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平成 18 年度 事業概況報告 

１、会議 
 社団法人岩手県理学療法士会関連会議 
  総会    ５月２０日 第１回定期総会           盛岡友愛病院 

        ３月１０日 第２回定期総会           盛岡友愛病院 

  理事会   ４月 ８日 第１回定期理事会          岩手県地域理学療法支援機構事務所 

        ６月２１日 第 1 回臨時理事会          岩手県地域理学療法支援機構事務所 

        ９月 ２日 第２回臨時理事会          岩手県地域理学療法支援機構事務所 

        ９月１６日 第３回臨時理事会          アイーナ 809 会議室 

        １月１３日 第 4 回臨時理事会          岩手リハビリテーション学院  

        １月１３日 拡大理事会             岩手リハビリテーション学院  

  その他   ３月２７日 平成１９・２０年度新理事会打合会  岩手県地域理学療法支援機構事務所 

 

 社団法人日本理学療法士協会関連会議 
      ４月１５日 平成１８年度第１回東北ブロック協議会理事会   岩手リハビリテーション学院  佐藤浩哉・及川龍彦 

      ４月１５日 平成１８年度第１回東北ブロック協議会学術局会議 岩手リハビリテーション学院 

                                              福士宏紀・田中結貴・関 公輔 

      ５月２４日 第３５回社団法人日本理学療法士協会代議員会 前橋商工会議所       佐藤浩哉・佐々木重利 

      ５月２４日 平成１８年度セミナー              前橋商工会議所       佐藤浩哉・佐々木重利 

      ５月２５日 全国社会・職能担当者会議            グリーンドーム前橋           櫻田義樹 

      ５月２６日 全国学術・教育担当者会議            グリーンドーム前橋           福士宏紀 

     １０月 ４日 全国都道府県理学療法士会会長会議        ハウステンボス             及川龍彦 

     １０月 ４日 士会役員講習会                 ハウステンボス             及川龍彦 

     １０月 ６日 全国学術・教育担当者会議            アルカス SASEBO              関 公輔 

 

 岩手県保健福祉部 関連会議 

      ５月３０日 第１回岩手県介護予防市町村支援委員会      アイーナ                佐藤浩哉 

      ３月２２日 平成１８年度岩手県リハビリテーション協議会 エスポワールいわて           佐藤浩哉 

      ３月１３日 岩手県介護予防市町村支援委員会第２回運動器の機能向上専門部会 

                                    北ホテル                佐藤浩哉 

      ３月２８日 第２回岩手県介護予防市町村支援委員会      ホテルニューウィング          佐藤浩哉 

 

 岩手県盛岡保健所 関連会議 
      ９月２８日 岩手県盛岡保健所在宅難病患者支援推進協議会   岩手県民会館              及川龍彦 

 

 岩手県福祉総合相談センター 関連会議 
      ２月２８日 平成 18 年度身体障害者地域リハビリテーション推進協議会  

                                    岩手県福祉総合相談センター       佐藤浩哉 

 

 岩手県介護実習・普及センター 関連会議 
      ６月２０日 岩手県介護実習・普及センター運営委員会平成１８年度第１回運営委員会 

                                    岩手県介護実習・普及センター      佐藤浩哉 

 

 地域リハビリテーション広域支援センター 関連事業 
      ２月２７日 盛岡南部地域リハビリテーション連絡協議会    マリオス                松村 一 

 財団法人いわてリハビリテーションセンター 関連会議 
       ６月８日 第１５回財団法人いわてリハビリテーションセンター評議員会 

                                    エスポワールいわて           佐藤浩哉 
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 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会 関連会議 
      ６月１７日 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会第 1 回幹事会 

                                    南昌病院               佐々木重利 

     １０月 １日 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会第３回総会 

                                    雫石中央公民館            佐々木重利 

     １２月 ２日 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会第２回幹事会 

                                    松園第一病院             佐々木重利 

      ２月１７日 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会第３回幹事会 

                                    岩手県歯科医師会館会議室       佐々木重利 

 

 盛岡地区介護支援専門員協議会 

      ５月２０日 盛岡地区介護支援専門員協議会第６回定期総会   岩手県歯科医師会館           赤澤賢司 

 

