設
での取り組み
について

①さいたまエリア活動紹
介
②ダブル改定について
のグループワーク

39名
（内　非会員5名
PT1名、OT2名、ST2
名）

研修会Ⅰ-① 平成30年6月29日 埼玉県総合医局機
構　地域医療セン
ター　仮想病室

会員・非会員 動作改善のた
めのPNF（技術
編）

人間総合科学大学
富田浩　氏
人間総合科学大学
秋山純和　氏

ＰＮＦの概論と臥位での
テクニックの実技

30名（会員） 単位認定
専門　神経理学療法
認定　脳卒中・神経筋障害・
　　　　脊髄障害・発達障害
新プロ　Ｃ－１

研修会Ⅰ-② 平成30年7月6日 埼玉県立小児医療
センター　3階理学
療法室

会員・非会員 動作改善のた
めのPNF（技術
編）

人間総合科学大学
富田浩　氏
人間総合科学大学
秋山純和　氏

ＰＮＦを用いた寝返りや
歩行の誘導の実技

28名（会員） 単位認定
専門　神経理学療法
認定　脳卒中・神経筋障害・
　　　　脊髄障害・発達障害
新プロ　Ｃ－１

研修会Ⅱ-① 平成30年8月7日 埼玉県立小児医療
センター　3階理学
療法室

会員・非会員 動作改善のた
めのPNF（技術
編）

人間総合科学大学
富田浩　氏
人間総合科学大学
秋山純和　氏

ＰＮＦの概論と臥位での
テクニックの実技

30名（会員） 単位認定
専門　神経理学療法
認定　脳卒中・神経筋障害・
　　　　脊髄障害・発達障害
新プロ　Ｃ－１

研修会Ⅱ-② 平成30年8月14日 埼玉県総合医局機
構　地域医療セン
ター　仮想病室

会員・非会員 動作改善のた
めのPNF（技術
編）

人間総合科学大学
富田浩　氏
人間総合科学大学
秋山純和　氏

ＰＮＦを用いた寝返りや
歩行の誘導の実技

29名（会員） 単位認定
専門　神経理学療法
認定　脳卒中・神経筋障害・
　　　　脊髄障害・発達障害
新プロ　Ｃ－１

研修会Ⅲ-① 平成30年10月26日 市民会館うらわ
ホール

会員・非会員 肩関節障害と理
学療法

文京学院大学
具志堅敏　氏

①肩関節の構造と機能
②肩関節障害の評価

141名
（内　他県士会員2
名、非会員1名、学生
1名）

単位認定
専門　運動器
認定　運動器
新プロ　Ｃ－２

研修会Ⅲ-② 平成30年11月2日 市民会館うらわ
ホール

会員・非会員 肩関節障害と理
学療法

文京学院大学
具志堅敏　氏

③肩関節疾患の病態と
理学療法

138名
（内　他県士会員2
名、非会員1名、学生
1名）

単位認定
専門　運動器
認定　運動器
新プロ　Ｃ－２

代表者会議 平成30年11月16日 市民会館うらわ
705・706集会室

会員・非会員 人事考課につ
いて考える

①西大宮病院
渋谷真弘　氏

①アンケート集計報告
②人事考課についての
グループワーク

23名（会員）

研修会Ⅳ
（症例検討会）

平成31年1月25日 埼玉県総合医局機
構　地域医療教育
センター　研修室

会員・非会員 症例検討会 演者　11名 症例発表11演題 60名（会員・発表者
含む）

単位認定
新プロ　Ｃ－６
　（発表者のみ）

平成30年度
南部ブロック事業報告（公開講座）

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
公開講座 平成30年7月15日 ソニックシティ

601会議室
一般県民 「女性のからだ

を考える」
第１部「骨盤底
筋体操　～女性
のマイナートラ
ブル～」
第2部「産前・産
後のボディケ
ア」

第1部
春日部中央総合病
院リハビリテーション
科
井澤美保　氏
第2部
埼玉県立大学保健
医療福祉学部理学
療法学科
須永康代　氏

第1部は骨盤底筋運動
で尿失禁予防につい
て実技を交えて講
義。第2部は産前・産
後の女性のからだの
特徴やからだの動か
し方について実技と
講義。

96名
（＋こども36名）
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研修会Ⅲ 

3．さいたまエリア交流会 

 

 

4．さいたまエリア運営会議 

 1）第 1回 平成 30 年 4 月 23 日、生涯学習センター、参加者：15 名 

 2）第 2回 平成 30 年 8 月 6日、桜木公民館、参加者：18 名 

 3）第 3回 平成 30 年 11 月 13 日、桜木公民館、参加者：14 名 

4）第 4回 平成 31 年 1 月 28 日、生涯学習センター、参加者：15 名 

5）第 5回 平成 31 年 2 月 8日、生涯学習センター、参加者：17 名 

 

◆南エリア エリア長 金子 佳弘（済生会川口総合病院） 

1．南部ブロック専門認定理学療法士研修会 

 

1）事前会議 平成 30 年 6 月 18 日、益子病院、参加者：9名 

 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
交流会Ⅰ 平成30年7月6日 鳥光國

さいたま新都心店
会員・非会員 研修会Ⅰ参加者及び

講師との交流
19名（会員）

交流会Ⅱ 平成30年8月14日 健康中華庵　青蓮
さいたま新都心店

会員・非会員 研修会Ⅱ参加者及び
講師との交流

12名（会員）

交流会Ⅲ 平成30年11月16日 市民会館うらわ
705・706集会室

会員・非会員 代表者会議参加者の交
流

21名（会員）

交流会Ⅳ 平成31年1月25日 隠れ屋個室居酒屋
ハレルヤ　さいたま
新都心店

会員・非会員 研修会Ⅳ参加者との交
流

28名（会員）

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
専門認定理学
療法士研修会

①平成30年12月3日
②平成30年12月10日

川口総合文化セン
タ－・リリア

会員・非会員 脳卒中リハビリ
テ-ションの実際
～全体から細
部へ～

リハビリテ－ション天
草病院
小澤佑介　氏

体幹機能評価やアプ
ローチ方法、動作分析
のポイント等について

①93名（会員91名、
他県士会員2名）
②90名（会員88名、
他県士会員2名）

単位認定
専門　神経理学療法
認定　脳卒中
新プロ　Ｃ－１
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2．南エリア研修会 

 

 1）地域連携会議事前会議 平成 30 年 5 月 7日、グリーンビレッジ安行、参加者：9名 

 2）研修会Ⅰ事前会議 平成 30 年 7 月 5日、今井病院、参加者：2名 

 3）研修会Ⅱ事前会議 平成 30 年 7 月 9日、戸田中央リハビリテーション病院、参加者：4名 

 4）研修会Ⅲ事前会議 平成 30 年 9 月 6日、益子病院、参加者：7名 

 5）症例検討会事前会議 平成 30 年 12 月 11 日、東川口病院、参加者：9名 

 

 

3．南エリア交流会 

 

 

4．南エリア運営会議 

 1）第 1回 平成 30 年 4 月 23 日、益子病院、参加者：9名 

 2）第 2回 平成 30 年 10 月 16 日、東川口病院、参加者：13 名 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
地域連携会議 平成30年6月25日 東川口病院 会員・非会員 診療報酬・介護

報酬同時改訂
後の各施設で
の取り組みにつ
いて

なし テ－マについて、グル
－プディスカッションを
中心とした情報交換

16名（会員16名）

研修会I-① 平成30年7月24日 戸田中央リハビリ
テ－ション病院

会員・非会員 運動器触察法
の紹介とその臨
床応用

埼玉医科大学　保健
医療学部
乙戸嵩寛　氏

解剖学的講義、触診デ
モンストレ－ション、触
察実習

28名（会員26名、都
士会員2名）

単位認定
専門　運動器
認定　運動器・切断
　　　　スポーツ・徒手
新プロ　Ｃ－２

研修会I-② 平成30年7月31日 戸田中央リハビリ
テ－ション病院

会員・非会員 運動器触察法
の紹介とその臨
床応用

埼玉医科大学　保健
医療学部
乙戸嵩寛　氏

解剖学的講義、触診デ
モンストレ－ション、触
察実習

28名（会員26名、都
士会員2名）

単位認定
専門　運動器
認定　運動器・切断
　　　　スポーツ・徒手
新プロ　Ｃ－２

研修会II 平成30年9月20日 戸田中央リハビリ
テ－ション病院

会員・非会員 摂食嚥下に対
するシ－ティン
グの考え方

戸田中央リハクリ
ニック
竹内章朗　氏

症例から学ぶ、車いす
のシ－ティングや姿勢
変化に伴う嚥下機能に
ついて

29名（会員29名） 単位認定
新プロ　Ｃ－４

研修会III 平成30年11月21日 東川口病院 会員・非会員 経営者の視点
からみる経営指
標と地域での取
り組み

合同会社リハビリコ
ンパス
袴田徹　氏

理学療法士の起業した
方に話を聞いてみよう

27名（会員26名、都
士会員1名）

単位認定
新プロ　Ｃ－５

症例検討会 平成31年1月25日 東川口病院 会員・非会員 症例検討会 演者　6名 症例発表　演題 21名（会員21名） 単位認定
新プロ　Ｃ－６
　（発表者のみ）

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
交流会I 平成30年7月31日 中華旬彩酒屋ぼん

ぼん
会員・非会員 研修会内容についての

意見交換
20名（会員20名）

交流会II 平成30年11月21日 和民（東川口店） 会員・非会員 研修会内容についての
意見交換

20名（会員20名）

交流会Ⅲ 平成31年1月25日 和民（東川口店） 会員・非会員 症例検討会後の意見
交換

20名（会員20名）
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 3）第 3回 平成 31年 2月 12日、益子病院、参加者：16名 

 

北部ブロック                           

理事  大沼 貴広（東松山医師会病院） 

 

◆ 熊谷エリア     エリア長 横山 浩康（熊谷総合病院） 

◆ 東松山エリア    エリア長 桜井 徹也（石井クリニック） 

◆ 坂戸エリア     エリア長 川﨑 新太郎（坂戸中央病院） 

◆ 深谷・本庄エリア  エリア長 真下 和貴（うちリハ深谷） 

 

1. 理学療法フェスタ 2018 

 

   

体力測定の様子             お子様と記念撮影 

 

2. 平成 30年度研修会 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
理学療法フェ
スタ2018

平成30年7月15日（日）
10時～15時

熊谷ニットモール 一般県民、高校生 カラダ×ココロ、つながる未来へ 介護予防体操ステー
ジ、体力測定ブース、子
育て支援ブース、養成
校パンフレットコー
ナー、学療法士の活動
展示コーナー

多数
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     ブロック研修会              症例検討会 

 

3.ブロック会議 

1)第 1回 

日時：平成 30年 5月 31日(木)  ※田中まさし先生講演会と同時開催 

場所：東松山市民文化センター（東松山エリア） 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
第1回坂戸エリア研修会 平30年5月24日(木）

19時～20時30分
坂戸中央病院 会員

非会員
内部障害患者に対する
リハビリテーション　呼
吸編

高木敏之先生（埼玉
医科大学国際医療セ
ンター）

テーマに基づいた講義 54名

北部ブロック講演会 平成30年5月31日(木）
19時～20時30分

東松山市民文化センター 会員
非会員

同時改定から見える理
学療法士の展望

田中昌史先生（日本
理学療法士協会理
事）

テーマに基づいた講義 89名

平成30年度第1回行田市町
村研修会

平成30年6月9日（木）
19時～20時30分

行田中央総合病院 会員
非会員

「認知症の理解と関わ
り」 ｢行田市の地域包括
ケアシステムの理解と
進捗状況｣

谷本力也先生（きら
めき認知症トレー
ナー協会）、阿久津
彰良先生（行田中央
病院）

テーマに基づいた講義 25名

第１回深谷・本庄エリア研修
会

平成30年8月10（木）
19時～20時30分

埼玉よりい病院 会員
非会員

筋、筋膜からみた肩関
節へのアプローチ

櫻本一平先生（佐久
総合病院）

テーマに基づいた講義 60名

第2回坂戸エリア研修会 平成30年8月23（木）
19時～20時30分

坂戸中央病院 会員
非会員

内部障害患者に対する
リハビリテーション　循
環編

外山洋平先生（埼玉
医科大学国際医療セ
ンター）

テーマに基づいた講義 49名

北部ブロック講演会 平成30年10月11（木）
19時～20時30分

東松山市民文化センター 会員
非会員

輝ける理学療法士の将
来を迎えるために、今で
きること

小川かつみ先生（自
由民主党参議院議
員）

テーマに基づいた講義 145名

第1回熊谷エリア研修会 平成30年10月30（火）
19時～20時30分

埼玉慈恵病院 会員
非会員

脳血管疾患患者の動作
分析①

古澤浩生先生　(リハ
ビリテーション天草病
院）

テーマに基づいた講義 60名

平成30年度第2回行田市町
村研修会

平成30年11月24（土）
19時～21時30分

行田中央総合病院 会員
非会員

「災害リハビリテーショ
ン」 、｢行田市委託によ
る地域リハビリテーショ
ン事業について｣

飯塚雄大先生（老人
保健施設はなぶさ）、
阿久津　彰良先生
（行田中央総合病
院）

テーマに基づいた講義 41名

北部ブロック研修会 平成30年11月25（日）
13時～16時30分

石井クリニック 会員
非会員

腰部・骨盤帯の評価と
治療について

来間弘展先生（首都
大学東京）

テーマに基づいた講
義、実技

39名 認定・専門理学
療法士履修ポイ
ント対象

東松山・比企地区市町村研
修会

平成30年12月6（木）
19時～20時30分

埼玉成恵会病院　成恵ケアセ
ンター

会員
非会員

「多職種協働」　地域ケ
ア会議での療法士の役
割

矢吹理子先生（武蔵
嵐山病院）

テーマに基づいた講義 37名

第2回深谷・本庄エリア研修
会

平成30年12月7（金）
19時～20時30分

吉沢病院 会員
非会員

「リハビリテーションの理
念と実践」本当の意味で
の自立支援とは何か

臼田修久先生（田中
病院）

テーマに基づいた講義 32名

第2回熊谷エリア研修会 平成30年12月13（火）
19時～20時30分

男女共同参画推進センター
｢ハートピア｣

会員
非会員

脳血管疾患患者の動作
分析②

古澤浩生先生　(リハ
ビリテーション天草病
院）

テーマに基づいた講義 31名

症例検討会 平成31年1月24（木）
19時30分～21時00分

坂戸市文化館 会員
非会員

座長：埼玉医科大学
大久保雄先生
症例提示：熊谷総合
病院、関越病院、丸
木記念福祉メディカ
ルセンター、国際医
療センター、いずみ
ケアセンター

症例検討・講義 65 名
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参加者：89 名 

2)第 2 回 

日時：平成 30 年 10 月 11 日（木） ※小川かつみ先生講演会と同時開催 

場所: 東松山市民文化センター（東松山エリア） 

参加者：145 名 

   

田中まさし先生講演会（5月 31）    小川かつみ先生講演会（10 月 11 日） 

 3)第 3 回 

  日時：平成 31 年 1 月 24 日（木） ※症例検討会と同時開催 

  場所：坂戸市文化会館 第 1 会議室（坂戸エリア） 

  参加者：65 名 

   

坂戸エリア交流会           坂戸エリア研修会 

4. ブロック交流会 

1) 第 1 回坂戸エリア交流会 

日時：平成 30 年 5 月 24 日（木） 

    場所：坂戸中央病院（坂戸エリア）  

    参加者：30 名 

2)第 1 回交流会（新人歓迎会 BBQ） 

日時：平成 30 年 5 月 27 日（日）  

場所：嵐山渓谷（東松山エリア） 

参加者：88 名 
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北部ブロック新人歓迎ＢＢＱ 

3) 第 1 回深谷・本庄エリア交流会

日時：平成 30 年 8 月 10 日(金)

場所：深谷駅周辺（深谷・本庄エリア）参加者：15 名

深谷・本庄エリア研修会 東松山エリア交流会 

4)第 2 回坂戸エリア交流会

   日時：平成 30 年 8 月 23 日(木)  

   場所：坂戸中央病院（坂戸エリア） 

参加者：30 名 

5）第 1回東松山エリア交流会

 日時：平成 30 年 10 月 11 日（木） 

 場所：東松山駅周辺（東松山エリア） 

 参加者：25 名 

6）第 1回熊谷エリア交流会

日時：平成 30 年 10 月 30 日(火)

場所：埼玉慈恵病院（熊谷エリア）

参加者：30 名

7)第 2 回東松山エリア交流会
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日時：平成 30 年 11 月 25 日(日)  

場所：石井クリニック（東松山エリア） 

    参加者：40 名 

8)深谷・本庄エリア交流会 

  日時：平成 30 年 12 月 7 日（金） 

  場所：本庄駅周辺（深谷・本庄エリア） 

  参加者：30 名 

9)熊谷エリア交流会 

  日時：平成 30 年 12 月 13 日（木） 

  場所：熊谷駅周辺（熊谷エリア） 

  参加者：14 名 

10)北部ブロック親睦会 

  日時：平成 31 年 1 月 24 日（木） 

  場所：坂戸市文化会館（坂戸エリア） 

  参加者：40 名 

 

5.ブロック運営委員会 

1)第 1 回  平成 30 年  4 月 12 日    東松山医師会病院    参加：32 名 

2)第 2 回  平成 30 年  6 月 21 日    東松山医師会病院     参加：28 名 

3)第 3 回  平成 30 年  8 月 9 日    東松山医師会病院     参加：24 名 

4)第 4 回  平成 30 年 10 月 4 日     東松山医師会病院     参加：28 名 

5)第 5 回  平成 30 年  12 月 20 日   東松山医師会病院     参加：22 名 

6)第 6 回  平成 31 年  2 月 21 日   東松山医師会病院    参加：27 名 

 

6.エリア会議 

1)熊谷エリア 

第 1回 平成 30 年 4 月 25 日       埼玉慈恵病院    参加：10 名 

第 2回 平成 30 年 10 月 24 日       埼玉慈恵病院    参加：6名 

 第 1 回熊谷市市町村会議 平成 30 年 6 月 28 日    熊谷駅周辺  参加：28 名 

  第 2 回熊谷市市町村会議 平成 31 年 2 月 8日    熊谷駅周辺  参加：11 名 

  2)東松山エリア 

第 1回 平成 30 年 5 月 17 日      石井クリニック  参加：8名 

  第 2 回 平成 30 年 8 月 30 日       東松山医師会病院   参加：8名 

  第 3 回 平成 31 年 1 月 17 日           東松山医師会病院  参加：7名 

   行田市町村会議 平成 30 年 6 月 9日  行田中央病院   参加：25 名 
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  東松山市市町村会議 平成 30 年 7 月 24 日 埼玉成恵会病院  参加：21 名  

  行田市町村会議 平成 30 年 11 月 24 日 行田中央総合病院  参加者：41 名 

  東松山比企地区市町村準備会議平成 30 年 11 月 30 日 埼玉成恵会病院 参加：7名  

  東松山比企地区町村会議 平成 30 年 12 月 6 日 埼玉成恵会病院  参加：37 名 

   

行田市町村会議               坂戸市町村会議 

 

