
	 

	 

平成 28 年度岩手県理学療法士会事業報告 

 

Ⅰ 継続事業 

継１ 県民の保健・医療・福祉及び健康の増進に資する事業 

 １，岩手県内各地における運動教室等介護予防事業 

  高齢者運動教室 
   第１クール 盛岡市立津志田老人福祉センター 

     ５月２８日   ６月 ４日   ６月１１日   ６月１８日   ６月２５日   ７月 ２日 

     ７月 ９日   ７月１６日   ７月２３日   ７月３０日  

   第 2 クール 盛岡市立乙部老人福祉センター 

     ９月１７日   ９月２４日  １０月 １日  １０月 ８日  １０月１５日  １０月２２日  

    １０月２９日  １１月 ５日  １１月１２日  １１月１９日 

  

  日本理学療法士協会全国統一介護予防・健康増進キャンペーン 
     ７月１７日 全国統一介護予防・健康増進キャンペーン サンフレッシュ都南 野中一成 

 

  派遣等 
    １０月１４日「盛岡市家族介護リフレッシュ事業」 梁川老人福祉センター    君野綾子 

     ２月１１日 青山雪あかり２０１６       盛岡ふれあい覆馬場プラザ  武田浩二  野中一成 

                                          長野由紀江 君野綾子 

     ３月 ４日 第２回青山地区認知症セミナー   青山地区活動センター    武田浩二  野中一成 

                                          長野由紀江 君野綾子 

                                          池田 匠 

 

 

 ２，全国高校学校野球選手権岩手県大会等におけるスポーツ支援事業 

  希望郷いわて国体・いわて大会メディカルサポート活動 
    １０月 ２日 希望郷いわて国体高等学校野球（軟式）競技 

           メディカルサポート活動（至５日） 山田町民総合運動公園野球場       １２名 

    １０月 ２日 希望郷いわて国体高等学校野球（硬式）競技                  

           メディカルサポート活動（至５日） 岩手県営球場ほか            ２０名 

    １０月２１日 希望郷いわて大会コンディショニング活動（至２４日） 

                            盛岡市・花巻市・一関市         ５３名 

 

  岩手県高等学校野球連盟主催事業メディカルサポート活動 
     ５月２３日 第６３回春季東北地区高等学校野球岩手県大会メディカルサポート       １０名 

                            一関運動公園野球場 

                            森山総合運動公園野球場 

     ５月２８日 第６３回春季東北地区高等学校野球岩手県大会メディカルサポート（至２９日） ２４名 

                            一関運動公園野球場 

     ７月２１日 第９８回全国高等学校野球選手権岩手大会メディカルサポート（至２４日）   ２９名 

                            岩手県営球場 

                            日居城野運動公園花巻球場 

     ９月１９日 第６９回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会                ２７名 

           メディカルサポート活動（至２２日）岩手県営球場 

                            森山総合運動公園野球場 

 

  研修会 
     ５月 ８日 スポーツ支援事業部主催研修会（一関地区）             一関総合体育館 

     ５月１３日 ２０１６春季県大会メディカルサポートスタッフ講習会           孝仁病院 

     ５月１５日 スポーツ支援事業部主催研修会（花巻地区）             花巻市交流会館 

 

     ６月２６日 スポーツ支援事業部主催研修会（盛岡地区）           盛岡つなぎ温泉病院 



	 

	 

     ７月 ６日 第９８回全国高等学校野球選手権大会岩手大会 

           メディカルサポート事業大会前講習                岩手県立千厩病院 

     ７月 ８日 第９８回全国高等学校野球選手権大会岩手大会 

           メディカルサポート事業大会前講習                    孝仁病院 

     ７月３０日 いわて国体・いわて大会対策委員会主催研修会         ふれあいランドいわて 

     ９月１４日 第６９回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会 

           メディカルサポート事業大会前講習         宮古第一病院・岩手県立遠野病院 

 

  派遣等 
     ４月２３日 一関市体育協会主催体協スポーツ塾「トップストリーム」 

                            アイドーム         及川 哲 

    １１月１９日 一関市体育協会主催体協スポーツ塾「トップストリーム」 

                            アイドーム         藤村美咲  菊池 圭 

     １月２１日 一関体育協会主催「いちのせき健康スポーツ講座」 

                            一関市産業教養文化体育施設 菅原啓人 

 