 

２、社会局 
 局会議等 
   社会局会議                            岩手県地域理学療法支援機構事務所   ４月１３日 

                                    岩手県地域理学療法支援機構事務所   ４月１９日 

                                    岩手リハビリテーション学院      ６月 ６日 

                                    盛岡駅前               ７月２８日 

                                    岩手県立中央病院          １０月１１日 

                                    岩手県立中央病院          １２月１２日 

   広報部会議                            リザイア・アルトォーラ        ４月１８日 

                                    リザイア・アルトォーラ        ４月２５日 

                                    リザイア・アルトォーラ        ５月１６日 

                                    リザイア・アルトォーラ        ５月３０日 

                                    リザイア・アルトォーラ       １１月１４日 

                                    キリンシティー盛岡         １１月２８日 

   地域支援部会議                          たんたん盛岡駅前店         １２月 １日 

   助成金事業担当者会議                   岩手県地域理学療法支援機構事務所   １月１１日 

   盛岡市訪問型介護予防事業担当者会議                岩手県地域理学療法支援機構事務所  １０月１９日 

 

 主催事業 
      ７月１８日~２２日 

            平成１８年度理学療法週間施設公開        公開施設６５施設 

      ７月１３日 介護予防キャラバン               盛岡市桜城地区老人福祉センター 

      ７月１５日 介護予防キャラバン               盛岡市川目老人福祉センター 

      ９月２０日 介護予防キャラバン               盛岡市玉山区岩洞活性化センター 

      ９月２１日 介護予防キャラバン               盛岡市西厨川老人福祉センター 

      ９月２３日 介護予防キャラバン               盛岡市船田地区介護予防センター 

     １０月２７日 介護予防キャラバン               見前地区公民館 

      ２月２６日 介護予防キャラバン               盛岡市緑が丘地区老人福祉センター 

      ３月１０日 介護予防キャラバン               みたけ活動センター 

 

 助成金事業 

  （財）岩手県長寿社会振興財団高齢者保健福祉基金助成金事業 
   「年だから禁句宣言岩手県！」介護予防事業第Ⅰクール        コープ介護福祉センター「あい」 

       ７月１５日   ７月２２日   ７月２９日   ８月 ５日   ８月１２日   ８月１９日   ８月２６日 

       ９月 ２日   ９月 ９日   ９月１６日   ９月２３日   ９月３０日 

  （財）岩手県長寿社会振興財団高齢者保健福祉基金助成金事業 
   「年だから禁句宣言岩手県！」介護予防事業第Ⅱクール        コープ介護福祉センター「あい」 

      １０月 ７日  １０月１４日  １０月２１日  １０月２８日  １１月 ４日  １１月１１日  １１月１８日 

      １１月２５日  １２月 ２日  １２月 ９日  １２月１６日  １２月２３日 
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 委託事業 

  盛岡市訪問型介護予防事業 

      ８月 １日~ ３月３１日    

            利用者７名（訪問回数のべ３６回）                 佐藤浩哉・鈴木貴士・堺 千鶴子 

 

 研修会等 
      ５月２７日 介護予防事業実践リーダー・協力スタッフ研修会  介護老人保健施設華の苑 

      ７月２９日 業務管理研修会                 アイーナ 

             「コミュニケーション改革~接遇からリーダーシップまで~」  

                             講師 （株）日本経営戦略人事コンサルティング 橋本竜也  先生 

     １２月 ２日~３日 

            第４回訪問理学療法士育成プログラム       アイーナ 

             「訪問理学療法の基礎から最新のトピックスまで」   

                             講師 在宅りはびり研究所長 吉良健司  先生 

 

 関連事業 

  岩手大学地域連携推進センター 関連事業 
     １１月２６日 岩手大学公開講座講師派遣            岩手大学教育学部会議室         田中結貴 

  財団法人岩手県長寿社会振興財団 関連事業 
      ７月２２日 高齢者介護予防講座講師派遣           アイーナ                佐藤浩哉 