3)坂戸エリア 

   第 1 回 平成 30 年 4 月 26 日          坂戸中央病院       参加：10 名 

第 2回 平成 30 年 7 月 19 日          坂戸中央病院      参加：9名 

第 3回 平成 31 年 1 月 10 日         坂戸中央病院         参加：12 名  

   第 1 回 坂戸地区市町村会議  平成 30 年 9 月 21 日   

丸木記念福祉メディカルセンター      参加：27 名 

  第 2 回 坂戸地区市町村会議 平成 31 年 2 月 28 日 道頓堀      参加 26 名 

4)深谷本庄エリア 

第 1回 平成 30 年 4 月 2 日          うちリハ深谷中山道店   参加：10 名 

第 2回 平成 31 年 2 月 5日          うちリハ深谷中山道店  参加：10 名 

第 3回 平成 31 年 3 月 4日          うちリハ深谷中山道店   参加：10 名  

深谷寄居市町村会議 平成 30 年 7 月 24 日    深谷駅周辺          参加：37 名 

  本庄市町村会議   平成 31 年 1 月 25 日   吉沢病院             参加：15 名 

7．理事・エリア長・会計会議 平成 30 年 4 月 5 日    東松山医師会病院  参加者：9 名 

                   平成 30 年 6 月 14 日    東松山医師会病院  参加者：9 名 

平成 30 年 8 月 6 日      東松山医師会病院  参加者：9 名 

平成 30 年 10 月 2 日     東松山医師会病院  参加者：9 名 

平成 30 年 12 月 17 日    東松山医師会病院  参加者：9 名 

平成 31 年 2 月 18 日    東松山医師会病院  参加者：9 名 

8．歴代理事会議     平成 30 年 4 月 14 日      東松山医師会病院  参加者：７名 
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【委員会】 

◆財政基盤検討委員会    委員長  山田 義憲 （越谷誠和病院） 

1.財政基盤検討委員会の開催 

日時  2019年1月29日（火）19:00～21:00 

場所   埼玉県理学療法士会事務室 

出席者 委員7名 

内容  2019年度予算案の検討 

 

◆表彰委員会  委員長 原 和彦 （埼玉県立大学） 

本年度の各賞推薦に関する連絡調整は埼玉県保健医療部医療人事課、日本理学療法士協会、他士会事

務関係者との連絡、情報収集活動を行った。 

 

1．平成 29 年度表彰受賞者お祝い会 

去る平成 30 年 6 月 17 日（日）17：30～ 定時総会終了後大宮にて平成 29 年度表彰受賞のお祝い会を開催し

た。参加者 25 名（受賞者 3 名、有志 22 名） 

受賞名 

1) H30 年度協会賞受賞者(清宮清美、佐々木和人) 

2) H29 年度公衆衛生事業功労者に対する一般財団法人日本

公衆衛生協会会長表彰(清宮清美） 

3) H29 年度公衆衛生事業功労者に対する知事表彰(岡持利

亘) 

参加有志（前園徹、渡邊彰、望月久、恒屋昌一、星文彦、廣瀬 秀

行、原 和彦、渡邊 雅恵、南本浩之、細井 俊希、矢野秀典、瀧上晃

弘、大沼貴広、杉浦恵介、水田宗達、阿久澤直樹、髙宮尚之、原田慎

一、深澤貴朗、田口孝行、佐々木洋平、山田義憲、菅野岳、須藤京

子、本宮光信） 

2．平成 30 年度表彰受賞者について 

 本年度は下記の賞が受賞となった。 

① 平成 30 年度公衆衛生事業功労者に対する知事表彰 

当会会長、南本浩之氏、副会長、渡邊 雅恵氏両名の公衆衛生事

業功労者知事表彰の受賞が決定し、表彰式は平成 30 年 10 月 29

日午後 2 時～、埼玉会館小ホールにて第 62 回埼玉県公衆衛生大

会の中で授賞式が行われた。 
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② 平成 30 年度日本理学療法士協会賞推薦 1 名協会審査待ち 

 
3．各種表彰に係る事務業務を行った 

本年度も引き続き各種表彰推薦に関する検討、および表彰審査、推薦業務に関する会員個人情報管理(事

務局と連携)、推薦候補者リストの作成のための履歴書作成依頼などに必要な文書発送、文書管理を行った。 

表彰名 時期 結果 

① 埼玉県表彰規則・知事表彰 6 月 推薦候補者なし 

② 公衆衛生事業功労者に対する知事表彰 7 月 2 名推薦、受賞決定 

③ 春の叙勲・褒章（厚労省） 7 月 推薦候補者なし 

④ 医療功労賞（読売） 9 月 推薦候補者なし 

⑤ 公衆衛生事業功労者に対する（財）日本

公衆衛生協会長表彰 

9 月 1 名推薦準備、選外 

⑥ 厚生労働大臣表彰（公衆衛生功労） 9 月～10 月 1 名推薦準備、選外 

⑦ ヘルシーソサエティ賞（看護協会、ジョンソ

ンアンドジョンソン） 

10 月 推薦候補者なし 

⑧ 日本理学療法士協会賞 12 月 1 名推薦決定待ち 

⑨ 秋の叙勲・褒章（厚労省） 12 月 推薦候補者なし 

⑩ 飯田賞(日本義肢装具学会) 10 月 推薦候補者なし 

 

 

◆組織検討委員会     委員長 南本 浩之（春日部厚生病院） 

1.組織検討委員会の開催（8月14日、9月4日、2月21日）  

・未来型理学療法研修等検討委員会の組織作りについて 

・理事枠の増員の必要性（兼任理事対策）について 

・管理者ネットワーク構築に関する強化委員会について 

 

◆第 27 回埼玉県理学療法学会準備委員会     委員長 高島 恵（上尾中央医療専門学校） 

日 時： 平成 31 年 1 月 13 日（日）   場所：大宮ソニックシティ 

参加者： 1,058 人 （県内会員 856 名、県外会員 104 名、非会員 7 名、学生 42 名、一般 49 名） 

内  容：  大会テーマ 『埼玉が誇る理学療法最前線 -日本を牽引する埼玉の底力- 』 

１．オープニングリマークス 

 テーマ：埼玉県理学療法の源流 

 演 者：前園 徹（第 27 回埼玉県理学療法学会 学会長／上尾中央医療専門学校） 
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２．基調講演 

 テーマ：埼玉が誇る理学療法 －姿勢制御から考える動作評価－  

 演 者：星 文彦（埼玉県立大学大学院） 

 座 長：前園 徹（第 27 回埼玉県理学療法学会 学会長／上尾中央医療専門学校） 

 

３．市民公開講座  

 テーマ：いつまでも健康でいるために -人生 100 年時代構想への貢献- 

 演 者：藤縄 理（埼玉県立大学 名誉教授） 

 司 会：武田 尊徳（上尾中央総合病院 ） 

 

４．シンポジウム  

 テーマ：理学療法評価 －若手がおさえるべき評価の基本と実践－  

 座 長：染谷 光一（済生会栗橋病院） 

 シンポジスト：運動器・・・山崎 敦（文京学院大学） 

         神経 ・・・古澤 浩生（リハビリテーション天草病院） 

         内部 ・・・押見 雅義（埼玉県立循環器・呼吸器病センター） 

 

５．教育講演Ⅰ 

テーマ：急性期理学療法に期待すること   

演 者：中村 康彦（全日本病院協会 副会長／上尾中央医科グループ 理事長） 

座 長：山口 賢一郎（上尾中央総合病院） 

 

６．教育講演Ⅱ 

テーマ：がんの理学療法 

演 者：高倉 保幸（埼玉医科大学） 

座 長：大熊 克信（さいたま市民医療センター） 

 

７．自主企画シンポジウム 

 １）ちびっこれんじゃー未来会議（子どもの余暇支援の報告） 

 ２）パーキンソン病の家族会という互助の場が地域にもたらす可能性 

 ３）脳卒中リハビリテーションにおける多施設共同研究の取り組みと課題 

 ４）「症例報告・研究論⽂」書き⽅講座！〜「理学療法-臨床・研究・教育」編集部〜 

 

８．演題発表  75 題（指定演題 10 題、口述発表 20 題、ポスター発表 45 題） 
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◆第 28 回埼玉県理学療法学会準備委員会  委員長 高野 利彦（熊谷総合病院） 

1． 第 27 回学会 全体会議参加 

日時：平成 30 年 10 月 4 日(木) 

場所：上尾中央総合病院 

出席：1名 

内容：準備状況の把握 

 

2．第 27 回学会 全体会議参加 

日時：平成 30 年 12 月 5 日(水)  

場所：上尾中央総合病院 

出席：1名 

内容：準備状況の把握 

 

3． 第 28 回学会 第 1回全体会議参加 

日時：平成 30 年 10 月 1 日(木)  

場所：熊谷総合病院  

出席：10 名 

内容：運営スタッフ、スケジュールの相談 

 

4． 第 28 回学会 第 2回全体会議参加 

日時：平成 30 年 10 月 24 日(水)  

場所：熊谷総合病院 

出席：8名 

内容：学会テーマ、スケジュール作成 

 

5． 引継会議 

日時：平成 31 年 2 月 7日(木)  

場所：北本市文化センター 

出席：24 名 

内容：全体および部局ごとの引継 

 

◆第 29 回埼玉県理学療法学会準備委員会 委員長 渡辺 学（北里大学メディカルセンター） 

1.第 1 回学会企画のための意見交換会 

日時：平成 30 年 10 月 11 日(木) 

場所：シーノ大宮学習室 
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出席：4名 

内容：学会の企画準備のための意見交換 

 

2.第 1 回運営会議 

 日時：平成 31 年 1 月 7日(月)  

 場所：北里大学メディカルセンター 

 出席：7名 

 内容：スケジュールと運営組織の確認、テーマ・企画の意見交換 

 

3. 第 27-28 回学会の引継会議 

日時：平成 31 年 2 月 7日(木)  

場所：北本市文化センター 

出席：24 名 

内容：全体および部局ごとの引継 

 

4．第 2回運営会議 

 日時：平成 31 年 2 月 25 日(月)  

 場所：北里大学メディカルセンター 

 出席：2名 

 内容：学会テーマと企画案の検討 

 

◆ブロック連絡委員会     委員長  岡持 利亘 (霞ヶ関南病院) 

 

1.ブロック連絡委員会年 3回 不定期開催 

 開催なし 

2.各ブロック活動の現状・課題などの情報共有 

 各ブロックで開催された代表者会議に参加し情報収集団体 

（1月 16 日南部、1月 30 日北部、2月 13 日西部、2月 21 日東部） 

3.市町村単位での活動に向けた情報共有及び準備・検討 

市町村リハ職の協議会や組織の聞き取り調査 

4.施設間ネットワーク構築の検討 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考

5.市町村におけるリハ
職団体の把握

①平成30年4月2日（月）
②平成30年9月3日（月）
③平成30年10月23日（火）

①東上パールビル
ヂング
②ウェスタ川越
③筑前屋草加店

①②川越市リハ専門職
情報交換会の会員
③草加市リハ協議会の
会員

各市町村のリハ職団体の会
議に参加し情報収集

委員長

6．連盟との連携
①平成30年5月14日（月）
②平成31年3月8日（金）

①シーノ大宮障害
学習総合センター
②大宮ソニック

①②連盟会員
連盟会議、総会に参加し情
報収集

委員長

7．その他 ①平成30年10月30日（火） 埼玉県県民健康セ
ンター

埼玉県の地域リハ支援
事業に関係するリハ職、
市町村職員、地域包括支
援センター職員

県事業に参加し、各市町村
事業の実施状況を報告

委員長
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5.市町村におけるリハ職団体の把握 

 川越市リハ専門職情報交換会参加 4 月 2 日、9月 3日 

草加市リハ協議会参加 10 月 23 日 

6．連盟との連携 

埼玉県理学療法士連盟会議 5 月 14 日 19:30〜21:30 

埼玉県理学療法士連盟総会 3 月 8 日 19:30〜20:30 

7．その他、必要なブロック活動推進に関する活動 

 各市町村事業の実施状況の把握と情報整理 

 
◆埼玉県理学療法学会評議員会     評議員長 矢野 秀典（目白大学） 

1. 学会評議員会の開催 

 

 

◆訪問リハビリテーション振興委員会   

委員長     袴田 徹（合同会社リハビリコンパス） 

1.第 9 回 埼玉県リハビリ三団体主催訪問リハビリテーション実務者研修会（BASIC コース） 

第 1回ワーキンググループ運営会議 平成 30 年 5 月 23 日  19：30〜21：30 

場所：シーノ大宮 学習室 2  参加者 PT3 名 OT4 名 ST4 名 

第 2回ワーキンググループ運営会議 平成 30 年 6 月 13 日  19：30〜21：30 

場所：シーノ大宮 学習室 2  参加者 PT6 名 OT3 名 ST2 名 

シンポジスト会議 平成 30 年 8 月 6日 19：30～21：30 

         場所：シーノ大宮 学習室 3    参加者 PT3 名 OT3 名 ST3 名 

第 3回ワーキンググループ運営会議 平成 30 年 8 月 20 日  19：30〜21：30 

場所：桜木公民館 学習室   参加者 PT5 名 OT3 名 ST2 名 

第 4回ワーキンググループ運営会議 日時：平成 30 年 9 月 26 日 19：30〜21：30 

場所：シーノ大宮  和室    参加者 PT10 名 OT5 名 ST2 名 

事業名 日時 場所 内容 参加者
第1回学会評議員会 平成30年6月8日 大宮ソニックシティ

708会議室
１．平成30年度学会評議員会構成員
２．第27回学会準備状況報告
３．第28回学会準備状況報告
４．第29回学会について
５．第30回学会担当施設について

13名

第2回学会評議員会 平成30年10月1日 大宮ソニックシティ
706会議室

１．第27回学会準備状況報告
２．第28回学会準備状況報告
３．第29回学会準備状況報告
４．第30回学会学会長・準備委員長について

19名

第3回学会評議員会 平成31年1月13日 大宮ソニックシティ
地下第1練習室

１．第27回学会進行状況報告
２．第28回学会準備状況報告
３．第29回学会準備状況報告
４．第30回学会学会長・準備委員長について

21名

第4回学会評議員会 平成31年3月7日 大宮ソニックシティ
701会議室

１．第27回学会実施報告
２．第28回学会準備状況報告
３．第29回学会準備状況報告
４．第30回学会準備状況報告

16名
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2.第 5 回 埼玉県リハビリ三団体主催

訪問リハビリテーション実務者研修会（Advance コース）

第 1回ワーキンググループ運営会議 日時：平成 30 年 6 月 6日 19：30〜21：30 

場所：シーノ大宮 参加者 PT4 名 OT3 名 ST2 名 

第 2 回ワーキンググループ運営会議 日時：平成 30 年 9 月 12 日 19：30〜21：30 

場所：シーノ大宮 参加者 PT3 名 OT2 名 ST2 名 

第 3 回ワーキンググループ運営会議 日時：平成 31 年 1 月 9日 19：30〜21：30 

場所：シーノ大宮 参加者 PT3 名 OT3 名 ST3 名 

事後会議 日時：平成 31 年 2 月 2日 17：00〜20:00 

場所：さいたま新都心駅周辺 さいたま新都心 PT3 名 OT3 名 ST3 名 

3.第 7 回在宅リハ・ナース・ケアマネ研修会

第 1回運営会議 日時：平成 30 年 6 月 14 日 19：30〜21:00 

場所：シーノ大宮 参加者 Nｓ.7 名 PT4 名 OT2 名 ST3 名 CM4 名 

第 2 回運営会議 日時：平成 30 年 9 月 20 日 19：30〜21:00 

場所：シーノ大宮 参加者 Nｓ.8 名 PT3 名 OT3 名 ST3 名 CM5 名 

第 3 回運営会議 日時：平成 30 年 12 月 20 日 19：30〜21:00 

場所：シーノ大宮 参加者 Nｓ.7 名 PT4 名 OT3 名 ST3 名 CM5 名 

事後会議 日時：平成 31 年 1 月 26 日 17：00〜20:00 

場所：大宮駅周辺 PT4 名 

4.訪問リハビリテーション振興委員会 運営会議

第 1 回合同運営会議 日時：Ｈ30 年 4 月 20 日 19 時 30 分～ 21 時 30 分 

場所：シーノ大宮 参加者：PT4 名 OT3 名 ST2 名 

第 2 回合同運営会議 日時：Ｈ30 年 5 月 7 日 19 時 30 分～ 21 時 30 分 

場所：シーノ大宮 参加者：PT9 名 OT5 名 ST4 名 

運営会議 日時：Ｈ31 年 3 月 1 日 19 時 30 分～ 21 時 30 分 

場所：大宮駅周辺 参加者：PT5 名 
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事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
第9回埼玉県リ
ハビリ三団体
主催　訪問リ
ハビリテー
ション実務者
研修会（Basic
コース）

平成30年10月7日（1
日目）9:30〜17：15

国立障害者リハビリ
テーション病院

埼玉県士会員
他県士会員

非会員

訪問リハに携わ
る療法士の資
質向上（初級者
向け）

①講師：森 周平 氏（公益社団法人
日本理学療法士協会 事務局 職能
課）

②座長：芝崎 伸彦 氏（狭山神経内
科病院）
PT島田 真樹氏（東所沢病院けやき
訪問リハビリテーション）
ＯＴ市野 昌平氏（在宅リハビリテー
ションセンター草加）
ＳＴ石川 尚子氏（リハビリテーション
天草病院）

③講師：高平 修二 氏（埼玉医科大
学国際医療センター　救命救急科
医師）
日本救急医学会ＢＬＳコース　イン
ストラクター

①訪問リハビリテーショ
ンの概要
訪問リハビリテーション
に従事する上で知って
おくこと〜制度編〜

②シンポジウム
訪問リハビリテーション
の実践報告

③在宅でのリスク管理
と急変時の対応
救命実技 一次救急
(BLS)

参加人数73名
ＰＴ53名　ＯＴ15名　Ｓ
Ｔ5名

第9回埼玉県リ
ハビリ三団体
主催　訪問リ
ハビリテー
ション実務者
研修会（Basic
コース）

平成30年10月8日（2
日目）9:00〜17:00

国立障害者リハビリ
テーション病院

埼玉県士会員
他県士会員

非会員

訪問リハに携わ
る療法士の資
質向上（初級者
向け）

①講師 内田 由美子氏 看護師（一
社）埼玉県訪問看護ステーション協
会

実技 （一社）埼玉県訪問看護ス
テーション協会の所長の皆様

グループディスカッショ
ン「他職種連携〜同職
種連携を含めた活動と
参加の再考〜」

①口腔・吸引の基礎知
識

実技 口腔・器官吸引の
実際

参加人数71名
ＰＴ52名　ＯＴ15名　Ｓ
Ｔ4名

第7回在宅リハ・
ナース・ケアマネ
研修会

平成31年1月26日
13:00〜16:30

岩槻駅東口コミュニ
ティーセンター３F
ワッツルームA

会員
非会員

みんなで支えよ
う！人生さいご
の生き方

①講師　多田　郁子氏（所沢リハビ
リテーション病院訪問看護ステー
ション　看護師）
國澤　洋介氏（埼玉医科大学　保健
医療学部　理学療法学科　理学療
法士）
泉水　みどり氏（居宅介護支援事業
所きらり　主任介護支援専門員）

②講師　池上　厚子氏（埼玉医科大
学総合医療センター訪問看護ス
テーション　看護師）

③座
長　星野　暢氏（東大宮訪問看護ス
テーション　作業療法士）
石黒 恭子(訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝおおや
看護師)

①シンポジウム「S状結
腸癌末期で一人暮らし
のO様を最後まで支え
る」「肺がん脊椎転移の
方のリハビリテーション
の取り組み」「最後まで
本人の意向を支える～
ケアチームと息子との
意見のすり合わせをど
のようにしたか」