     １月２１日 岩手県教職員組合釜石支部主催「保健室で行う救急処置学習会」 

                            大槌町立大槌学園      及川 哲  田頭貴拓 

     ２月１８日 一関市体育協会主催体協スポーツ塾「トップストリーム」 

                            一関武道館         梅原優姫 

 

 

 ３，被災地支援事業 

  平成２８年熊本地震災害 
   現地派遣 

     ４月２６日 ロジスティクス派遣（至１日）   熊本機能病院        藤井光輝 

     ５月１０日 ロジスティクス派遣（至１５日）  熊本機能病院        内記明信 

     ５月１２日 ロジスティクス派遣（至１７日）  熊本機能病院        及川龍彦 

     ５月１６日 ロジスティクス派遣（至２１日）  熊本機能病院        菅原 寛 

     ６月２６日 ロジスティクス派遣（至１日）   熊本リハビリテーション病院 藤井光輝 

   本部活動 

     ４月１８日 害対策本部設置                               事務局 

     ４月２３日 平成２８年度熊本地震災害対策会議            岩手リハビリテーション学院 

   会議等 

     ４月２６日 平成２８年熊本地震いわて災害医療支援ネットワーク第１回情報連携会議 

                            岩手県庁          内記明信 

 

  平成２８年岩泉町台風１０号被害 
   現地視察 

     ９月１８日 台風１０号に伴う岩泉町災害視察  岩泉町           櫻田義樹  林 雄史 

                                          野中一成 

   会議等 

     ９月１２日 岩泉町支援会議          いわて県民情報交流センター 及川龍彦 

     ９月２７日 岩泉町支援会議          いわて県民情報交流センター 及川龍彦 

    １０月２４日 岩泉町支援会議          いわて県民情報交流センター 及川龍彦 

 

  派遣等 
     ７月１７日 ＪＩＭＴＥＦ災害医療研修ベーシックコース           林 雄史 

                            国際協力機構関西国際センター 

     ８月２４日 第４回日本災害医療ロジスティクス研修             藤井光輝 

                            岩手医科大学災害時地域医療支援教育センター  

 

 

 ４，理学療法サービスに関する県民への情報提供 

  情報提供 
           岩手リハビリテーションマップ公開 

           理学療法相談対応 

 



	 

	 

  刊行物作成 
           一般向リーフレット配布 

           学生向リーフレット配布 

           県民向岩手県理学療法士会ニュース「いしわり８号」発行 

 

 

 

 ５，理学療法士を志す学生の人材育成 

     ７月２５日 平成２８年度理学療法週間 ３７施設 

 

 

 

継２ 理学療法の質の向上による県民サービス向上に資する事業 

 １，学術大会事業 

     ８月２７日 第１８回岩手県理学療法士学術大会（至２８日）      いわて県民情報交流センター 

            テーマ 価値ある未来へ 

            大会長 佐藤益文 

 

 

 ２，学術誌作成事業 

           岩手理学療法学第８巻 

 

 

 ３，人材育成事業 

     ５月 ７日 卒後教育プログラム                   岩手リハビリテーション学院 

     ５月１４日 第１回マネジメント研修会                      岩手県自治会館 

     ５月２１日 理学療法基礎研修会                            アイーナ 

     ６月１８日 第１回スキルアップ研修会                       滝沢中央病院 

     ７月 ２日 平成２８年度第１回生涯学習・卒後教育プログラムパート１        ホテル東日本 

     ９月２２日 中央伝達講習会                     岩手リハビリテーション学院 

    １０月１４日 久慈ブロック勉強会                        岩手県立久慈病院 

    １１月 ３日「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する理学療法士」に必要な研修会（至５日）  

                                            岩手県立中央病院 

    １１月 ５日 臨床動作分析研修会（至６日）           いわてリハビリテーションセンター 

    １２月１０日 平成２８年度生涯学習・卒後教育プログラム（新人教育プログラム）パート２（至１１日）  

                                                アイーナ 

     １月２８日 平成２８年度組織運営協議会                      ホテル東日本 

     １月２８日 岩手県理学療法士会研修会                       ホテル東日本 

     ３月２５日 二戸支部研修会                    介護老人保健施設湯の里にのへ 

     ３月２５日 第２回岩手県理学療法士会基礎研修会                  滝沢中央病院 

 