      ７月２２日 高齢者介護予防講座               盛岡社会福祉専門学校 

                                   川村美博・鳩岡智尚・寺崎慎也・阿部正大・堺 千鶴子 

     １１月２５日 高齢者介護予防講座講師派遣           アイーナ                及川龍彦 

  岩手県介護実習・普及センター 関連事業 
      ６月 ７日 やさしい介護講座講師派遣            岩手県介護実習普及センター       鳩岡智尚 

      ８月 ２日 やさしい介護講座講師派遣            岩手県介護実習普及センター       鳩岡智尚 

  財団法人介護労働安定センター 関連事業 
      ６月１２日 委託職業訓練実施に伴う訪問介護員養成研修２級課程講師派遣 

                                    岩手自治会館              佐藤益文 

      ７月２２日 訪問介護員及び居宅介護従事者養成研修講師派遣  北上市総合福祉センター         佐藤益文 

     １０月１４日 訪問介護員及び居宅介護従事者養成研修講師派遣  ワークインにのへ            佐藤益文 

     １０月２２日 介護福祉士受験準備講習講師派遣         １０６ビル              長野由紀江 

     １１月１８日 訪問介護員及び居宅介護従事者養成研修講師派遣  いわて国保会館             佐藤益文 

  財団法人総合健康推進財団 関連事業 
     １１月１３日 ケア理容師養成研修               アイーナ                佐藤浩哉 

     １１月２４日 警察共済岩手県支部講習会講師派遣        エスポワールいわて           及川龍彦 

 

  地域リハビリテーション広域支援センター 関連事業 
     １１月２５日 岩手中部地域リハビリテーション研修会講師派遣  総合花巻病院              田中結貴 

  盛岡市 関連事業 
      ８月３０日 高齢者介護予防事業従事者研修会講師派遣     盛岡市勤労福祉会館           佐藤浩哉 

  花巻市石鳥谷町 関連事業 
      ５月２４日 花巻市石鳥谷中央公民館高齢者大学講師派遣    花巻市石鳥谷中央公民館         及川龍彦 

     １０月 ９日 健康福祉まつり理学療法士派遣          花巻市石鳥谷保健センター 

                                    川村美博・高橋 修・阿部正大・上川亜矢・城守由香 

  西和賀町 関連事業 
            西和賀町湯田地区機能回復訓練事業理学療法士派遣 西和賀町悠々館             佐藤哲哉 

               ５月１０日   ６月 ７日  ７月 ５日  ８月 ２日   ９月 ６日  １０月 ４日 

              １１月 １日  １２月 ６日  ３月 ７日 

            西和賀町湯田地区機能回復訓練事業理学療法士派遣 西和賀保健センター           佐藤哲哉 
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               ４月１９日   ５月１７日   ７月１９日  ８月２３日  １０月１８日  １１月１５日 

               ３月１４日 

  滝沢村 関連事業 
            寝たきり予防対策事業講師派遣          滝沢村老人福祉センター         佐藤浩哉 

               ４月１２日   ４月２６日 

            はつらつ体力づくり講習会講師派遣        滝沢村健康増進室『はつらつ元気館』   佐藤浩哉 

               ５月１０日   ７月 ５日   ９月 ６日  １１月 １日   １月１０日 

            パワーリハビリテーション教室講師派遣：７~９月コース 

                                    滝沢村健康増進室・滝沢村公民館ホール  佐藤浩哉 

               ７月 ３日   ７月 ６日   ７月１３日   ７月２０日   ７月２７日   ８月 ３日 

               ８月１０日   ８月１７日   ８月２４日   ８月３１日   ９月 ７日   ９月１４日 

               ９月２１日   ９月２８日 

            パワーリハビリテーション教室講師派遣：10~12 月コース 

                                    滝沢村健康増進室・滝沢村公民館ホール  佐藤浩哉 

              １０月 ２日  １０月 ５日  １０月１２日  １０月１９日  １０月２６日 

              １１月 ２日  １１月 ９日  １１月１６日  １１月３０日  １２月 ７日  １２月１４日 

              １２月２１日 

  岩手県社会福祉協議会 関連事業 
     １１月 ３日 介護福祉士受験対策講習会            アイーナ                佐藤益文 

  岩手県介護老人保健施設協会 関連事業 
     １１月１８日 理学・作業・言語聴覚療法部会研修会講師派遣   ホテル大観               佐藤浩哉 

  岩手県訪問看護ステーション協議会 関連事業 
      ４月１５日 岩手県訪問看護ステーション協議会研修会講師派遣 ふれあいランド岩手           大平宏一 