②グループワーク「ACP
アドバンス・ケア・プラン
ニングについて」

③・グループワーク
・発表・講評

参加人数67名
ケアマネジャー28名
看護師20名
リハビリ専門職20名
（内訳PT12名・OT6
名・ST2名）

第5回埼玉県リ
ハビリ三団体主
催　訪問リハビ
リテーション実務
者研修会
（Advanceコー
ス）

平成31年2月2日
9:50〜16:15

埼玉県総合医局機
構地域医療療育セン
ター

会員
非会員

訪問リハに携わ
る療法士の資
質向上（中級者
〜上級者向け）

①講師：芝崎　伸彦氏（狭山神経内
科病院　理学療法士）

②講師：星野　暢氏（東大宮訪問看
護ステーション　作業療法士）
大住　雅紀氏（霞ヶ関南病院　言語
聴覚士）
松永　惇氏（ふじみ野在宅クリニッ
ク 理学療法士）

③講師：大住　雅紀氏（霞ヶ関南病
院　言語聴覚士）
杉本　真美氏（埼玉医科大学総合
医療センター　言語聴覚士）

④講師：日向野　和夫　氏（元　川
村義肢株式会社）

⑤講師：日向野　和夫　氏（元　川
村義肢株式会社）

①講義：神経難病概論

②講義：動画から学
ぶ、各疾患の症状や症
例報告

③講義、実技：透明文
字盤を使ってみよう。ス
マートフォン、PCの設定
を変えてみよう。

④講義：操作スイッチの
適合

⑤実技：スイッチ体験

参加人数43名
ＰＴ16名　ＯＴ21名
ＳＴ6名
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第 9回 埼玉県リハビリ三団体主催会  

訪問リハビリテーション実務者研修会（BASIC）コース    

 

 

第 5回 埼玉県リハビリ三団体主催会  

訪問リハビリテーション実務者研修会（BADVANCE）コース   

 

 

◆選挙管理委員会     委員長  栁澤 勇（日本医療科学大学） 

 

1． 平成 30年度役員候補者選挙開票立会い（日本理学療法士協会主催） 

 日時 ： 平成 31年 3月 17日(日)13時～15時 

日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
平成31年3月17日 田町カンファレンス

ルーム
選挙管理運営委
員

選挙開票確認 協会選挙管理委員
長
高橋　雅人

選挙開票確認作業 8名
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 会場 ： 日本理学療法士協会田町カンファレンスルーム 

       東京都港区芝浦 3-5-39 田町イーストウィング 6階 

 議題 ：  

  １）役員候補者選挙の開票立会い（投票数、投票結果等の確認作業など） 

  ２）意見交換 

2． 委員会の開催 

 第 1 回委員会 ： 平成 30 年 12 月 13 日(木)  日本医療科学大学 委員 2名 

 第 2 回委員会 ： 平成 31 年 3 月 8 日(金)  日本医療科学大学 委員 2名 

 

◆がんリハビリテーション推進委員会     委員長  國澤 洋介（埼玉医科大学） 

1.委員会の開催 

 第1回委員会：平成30年7月5日  埼玉医科大学総合医療センター 委員9名 

第2回委員会：平成30年9月4日  埼玉医科大学総合医療センター 委員10名 

第3回委員会：平成31年1月29日  埼玉医科大学総合医療センター 委員7名 

2.実行委員会の開催・参加 ＊開催回数は通算 

第12回実行委員会：平成30年8月26日 ウェスタ川越 会議室1   実行委員他12名 

3.埼玉県がんリハビリテーション研修会の開催（共催事業）（下表） 

4.健康増進に関する啓発活動（下表） 

5.がんリハ推進委員会研修会（症例検討会）（下表） 

平成30年12月20日 埼玉県総合医局機構 地域医療教育センター研修室 参加者：18名 

 

   

リレーフォーライフジャパン川越における活動風景 

 

 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
第7回埼玉県が
んリハビリテー
ション研修会

平成30年8月25日、26日 ウェスタ川越　多目
的ホール

埼玉県内、県外
の受講希望施設

がんリハビリテーション
に関する研修

28施設（167名）
内PT57名

リレー・フォー・ラ
イフ・ジャパン
2018川越

平成30年9月15日、16日 川越水上公園　芝
生広場

がんサバイ
バー、ケアギ
バー

がんリハビリテーション
の啓蒙および体力測定
の実施

体力測定25名
スタッフ延べ16名

がんリハ推進委
員会研修会

平成30年12月20日 地域医療教育セン
ター　研修室

会員、非会員 症例検討会 がんリハビリテーション
に関する症例検討（2
例）

18名
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◆災害対策委員会     委員長  菊地 裕美 (介護老人保健施設一心館) 

 
 
◆国際スポーツ競技対策委員会      委員長    遠藤 浩士 （伊奈病院） 

（Ｈ30 年 4 月 1 日～Ｈ31 年 3 月 31 日） 

 
運営会議 

１）第 1 回 平成 30 年 4 月 13 日、 場所：埼玉医科大学かわごえクリニック、参加者：8 名 

２）第 2 回 平成 30 年 11 月 12 日、 場所：埼玉医科大学かわごえクリニック、参加者：7 名 

３）第 3 回 平成 31 年 2 月 22 日、  場所：大宮 、参加者：7 名 

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
第4回災害リハビリ
テーション研修会
Basicコース

平成30年4月28日（土） 大宮ソニックシティ
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

「災害リハビリテー
ションを学ぶ」

１．介護老人保健施設
　　一心館　菊地裕美（PT）
２．狭山神経内科病院
　　芝崎　伸彦　先生（PT）
３．埼玉県済生会栗橋病院
　　染谷　光一先生（PT）
４．帯津三敬病院
　　阪井　之哉　先生（OT）

１．「災害医療概論-我が
　　　国の災害医療の過
　　　去・現在-」
２．「オリエンテーション」
３．「災害リハビリテーショ
　　　ンの組織と心構え」
４．「災害リハビリテーショ
　　　ンの実際本部活動」
５．「災害リハビリテーショ
　　　ンの実際避難所活動」
６．「オリエンテーション」

参加者；47名
会員：45名
内訳PT 24名,OT 19名,ST 2名
非会員：0名
内訳PT 2名,OT 0名,ST 0名

第2回災害リハビリ
テーション研修会
Advanceコース

平成30年7月28日（土） 大宮ソニックシティ
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

「避難所支援を考
える！～今から自
分たちに出来るこ
とは何か？～」

１．介護老人保健施設
　　一心館　菊地裕美（PT）
２．埼玉県済生会栗橋病院
　　染谷　光一先生（PT）
３．狭山神経内科病院
　　今井　哲也　先生（PT）
４．狭山神経内科病院
　　芝崎　伸彦　（PT）

１．災害リハ概論
２．避難所における活動
３．クロノロジー
４．被災地支援のシミュ
　　レーション

参加者；20名
内訳PT 12名,OT 6名,ST 2名,
非会員0名
内訳PT 0名,OT 0名,ST 0名
　

第5回災害リハ ビリ
テ ー シ ョ ン 研 修 会
Basicコース

平成30年10月20日（土）
東上パールビルヂ
ング　8階　会議
1号室・2号室

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

「災害リハビリテー
ションを学ぶ」

１．介護老人保健施設
　　一心館　菊地裕美（PT）
２．狭山神経内科病院
　　芝崎　伸彦　（PT）
３．介護老人保健施設
　　はなぶさ
　　飯塚　雄大　（PT）
４．埼玉県済生会栗橋病院
　　染谷　光一先生（PT）
５．帯津三敬病院
　　阪井　之哉　先生（OT）

１．「災害医療概論-我が
　　　国の災害医療の過
　　　去・現在-」
２．「オリエンテーション」
３．「災害リハビリテーショ
　　　ンの組織と心構え」
４．「災害リハビリテーショ
　　　ンの実際本部活動」
５．「災害リハビリテーショ
　　　ンの実際避難所活動」
６．「オリエンテーション」

参加者；15名
内訳PT 7名,OT 7名,ST 0名,
非会員0名 他県士会員　内訳
PT 1名,OT 0名,ST 0名

第3回災害リハビリ
テーション研修会
Advanceコース

平成31年1月19日（土）
東上パールビルヂ
ング　8階　会議
1号室・2号室

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

「避難所支援を考
える！～今から自
分たちに出来るこ
とは何か？～」

１．介護老人保健施設
　　一心館　菊地裕美（PT）
２．帯津三敬病院
　　阪井　之哉　先生（OT）
３．狭山神経内科病院
　　今井　哲也　先生（PT）
4．埼玉県済生会栗橋病院
　　染谷　光一先生（PT）

１．災害リハ概論
２．避難所における活動
３．クロノロジー
４．被災地支援のシミュ
　　レーション

参加者；5名
内訳PT 3名,OT 3名,ST 0名,
非会員0名
内訳PT 0名,OT 0名,ST 0名

事業名 日時 場所 対象 テーマ 講師 内容 参加者 備考
国際スポーツ競技対策委員会第5回研修会 H30年7月1日 埼玉県立大学北棟 会員・会員外 「スポーツ理学

療法におけるシ
ナリオ症例に対
する評価と治
療」

埼玉県立大学　高崎
博司
埼玉医科大学　赤坂
清和

シナリオ症例を基に、理学検査
を用いた傷害部位及び評価と
上肢・下肢の徒手療法の治療
主義について

41名（本会員38名・
他県士会員3名）

国際スポーツ競技対策委員会第6回研修会 H30年9月16日 上尾中央医療専門
学校大講堂

会員・会員外 「ドーピングにつ
いての基礎知
識と障がい者ス
ポーツと理学療
法」

首都大学東京健康
福祉学部　信太奈美
埼玉医科大学病院
浦川宰・溝口靖亮
伊奈病院　倉澤哲

①ドーピングの基礎知識につ
いて
②・身体障がい者水泳選手と
の関わり
・障害者ふれあいピックの活動
報告
・障がい者クラス分けについて

１７名（本会員１４名・
他県士会員2名・会
員外1名）

国際スポーツ競技対策委員会第7回研修会 H30年12月22日 埼玉県立大学北棟 会員・会員外 「スポーツ現場
における物理療
法と英語による
スポーツ現場で
のコミュニケー
ション」

埼玉県立大学　高崎
博司
埼玉医科大学　赤坂
清和

①コレさえ知れば、世界中のす
べてのメーカー、すべての機種
を使いこなせる
②国際競技大会でのスポーツ
現場での理学療法を想定した
英語によるコミュニケーショ
ン）」

19名（本会員15名・
他県士会員4名）

第1回スポーツ理学療法技能検定 H30年5月27日 埼玉医科大学かわ
ごえクリニック大会
議室

会員・会員外 スポーツ理学療
法技能検定

埼玉医科大学総合
医療センター　救命
救急士（安齋勝人・
藤本達也）
国際スポーツ競技対
策委員

①スポーツ現場における搬送
法・固定法の検定②テーピング
検定（足関節）③シナリオにお
ける検定

23名（本会員22名
　　他県士会員1名）

 第2回スポーツ理学療法技能検定 H31年2月17日 埼玉県立大学北棟 会員・会員外 スポーツ理学療
法技能検定

埼玉医科大学総合
医療センター　救命
救急士（安齋勝人・
藤本達也）
国際スポーツ競技対
策委員

①スポーツ現場における搬送
法・固定法の検定②テーピング
検定（足関節）③シナリオにお
ける検定

24名（本会員23名
　　他県士会員1名）

第4回さいたま国際マラソン大会におけるラ
ンナーズケア活動

H30年12月9日 さいたま新都心
さいたまスーパーア
リーナー

一般のランナー 大会参加選手
におけるラン
ナーズケア活動

ストレッチ・マッサージ・テーピ
ング・インソール調整など

スタッフ25名・利用者
229名

パラドリームアスリートプロジェクト医学的サ
ポート

H30年12月22日（1
回目）
H31年　2月5日（2
回名）

身体障害者交流セ
ンター

パラアスリート パラアスリート
へのコンディショ
ニングの指導研
修会及び見学

埼玉医科大学病院
浦川宰

ペアストレッチ、トレーニングの
指導

1回目：見学者12名・
利用選手8名
2回目：見学者1名・
利用選手4名
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スポーツ理学療法技能検定 

 
 
さいたま国際マラソン大会ランナーズケア活動 
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第 1号議案

平成 30年度貸借対照表、損益計算書、財産目録の承認を求める件



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82

第 1号議案
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令和元年度 各局・部・ブロック・委員会事業計画案 

事務局                           
局長  水田 宗達（埼玉県総合リハビリテーションセンター） 

 

◆ 総務部 部長 知久 逸平（白岡中央総合病院） 

1.内外公文書内容確認 

2.法人登記に関すること 

3.事務局会議開催 

4.県補助金申請書・決算書作成 

5.県庁への電子申請業務 

 

◆ 庶務部 部長 塚田 陽一（春日部厚生病院） 

1.会員の入会、退会、休会、復会の管理 

2.会員名簿の作成 

3.会員への郵便 

4.外部団体の連絡先などの管理 

5.議事運営会議および理事会の開催 

6.理事会などの開催準備 

 ア）議案書、会議資料、および議事録の作成 

 イ）会議案内、会議場設営、および接待 

 ウ）理事会資料、総会資料の収集、および発送 

7.事務室管理（機器・鍵の管理など） 

8.庶務部会議の開催 

9. グループウェアの運営、管理 

10.代表者会議の企画・準備・運営 

11.その他：役員連絡会議や監査、委託状作成など 

 

◆ 総会運営部 部長 鈴木 昭広（埼玉県立循環器・呼吸器病センター） 

1.公益社団法人埼玉県理学療法士会の定時総会の企画と運営 

2.議事運営会議（総会） 

3.総会資料の収集、作成 

4.総会案内の作成および発送 

5.出欠票、議決権行使書の集計および管理 

6.部会の開催 

 

◆ 管財資料部 部長 渡邉 孝広（上尾中央第二病院） 

１．内外の来信に関する資料管理 

第 2号議案

令和元年度　各局・部・ブロック・委員会事業計画案
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２．議案書、会議資料、議事録の管理 

３．機関誌刊行物、その他資料の管理 

４．資産及び備品の維持管理 

 

◆ 厚生部 部長 中島 智博（八潮中央総合病院） 

1.新人歓迎昼食会の開催 

2.会員懇親会の開催 

3.スポーツ大会の開催（年 2回：春 5月・秋 10 月） 

4.託児事業の管理 

5.団体保険の管理 

6.部会会議の開催 

 

◆ 労務管理部  部長 藤崎 圭哉 （西大宮病院） 

１．事務員の給与・賞与に関すること 

２．事務員の社会保険料及び納税に関すること 

３．労働に係る提出書類に関すること 

４．事務員の次年度契約に関すること 

５．就業規則等の諸規定の修正 

６．社労士との打ち合わせ 

７．職員の雇用計画に関すること 

 

財務局                           
局長  本宮 光信（川越リハビリテーション病院） 

 

◆ 出納部 部長 柳田 千絵（コスモ訪問看護リハビリステーション さいたま北） 

1．収支･支出の管理                                           

2．出納簿の管理（会計システムの運用･更新）                               

3．予算･決算に関すること                                        

4．事業費・運営費の支払い・精算等                                    

5．事業収入･事業支出・管理運営支出に関すること                             

6．財務局会議開催の調整                                         

7．会計担当者会議開催の調整 

8. その他（財政基盤検討委員会への参加等） 

 

◆ 会費管理部 部長 宮田 淳子（介護老人保健施設瑞穂の里） 

1．会費納入手続きの促進                                         

2．会費納入者の把握 

3．協会との会費に関する連絡調整 
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◆ 財務渉外部 部長 馬場 裕之（川越リハビリテーション病院） 

1．源泉徴収の納付(随時） 

2．賛助会員会費請求公文書発送および管理（随時） 

3．広告料請求公文書発送(随時) 

 

事業局                           
局長  須藤 京子（新みさと訪問看護ステーション） 

 

◆ 高齢者福祉部 部長 茄子川 知浩（益子病院）  

1.地域リハビリテーションマップ調査・作成事業  

（埼玉県作業療法士会・埼玉県言語聴覚士会との共催事業）  

事業内容： 

1）県内会員施設に対し、療法士が関わっている医療介護サービスやその詳細、施設の特徴、協会

会員数や資格人数などを明確にし、リハビリ資源をネット上において見える化していく 

運用上必要な事項の検討を含め、士会内及び３士会での調節を図る会議を行い、内容や運営等

の企画を進めていく。 

2）地域リハビリテーションマップの更新 

3）ホームページへの掲載 

2.生活期リハビリテーション研修会（介護福祉士対象）  

事業内容：生活期リハビリテーションに携わるリハビリ関連職種や、リハビリテーション専門職の

いない（施設基準に含まれていない）事業所職員、一般の方に対して、自立支援・重症

化予防に向けたケアとリハビリテーションの向上につながるような研修会を企画する。 

予定時期：7月頃および12月頃を予定  

対  象： リハビリ関連職種、介護福祉士等 一般県民 

予定場所：埼玉県内 

3.生活期リハビリテーション研修会（介護支援専門員対象）  

事業内容： ケアマネジメントについて介護支援専門員をはじめとする生活期に携わる職種と一緒

にリハ的視点や自立支援・重症化予防に対する視点を共有するため、グループディスカ

ション・講義等を実施する。 

予定時期：1）1月頃予定  

対  象： リハビリ関連職種、介護支援専門員、介護福祉士等 一般県民 

予定場所：埼玉県内  

4.彩の国リハビリテーションフェスタ（年号） 

（埼玉県作業療法士会・埼玉県言語聴覚士会との共催事業） 

事業内容：主に一般県民等に対して、リハビリテーションの普及、啓発活動をおこなっていく。 

予定時期：11月頃を予定 

対  象：埼玉県民およびリハビリテーション関連職種、介護サービス従事者など 

予定場所：埼玉県内  
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5.彩の国老健ひろば  

（公益社団法人 埼玉県介護老人保健施設協会との共催事業）  

事業内容：1) 介護老人保健施設のリハビリについての紹介  

2) 介護老人保健施設における理学療法士の役割について  

予定時期： 11月11日（介護の日）周辺を予定 

対  象：一般県民  

予定場所：埼玉県内 

6.部会の開催      

予定会議数 2回 

7．会計会議の開催 

   予定会議数 3回 

8.事業局会議  

予定会議数 1回 

 

◆ 小児福祉部 部長 伊藤 有希（埼玉医科大学病院） 

1.療育関係者のための研修会 

事業内容：障害児の療育に関係する職員を対象に、療育に関係する技術、知識についての講義・実技講

習を行う。 

予定時期：未定 (年１回) 

対  象：障害児の療育に関係する職員 

（保育士、看護師、教員、作業療法士、理学療法士など） 

開催場所：県内 

2.通園施設職員のための研修会 

事業内容：通園施設職員のための研修会で技術知識の講義および実技を行う。 

（埼玉県発達障害福祉協会、埼玉県障害児通園施設協議会との主催事業）  

予定時期：1月末から２月頃 

対  象：通園施設職員 （保育士、看護師、指導員、作業療法士、理学療法士など） 

開催場所：県内 

3.発達障害児・者研修会 

事業内容：地域の専門職を対象に、発達障害児・者支援についての情報、知識の提供を目的として、発

達障害についての講演会、シンポジウムなどを行う。（埼玉県からの協力事業で埼玉県理学

療法士会、埼玉県作業療法士会、埼玉県言語聴覚士会、埼玉県臨床心理士会、日本臨床発達

心理士会と合同） 

予定時期：埼玉県内 

対  象：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士等発達支援に関わる専門職 

開催場所：埼玉県発達障害総合支援センター 

4.こどもの福祉機器体験会(準備事業) 

事業内容：移動支援機器、コミュニケーション機器などの福祉機器を使って、子どもとその家族に遊び
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を提供したり、多職種と連携し理学療法士の魅力を多職種や療育関係者に伝えていく事業

を、2020 年度に開催するための準備 

次回体験会予定時期：2020 年 6 月頃開催予定(未定) 