 

その他の継続事業 

     ５月２１日 介護予防推進リーダー導入研修              岩手リハビリテーション学院 

     ５月２２日 地域包括ケア推進リーダー導入研修            岩手リハビリテーション学院 

 

 

 

 

Ⅱ その他の事業 

他１ 業務推進事業 

  随時対応 
          政策企画作成，資料管理・整備 

          本県職能拡大に関わる資料収集・調査 



	 

	 

          診療報酬・介護報酬に対する疑義対応 

          適時調査に関する情報共有 

          地域ニーズ・情報収集活動 

          支部活動推進事業 

          日本理学療法士協会調査活動依頼対応 

          各種相談対応 

          研究活動支援事業 

 

 

他２ 他県理学療法士との交流活動 

    １１月２０日 平成２８年度理学療法士講習会基本編・理論「神経」             アイーナ 

    １１月２７日 認定理学療法士必須研修会（循環）運営協力    岩手医科大学付属循環器医療センター 

    １２月 ３日 平成２８年度理学療法士講習会応用編 

           「第１２回呼吸理学療法講座（医療と介護における呼吸理学療法）」（至４日）  アイーナ 

 

 

 

 

Ⅲ 継続事業・その他の事業に該当しない事業（関係団体協力） 

  会議 

     ５月２２日 いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会第１３回総会 

                            アイーナ          下杉祐子 

     ６月 ７日 岩手県長寿社会課・３士会及びいわてリハビリテーションセンター等 

           関係機関との情報交換会      アイーナ          及川龍彦 

     ６月２２日 いわてリハビリテーションセンター評議員会  

                            北ホテル          櫻田義樹 

     ６月２４日 平成２８年度第１回岩手県高齢者総合支援センター運営委員会 

                            ホテル東日本盛岡      佐藤英雄 

     ７月２５日 いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会幹事会 

                            アイーナ          下杉祐子 

     ９月２９日 平成２８年度第１回岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会 

                            エスポワールいわて     及川龍彦 

    １０月１８日 盛岡地域災害医療対策連絡会議   プラザおでって       田中結貴 

    １１月２８日 第２次もりおか健康２１プラン推進会議 

                            盛岡市保健所        田中結貴 

    １２月１６日 介護予防事業のリハビリテーション職活用に係る研修打合会 

                            岩手リハビリテーション学院 及川龍彦 

    １２月１９日 盛岡圏域医療連携推進会議     盛岡地区合同庁舎      武田浩二 

    １２月２１日 平成２８年度第２回岩手県高齢者総合支援センター運営委員会 

                            岩手県福祉総合相談センター 佐藤英雄 

     １月２６日 いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会第４回幹事会 

                            アイーナ          野中一成 

     ２月 ８日 平成２８年度岩手県介護予防市町村支援委員会 

                            岩手県民会館        諸橋 勇 

     ２月 ９日 平成２８年度盛岡圏域難病対策協議会 

                            盛岡地区合同庁舎      田中結貴 

     ２月１０日 盛岡構想区域地域医療構想調整会議準備会 

                            盛岡地区合同庁舎      武田浩二 

     ２月１５日 岩手県リハビリテーション協議会  エスポワールいわて     及川龍彦 

     ３月 ２日 岩手県長寿社会課・３士会及びいわてリハビリテーションセンターとの情報交換会 

                            アイーナ          佐藤英雄 

     ３月１５日 第２回岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会  

                            金泉ビル          及川龍彦 

     ３月２１日 第２回岩手県地域包括ケア推進会議及び第４回実務者会議合同会議 

                            岩手県医師会館       及川龍彦 

     ３月２４日 平成２８年度花巻市介護保険運営協議会 

                            花巻市保健センター     髙橋 修 



	 

	 