  岩手日報社 関連事業 
      ４月１８日「専門学校進学相談会」相談員派遣         ホテルメトロポリタン盛岡        及川龍彦 

  月ヶ丘デイサービスセンター 関連事業 
     １０月１１日 介護予防講座講師派遣              青山地区活動センター          山岸輝樹 

      ２月２７~２８日 

            家族介護者教室講師派遣             月ヶ丘老人デイサービスセンター     山岸輝樹 

 

 後援事業 
      ７月 ８日 第１４回岩手県呼吸不全研究会          マリオス 

      ７月３０日 いわて口腔ケア研究会研修会           岩手県歯科医師会館 

      ８月２６日~２７日 

            発見！！生き活きライフ展~まんずねまって！2006in 盛岡 

                                    プラザおでって  

      ９月 ３日 いわて口腔ケア研究会研修会           アイーナ 

     １１月 ５日 いわて口腔ケア研究会研修会           岩手県立大学 

     １１月１１日 第７回岩手脳卒中リハビリテーション研究会 マリオス 

      ２月 １日 二戸広域介護支援専門員協議会講演会       二戸市民文化会館 

 

 協賛事業 
      ５月 ７日~１３日・２０日 

            平成１８年度岩手県「看護の日」記念行事及び「看護週間」 

                                    県内各地 

 

 委員委嘱 
     岩手県リハビリテーション連絡協議会委員                                佐藤浩哉 

     岩手県介護予防市町村支援委員会委員                                  佐藤浩哉 

     岩手県介護予防市町村支援委員会運動器の機能向上部会部員                        佐藤浩哉 

     岩手県盛岡保健所在宅難病患者支援推進協議会委員                            及川龍彦 

     岩手県介護実習・普及センター運営委員                                 佐藤浩哉 

     岩手県福祉用具・住宅改修活用広域支援推進協議会委員                          福士宏紀 

     補装具適正化専門部会委員                                       松村 一 
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     身体障害者地域リハビリテーション推進協議会                              佐藤浩哉 

     岩手県地域介護実習・普及センター運営委員会委員                            金野千津 

     財団法人いわてリハビリテーションセンター評議員                            佐藤浩哉 

     岩手中部地域リハビリテーション連絡協議会委員                             川村美博 

     盛岡市介護支援専門員協議会役員                                    赤澤賢治 

     花巻市介護保険運営協議会委員                                     川村美博 

     花巻市地域包括支援センター運営協議会委員                               川村美博 

     滝沢村高齢者保健福祉協議会                                      佐藤浩哉 

     滝沢村地域包括支援センター運営協議会                                 佐藤浩哉 

     滝沢村地域密着型サービス運営協議会                                  佐藤浩哉 

   いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会幹事                              佐々木重利 

 

 介護認定審査会委員推薦 
   盛岡市介護認定審査会委員 

      諸橋 勇   福士宏紀   佐藤卓己   佐藤益文   佐藤博志 

   胆江地区広域行政組合介護認定審査会委員 

      高橋 昇   高橋英寿   小野寺育男  神山能彦   佐藤洋之   高橋 力   野家 大   

      多田弘樹（~７月）   柏尾郁代（８月~） 

   紫波町介護認定審査会委員 

      山岸 毅   藤原 弘 

   雫石・滝沢村介護認定審査会委員 

      佐藤浩哉 

 

 障害区分認定審査委員推薦 

   奥州市障害区分認定審査会委員 

      千田拓矢   田村深雪 

 

 派遣 
      ５月３０日 第１回岩手県介護予防市町村支援委員会公開講演会出席    

                                    アイーナホール   佐藤浩哉・及川龍彦・佐藤益文 

      ９月２３日~２４日 

            公益事業リーダー研修会             日本理学療法士協会会館         村上英俊 

 

 