対  象：障害児とその家族、および療育関係者 

開催場所：埼玉県内 

5.療育マップ 

事業内容： 3 団体合同埼玉県リハマップ作成事業。 

(昨年度からの継続事業。インターネット管理部、高齢者福祉部、埼玉県作業療法士会、埼

玉県言語聴覚士会と合同事業) 

対  象：小児福祉部員 

6.部会の開催 

予定会議数：年 5回 

 

◆ 健康増進部 部長 菅野 岳（さいたま記念病院） 

1. 健康増進部一般公開講座事業 

内  容：健康づくり・健康増進に関する知識・技術を伝達する事業（社会状況に即した健康増進に関

わるテーマを検討中） 

予定時期：2019 年 10 月頃 

対  象：一般県民 

開催場所：大宮・浦和周辺の会場 

2．介護保険サービス事業所支援事業 

内  容：介護保険内でのサービス事業所で直接サービスに関わる職員を対象に、リハビリテーション

の知識・技術を伝達することを目的とした事業 

予定時期：2020 年 2 月頃 

対  象：埼玉県内の介護保険サービスに関わる職員 

開催場所：大宮・浦和周辺の会場または埼玉県立大学（またはサービス事業所での開催も検討中） 

3．介護予防・健康増進キャンペーン（理学療法フェスタ）への体力測定コーナー出展事業 

内  容：体力測定を実施し、健康づくりに関する意識づけを行う。体力測定結果の配布、健康づくり

に関するポスターの掲示、運動方法に関する資料の配布。 

＊広報局理学療法週間推進部、東部ブロックとの合同事業 

予定時期：2019 年 7 月 28 日（日） 

対  象：一般県民 

開催場所：イオンレイクタウン 光の広場 

4.若年性認知症スポーツイベント参加協力 

 内  容：埼玉県、さいたま市、認知症の人と家族の会埼玉県支部、埼玉県作業療法士会との共同によ

る、交流スポーツイベント（ソフトバレー、卓球を実施）の開催。 

 予定時期：2019 年 12 月頃 

 対  象：若年性認知症の方、介護者、子世代、ボランティア、その他専門職等 
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 開催場所：さいたま市内の体育館 

5.部会の開催 

予定時期：2回（2019 年 5 月頃、2020 年 2 月頃） 

開催場所：西部総合病院 

 

◆ スポーツリハビリテーション推進部 部長 遠藤 浩士（伊奈病院） 

1.スポーツ理学療法基礎技術研修会 

 内容：スポーツ現場でのアクシデントにすぐに対応ができ、実践に生かせるために技術を実際に学ぶ。 

・第 1回 スポーツリハビリテーション技術研修会 

 事業内容：「テーピングと徒手療法（ベーシック：上肢編）」 

 予定時期：7月～8月予定 

 対象：理学療法士 

 会場：埼玉県内 

・第 2回 スポーツリハビリテーション技術研修会 

事業内容：「テーピングと徒手療法（ベーシック：下肢編）」 

 予定時期：8月～9月予定 

 対象：理学療法士 

 会場：埼玉県内 

・第３回スポーツリハビリテーション技術研修会 

事業内容：「スポーツ現場における急性外傷直後の初期対応に関わるもの」 

 予定時期 11 月～12 月予定 

 対象：理学療法士 

 会場：埼玉県内 

2.スポーツ関係者のための研修会 

内容：ママさん（競技種目）に対しての傷害予防活動を講義、技術を行う 

 予定時期：未定 

 対象：競技をしているママさん、お子様 

 会場：埼玉県内 

3.スポーツサポート活動事業 

内容：県内高校野球予選大会、ボート競技、硬式テニス競技において、夏季ベスト 16 位、春季・秋季

ベスト 8位から大会に帯同し、選手への応急処置、ストレッチ指導、コンディショニング、

などサポート活動を行う 

対象：高校生 

1． 高校野球サポート活動  

予定時期：年 4回（春季大会 5月・関東大会 5月～6月・夏季大会 7月・秋季大会 10 月予定） 

会場：埼玉県営大宮球場、市営大宮球場、上尾市民球場 

２．ボート競技サポート活動 

予定時期：年 3回（インターハイ予選 6月・新人戦大会 9月・関東選抜大会 11 月予定） 



89

会場：埼玉県戸田市 （戸田ボートコース） 

３．硬式テニス競技サポート活動 

予定時期：年 2回 （インターハイ予選 5月～6月と新人戦大会 9月～10 月予定） 

会場：埼玉県内のスポーツ施設 

・障がい者スポーツ大会サポート活動 

４．彩の国ふれあいピック春季大会（陸上競技、水泳競技・卓球） 

事業内容：会場にコンディショニングルームを設置し、コンディショニングサポート活動の実施及

び彩の国ふれあいピック秋季大会（体力測定）の実施 

予定時期：年 2回 （春季大会 5月・秋季大会 10 月予定） 

対象：スポーツを通じた障がい者   

会場：埼玉県内スポーツ施設 

５.部会の運営会議開催  

予定時期：年 3回予定（4月・11 月・1月予定） 

 

学術局                           
局長  矢野 秀典（目白大学） 

 

◆理学療法編集部  部長 国分 貴徳（埼玉県立大学） 

1．雑誌の編集業務 

2．投稿論文の査読 

3．編集部会議の開催 

4．査読員委嘱に係る業務全般 

5．理学療法－臨床・教育・研究－への投稿依頼 

6．査読のシステム化確立 

7．理学療法編集部部会の開催に係る業務全般 

8．理事会および総会資料作成に係る業務全般 

9．その他、理学療法編集部に係る業務全般 

 

◆ 研究推進部 部長 武井 圭一（埼玉医科大学総合医療センター） 

1．研究補助金事業 

 1) 対象研究の公募 

 2) 審査会の開催 

 3) 補助金の交付と決算書の管理 

 4) 研究成果の公表状況の確認 

2．研究サークル事業 

 1）事業参加者の公募と事業説明会の開催 

 2）2 つのサークル（褥瘡班、ロコモ班）に分かれて定期的な研究会議の開催 

 3）研究成果の公表状況の確認 
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教育局                           
局長  田口 孝行 （埼玉県立大学） 

 

◆ 認定・専門研修部 部長 木勢峰之（秀和総合病院） 

１．認定・専門研修会（年2回）  

 1）第１回研修会 

  日時：2019年7～9月頃 

  場所：埼玉県立大学（予定） 

  内容：運動器領域 

  対象：理学療法士（会員、非会員）および関連職種 

  定員：300名程度 

 2）第2回研修会 

  日時：2019年10～12月頃 

  場所：文京学院大学（予定） 

  内容：神経系もしくは内部障害領域 

  対象：理学療法士（会員、非会員）および関連職種 

  定員：300名程度 

２．2020年度理学療法士講習会申請取りまとめ 

  予定時期：11月頃（募集：10月）：過年度実績 

３.認定・専門研修部会議の開催（年 2回：5月頃、10 月頃） 

令和元年度研修会詳細の打ち合わせ、次年度研修会計画の打ち合わせ 

 

◆ 新人教育部 部長 新井 武志（目白大学） 

１.新人研修会の実施（年 4回） 

1）第 1回新人研修会 

日時：2019 年 8 月下旬～9月上旬（日曜日） 

場所：目白大学岩槻キャンパス 1101 教室他（予定） 

内容：新人教育プログラム 5つ（A1～A5）の研修会を実施する 

対象：令和元年度新入会会員および新人教育プログラム未修了者 

定員：約 250 名程度 

2）第 2回新人研修会 

日時：2019 年 10 月中旬頃（日曜日） 

場所：文京学院大学ふじみ野キャンパス W-201 教室他（予定） 

内容：新人教育プログラム 5つ（B1～B3、D1～D2）の研修会を実施する 

対象：令和元年度新入会会員および新人教育プログラム未修了者 

定員：約 250 名程度 

3）第 3回新人研修会 

日時：2019 年 11 月下旬（日曜日） 
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場所：埼玉医科大学川角キャンパス 301 教室他（予定） 

内容：新人教育プログラム 5つ（D3～D4、E1～E3）の研修会を実施する 

対象：令和元年度新入会会員および新人教育プログラム未修了者 

定員：約 250 名程度 

4）第 4回新人研修会 

日時：2020 年 1 月下旬～2月上旬（日曜日） 

場所：目白大学岩槻キャンパス 1101 教室他（予定） 

内容：新人教育プログラム５つ（A1～A5）の研修会を実施する 

対象：令和元年度新入会会員および新人教育プログラム未修了者 

定員：約 250 名程度 

◆ 臨床実習教育部 部長 加藤 研太郎（上尾中央医療専門学校） 

１．第 31 回臨床実習研修会 

  日時：2019 年 6～8月 

 講師：埼玉県内理学療法士養成校教員または臨床教育実習指導者 

  場所：大宮ソニックまたはウエスタ川越（予定） 

  内容：実習指導に関する内容、指定規則改定による実習指導方法に関する内容 

  対象：教育（学生指導・職員教育）に関与する理学療法士 

定員：約 50 名程度 

２．第 32 回臨床実習研修会 

  日時：2019 年 10～11 月 

  講師：埼玉県内理学療法士養成校教員または臨床教育実習指導者 

  場所：大宮ソニックまたはウエスタ川越（予定） 

  内容：実習指導に関する内容、指定規則改定による実習指導方法に関する内容 

  対象：教育（学生指導・職員教育）に関与する理学療法士 

  定員：約 50 名程度 

３．養成校教員情報交換会 

  時期：上半期 1回（7～9月）・下半期 1回（11～1 月） 

  内容：埼玉県内の養成校教員及び理事との情報交換と共有 

     主に指定規則改定に関する情報共有（実習に関すること） 

４．代表者会議への参加（4回） 

日時：各ブロックの代表者会議日時 

  場所：各ブロックの代表者会議会場 

  内容：主に実習形態の変更や実習指導者研修会に関する情報提供 

（教育局長と臨床実習教育部長で参加） 

５．臨床実習教育部会議（2回） 

  日時：研修会・情報交換会前（5月頃、9月頃） 

  場所：大宮ソニック、県士会事務室 

  内容：臨床実習研修会の内容打ち合わせ、情報交換会の進行や運営に関する打ち合わせ 
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◆ 指定管理者研修部 部長 西尾 尚倫（埼玉県総合リハビリテーションセンター） 

１. 指定管理者研修会（初級）の開催（年 2回） 

日時：2019 年 8 月頃、10 月頃 

講師：指定管理者中央研修（共通）修了者 

場所：大宮ソニック、ウエスタ川越等 

内容：管理者の人材育成、ネットワーク構築の基本修得を目的として、中央研修会の伝達、ワーク

ショップの実施 

対象：理学療法士（会員・非会員）（管理者） 

定員：各 36 名程度 

２. 指定管理者研修会（領域別：急性期、回復期、生活期、地域包括ケア病棟、老健施設・療養）の開催

（年各 1回） 

 ※老健施設・療養の開催については、協会（中央）の世話人育成研修会の実施状況による 

日時：2019 年 8 月～12 月 

講師：指定管理者中央研修（領域別）修了者 

場所：大宮ソニック等（各ブロックで参加しやすい会場も検討） 

内容：各領域の管理者の人材育成、ネットワーク構築の基本修得を目的として、中央研修会の伝

達、ワークショップの実施 

対象：理学療法士（会員・非会員）（管理者） 

定員：各 36 名程度 

３. 指定管理者研修部会議 

日時：2019 年 5〜6月、9〜10 月、1〜2月 

参加者：教育局長、理事、指定管理者研修部長、中央研修会受講者（講師）、部員 

場所：県士会事務室 

内容：研修会の進行についての事前打ち合わせ（年 2回） 

   今後の管理者ネットワーク構築のためのブロックとの話し合い（年 2回） 

   講師の情報交換会（年 2回） 

 

広報局                           
局長  原田 慎一（リハビリテーショ天草病院） 

 

◆ 広報誌編集部長 深澤 貴朗（シルバーケア敬愛） 

1.広報誌発行事業 

事業内容：埼玉県民に向けた情報発信のために広報誌の発行を年 2回行う 

内容としては地域包括ケアの周知や理学療法（士）の啓発など、埼玉県民の医療・保健・福

祉の増進に寄与する情報発信を予定 

予定時期：8～9月、1月～2月、年2回  

対  象：埼玉県民・医療・介護従事者 

2.広報誌発行のための編集会議の開催 
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発行予定日の半年前より編集会議を行い原稿執筆依頼や取材活動を行う。約3ヵ月前に校正作業を行い、

印刷業者への原稿の入稿前に最終チェックを行う。また発送先の検討など、その都度必要に応じて編

集部会を行う。 

 

◆ インターネット管理部  部長 原田 慎一（リハビリテーション天草病院）  

1.埼玉県理学療法士会 WEB サイトの作成・掲載・管理  

2.埼玉県リハビリテーションテーションマップの管理・運用 

3.データ管理システムの管理・運用 

4.埼玉県理学療法学会 HP の作成・掲載作業 

5. 地域包括ケアシステム推進事業 WEB サイト掲載・管理 

6. FACEBOOK ページ作成・管理 

7. メールマガジンの発行及び登録推進 

8. 埼玉県理学療法士会メールアドレスの作成・管理 

9. 写真素材の制作・管理 

10.会議の開催 

1)広報局会議 

2)インターネット管理部会議 

3)ホームページ作成会議（他局との連携） 

 

◆ 理学療法週間推進部 部長 河合 麻美（さいたま赤十字病院） 

1.理学療法週間企画 

事業内容：理学療法フェスタ 2019 

1）理学療法士の活動紹介（仕事内容や県士会各部の活動などパネル展示） 

2）体力測定（健康増進部出展） 

3）ステージイベント （講師：SAM 氏、ダレデモダンス代表） 

4）子育て支援コーナー 

5）介護予防関連ブース 

予定時期：2019 年 7 月 28 日（日） 

対象：一般県民 

開催場所：イオンレイクタウン 

 

職能局                           
局長  阿久澤 直樹（川越リハビリテーション病院） 

 

◆ 業務推進部 部長 三宮 将一（赤心堂病院） 

1.官民産学共同事業 

 対象：地域住民(一般高齢者) 

 内容ダイハツ自動車工業 地域密着プロジェクト「健康安全運転講座」の協働 
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 時期：2019年5月、2019年10月(予定) 

 場所：埼玉ダイハツ販売株式会社 大宮店 

 定員：20名 

2．療法士の働き方を考える研修会 

 対象：埼玉県理学療法士会員、他士会員 

 内容：社会における理学療法の必要性をテーマに職能を生かした保険内外の活躍の場を 

知る。 

 時期：2019年7月(予定) 

 場所：大宮周辺 

 定員：80名 

3．ワークライフ・マネジメント研修会 

 対象：埼玉県理学療法士会員、他士会員 

 内容：多様な働き方、やりがい、役割を満たす環境と人材づくりを目指す。 

 時期：2019年11月(予定) 

 場所：大宮周辺 

 定員：60名 

4．連盟との連携作業 

1） 会合等への参加 

2） 共済事業への協力 

3） 連盟と合同による政治活動参画の推進・検討・資料作成 

時期：適宜 

場所：埼玉県内、東京都内 等 事業開催地 

5.部会の開催 

6.職能局全体会議の開催 

 

◆ 医療保険部 部長 髙野 利彦 （熊谷総合病院） 

1. 医療保険の仕組みを理解する研修会 

  対象：埼玉県理学療法士会員、他士会員 

  内容：診療報酬改定の情報提供と今後の方向性に関して共有する 

  時期：2019年5月(予定)、2019年6月(予定)、同一内容で2回開催 

  場所：大宮周辺、熊谷周辺 

  定員：80名 

2.医療保険の中身を充実させる研修会 

  対象：埼玉県理学療法士会員、他士会員 

内容：これからの入院医療に求められるリハビリテーションの役割を理解する。 

時期：2019年8月(予定) 

場所：大宮周辺 

定員：80名 
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3.医療・介護・地域との連携を進める研修会 

  対象：埼玉県理学療法士会員、他士会員 

内容：入退院支援・在宅医療連携拠点等との連携について理解する 

時期：2019年12月(予定) 

場所：大宮周辺 

定員：80名 

4.部会の開催 

 

◆ 介護保険部 部長 佐々木 洋平 （西武川越病院） 

1.介護保険の仕組みを理解する研修会 

 対象：埼玉県理学療法士会員、他士会員 

 内容：介護保険の基本的知識と医療介護の連携のあり方について学ぶ 

 時期：2019 年 6月(予定) 

 場所：大宮周辺 

 定員：70 名 

2.介護保険の中身を充実させる研修会 

 対象：埼玉県理学療法士会員、他士会員 

 内容：①中重度者を含めた適切な医療・介護サービスのシームレスな提供体制に 

ついて学ぶ 

②自立支援・重度化予防・技術移転の観点から、質の高い介護保険サービス 

を検討する 

    時期：2019 年 9 月(予定)、2019 年 12 月(予定) 

    場所：大宮周辺 

    3.部会の開催  

 

◆ 地域包括ケア推進部 部長 倉林 泰士郎（戸田中央リハビリテーション病院） 

1.地域包括ケアシステム研修会 

   対象：リハビリ専門職、および行政職員・地域包括職種・地域包括ケア関係職種 

   内容：①地域包括ケアシステムに関わる他団体との共催を検討 

      ②埼玉県の地域包括ケアシステム構築の進捗や情報を共有 

      ③地域リハビリテーション活動支援事業に協力するリハ職の人材育成 

      ④県内全域の地域包括ケア関係者の交流 

   時期：2020 年 2 月(予定) 

   場所：川越周辺 

   定員：150 名 

2.推進リーダー導入研修会 

   対象：日本理学療法士協会既定の条件を満たす会員、 

および埼玉県作業療法士会・埼玉県言語聴覚士会会員 
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   内容：協会配布の研修資料に準ずる。 

      （地域ケア会議推進リーダー、介護予防推進リーダー各 2回開催） 

   時期：2019 年 7 月(介護予防、地域ケア)、2019 年 10 月(介護予防、地域ケア) 

   定員：各 90 名 

3.地域包括ケア 実務者ブラッシュアップ研修 

   対象：介護予防・地域ケア会議に参加、総合事業に関わるリハビリテーション専門職 

   内容：地域包括ケアシステムの中身を充実させる研修 

① 介護予防・地域ケア会議・総合事業・生活支援の適正化を考え行動する事 

のできる人材育成 

② 各圏域市町村のリハ専門職の連携を図る 

   時期：2019 年 5 月(予定)、2019 年 9 月(予定)、2019 年 12 月(予定) 

   場所：浦和周辺、大宮周辺、川越周辺 

   定員：各 90 名 

4.部会の開催 

 

東部ブロック                           
理事 瀧上 晃弘（介護老人保健施設 三郷ケアセンター） 

 

◆東部ブロック全体 

 理学療法フェスタ（介護予防・健康増進キャンペーン）  

事業内容：広報局・事業局と共催にて、東部ブロック内にある商業施設で一般県民を 

対象に公開講座、体力測定などを通じて健康づくり意識の構築、および健康 

づくり・介護予防領域における理学療法の啓発と社会貢献活動に寄与する。 

予定開催数：1 回  

予定時期：2019 年 7 月 28 日 

対  象：埼玉県民  

予定開催場所：越谷レイクタウン 光の広場   

 

◆ 北エリア エリア長 飯塚 浩二（中田病院） 

1）北エリア研修会 

事業内容：会員の知識・技術向上を目的とした内容を検討中（症例検討含む） 

予定開催数：3回 

予定時期：2019 年 7 月・2019 年 12 月、2020 年 2 月 

対  象：理学療法士、養成校学生、リハビリ関連職種 

開催場所：埼玉県東部ブロック北エリア内 

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定 

2）北エリア交流会 

事業内容：東部ブロック会員相互の懇親、顔の見える関係の構築と職能団体としての組織力の向上を図
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る 

予定開催数：1回 

予定時期：2019 年 12 月 

対  象：理学療法士、養成校学生、リハビリ関連職種 

開催場所：埼玉県東部ブロック北エリア内 

3）啓発活動事業 

事業内容：東部ブロック内の地域の市民祭りやフェスタに理学療法士としてブースを持ち、地域住民の

方へ理学療法士に関する啓発活動を行っていく 

予定開催数：1回 

予定時期：2019 年 10 月 

開催場所：北エリア内 

 

◆ 中央エリア エリア長 中村 高仁（リハビリテーション天草病院） 

1）中央エリア研修会 

事業内容：会員の知識・技術向上を目的とした内容を検討中 

予定開催数：３回 

予定時期：2019 年 7 月・2019 年 1 月・2020 年 2 月 

対象：理学療法士、養成校学生、リハビリ関連職種 

開催場所：埼玉県東部ブロック中央エリア内 

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定 

2）中央エリア交流会 

事業内容：東部ブロック会員相互の懇親、顔の見える関係の構築と職能団体としての組織力の向上を図

る。 

予定開催数：1回 

予定時期：2020 年 1 月 

対  象：理学療法士、養成校学生、リハビリ関連職種 

開催場所：埼玉県東部ブロック中央エリア内 

3）啓発活動事業 

事業内容：東部ブロック内の地域の市民祭りやフェスタに理学療法士としてブースを持ち、地域住民の

方へ理学療法士に関する啓発活動を行っていく 

予定開催数：2回 

予定時期：2019 年 9 月、11 月 

開催場所：中央エリア内 

 

◆ 南エリア エリア長 榎本 隆（三郷中央総合病院） 

1）南エリア研修会 

事業内容：会員の知識・技術向上を目的とした内容を検討中 

予定開催数：3回 
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予定時期：2019 年 9 月・2019 年 12 月・2020 年 2 月 

対  象：理学療法士、養成校学生、リハビリ関連職種 

開催場所：埼玉県東部ブロック南エリア内 

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定 

2）南エリア交流会 

事業内容：東部ブロック会員相互の懇親、顔の見える関係の構築と職能団体としての組織力の向上を図

る。 

予定開催数：1回 

予定時期：2019 年 9 月 

対  象：理学療法士、養成校学生、リハビリ関連職種 

開催場所：埼玉県東部ブロック南エリア内 

3）啓発活動事業 

事業内容：東部ブロック南エリア内の地域の市民祭りなどに理学療法士としてブースを持ち、地域住民

の方へ理学療法士に関する啓発活動を行っていく 

予定開催数：2回 

予定時期：2019 年 9 月、11 月 

開催場所：南エリア内 

 

西部ブロック                           
理事  杉浦 恵介 （圏央所沢病院/介護老人保健施設 遊） 

 

1）西部ブロック公開講座 

事業内容：埼玉県（特に西部ブロック）在住の一般県民およびリハビリテーションに携わる方々に対し

て、理学療法の知識・技術の伝達及び啓発活動の一環として実施する。   

予定数：1回 

予定時期：2019 年 7 月 

予定会議回数：5回  

対  象：一般県民、リハビリテーションに携わる方 

予定場所：西部ブロック内  

2）西部ブロック研修会  

事業内容：専門職としての知識・技術の向上を目的に、講義および実技講習を実施する。  

予定数：1回 

予定時期：2019 年 10 月 

対  象：埼玉県理学療法士会会員、日本理学療法士協会会員、他リハビリテーション関連職種 、養

成校学生 

予定場所：西部ブロック内 

単位認定：新人教育プログラムと認定外研修を含む 

3）西部ブロックエリア長・会計・運営会議  



99

事業内容：西部ブロック内の活動・事業の関する検討、経過報告および情報交換を目的に実施する。  

予定数：3回 

予定時期：6月、11 月、2月 

対  象：埼玉県理学療法士会西部ブロック理事、エリア長、会計担当、運営委員 

予定場所：西部ブロック内  

4）西部ブロック市町連携会議  

事業内容：市・町単位（少人数などの事情により複数市町同時開催も可）の①ネットワークの構築、②

担当施設（人物）を定める。相互理解を深め、協力体制や地域の連携を密にする。 

予定数：4回（各エリア 複数市町合同で実施予定） 

予定時期：未定  

対象：西部ブロックの各市単位の会員を中心とし、会員外ＰＴ・他職種も参加は可 

予定場所：各市町 

備考：各市町のネットワークの構築を図る 

 

◆川越エリア エリア長 吉川 貴矩（大生水野クリニック） 

1）川越エリア研修会  

事業内容：専門職としての知識・技術の向上を目的に、講義および実技講習を実施する。また、症例検

討会では発表経験の少ないスタッフがプレゼンテーションの方法を学んでいくとともに、

様々な意見交換を通して、専門職としてのスキルアップも図る。  

予定数：研修会 3回、症例検討会 1回 

予定時期：未定  

対  象：埼玉県理学療法士会会員、日本理学療法士協会会員、他リハビリテーション関連職種、養成

校学生 

予定場所：川越エリア内 

単位認定：新人教育プログラム予定 （単位認定外も含む予定） 

2）川越エリア会議  

事業内容：川越エリア内の活動・事業の関する検討、経過報告および情報交換を目的に実施する。 

予定数：3回 

予定時期：未定   

対  象：川越エリア内会員  

予定場所：川越エリア内 

 

◆秩父エリア エリア長 横山 秀則（介護老人保健施設 縄文の里 長瀞倶楽部）   

1）秩父エリア研修会  

事業内容：専門職としての知識・技術の向上を目的に、講義および実技講習を実施する。 

      症例発表会ないし検討会を行い、プレゼンテーション能力やデスカッション能力向上、新

人や中堅への教育を行っていく。 

予定数：研修会 3回、症例検討会 1回 
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予定時期：未定 

対  象：埼玉県理学療法士会会員、日本理学療法士協会会員、他リハビリテーション関連職種、養成

校学生 

予定場所：秩父エリア内 

単位認定：新人教育プログラム予定（単位認定外も含む予定） 

2）秩父エリア会議  

事業内容：秩父エリア内の活動・事業の関する検討、経過報告および情報交換を目的に実施する。  

予定数：3回 

予定時期：未定 

対  象：秩父エリア内会員  

予定場所：秩父エリア内 

 

◆三芳エリア エリア長 安本 誠志（ＴＭＧあさか医療センター） 

1）三芳エリア研修会  

事業内容：専門職としての知識・技術の向上を目的に、講義および実技講習を実施する。  

予定数：2回 

予定時期：未定 

対  象：埼玉県理学療法士会会員、日本理学療法士協会会員、他リハビリテーション関連職種、養成

校学生 

予定場所：三芳エリア内 

単位認定：新人教育プログラム予定（単位認定外も含む予定）  

2）三芳エリア会議  

事業内容：三芳エリア内の活動・事業の関する検討、経過報告および情報交換を目的に実施する。  

予定数：1回 

予定時期：未定 

対  象：三芳エリア内会員  

予定場所：三芳エリア内 

 

◆所沢エリア エリア長 長島 秀幸（所沢ロイヤル病院）   

1）所沢エリア研修会  

事業内容：専門職としての知識・技術の向上を目的に、講義および実技講習を実施する。また、症例検

討会では発表経験の少ないスタッフがプレゼンテーションの方法を学んでいくとともに、様々な意見

交換を通して、専門職としてのスキルアップも図る。  

予定数：研修会 3回、症例検討会 1回 

予定時期：研修会：7月、9月、11 月 症例検討会：1月 

対  象：埼玉県理学療法士会会員、日本理学療法士協会会員、他リハビリテーション関連職種、養成

校学生 

予定場所：所沢エリア内 
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単位認定：新人教育プログラム予定（単位認定外も含む予定） 

2）所沢エリア会議  

事業内容：所沢エリア内の活動・事業の関する検討、経過報告および情報交換を目的に実施する。  

予定数：2回 

予定時期：5月、1月 

対  象：所沢エリア内会員  

予定場所：所沢エリア内 

 

南部ブロック                           
理事  髙宮 尚之（田中ファミリークリニック） 

 

1．南部ブロック運営会議 

予定開催数：3回 

予定時期：2019 年 5 月、10 月、2020 年 1 月 

対象：南部ブロック運営委員（エリア長、事務係、会計係等） 

開催場所：南部ブロック内 

 

2．南部ブロック理事エリア長会議 

予定開催数：2回 

予定時期：2019 年 4 月、9月 

対象：ブロック理事・エリア長 

開催場所：南部ブロック内 

 

3．南部ブロック会計会議 

予定開催数：3回 

予定時期：2019 年 4 月、10 月、2020 年 2 月 

対象：南部ブロック運営委員（会計係、エリア長） 

開催場所：南部ブロック内 

 

◆南エリア エリア長 金子 佳弘（済生会川口総合病院） 

1. 南エリア研修会Ⅰ-①②、Ⅱ-①② 

 事業内容：臨床経験の浅い会員を主な対象とした実技講習会を行い、理学療法技術の向 

      上を図る。 

予定開催数：1企画 2回 リピ－ト研修会も行う 

予定時期：2019 年 7～8月 

対象：主に南エリア所属の本会会員、他 

開催場所：南部ブロック南エリア内 

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定 
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     専門認定理学療法士履修ポイント認定予定 

 

2. 南エリア研修会Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 

事業内容：臨床に応用できる内容や中堅以上の会員を対象としたテーマで講習会を開催する。 

予定開催数：3回 

予定時期：2019 年 9 月～12 月 

対象：主に南エリア所属の本会会員、他 

開催場所：南部ブロック南エリア内 

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定 

 

3．南エリア症例検討会 

 事業内容：症例発表未経験者を主な対象とした症例発表、検討会を実施する。 

予定開催数：1回 

予定時期：2020 年 1 月 

対象：主に南エリア所属の本会会員、他 

開催場所：南部ブロック南エリア内 

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定  

 

4. 南エリア交流会Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

 事業内容：南エリア研修会や症例検討会後、会員同士の交流を深めて施設間連携や地域連携の強化を

図る。 

予定開催数：3回 

予定時期：2019 年 6～9月、10～12 月、2020 年 1 月 

対象：主に南エリア所属の本会会員、他 

開催場所：南部ブロック南エリア内 

 

5. 南エリア運営会議 

 事業内容：南部ブロック南エリアの事業計画及び具体的な企画と運営方針を協議する 

      場とする。 

予定開催数：計 3回 

予定時期：2019 年 4 月、11 月、2020 年 1 月 

対象：南部ブロック南エリア運営委員 

 開催場所：南部ブロック南エリア内 

 

6．南エリア代表者連絡会議（地域連携会議） 

事業内容：南部ブロック南エリア内会員施設の管理者や役職のある方を主な対象とし、連絡会議を開催

し、情報共有やネットワ－ク構築、エリア活動についての意見交換等を行う。 

予定開催数：計 1回 
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予定時期：2019 年 6～7月 

対象：南部ブロック南エリア内会員施設の代表者および役職者、他 

 開催場所：南部ブロック南エリア内 

 

◆さいたまエリア エリア長 宇野 潤（介護老人保健施設きんもくせい） 

1. さいたまエリア研修会Ⅰ・Ⅱ 

事業内容：臨床経験の浅い会員を主な対象とした研修会を同一内容で会場を変えて 2 回開催し、理学

療法技術の向上を図る。 

予定開催数：2回（1企画） 

予定時期：2019 年 6 月～7月 

対象：主にさいたまエリア所属の本会会員、他 

開催場所：南部ブロックさいたまエリア内 

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定 

 

2. さいたまエリア研修会Ⅲ－①②（技術研修会） 

 事業内容：実技中心の合計 180 分以上の研修会を行う。 

予定開催数：2回（1企画） 

予定時期：2019 年 7～8月 

対象：南部ブロック会員、本会会員、他 

開催場所：南部ブロックさいたまエリア内 

単位認定：新人教育プログラム単位、該当する専門・認定理学療法士の履修ポイントを認定予定 

 

3. さいたまエリア研修会Ⅳ－①②（専門・認定理学療法士研修会） 

 事業内容：専門認定理学療法士を講師に迎えて、合計 180 分以上の研修会を行う。 

予定開催数：2回（1企画） 

予定時期：2019 年 10～11 月 

対象：南部ブロック会員、本会会員、他 

開催場所：南部ブロックさいたまエリア内 

単位認定：新人教育プログラム単位、該当する専門・認定理学療法士の履修ポイントを認定予定 

 

4. さいたまエリア症例検討会 

 事業内容：さいたまエリア内施設職員の症例発表、検討会 

予定開催数：1回 

予定時期：2020 年 1 月 

対象：主にさいたまエリア内所属施設の本会会員、他 

開催場所：南部ブロックさいたまエリア内 

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定 
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5. さいたまエリア交流会Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 

 事業内容：さいたまエリア研修会、情報交換会、症例検討会後にセット、または単独企画として会員同

士の交流を深めて施設間連携や地域連携の強化を図る。 

予定開催数：4回 

予定時期：2019 年 6 月、8月、11 月、2020 年 1 月 

対象：主にさいたまエリア所属の本会会員、他 

開催場所：南部ブロックさいたまエリア内 

 

6．さいたまエリア運営会議 

事業内容：南部ブロックさいたまエリアの事業計画及び具体的な企画と運営方針を協議する場とする。 

予定開催数：計 5回 

予定時期：2019 年 4 月、8月、10 月、2020 年 1 月、2月 

対象：さいたまエリアの南部ブロック運営委員 

 開催場所：南部ブロックさいたまエリア内 

 

7．さいたまエリア情報交換会 

事業内容：南部ブロックさいたまエリア内のＰＴ（特に中堅）が集まり、情報共有とネットワーク構築、

エリア活動についての意見交換等を行う。 

対象：南部ブロックさいたまエリア所属のＰＴ等 

予定時期：2019 年 10 月 

開催場所：南部ブロックさいたまエリア内 

 

◆県央エリア エリア長 河井 剛（こうのすナーシングホーム共生園） 

1. 県央エリア研修会Ⅰ・Ⅱ 

 事業内容：臨床経験の浅い会員を主な対象とした実技講習会を行い、理学療法技術の向 

      上を図る。 

予定開催数：2回 

予定時期：2019 年 6 月・10 月 

対象：主に県央エリア所属の本会会員、他 

開催場所：南部ブロック県央エリア内 

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定 

 

2. 県央エリア研修会Ⅲ 

 事業内容：臨床に応用できる内容や地域連携に関わるテーマで開催する。その他、エリ 

 ア内のネットワークづくりの場やエリア内の会員の意見を広く拝聴する場と 

する。 

予定開催数：1回 

予定時期：2019 年 8 月 
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対象：主に県央エリア所属の本会会員、他 

開催場所：南部ブロック県央エリア内 

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定 

 

3．県央エリア症例検討会 

事業内容：臨床に応用できる内容や地域連携に関わるテーマで開催する。その他、エリ 

 ア内のネットワークづくりの場やエリア内の会員の意見を広く拝聴する場と 

する。 

予定開催数：1回 

予定時期：2019 年 12 月 

対象：主に県央エリア所属の本会会員、学生、他 

開催場所：南部ブロック県央エリア内 

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定 

 

4．県央エリア交流会Ⅰ・Ⅱ 

 事業内容：県央エリア研修会後、会員同士の交流を深めて施設間連携や地域連携の強化を図る。 

予定開催数：2回 

予定時期：2019 年 8 月・12 月 

対象：主に県央エリア所属の本会会員、他 

開催場所：南部ブロック県央エリア内 

 

5．県央エリア運営会議 

 事業内容：南部ブロック県央エリアの事業計画及び具体的な企画と運営方針を協議する 

      場とする。 

予定開催数：計 3回 

予定時期：2019 年 4 月、10 月、2020 年 1 月 

対象：県央エリアの南部ブロック運営委員 

 開催場所：南部ブロック県央エリア内 

 

6．公開講座 

事業内容：地域住民へ理学療法の啓蒙活動を行う。 

対象：一般県民、医療・介護関連職種 

期日：2019 年 7 月 14 日（日） 

開催場所：クレア鴻巣 
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北部ブロック                           
理事  大沼 貴広（東松山医師会病院） 

 

1）公開講座（坂戸エリア） 

事業内容：埼玉県民およびリハビリテーション関連職種、介護サービス従事者などに対して、地域リハ

ビリテーションの知識やリハビリテーション関連技術の伝達・指導を行う 

予定開催数：1回 

予定時期：2019 年 7 月 

対  象：埼玉県民およびリハビリテーション関連職種、介護サービス従事者など 

定員：70 名予定 

予定開催場所：坂戸市文化会館 

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定 

2） 北部ブロック研修会・市町村単位での研修会 

 事業内容：スキルアップのための研修会を開催（東松山エリアにて専門・認定理学療法士履修に配慮し

て 2回 1セットの研修会、熊谷エリアにて症例検討会 1回、市町村単位の研修会 4回） 

予定開催数：7回 

予定時期：2019 年 5 月、9月（研修会）、2019 年 6 月（症例検討会） 

     適宜（市町村会議に合わせて 4回実施） 

対  象：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、養成校学生など 

 予定開催場所：熊谷文化創造館さくらめいと、東松山市民文化センター、各施設など 

単位認定：専門・認定理学療法士、新人教育プログラム単位認定予定 

定  員：各 40 名予定 

3）北部ブロック会議・市町村会議 

 事業内容：埼玉県理学療法士会および北部ブロックなどの年度決定事業等の会員への連 

      絡、公開講座等の施設間の協力体制の確認、ブロック運営会議での年間方針・運営方法の確

認・検討。各施設管理者のネットワーク構築、若手理学療法士のネットワーク構築。市町村

ごとの関係の構築、地域包括ケアに向けた地域密着型の体制作り。 

予定開催数：14 回 

予定時期：ブロック会議 2019 年 5 月、11 月 

市町村会議  12 回（平成 31 年度適宜） 

対  象：北部ブロック所属の理学療法士、地域のリハビリテーション関連職種 

予定開催場所：東松山市民文化センター、熊谷文化創造館さくらめいと、各所属施設等 

 

4）北部ブロック運営会議 

事業内容：公開講座や地域リハ研修会における施設間の協力体制の確認、北部ブロックの年間方針・運

営方法の検討、ブロック会議での議題確認、北部ブロック理学療法士からの意見聴取およ

び解決方法の検討、ブロック研修会の準備 

予定開催数：6回 
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予定時期：令和元年度適宜 

 対  象：北部ブロック所属の運営委員 

予定開催場所：北部ブロック運営委員所属病院施設 

5）北部ブロック交流会・市町村交流会 

事業内容：北部ブロック所属の理学療法士・新人理学療法士の親睦を深めるためバーベ 

     キュー大会および交流会を開催 

予定開催数：13 回 

予定時期： 2019 年 5 月（新人歓迎会）、市町村会議と合わせて 12 回開催 

対  象：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、養成校学生など 

予定開催場所：嵐山渓谷バーベキュー場（新人歓迎会）、北部ブロック内 

 

◆熊谷エリア エリア長 横山 浩康（熊谷総合病院） 

1）熊谷エリア会議 

事業内容：公開講座や地域リハ研修会における施設間の協力体制確認、年間方針・運営方法を検討、ブ

ロック会議や運営会議での議題確認、エリア内理学療法士からの意見聴取および解決方法

の検討、エリア研修会準備、市町村会議・交流会準備。 

 

予定開催数：3回 

予定時期：令和元年度適宜 

対  象：熊谷エリア所属の運営委員 

予定開催場所：熊谷エリア運営委員所属病院施設 

2）熊谷エリア研修会 

事業内容：スキルアップのための研修会を開催 

 予定開催数：2回 

 予定時期：2019 年 8 月、10 月  

対  象：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、養成校学生など 

予定開催場所：熊谷文化創造館さくらめいと、運営委員所属施設 

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定 

定員：40 名予定 

 