３、学術局 
 局会議等 
   学術局会議                           栃内病院第二病院           １２月１９日 

   第１回「第９回岩手県理学療法士学術集会」企画会議        八幡平ハイツ              ７月 ７日 

   専門領域研究部会議                       栃内病院第二病院            ２月 ７日 

   骨関節系専門領域研究部会議                   いわてリハビリテーションセンター    ６月 ７日 

                                   栃内病院                ８月３０日 

                                   盛岡友愛病院             １２月１５日 

   内部障害系専門領域研究部会議                  須藤内科クリニック          １０月１１日 

                                   須藤内科クリニック          １０月１８日 

   教育管理系専門領域研究部会議                  岩手リハビリテーション学院       ７月 ７日 

 

 主催事業 
      ５月２０日 平成１８年度第１回士会研修会          盛岡友愛病院 

             「糖尿病」           講師 盛岡市立病院 内科長兼糖尿病代謝科長  引地 勲  先生 

                                岩手県立花巻厚生病院 主任臨床検査技師 千田 裕  先生 

      ９月 ２日 第９回岩手県理学療法士学術集会         八幡平ハイツ 

             「五部会合同症例・事例検討会」 学会長 菅原真理子  先生 

      ３月１０日 平成１８年度第２回岩手県理学療法士会研修会 盛岡友愛病院 

             「骨関節疾患領域の疾患を捉える上でのポイント~肩関節~」 
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                             講師 北海道文教大学 西村由香  先生 

 

 専門領域研究部会 
       ７月２３日 生活環境支援系専門領域研究部会        日高見中央クリニック 

       ８月２０日 神経系専門領域研究部会            栃内病院第二病院 

      １０月２２日 内部障害系専門領域研究部会          盛岡友愛病院 

      １２月１７日 骨関節系専門領域研究部会           いわてリハビリテーションセンター 

       ２月１８日 教育管理系専門領域研究部会          岩手リハビリテーション学院 

 

 新人教育プログラム 
       ６月 ３日~ ６月 ４日                 岩手リハビリテーション学院 

       ９月３０日~１０月 １日                 岩手県立宮古病院 

 

 担当・共催事業 
       ４月１５~１６日                    国民年金健康センターもりおか 

            （社）日本理学療法士協会内部障害系専門領域研究部会「第３回呼吸理学療法基礎講座」 

       ３月１６~１８日                    いわてリハビリテーションセンター 

             第８７０回現職者講習会「クラインフォーゲルバッハの運動学」 

 派遣 
      １１月１１日 第２４回東北理学療法士学会シンポジスト派遣  八戸公民館               佐藤浩哉 

 

 

４、事務局 
 局会議等 
   第１回事務局会議                         事務局                ７月１４日 

   第１回事務局会議                         事務局               １２月１６日 

   第１回士会ニュース編集部会議                   介護老人保健施設清水苑        ６月１５日 

   第２回士会ニュース編集部会議                   介護老人保健施設清水苑       １１月２７日 

   第１回ＩＴ管理部会議                       イオンショッピングセンター      ５月 ３日 

   第２回ＩＴ管理部会議                       事務局                ５月１８日 

   第３回ＩＴ管理部会議                       アイーナ               ５月３１日 

   第４回ＩＴ管理部会議                       アイーナ               ６月１３日 

   第１回ポスター・リーフレット作製会議               事務局                ４月２８日 

   第２回ポスター・リーフレット作製会議               事務局                ５月 ９日 

   第３回ポスター・リーフレット作製会議               事務局                ５月１９日 

   第４回ポスター・リーフレット作製会議               事務局                ５月２３日 

   第５回ポスター・リーフレット作製会議               事務局                ５月３０日 

   第６回ポスター・リーフレット作製会議               事務局                ６月 ７日 

   第７回ポスター・リーフレット作製会議               事務局                ６月１４日 

   第１回ポスター作製会議                      事務局               １１月 ２日 

   第２回ポスター作製会議                      事務局               １１月 ９日 

   第３回ポスター作製会議                      事務局               １１月１４日 

   第４回ポスター作製会議                      事務局               １１月２２日 

   第５回ポスター作製会議                      事務局               １１月２９日 

   第６回ポスター作製会議                      事務局               １２月１１日 

   第７回ポスター作製会議                      事務局               １２月１４日 

   第８回ポスター作製会議                      事務局               １２月２１日 

 