◆東松山エリア エリア長 桜井 徹也（石井クリニック） 

1）東松山エリア会議 

事業内容：公開講座や地域リハ研修会における施設間の協力体制確認、年間方針・運営方法を検討、ブ

ロック会議や運営会議での議題確認、エリア内理学療法士からの意見聴取および解決方法

の検討、エリア研修会準備、市町村会議・交流会準備。 

予定開催数：3回 

予定時期：令和元年度適宜 

対  象：東松山エリア所属の運営委員 
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予定開催場所：東松山エリア運営委員所属病院施設 

2）東松山エリア研修会 

事業内容：スキルアップのための研修会を開催 

 予定開催数：2回（ブロック研修会として開催、ブロック研修会参照） 

 予定時期：2019 年 5 月、9月  

対  象：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、養成校学生など 

予定開催場所：東松山市民文化センター、運営委員所属病院施設 

単位認定：専門・認定理学療法士履修単位認定予定 

定  員：40 名予定 

 

◆坂戸エリア エリア長 川﨑 新太郎（坂戸中央病院） 

1）坂戸エリア会議 

事業内容：公開講座や地域リハ研修会における施設間の協力体制確認、年間方針・運営方法を検討、ブ

ロック会議や運営会議での議題確認、エリア内理学療法士からの意見聴取および解決方法

の検討、エリア研修会準備、市町村会議・交流会準備。 

 

予定開催数：3回 

予定時期：令和元年度適宜 

対  象：坂戸エリア所属の運営委員 

予定開催場所：坂戸エリア運営委員所属病院施設 

2）坂戸エリア研修会 

事業内容：スキルアップのための研修会を開催 

 予定開催数：2回 

 予定時期：2019 年 11 月、2020 年 1 月   

対  象：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、養成校学生など  

予定開催場所：坂戸市民文化会館、坂戸エリア運営委員所属病院施設 

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定 

定員：40 名予定 

 

◆深谷・本庄エリア エリア長 真下 和貴（デイリハセンターうちリハ深谷） 

1）深谷・本庄エリア会議 

事業内容：公開講座や地域リハ研修会における施設間の協力体制確認、年間方針・運営方法を検討、ブ

ロック会議や運営会議での議題確認、エリア内理学療法士からの意見聴取および解決方法

の検討、エリア研修会準備、市町村会議・交流会準備。 

予定開催数：3回 

予定時期：令和元年度適宜 

対  象：深谷・本庄エリア所属の運営委員 

予定開催場所：深谷・本庄エリア運営委員所属病院施設 
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2）深谷・本庄エリア研修会

事業内容：スキルアップのための研修会を開催

予定開催数：2回

予定時期：2019 年 7 月、12 月

対  象：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、養成校学生など

予定開催場所：深谷・本庄エリア運営委員所属病院施設、本庄市民文化会館

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定

定  員：40 名予定

◆財政基盤検討委員会 委員長 山田 義憲（越谷誠和病院）

1.予算項目改編の検討

2.令和２年度予算案の作成

3.その他

◆ 表彰委員会 委員長 原 和彦（埼玉県立大学）

1.下記、各種表彰に関する審議、推薦

① 6月 埼玉県表彰規則・知事表彰

② 7月 公衆衛生事業功労者に対する知事表彰

③ 7月 春の叙勲・褒章（厚労省）

④ 9月 医療功労賞（読売）

⑤ 9月 公衆衛生事業功労者に対する（財）日本公衆衛生協会長表彰

⑥ 9月～10 月 厚生労働大臣表彰（公衆衛生功労）

⑦ 10 月 ヘルシー・ソサエティ賞（看護協会、ジョンソンアンドジョンソン）

⑧ 12 月 日本理学療法士協会賞

⑨ 12 月 秋の叙勲・褒章（厚労省）

2.埼玉県理学療法士会表彰規程の施行に向けた準備運営

表彰審査、推薦業務に関する会員個人情報管理(事務局と連携) 

上記、①～⑨に関する推薦候補者リストの作成のための履歴書作成依頼などに必要な事務文書発送、

文書管理 

◆ 組織検討委員会 委員長 南本 浩之（春日部厚生病院）

1.組織に関すること

・運営基盤員会で検討された中長期計画および重点事項に基づいて組織を検討する。

・協会の組織変更に合わせた埼玉県士会の組織変更の必要性について検討する。

・理事枠の増員の必要性（兼任理事対策）等定款変更について検討する。

2.細則および規定に関すること

3.その他

2）深谷・本庄エリア研修会

事業内容：スキルアップのための研修会を開催

予定開催数：2回

予定時期：2019 年 7 月、12 月

対  象：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、養成校学生など

予定開催場所：深谷・本庄エリア運営委員所属病院施設、本庄市民文化会館

単位認定：新人教育プログラム単位認定予定

定  員：40 名予定

◆財政基盤検討委員会 委員長 山田 義憲（越谷誠和病院）

1.予算項目改編の検討

2.令和２年度予算案の作成

3.その他

◆ 表彰委員会 委員長 原 和彦（埼玉県立大学）

1.下記、各種表彰に関する審議、推薦

① 6月 埼玉県表彰規則・知事表彰

② 7月 公衆衛生事業功労者に対する知事表彰

③ 7月 春の叙勲・褒章（厚労省）

④ 9月 医療功労賞（読売）

⑤ 9月 公衆衛生事業功労者に対する（財）日本公衆衛生協会長表彰

⑥ 9月～10 月 厚生労働大臣表彰（公衆衛生功労）

⑦ 10 月 ヘルシー・ソサエティ賞（看護協会、ジョンソンアンドジョンソン）

⑧ 12 月 日本理学療法士協会賞

⑨ 12 月 秋の叙勲・褒章（厚労省）

2.埼玉県理学療法士会表彰規程の施行に向けた準備運営

表彰審査、推薦業務に関する会員個人情報管理(事務局と連携) 

上記、①～⑨に関する推薦候補者リストの作成のための履歴書作成依頼などに必要な事務文書発送、

文書管理 

◆ 組織検討委員会 委員長 南本 浩之（春日部厚生病院）

1.組織に関すること

・運営基盤員会で検討された中長期計画および重点事項に基づいて組織を検討する。

・協会の組織変更に合わせた埼玉県士会の組織変更の必要性について検討する。

・理事枠の増員の必要性（兼任理事対策）等定款変更について検討する。

2.細則および規定に関すること

3.その他

 

 

 
 

【委員会】 

◆財政基盤検討委員会    委員長  山田 義憲 （越谷誠和病院） 

1.財政基盤検討委員会の開催 

日時  2019年1月29日（火）19:00～21:00 

場所   埼玉県理学療法士会事務室 

出席者 委員7名 

内容  2019年度予算案の検討 

 

◆表彰委員会  委員長 原 和彦 （埼玉県立大学） 

本年度の各賞推薦に関する連絡調整は埼玉県保健医療部医療人事課、日本理学療法士協会、他士会事

務関係者との連絡、情報収集活動を行った。 

 

1．平成 29 年度表彰受賞者お祝い会 

去る平成 30 年 6 月 17 日（日）17：30～ 定時総会終了後大宮にて平成 29 年度表彰受賞のお祝い会を開催し

た。参加者 25 名（受賞者 3 名、有志 22 名） 

受賞名 

1) H30 年度協会賞受賞者(清宮清美、佐々木和人) 

2) H29 年度公衆衛生事業功労者に対する一般財団法人日本

公衆衛生協会会長表彰(清宮清美） 

3) H29 年度公衆衛生事業功労者に対する知事表彰(岡持利

亘) 

参加有志（前園徹、渡邊彰、望月久、恒屋昌一、星文彦、廣瀬 秀

行、原 和彦、渡邊 雅恵、南本浩之、細井 俊希、矢野秀典、瀧上晃

弘、大沼貴広、杉浦恵介、水田宗達、阿久澤直樹、髙宮尚之、原田慎

一、深澤貴朗、田口孝行、佐々木洋平、山田義憲、菅野岳、須藤京

子、本宮光信） 

2．平成 30 年度表彰受賞者について 

 本年度は下記の賞が受賞となった。 

① 平成 30 年度公衆衛生事業功労者に対する知事表彰 

当会会長、南本浩之氏、副会長、渡邊 雅恵氏両名の公衆衛生事

業功労者知事表彰の受賞が決定し、表彰式は平成 30 年 10 月 29

日午後 2 時～、埼玉会館小ホールにて第 62 回埼玉県公衆衛生大

会の中で授賞式が行われた。 

 

 



110

◆ 埼玉県理学療法学会評議員会 委員長 矢野 秀典（目白大学） 

1．埼玉県理学療法学会評議員会の開催 

 1)事業内容：①埼玉県理学療法学会長選任 

②埼玉県理学療法学会準備・運営に対するサポート 

 2)開催時期：2019 年 5 月・9月、2020 年 1 月・2月 

 

◆第 28 回埼玉県理学療法学会準備委員会 委員長 横山 浩康（熊谷総合病院） 

1．第 28 回埼玉県理学療法学会の開催 

 １）日時：2021 年 1 月 19 日 

 ２）会場：大宮ソニックシティ 

2．第 28 回埼玉県理学療法学会準備委員会の開催 

 １）月 1回程度の各局における運営会議の開催 

 ２）2ヶ月に 1回の局長・部長における運営会議の開催 

 ３）2ヶ月に 1回の各部における運営会議の開催 

3．第 28 回埼玉県理学療法学会準備委員会からの引き継ぎ会議の開催 

4．埼玉県理学療法学会評議員会への参加と進捗状況の報告 

 

◆第 29 回埼玉県理学療法学会準備委員会 委員長 桒原 慶太（北里大学メディカルセンター） 

 第 29 回埼玉県理学療法学会 日時：未定（2019 年年度中に決定） 

 1.埼玉県理学療法学会評議員会への参加  

 2.第 28 回埼玉県理学療法学会準備委員会への参加  

 3.第 29 回埼玉県理学療法学会準備委員会の開催 

 

◆ ブロック連絡委員会 委員長 岡持 利亘（霞ヶ関南病院） 

1.ブロック連絡委員会年 3回 不定期開催 

2.各ブロック活動の現状・課題などの情報共有 

3.市町村単位での活動に向けた情報共有及び準備・検討 

4.施設間ネットワーク構築の検討 

5.市町村におけるリハ職団体の把握 

6．連盟との連携 

7．その他、必要なブロック活動推進に関する活動 

 

◆ 訪問リハビリテーション振興委員会 委員長 袴田 徹（合同会社リハビリコンパス） 

1.埼玉県リハビリ三団体主催 訪問リハビリテーション実務者研修会事業に関する調整  

1）①訪問リハビリテーション実務者研修会（BASICコース） 

訪問リハビリテーションの基礎的な研修（講義、実技）を行う 

   日時：2019年8月～10月頃（予定） 

   場所：国立障害者リハビリテーションセンター病院か文京学院大学（予定） 
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   定員：70名予定 

②準備会議の開催6回 

2）①訪問リハビリテーション実務者研修会（ADVANCEコース） 

訪問リハビリテーションの応用的な研修（講義、実技）を行う 

   日時：2020年1〜2月頃（予定） 

   場所：埼玉県総合医局機構地域医療教育センター（予定） 

   定員：60名予定  

②準備会議の開催4回 

2.在宅リハ・ナース・ケアマネ研修会 

       ①訪問看護師と連携するための研修会を行う（主催：（一社）訪問看護ステーション協会、共

催：（公社）埼玉県理学療法士会、（一社）埼玉県作業療法士会、（一社）埼玉県言語聴覚士

会、（一社）埼玉県介護支援専門員協会 

   日時：2020年1月～2月頃（予定） 

   場所：さいたま市周辺（予定） 

   定員：100名予定 

      ②準備会議の開催4回 

3.運営会議（訪問リハビリテーション振興委員会） 

      ①理学療法士会での運営会議 開催3回 

②訪問リハビリテーション地域リーダー会議 

   日時：2019年5月頃（予定） 

   場所：東京（予定） 

 

◆ 選挙管理委員会 委員長 栁澤 勇（日本医療科学大学） 

1．令和元年度役員（理事及び監事）の改選 

1）公示 立候補者受付（4月上旬予定） 

2）立候補者受付の締め切り（5月上旬予定） 

3）選挙の実施（6月予定） 

 対象：会員（正会員・名誉会員） 

2．日本理学療法士協会選挙管理運営委員会の活動 

1）日本理学療法士協会選挙管理運営委員会への参加 

3．委員会の開催（2回） 

 

◆ がんリハビリテーション推進委員会 委員長 國澤 洋介（埼玉医科大学） 

1.「埼玉県がんリハビリテーション研修会」の企画・運営を目的とした、埼玉県内のリハビリテーション

専門職団体による実行委員会の開催（委員を代表して参加） 

時期：4月、8月 対象：実行委員 

場所：さいたま市（もしくは川越市）周辺の会議室 

予定会議回数：年2回 
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2．「埼玉県がんリハビリテーション研修会」の開催（共催事業） 

主催：埼玉県がんリハビリテーション研修会実行委員会 

共催：埼玉県理学療法士会、埼玉県リハビリテーション医会、埼玉県作業療法士会、埼玉県言語聴覚士

会 

後援：埼玉県医師会、埼玉県看護協会、埼玉県がん診療連携協議会 

時期：8月24日、25日 

場所：ウェスタ川越（埼玉県川越市） 

3．広報活動（会員に対する） 

各研修会、活動内容についての広報（参加者募集および活動報告） 

その他、がんリハビリテーションに関する情報提供（ホームページを活用） 

4．健康増進に関する啓発活動 

がんサバイバー、ケアギバーが参加するチャリティーイベント（リレー・フォー・ライフ・ジャパン

RFLJ）での、がんリハブースの設置と啓発活動 

時期：9月14日、15日（2日間） 

場所：川越市 

5．理学療法士に対する啓発活動 

がんリハビリテーションに関する研修会の開催：年1回 

時期：12月（もしくは1月）頃 

場所：さいたま市周辺 

6．委員会の開催 

時期：4月、7月、9月、12月、3月 

場所：県内の会議室 

 

◆ 災害対策委員会 委員長 菊地 裕美（介護老人保健施設一心館） 

１． JRAT 研修会参加・JIMTEF 研修会参加 

対象；災害対策委員 

内容；災害医療、災害リハビリテーションに関する研修会参加 

時期；未定（例年、都内、地方の 2か所にてステップ研修それぞれ 1回ずつ開催） 

２． 関係他団体との会議・情報交換 

対象；埼玉県理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会の災害対策委員会（三士会合同） 

内容；災害対策マニュアルの検討、アクションカードの作成、各施設との連絡体制整備および確立、

三士会合同災害研修会の検討 

時期；未定（年 6回の会議を予定） 

３． 県内のリハビリテーション専門職向け研修会の開催（Basic コース：年 2回、Advance コース：年 2

回） 

各施設のチーフとの説明会（アクションカード・連絡体制について） 

対象；県内リハビリテーション関連職種 

内容；対象に向けた災害医療、災害リハ内容、災害時に関するシステムについて研修会開催 
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時期；未定 

４． 災害対策マニュアル・アクションカード・フローチャートを進める上での連絡体制（情報発信）の

整備 

（県内災害時、県外災害時）の再考・改訂・更新 

対象；県内リハビリテーション関連職種 

内容；対象に向けた災害対策マニュアルの作成、更新 

５． 災害時の連絡方法（情報収集）の検討 

対象；県内リハビリテーション関連職種 

内容；対象に向けた災害時の連絡方法（連絡網、連絡ネットワーク）の検討 

６． 災害リハビリテーションについての啓蒙活動 

対象；県内リハビリテーション関連職種 

内容；災害において専門職ができる活動等の情報発信、広報活動 

７． その他 災害対策に必要と考えられる活動 

 

◆ 国際スポーツ競技対策委員会 委員長 遠藤 浩士（伊奈病院） 

1.スポーツ現場で選手が安全に活動するための技能検定 

  ・スポーツ理学療法における技能テスト 

事業内容：「スポーツ現場での選手におけるリスク管理を踏まえ、選手の安全面を考慮し活動する

ための技術検定の実施（テーピング・搬送及び固定・シナリオテスト）」 

予定時期：6月・2月 年 2回 

対象：スポーツ理学療法を目指す理学療法士 

会場：埼玉県内 

 

 

2.スポーツ理学療法技術研修会 

・国際競技大会におけるスポーツ理学療法技術支援研修会（第 8回） 

事業内容：「ワークショップ主体の症例・事例検討会」 

予定時期：7月予定 

対象：理学療法士 

会場：埼玉県内 

 

・国際競技大会におけるスポーツ理学療法技術支援研修会（第 9回） 

事業内容：「スポーツ場面のシナリオを想定した徒手的評価と治療」 

予定時期：10 月予定 

対象：理学療法士 

会場：埼玉県内 

 

・国際競技大会におけるスポーツ理学療法技術支援研修会（第 10 回） 
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事業内容：「スポーツ理学療法技能検定のためのスキルアップ研修会」 

予定時期：1月予定 

対象：理学療法士 

会場：埼玉県内 

 

3．国際スポーツ競技大会の支援活動 

 ・2019 世界ボートジュニア選手権 

事業内容：「大会期間中におけるコンディショニング活動の実施」 

   予定時期：H31 年 8 月 7日～11 日（5日間） 

※介入期間は、公式戦含めた H31 年 8 月 4日～11 日（8日間） 

   対象：理学療法士 

   会場：海の森 水上競技場（都内） 

 

・第 5回 さいたま国際マラソン大会におけるランナーズケア活動の実施 

事業内容：「競技前後におけるランナーのコンディショニングアップのための活動」 

  予定時期：11～12 月予定 

  対象：理学療法士 

   会場：さいたまスーパーアリーナ会場内 

 

4.委員会の運営会議開催  

予定時期：年 3回予定（4月・11 月・2月予定） 

 

◆ 10 年後の理学療法を考える委員会 委員長 原嶋 創（介護老人保健施設あすか HOUSE 松伏） 

1.理学療法に関する政策検討 

2.政策を推進するための政治活動 

3.理学療法における課題収集及び調査等 

 4.委員会の開催 

  予定回数：年 6回（5月・7月・9月・11 月・1月・3月） 

 

◆ 職業倫理委員会 委員長 水田 宗達（埼玉県総合リハビリテーションセンター） 

1 公益社団法人日本理学療法士協会との連携 

2 職業倫理違反についての情報収集 

3 職業倫理委員会の開催（職業倫理違反が生じた場合など必要に応じて開催） 

4 職業倫理の普及・啓発方法の検討 

 

◆ 運営基盤検討委員会 委員長 南本 浩之（春日部厚生病院）  

1.中・長期計画に関すること  

 ・会員からの意見聴取の結果・課題等から中・長期計画それに伴う単年計画（重点項目）を立案す
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る。 

2.その他 

 

◆ 未来型理学療法研修検討（新分野開拓）委員会 委員長 細井 俊希（埼玉医科大学） 

1．各分野の代表者選出 

2．代表者との会議（各分野１回） 

分野 

・リンパ浮腫 

・看取り 

・非外傷性下肢切断予防 

・学童期の運動器健診 

・共生型サービス 

・その他 
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平成31年４月１日から令和２年３月３１日まで

科　　目 元年度予算 30年度予算 差異

　 円 円 円

Ⅰ 収入の部

１ 会費収入 52,410,000 51,380,000 1,030,000

(1) 正会員会費 51,870,000 50,870,000 1,000,000 5180名×10,000円  /　育休割引　10名×5,000円　/ シニア割引　10名×2,000円）　

(2) 賛助会員会費 540,000 510,000 30,000 18社×30,000円　　1社追加

２ 事業収入 3,820,000 5,020,000 -1,200,000

(1) 研修会事業収入 公益２ 100,000 100,000 0

認定・専門研修部研修会 20,000 20,000 0 研修部研修会より名称変更

第１回認定・専門研修部研修会　　　　 10,000 10,000 0 県士会員　0円　他県士会員　1,000円　会員外　5,000円

第２回認定・専門研修部研修会 10,000 10,000 0

新人教育部研修会 80,000 80,000 0 県士会員　0円　他県士会員　1,000円　会員外　5,000円　

第1回新人研修会 20,000 20,000 0 　

第2回新人研修会 20,000 20,000 0

第3回新人研修会 20,000 20,000 0

第4回新人研修会 20,000 20,000 0

(2) 埼玉県理学療法学会 公益２ 1,730,000 2,960,000 -1,230,000 事前2,000円450名　会員当日3,000円200名　非会員・学生・広告費等

(3) 理学療法士協会補助金 1,990,000 1,960,000 30,000 150万円　＋　（100円　×4,900名）　

３ 団体活動県補助金 250,000 250,000 0

団体活動県補助金 250,000 250,000 0 埼玉県より

４ 雑収入 450,000 3,850,000 -3,400,000 広告費　研究推進部補助金(30万）等　　

当期収入合計(A) 56,930,000 60,500,000 -3,570,000

前年度繰越収支差金 19,209,810 10,792,653 8,417,157

収入合計(B) 76,139,810 71,292,653 4,847,157

令和元年度　　（公社）埼玉県理学療法士会予算（案）

第 2号議案

令和元年度　（公社）埼玉県理学療法士会予算（案）
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科　　目 元年度予算 30年度予算 差異 備　　考

　 円 円 円

Ⅱ 支出の部

１ 事業費 50,895,000 48,295,000 2,600,000

(1) 理学療法推進事業 公益１ 11,980,000 11,760,000 220,000

高齢者に関する研修会開催費 1,900,000 1,920,000 -20,000 高齢者福祉部担当　

生活期リハビリテーション研修会費 620,000 560,000 60,000 介護福祉士対象２回　41万　、ケアマネ対象１回　21万

彩の国リハビリテーションフェスタ 1,050,000 1,150,000 -100,000

彩の国老健ひろば事業費 40,000 0 40,000 30年度のみ未実施　 31年度は実施

運営費・雑費・交通費（高齢者福祉部） 190,000 210,000 -20,000

健康増進に関する研修会開催費 460,000 350,000 110,000 健康増進部担当　　

理学療法フェスタ協力費 130,000 90,000 40,000 理学療法週間推進部主体のフェスタで体力測定など実施

健康増進一般公開講座費 110,000 100,000 10,000

介護保険サービス事業所支援事業費 140,000 110,000 30,000

若年性認知症スポーツ大会協力事業 40,000 30,000 10,000

運営費・雑費・交通費（健康増進部） 40,000 20,000 20,000

小児に関する研修会開催費 1,020,000 1,340,000 -320,000 小児福祉部担当

療育関係者のための研修会費 280,000 270,000 10,000

通園施設職員のための研修会費 130,000 140,000 -10,000

発達障害児・者研修会費 40,000 50,000 -10,000

こどもの福祉機器体験会費 250,000 550,000 -300,000 2020開催準備として

運営費・雑費・交通費（小児福祉部） 320,000 330,000 -10,000

スポーツリハビリテーションに関する活動費 3,280,000 1,990,000 1,290,000 スポーツリハビリテーション推進部担当　

スポーツ関係者のための研修会費 160,000 90,000 70,000

高校野球サポート活動費 860,000 360,000 500,000 埼玉県予選　春季（24万）　夏季(30万）　秋季(23万）　春季関東大会（9万）

ボート競技サポート活動費 960,000 320,000 640,000 インターハイ埼玉予選　6月　（32万）　さいたま高校新人大会　9月　（32万） 関東選抜大会11月（32万）

硬式テニス競技サポート活動費 440,000 540,000 -100,000 県インターハイ予選大会5・6月　（22万）県高校新人戦大会10月（22万）

障害者スポーツ活動費 600,000 460,000 140,000 彩の国ふれあいピック　春（36万）　秋（24万）

運営費･雑費･交通費(スポリハ推進部） 260,000 220,000 40,000

国際スポーツに関する活動費 880,000 380,000 500,000 国際スポーツ競技対策委員会担当

さいたま国際マラソンサポート活動費 440,000 380,000 60,000

世界ボートジュニア選手権サポート活動費 440,000 0 440,000 （新規項目）

埼玉県がんリハビリテーション研修会費 150,000 150,000 0 県民に対する健康増進啓発活動

災害研修会費 1,200,000 890,000 310,000 災害対策委員会担当

災害リハビリテーション研修会　BASIC 440,000 310,000 130,000 2回実施　

災害リハビリテーション研修会　ADVANCE 480,000 580,000 -100,000 2回実施　

運営費・雑費・交通費（災害対策委員会） 280,000 370,000 -90,000 ２（１）より項目移動　災害対策委員会費より名称変更

訪問リハビリテーション振興事業費 260,000 260,000 0

訪問リハ実務者研修会　BASIC 100,000 120,000 -20,000

訪問リハ実務者研修会　ADVANCE 50,000 60,000 -10,000

在宅リハ・ナース・ケアマネ研修会 60,000 50,000 10,000 在宅リハ・ナース研修会費より名称変更

運営費・雑費・交通費（訪問リハ振興委員会） 50,000 30,000 20,000

埼玉理学療法士会公開講座開催費 2,830,000 1,980,000 850,000

東部ブロック公開講座 1,230,000 440,000 790,000 理学療法フェスタとして広報局と共同して実施　

西部ブロック公開講座 600,000 600,000 0

南部ブロック公開講座 330,000 250,000 80,000

北部ブロック公開講座 670,000 690,000 -20,000

４５周年記念事業 0 2,500,000 -2,500,000 事業終了
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科　　目 元年度予算 30年度予算 差異 備　　考

（2） 理学療法関連の情報提供等に関する事業 公益１ 9,830,000 8,840,000 990,000

理学療法発行費 3,200,000 3,650,000 -450,000 理学療法編集部担当　

印刷製本費 2,320,000 2,500,000 -180,000 年1回発行　5200部印刷　

運営費・雑費・交通費（理学療法編集部） 880,000 1,150,000 -270,000

インターネット作成管理費 2,300,000 1,530,000 770,000 インターネット管理部担当

管理費 1,950,000 1,230,000 720,000 ＨＰ作成関連費、リハマップ関連費分増

運営費・雑費・交通費（インターネット管理部） 350,000 300,000 50,000

広報誌発行費 1,630,000 1,530,000 100,000 広報誌編集部担当　

広報製本費 1,000,000 1,000,000 0 年2回発行

運営費・雑費・交通費（会報編集部） 630,000 530,000 100,000

理学療法週間推進活動費 1,170,000 670,000 500,000 理学療法週間推進部担当

理学療法フェスタ開催費 1,070,000 570,000 500,000 講師料分増額

運営費・雑費・交通費（理学療法週間推進部） 100,000 100,000 0

東部ブロック啓発活動費 680,000 700,000 -20,000 南エリア26万　　中央エリア　28万　　北エリア　14万

北部ブロック市町村連携活動費 770,000 570,000 200,000

療育マップ調査・作成費 20,000 50,000 -30,000 小児福祉部担当　

地域リハビリテーションマップ調査・作成費 60,000 140,000 -80,000 高齢者福祉部担当　

（3） 理学療法士教育等に関する事業 公益２ 21,725,000 20,485,000 700,000

認定・専門研修部研修会費 480,000 330,000 150,000 認定・専門研修部担当　

第１回研修会費 200,000 190,000 10,000

第２回研修会費 200,000 140,000 60,000

運営費・雑費・交通費（認定・専門研修部） 80,000 0 80,000 （新規項目）

新人研修会費 720,000 720,000 0 新人教育部担当

　 第１回新人研修会費 170,000 170,000 0

第２回新人研修会費 190,000 190,000 0

第３回新人研修会費 190,000 190,000 0

第４回新人研修会費 170,000 170,000 0

臨床実習教育研修会費 440,000 240,000 200,000 臨床実習教育部担当　　

第1回臨床実習研修会費 70,000 70,000 0

第2回臨床実習研修会費 50,000 70,000 -20,000

養成校教員情報交換会 250,000 90,000 160,000 旅費・人件費（養成校教員・理事16名）分増

運営費・雑費・交通費（臨床実習教育部） 70,000 10,000 60,000

スポーツリハビリテーション研修会費 810,000 710,000 100,000 ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ推進部担当 

スポーツリハビリテーション技術研修会費 810,000 710,000 100,000 年３回実施　1回（25万）　2回（25万）　3回（31万）

国際スポーツ競技技術研修会費 1,550,000 1,470,000 80,000 国際スポーツ競技大会対策委員会担当

第1回技術研修会 210,000 200,000 10,000

第2回技術研修会 240,000 260,000 -20,000

第3回技術研修会 330,000 260,000 70,000

第1回技術検定費 320,000 300,000 20,000

第2回技術検定費 320,000 310,000 10,000

国際スポーツ競技大会対策委員会運営費 130,000 140,000 -10,000

協会指定管理者研修会費 740,000 710,000 30,000 指定管理者研修部担当

協会指定管理者研修会費 420,000 710,000 -290,000 初級12万　急性期6万　回復期6万　生活期6万　地域包括ケア病棟6万　老健療養6万

運営費・雑費（指定管理者研修部） 320,000 0 320,000 （新規項目）

がんリハビリテーションに関する活動費 400,000 400,000 0 がんリハビリテーション推進委員会担当

がんリハビリテーション研修会 200,000 200,000 0

運営費・雑費（がんリハ推進委員会） 200,000 200,000 0 委員会開催費・会員への広報活動

埼玉県理学療法学会費 5,630,000 5,260,000 370,000 埼玉県理学療法学会準備委員会担当

今年度埼玉理学療法学会準備費 5,440,000 5,110,000 330,000 第28回準備委員会担当　　

次年度埼玉理学療法学会準備費 160,000 120,000 40,000 第29回準備委員会担当　

次々年度埼玉理学療法学会準備費 30,000 30,000 0 第30回準備委員会担当　

関東甲信越ブロック学会への協力 520,000 510,000 10,000 会長担当　

運営費・雑費（会長） 520,000 510,000 10,000 県士会負担金（会員数　5200人×100円）　

埼玉県リハビリテーション専門職協会費 345,000 335,000 10,000 三役担当 10万＋（会員数　4900人×50円）

生涯学習プログラム費 7,590,000 7,730,000 -140,000 東・西・南・北ブロック担当

東部ブロック研修会費 1,160,000 1,250,000 -90,000 南エリア35万　中央エリア46万　北エリア35万

東部ブロック活動費 790,000 790,000 0 ﾌﾞﾛｯｸ会議等

西部ブロック研修会費 1,230,000 1,160,000 70,000 全体17万　川越ｴﾘｱ44万　三芳ｴﾘｱ14万　秩父ｴﾘｱ24万　所沢ｴﾘｱ24万

西部ブロック活動費 350,000 370,000 -20,000 ﾌﾞﾛｯｸ会議等全体9万　川越ｴﾘｱ9万　三芳ｴﾘｱ2万　秩父ｴﾘｱ7万　所沢ｴﾘｱ8万

南部ブロック研修会費 1,320,000 1,240,000 80,000 南エリア53万　さいたまエリア51万　県央エリア28万

南部ブロック活動費 820,000 990,000 -170,000 全体29万　さいたまエリア31万　南エリア13万　県央エリア9万　

北部ブロック研修会費 620,000 920,000 -300,000 全体38万　深谷・本庄エリア8万　坂戸エリア8万　熊谷エリア8万

北部ブロック活動費 1,300,000 1,010,000 290,000 全体98万　深谷・本庄エリア8万　坂戸エリア8万　熊谷エリア8万　東松山エリア8万

理学療法研究推進費 840,000 840,000 0 研究推進部 

研究支援費 400,000 400,000 0

研究事業費 350,000 350,000 0 県士会担当研究事業

運営費・雑費・交通費(研究推進部） 90,000 90,000 0

新分野開拓委員会費 30,000 0 30,000 （新規項目）新分野開拓委員会担当

ブロック連絡委員会費 210,000 210,000 0 ブロック連絡委員会担当

施設代表者連絡会費 1,170,000 1,170,000 0 東部28万　西部33万　南部35万　北部21万

埼玉理学療法学会評議員会費 250,000 250,000 0 学会評議員会担当　
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科　　目 元年度予算 30年度予算 差異 備　　考

　 円 円 円

(4) 理学療法業務推進に関する事業費 公益２ 7,360,000 7,210,000 150,000

理学療法業務推進に関する活動費 1,170,000 1,370,000 -200,000 業務推進部担当

渉外活動費 470,000 520,000 -50,000

業務推進研修会費 380,000 320,000 60,000 復職支援研修会から名称変更　年２回開催　理学療法士の職域や働き方に関する研修

運営費・雑費・交通費（業務推進部） 320,000 530,000 -210,000 職能局会議費を含む　

医療保険制度に関する活動費 720,000 720,000 0 医療保険部担当

医療介護連携に関する研修会費 160,000 180,000 -20,000

医療保険制度に関する研修会費 220,000 160,000 60,000 診療報酬に関する管理者研修会費から名称変更

入院医療におけるリハビリテーションに関する研修会費 180,000 190,000 -10,000 地域包括ケア・医療現場改革事業費から名称変更

運営費・雑費・交通費(医療保険部) 160,000 190,000 -30,000

介護保険制度に関する活動費 780,000 820,000 -40,000 介護保険部担当

介護保険制度に関する研修会費 200,000 210,000 -10,000 介護保険管理者研修会費から名称変更

介護保険サービス連携に関する研修会費 200,000 210,000 -10,000 介護保険事業所管理者研修会費から名称変更

介護保険におけるリハビリテーションに関する研修会費 190,000 210,000 -20,000 生活期に関する研修会費から名称変更

運営費・雑費・交通費（介護保険部） 190,000 190,000 0

地域包括ケアシステムに関する活動費 2,320,000 2,970,000 -650,000 地域包括ケアシステム推進部担当　

地域包括ケアシステム研修会費 550,000 570,000 -20,000

地域包括ケア推進リーダー養成研修 470,000 700,000 -230,000

地域包括ケア推進リーダー実務者フォローアップ研修 590,000 570,000 20,000

介護予防推進リーダ養成研修 470,000 700,000 -230,000

運営費・雑費・交通費（地域包括ケアシステム推進部） 240,000 430,000 -190,000

理学療法政策検討活動費 870,000 0 870,000 （新規項目）10年後の理学療法を考える委員会担当　情報収集・政策検討・活動費

事業支援費 1,000,000 830,000 170,000 厚生部担当　埼玉県理学療法士会事業実施における保険　

託児管理費 500,000 500,000 0 厚生部担当　
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科　　目 元年度予算 30年度予算 差異 備　　考

円 円 円

２ 管理費 法人会計 22,390,000 20,430,000 1,960,000

(1) 会議費・旅費 5,180,000 3,300,000 1,880,000

会議費 860,000 760,000 100,000 理事会・議事運営会議・監査など　

旅費 400,000 400,000 0 理事会・議事運営会議・監査・全国会議など　

役員連絡会議費 260,000 200,000 60,000

総務部運営費 100,000 70,000 30,000

庶務部運営費 300,000 210,000 90,000

労務管理部運営費 20,000 20,000 0 事務室事務員の労務管理業務

総会運営部運営費 1,420,000 880,000 540,000 総会運営部担当　総会に関する費用　

管財資料部運営費 40,000 50,000 -10,000

出納部運営費 1,490,000 590,000 900,000 会計システム更新　９０万

会費管理部運営費 10,000 10,000 0

財務渉外部運営費 20,000 20,000 0

運営基盤検討委員会費 130,000 0 130,000 （新規項目）運営基盤検討委員会

財政基盤検討委員会費 40,000 30,000 10,000

表彰委員会費 20,000 20,000 0

組織検討委員会費 30,000 40,000 -10,000

職業倫理委員会費 20,000 0 20,000 （新規項目）職業倫理委員会

選挙管理委員会費 20,000 0 20,000 選挙予定のため

(2) 通信費 2,210,000 2,220,000 -10,000

通信費 2,210,000 2,220,000 -10,000 事務室郵送費等　174万　 グループウエア運営費4７万　

(3) 厚生費 1,130,000 1,110,000 20,000

新人歓迎会費 500,000 500,000 0 厚生部担当　

懇親会費 600,000 550,000 50,000

スポーツ大会 30,000 30,000 0

運営費・雑費・交通費（厚生部） 0 30,000 -30,000

（4） ブロック交流会費 1,110,000 1,140,000 -30,000

東部ブロック交流会費 150,000 150,000 0 南エリア　5万　　中央エリア　5万　　北エリア　5万

西部ブロック交流会費 260,000 260,000 0

南部ブロック交流会費 180,000 190,000 -10,000 南エリア6万　さいたまエリア8万　県央エリア4万　

北部ブロック交流会費 520,000 540,000 -20,000 北　新人歓迎会16万 市町村会議36万

(5) 諸謝礼金 30,000 30,000 0

諸謝礼金 30,000 30,000 0

(6) 慶弔費 300,000 300,000 0 県内養成校入学式・卒業式・その他

慶弔費 300,000 300,000 0

(7) 業務委託費 1,070,000 1,070,000 0

税理士委託費 870,000 870,000 0 出納システム管理費60万(5万×12か月）　委託費27万

社会保険労務士委託費 200,000 200,000 0

(8) 備品費 100,000 150,000 -50,000

備品費 100,000 150,000 -50,000

(9 ) 名簿作成費 80,000 130,000 -50,000 庶務部担当

名簿作成費 80,000 130,000 -50,000

(10) 雑費 100,000 100,000 0

雑費 100,000 100,000 0

（11） 事務所費 4,880,000 4,680,000 200,000

賃貸料 1,520,000 1,320,000 200,000 126,000円／月

運営費 2,600,000 2,600,000 0 機器リース代　防犯費　メンテナンス費等

事務用品費 760,000 760,000 0 封筒　コピー用紙等

（12） 事務局人件費 6,200,000 6,200,000 0 派遣の雇用を検討

人件費 6,200,000 6,200,000 0

３ 特定預金支出 400,000 400,000 0 50周年記念事業積立金20万　関ブロ積立金20万　

４ 予備費 2,454,810 2,167,653 287,157

予備費 2,454,810 2,167,653 287,157

当期支出合計(C) 76,139,810 71,292,653 4,847,157

当期収支差額(A)-(C) -19,209,810 -10,792,653 -8,417,157

次期繰越収支差額(B)-(C) 0 0 0
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（公社）埼玉県理学療法士会定款変更について

現状、副会長 1 名が局長を兼任し、各委員会を副会長が担当しており副会長の業務が多忙

となっています。そのため、部長、委員長にご負担をおかけしており、業務負担の軽減、さ

らなる機能の向上が必要と考えます。理事会においても、委員会の内容や対応を議論するこ

とが少ない状況となっています。これに対応することとして、理事の配置を下記の通り検討

しております。（令和 2 年度以降） 
会長 1 名・副会長 4 名（①事業局・広報局担当、②学術局・教育局担当、③職能局・3 団
体担当、④事務局・財務局担当）・理事 11 名（各局、各ブロック）・委員会担当理事 2 名
（① 専門性強化、②組織力強化）の合計 18 名。 
以上の理由により定款変更を提案させていただきます。