 主催事業 
      ５月２０日 新入会員入会オリエンテーション         盛岡友愛病院 

      ６月 ３日 新人歓迎会                   たけよし 

     １２月 ９日 会長懇談会                   炭や 

      １月１３日 賛助会員懇話会・懇親会             三寿司総本店 

 

 来局 
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      ５月１９日「介護サービス情報の公表」制度推進事業実施に関して長寿社会振興財団担当者来局 

                                    事務局                 及川龍彦 

      ５月２６日 「呼吸不全研究会」後援に関してケア・テック担当者来局 

                                    事務局                 及川龍彦 

      ６月２３日 第１４回岩手県呼吸不全研究会に関してケアテック担当者来局 

                                    事務局                 及川龍彦 

      ７月２７日 平成１８年度訪問型介護事業務委託に関して盛岡市保健センター担当者協議 

                                岩手県地域理学療法支援機構事務所 

                                                   佐藤浩哉・及川龍彦 

      ９月１３日 ＴＶ提供について（株）スマイルカンパニー担当者来局 

                                    事務局                 及川龍彦 

     １０月２５日 第７回岩手脳卒中リハビリテーション研究会後援依頼についてアステラス製薬担当者来局 

                                    事務局                 及川龍彦 

 

 訪問 
      ２月 ６日「高齢者福祉基金助成金」要望書再提出にて(財)岩手県長寿社会振興財団訪問 

                              （財）岩手県長寿社会振興財団       及川龍彦 

      ２月２０日「高齢者福祉基金助成金」要望書再提出にて(財)岩手県長寿社会振興財団訪問 

                                   （財）岩手県長寿社会振興財団       及川龍彦 

      ３月２３日「高齢者福祉基金助成金」申請書提出にて(財)岩手県長寿社会振興財団訪問 

                                   （財）岩手県長寿社会振興財団       及川龍彦 

      ３月３０日 高齢者保健福祉基金助成金事業実績報告について報告書提出   

                                   （財）岩手県長寿社会振興財団       及川龍彦 

 

 派遣 
      ４月１４日 公益法人研修                  ハーネル仙台        及川龍彦・長野由紀江 

     １０月 ６日 公益法人制度改革に関する説明会出席       岩手県民会館        佐藤浩哉・長野由紀江 

      ２月 ２日 日興コーディアル証券公益法人セミナー      ホテルメトロポリタン盛岡 NEWWING 

                                                  及川龍彦・長野由紀江 

 

 文書受付等 

      文書発送 ４２９件     文書発送 ５０２件     刊行物受付 ２０８件 

 

 所属 

      全国公益法人協会会員 

 

 その他 
      ４月 ６日 第２７回岩手リハビリテーション学院入学式出席  岩手済生医会記念体育館         佐藤浩哉 

      ５月２０日 協賛事業『平成 18 年度岩手県「看護の日」』記念式典出席  

                                    岩手県民会館              佐藤浩哉 

      ６月 ９日 石川育成先生日本医師会代議員会議長就任祝賀会  盛岡グランドホテル           佐藤浩哉 

      ７月 １日 （有責）中間法人岩手県地域理学療法支援機構運営方針変更説明会 

                                    アイーナ                佐藤浩哉 

      ７月 １日 （有責）中間法人岩手県地域理学療法支援機構運営方針変更説明会 

                                    岩手クリニック水沢           菊池 詞 

      ７月 ２日 （有責）中間法人岩手県地域理学療法支援機構運営方針変更説明会 

                                    老人保健施設桜ヶ丘          佐々木重利 

      ８月 ４日 第８回東北地区介護老人保健施設岩手大会式典出席 マリオス               佐々木重利 

      ９月２３日 山形県理学療法士会中間法人設立記念式典・祝賀会 ホテルキャッスル           佐々木重利 

      １月１３日 平成１９年岩手県医師会岩手県歯科医師会新年交賀会  

                                    盛岡グランドホテル          佐々木重利 

 

 

５、スポーツ委員会 
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 研修会等 
      ３月２４日 平成１８年度スポーツ委員会主催研修会      いわてリハビリテーションセンター 

             「スポーツ障害に対する理学療法（上肢編）」   

                             講師 豊中渡辺病院 中江徳彦  先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