公益社団法人埼玉県理学療法士会 定款 新旧対照表

変更案 現在 備考欄

（役員の配置） 

第 22 条 この法人に、次の

役員を置く。 

（1） 理事 15 名以上 18 名以

内 

（役員の配置） 

第 22 条 この法人に、次の

役員を置く。 

（1） 理事 11 名以上 15 名以

内 

（変更）

事業の多様化に伴い役員

が不足しているため

修正した条文及び項のみを提示しています。

第 3号議案

（公社）埼玉県理学療法士会定款変更について
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理事・監事選任の件 
 
公益社団法人埼玉県理学療法士会 理事、監事任期満了に伴い役員選挙が行われます。選挙

は選挙実施要綱により総会において出席者の直接無記名投票で行います。候補者が定数以

内の場合は無投票当選とし総会出席者での決議とすることをお知らせ致します。 

第 4号議案

理事・監事選任の件
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公益社団法人 埼玉県理学療法士会 

 

＝定款＝ 
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公益社団法人 埼玉県理学療法士会定款 
 
第１章 総則 
 
（名称）  
第１条 この法人は、公益社団法人埼玉県理学療法士会と称する。 
（事務所） 
第２条 この法人は、主たる事務所を埼玉県上尾市に置く。 
２ この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる 。 
 
第２章 目的及び事業 
 
（目的）  
第３条 この法人は、理学療法士の人格、倫理及び学術技能を研鑽し、埼玉県の理学療法の普

及向上を図り、以って埼玉県民の医療・保健・福祉の増進に寄与することを目的とする。 
（事業）  
第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
（１） 理学療法における学術及び科学技術の振興に資する事業 
（２） 県民の健康の増進および障害並びに疾病の予防に資する事業 
（３） 地域社会の健全な発展を目的とする事業 
（４） 障害者の支援を目的とする事業 
（５） 高齢者の福祉の増進を目的とする事業 
（６） 勤労者の福祉の向上を目的とする事業 
（７） 教育機関に協力し、健康並びに教育の向上に資する事業 
（８） 理学療法に関する刊行物の発行及び 調査研究事業 
（９） 理学療法士の社会的地位の向上と相互福祉に関する事業 
（10） その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 
２ 前項の事業は埼玉県において行うものとする。 
 
第３章 会員 
 
（法人の構成員） 
第５条 この法人の会員は、次の三種とする。 
（１） 正会員 理学療法士及び作業療法士法（昭和 40 年法律第 137 号）第３条の規定による

理学療法士の免許を有する者で、埼玉県内において就業又は在住し、この法人の目的に

賛同して入会したもの 
（２） 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 
（３） 名誉会員 この法人に多大の功績があった正会員で、理事会の推薦を受け 、総会の承
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認を得たもの 
２ 前項の正会員及び名誉会員をもって法律（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律。

平成 18 年法律第 48 号。以下「法人法」という。）上の社員とする。 
（会員の資格の取得） 
第６条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その

承認を受けなければならない。 
（経費の負担） 
第７条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、

会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。 
（任意退会） 
第８条 会員は、理事会の定めるところにより届け出をし、任意にいつでも退会することがで

きる。 
（除名） 
第９条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって、当該会員を除名する

ことができる。ただし、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない 
（１） この定款その他の規則に違反したとき 
（２） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 
（３） その他、除名すべき正当な事由があるとき 
（会員資格の喪失） 
第 10 条 前２条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失す

る。 
（１） 第７条の支払義務を定款細則Ⅱ8.に定める期限までに履行しなかったとき 
（２） 当該会員が死亡し、団体においては解散したとき 
（３） 正会員および名誉会員において、理学療法士の免許を取り消されたとき 
（４） 総正会員及び総名誉会員が同意したとき 
（会費等の不返還） 
第 11 条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の金品は、これを

返還しない。 
 
第４章 総会 
 
（構成） 
第 12 条 総会は、正会員及び名誉会員をもって構成する。 
２ 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。 
（権限） 
第 13 条 総会は、法人法に規定する事項及びこの定款で定める次の事項について決議する。 
（１） 会員の除名 
（２） 役員の選任又は解任 
（３） 役員の報酬等の額 
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（４） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 
（５） 定款の変更 
（６） 解散及び残余財産の処分 
（７） その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 
（開催） 
第 14 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後３カ月以内に開催するほか、次の各号の

一に該当する場合に開催する。 
（１） 理事が必要と認め、理事会が招集を決議したとき 
（２） 総正会員及び総名誉会員の議決権の 10 分の１以上の議決権を有する会員から、会議

の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき 
（招集） 
第 15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づいて会長が招集

する。ただし、すべての正会員及び名誉会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略

することができる。 
２ 会長は、前条第２号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に総会を招

集しなければならない。 
３ 総会を招集するには、正会員及び名誉会員に対し総会の目的たる事項及びその内容並びに

日時、場所を示して１週間前までに文書をもって通知を発しなければならない。ただし、総

会に出席しない正会員及び名誉会員が書面もしくは電磁的方法により議決権を行使できる

ときは、２週間前までに通知を発しなければならない。 
（議長） 
第 16 条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員及び名誉会員の中から選出する。 
（議決権） 
第 17 条 総会における議決権は、正会員及び名誉会員１名につき１個とする。 
（定足数） 
第 18 条 総会は、総正会員及び総名誉会員の過半数の出席がなければ開催することはできな

い。  
（決議） 
第 19 条 総会の議事は、法人法第 49 条第２項に規定する事項及びこの定款に特に規定するも

のを除き、総正会員及び総名誉会員の過半数が出席し、出席した総正会員及び総名誉会員の

過半数をもって決する。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員及び総名誉会員の半数以上であって、総

正会員及び総名誉会員の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 
（１） 会員の除名 
（２） 監事の解任 
（３） 定款の変更 
（４） 解散 
（５） その他法令で定められた事項 
３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わ
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なければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２２条に定める定数を上回る場合

には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を

選任することとする。 
（表決・委任状） 
第 20 条 総会に出席できない正会員または名誉会員は、あらかじめ通知された事項について

書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員あるいは名誉会員を代理人として

表決を委任することができる。 
２ 前項の場合における前３条の規定の適用については、その正会員または名誉会員は出席し

たものとみなす。 
（議事録） 
第 21 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
２ 議長及び代表理事は、前項の議事録に記名押印する。 
 
第５章 役員 
 
（役員の設置） 
第 22 条 この法人に、次の役員を置く。 
（１） 理事 11 名以上 15 名以内 
（２） 監事２名以内 
２ 理事のうち、１名を会長とし、４名を副会長とする。 
３ 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。 
４ 前項の会長以外の理事をもって法人法上の業務執行理事とする。 
（役員の選出） 
第 23 条 役員は、総会の決議によって選任する。 
２ 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 
３ 前項において、理事会は、総会の決議により選出された会長候補者から会長を選定する方

法によることができる。 
４ 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 
５ 他の同一の団体の理事及びその他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、

理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。 
６ 理事又は監事に異動があったときは、２週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届

けなければならない。 
（理事の職務・権限） 
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行す

る。 
２ 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行す

る。 
３ 会長以外の理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行

する。 
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４ 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に４カ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執

行の状況を理事会に報告しなければならない。 
（監事の職務及び権限） 
第 25 条 監事は、次に掲げる職務を行う。 
（１） 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること 
（２） この法人の業務及び財産の状況を監査すること 
（３） 総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること 
（４） 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または

法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、こ

れを総会及び理事会に報告すること 
（５） 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただ

し、その請求があった日から５日以内に、２週間以内の日を理事会とする招集通知が発

せられない場合は、直接理事会を招集すること 
（６） 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若

しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を

総会に報告すること 
（７） 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、

又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著し

い損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求す

ること 
（８） その他監事に認められた法令上の権限を行使すること 
２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産

の状況の調査をすることができる。 
（役員の任期） 
第 26 条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定

時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 
２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会

の終結の時までとし、再任を妨げない。 
３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 
４ 理事又は監事は、第 22 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ

り退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務

を有する。 
（役員の解任） 
第 27 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任できる。 
（報酬等） 
第 28 条 役員には費用を弁償することができる。 
（取引の制限） 
第 29 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示

し、理事会の承認を得なければならない。 
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（１） 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引 
（２） 自己又は第三者のためにするこの法人との取引 
（３） この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外のものとの間におけるこ

の法人とその理事との利益が相反する取引 
２ 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければな

らない。 
（役員等の責任免除） 
第 30 条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた

損害を賠償する責任を負い、法人法第１１２条の規定により、この責任は、すべての会員の

同意がなければ、免除することができない。 
２ 前項にかかわらず、当該理事又は監事が善意でかつ重大な過失がない場合には、この法人

は、法人法第１１４条第１項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事（理事又

は監事であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免

除することができる。 
（相談役） 
第 31 条 この法人に、任意の機関として１名以上３名以下の相談役を置く。 
２ 相談役は、次の職務を行う。 
（１） 会長の相談に応じること 
（２） 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること 
３ 相談役の選任および解任は理事会において決議する。 
４ 相談役には費用を弁償することができる。 
 
第６章 理事会 
 
（構 成） 
第 32 条 この法人に理事会を設置する。 
２ 理事会は、すべての理事で組織する。 
（権 限） 
第 33 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 
（１） 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 
（２） 規則の制定、変更及び廃止 
（３） この法人の業務執行の決定 
（４） 理事の職務の執行の監督 
（５） 会長の選定及び解職 
２ 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務遂行を、理事に委任することができない。 
（１） 重要な財産の処分及び譲受け 
（２） 多額の借財 
（３） 重要な使用人の選任及び解任 
（４） 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 
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（５） 内部管理体制の整備 
（種類及び開催） 
第 34 条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の２種とする。 
２ 通常理事会は、毎事業年度に６回開催する。 
３ 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 
（１） 会長が必要と認めたとき 
（２） 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面もしくは電磁的記録をも

って会長に招集の請求があったとき 
（３） 前号の請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理

事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集し

たとき 
（４） 監事から会長に招集請求があったとき、又は監事が招集したとき 
（招 集） 
第 35 条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第３項第３号により理事が招集する場合

及び前条第３項第４号後段により監事が招集する場合を除く。 
２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 
３ 前条第３項第３号による場合は理事が、前条第３項第４号後段による場合は監事が理事会

を招集する。 
４ 会長は前条３項第２号又は第４号前段に該当する場合は場合には、請求があった日から５

日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなけ

ればならない。 
５ 理事会を招集するときは会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面もしくは電磁

的記録をもって開催日１週間前までに各理事及び各監事に通知を発しなければならない。 
（理事会の議長） 
第 36 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 
（定足数） 
第 37 条 理事会は理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 
（決 議） 
第 38 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることがで

きる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは議長の裁決すると

ころによる。 
２ 前項前段の場合において、議長は、理事会の議決に、理事として議決に加わることはでき

ない。 
（決議の省略） 
第 39 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案

について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表

示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。 
ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 

（議事録） 
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第 40 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した

会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。 
（理事会運営規則） 
第 41 条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会

において定める理事会運営規則による。 
 
第７章 資産及び会計 
 
（事業年度） 
第 42 条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に 始まり翌年３月３１日に終わる。 
（財産の管理並びに運用） 
第 43 条 この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議

により別に定める。 
（事業計画及び収支予算） 
第 44 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書

類については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会

の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の議

決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 
３ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 
４ 第１項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度開始日の前日までに行政庁

に提出しなければならない。 
５ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一

般の閲覧に供するものとする。 
（事業報告及び決算） 
第 45 条 この法人の事業報告及び決算については 、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作

成し、監事の監査を受けた上で、 理事会の承認を受けなければならない。 
（１） 事業報告 
（２） 事業報告の附属明細書 
（３） 貸借対照表 
（４） 損益計算書（正味財産増減計算書） 
（５） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 
（６） 財産目録 
２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、

定時総会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承

認を受けなければならない。 
３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供すると

ともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 
（１） 監査報告 
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（２） 理事及び監事の名簿 
（３） 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 
（４） 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記

載した書類 
４ この法人は、第２項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表

を公告するものとする。 
（公益目的取得財産残額の算定） 
第 46 条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規

定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前

条第３項第４号の書類に記載するものとする。 
（会計原則） 
第 47 条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うもの

とする。 
 
第８章 定款の変更及び解散 
 
（定款の変更） 
第 48 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 
（解 散） 
第 49 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 
（公益認定の取消し等に伴う贈与） 
第 50 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場

合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、

公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取消し日又は当該合併の日か

ら１箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第 17 号に掲

げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 
（残余財産の帰属） 
第 51 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条 17 号に掲げる法人又は国若しくは地

方公共団体に贈与するものとする。 
 
第９章 公告の方法 
 
（公告の方法） 
第 52 条 この法人の公告は電子公告及び主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

により行う。 
 
附則  
１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
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法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に

定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 
２ この法人の最初の代表理事は清宮清美とする。 
３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める特例 
民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第 42 条の規定にかかわら

ず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とす

る。 
４ 本定款は平成 26 年 6 月 29 日より一部改正により施行する。 
５ 本定款は平成 27 年 6 月 21 日より一部改正により施行する。 
６ 本定款は平成 28 年 6 月 26 日より一部改正により施行する。 
７ 本定款は平成 30 年 6 月 17 日より一部改正により施行する。 
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公益社団法人埼玉県理学療法士会 

定 款 細 則 

Ⅰ 会員に関する項 

１. 入会、退会、休会、復会および異動の手続きは、日本理学療法士協会ホームページ

のマイページから行う。 

２. 定款第5条（1）の正会員は、特別の事情がある場合、本人からの申し出により、１

年を単位として休会することができる。休会事由が消滅した際は、速やかに復会しな

ければならない。 

３. 定款第5条（2）の賛助会員は、別に定める会費を収めなければならない。 

４. 定款第5条（3）の名誉会員に関する取り決めにおいて「本会に多大な功績のあった

正会員」とは、本会あるいは公益社団法人日本理学療法士協会に30年以上所属し10年

以上本会の役員として貢献したものであること。あるいは、本会に所属し、医療及び

保健衛生の向上並びに福祉の増進に貢献し、その功労あるいは功績が国や県あるいは

公益社団法人日本理学療法士協会などにより賞を授与されたものであることが望まし

い。 

 

Ⅱ 会費に関する項 

１. 正会員の会費は、年額 10,000 円とする。 

２. 育児休業割引後の会費は 5,000 円、シニア割引後の会費は 2,000 円とする。 

３. 育児休業割引対象者は育児休業期間中に割引申請を行った者とする。 

４. シニア割引対象者は満 65 歳以上かつ会員歴 25 年以上の在会会員で割引申請を行っ

た者とする。 

５. 正会員の入会金は、2,500 円とする。 

６. 賛助会員の会費は、年額 30,000 円とする。 

７. 名誉会員は会費を免除する。 

８. 本会の会費は、原則として 3月末日までに納入しなければならない。 

 

Ⅲ 理事および監事に関する項 

１. 理事は、会長、副会長、理事とする。 

２. 副会長は、会長の任命により会長の業務を補佐する。 

３. 理事は、会務をそれぞれ担当し円滑な運営に努める。 

４. 理事は、会長と共に理事会を構成し、理事会より負託された次の会務を執行する。 

また、その経緯と結果を直近の理事会に報告しなければならない。 

（１）理事会提出議題の調整 

（２）緊急を要する案件の処理 

（３）その他、通常理事会への負託が妥当であると理事会が議決した事項 
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５. この他、理事会の運営に関する事項は、別に定める。 

６．監事は、本会の業務運営に精通し、かつ会計制度に精通した者、及び関係法令に精

通した者１名を含める。 

 ７．審議事項は原則として理事会で審議し、決定することとするが、期限等の関係でや 

  むを得ない場合のみインターネット等の通信網を利用して審議することができる。 

 

Ⅳ 会務の運営に関する項 

１. 会長は、局・部および委員会を置き、会務の運営にあたる。 

２. 局長は、会長の任命により局を統括する。 

３．部長は、局長が選任し理事会の承認を経て会長が委嘱する。 

４．委員長は、会長が選任し理事会の承認を経て会長が委嘱する。 

５. 部長は、会長の任命により部を運営する。部員は、部長が選任し、会長が委嘱する。 

６. 委員長は、会長の任命により委員会を運営する。委員は、委員長が選任し、会長が

委嘱する。 

７. 会長あるいは組織検討委員会は、理事会の承認を得て特別委員会を設置または解散

することができる。 

８. 特別委員会の委員長は、会長の任命により特別委員会を運営する。委員は、委員長が

選任し、会長が委嘱する。 

９. 会長が必要と認めるとき、部長および委員長は、理事会で意見を述べることができ

る。 

１０. 各局は運営会議を行い、局内の事業調整にあたる。 

１１. 運営会議は、局長と局内各部長により構成し、局長が必要と認めるときはその他

の者の出席を求めることができる。 

１２. 運営会議は、必要に応じて局長が招集する。 

１３. 各局、部および委員会の分掌規定は別に定める。 

１４．会務の運営に関わる会員には、費用を弁償することができる。 

 

Ⅴ 兼任の禁止に関する項 

１. 会長、監事は、特別な場合を除き、部・委員会（特別委員会を除く）および評議員

会の構成員を兼ねることができない。 

 

Ⅵ 役員の選出に関する項 

１. 役員の選出は、定款第23条に基づき、選挙規程によって行う。 

２. 選出を行うため、選挙管理委員会を置く。 

 

Ⅶ 学会に関する項 
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１．埼玉理学療法学会は定款第４条に基づき、学会運営規定によって行う。 

２. 学会長は学会評議員会で推薦し、理事会で承認する。 

３. 学会長の任期は2年とする。ただし、残務が延期する場合は任期後も行う。 

４. 学会長の任命により、準備委員長１名を置く。 

５. 学会長の任命により、準備委員を置く。 

６. 準備委員長および準備委員は学会の企画並びに運営にあたる。 

７. 準備委員長および準備委員の任期は2年とする。ただし、残務が延期する場合は任期

後も行う。 

８. 本会の会員でない者も、学会に参加することができる。 

 

Ⅷ 会計に関する項 

１．会員に対する日当支給については、別に定める日当規定による。 

２．研修会参加費については、別に定める研修会参加に関する規定による。 

３．講師料については、別に定める講師料規定による。 

４．旅費および諸手当支給については別に定める旅費及び諸手当支給規定による。 

５．慶弔に関する事項は別に定める慶弔規定による。 

 

Ⅸ 附 則 

１．この細則の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 

２．本細則は平成 26 年 12 月 16 日より一部改正により施行する。 

３．本細則は平成 27 年 1 月 22 日より一部改正により施行する。 

４．本細則は平成 30 年 3 月 23 日より一部改正により施行する。 
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平成 30 年度 埼玉県理学療法士会功労賞受賞者 

氏 名 所  属 

遠藤 浩士 伊奈病院 

山崎 大 埼玉県総合リハビリテーションセンター 

山田 義憲 越谷誠和病院 

 

 

第 27 回 埼玉県理学療法学会受賞者 

学会長賞 

氏 名 所  属 

西元 淳司 埼玉県立大学大学院 

学会奨励賞 

氏 名 所  属 

小林 大祐 埼玉医科大学総合医療センター 

吉澤 俊輔 埼玉県済生会栗橋病院 

関口 淳史 丸木記念福祉メディカルセンター 

 

 

平成 30 年度 日本理学療法士協会協会賞受賞者 

氏 名 所  属 

高倉 保幸 埼玉医科大学 

 

 

平成 30 年度 埼玉県公衆衛生事業功労賞知事表彰受賞者 

氏 名 所  属 

南本 浩之 春日部厚生病院 

渡邊 雅恵 さいたま市立病院 

 

（敬称略・順不同） 

（所属は平成 31 年 3 月 31 日現在） 

平成 30年度　受 賞 者 一 覧