     ３月２４日 平成２８年度花巻市地域包括支援センター運営協議会 

                            花巻市保健センター     髙橋 修 

     ３月３０日 いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会平成２８年度第５回幹事会  

                            アイーナ          野中一成 

     ３月３１日 平成２８年度岩手県在宅歯科医療連携室整備事業運営委員会 

                            岩手県歯科医師会館     小林太志 

 

  委員委嘱等 

    岩手県リハビリテーション協議会                       櫻田義樹 

    岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会                    及川龍彦 

    岩手県地域包括ケア推進会議                         及川龍彦 

    岩手県地域包括ケア実務者会議                        及川龍彦 

    岩手県介護予防市町村支援委員会                       佐藤英雄 

    希望郷いわて大会選手育成強化推進委員会専門委員               櫻田義樹 

    盛岡圏域難病対策協議会委員                         田中結貴 

    盛岡圏域医療連携推進協議会委員                       武田浩二 

    盛岡市地域包括ケアシステム推進委員                     中田隆文 

    盛岡市次世代体力・運動能力向上プロジェクト専門家委員会委員         福士宏紀 

    盛岡市障害者介護給付費等支給審査会委員                   山岸輝樹 

    盛岡市障害程度区分認定審査委員会委員                    山岸輝樹 

   「第２次もりおか健康２１プラン」推進会議委員                 田中結貴 

    奥州市地域包括支援センター運営協議会委員                  神山能彦 

    奥州市金ヶ崎町障害程度区分認定審査委員会委員                千田拓矢 

    北上市地域包括支援センター運営協議会                   小野寺育男 

    花巻市介護保険運営協議会委員                        高橋 修 

    花巻市地域包括支援センター運営協議会委員                  高橋 修 

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

    岩手県高齢者総合支援センター運営委員会委員                 佐藤英雄 

    いわてリハビリテーションセンター評議員                   櫻田義樹 

    一般社団法人リハビリテーション教区評価機構評価認定委員会          櫻田義樹 

    岩手地区介護支援専門員協議会派遣理事                    早坂 郷 

    いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会幹事                下杉祐子 

    岩手訪問リハビリテーション振興会役員          櫻田義樹・山田 温・武田浩二 

    いわて呼吸ケア研究会委員                          佐藤英雄 

 

  介護認定審査会 

    盛岡市      諸橋 勇   佐藤卓巳   佐藤益文   福士宏紀   佐藤博志 

    雫石町・滝沢村  佐藤浩哉 

    紫波町      藤沢 弘   栁沢千佳子 

    奥州金ヶ崎    高橋 昇   尾崎 玲   柏尾郁代   小野寺育男  神山能彦 

             高橋 力   野家 大   千田拓矢 

 

  講師派遣等 

   平成２８年度西和賀町地域支援事業派遣       湯田地区          佐藤哲哉 

     ７月 ６日   ８月 ８日   ９月 １日   ３月 ２日 

   北上市立こども療育センター派遣          北上市立こども療育センター 佐藤哲哉 

     ５月１７日   ７月１９日   ９月２０日  

   介護労働安定センター講師派遣           盛岡地域職業訓練センター  佐藤益文 

     ８月３０日   ９月 ８日  １１月３０日 

   いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会事業派遣 

     ５月２２日 第２４回研修会座長派遣      アイーナ          下杉祐子 

     ５月２２日 第２４回研修会スタッフ派遣    アイーナ          熊谷大輔  上野大樹 

                                          高山 翔  渡邉 充 

                                          佐藤浩樹 

 

 

 



	 

	 

  後援事業 

     ５月 ８日 看護週間（至１４日）   

     ５月１４日 看護の日                                  アイーナ  

     ６月１９日 第８回岩手循環器リハビリテーションセミナー    岩手医科大学付属循環器医療センター  

     ６月１９日 平成２８年度岩手ボバース研究会第１回研修会       介護老人保健施設湯の里にのへ  

     ６月２３日 第６６回日本病院学会（至２４日）   盛岡市民文化ホール・いわて県民情報交流センター  

     ６月２５日 シーティング他職種セミナーｉｎ盛岡                     アイーナ  

     ７月 ２日 第２４回岩手県呼吸不全研究会               いわて県民情報交流センター  

     ７月１６日 平成２８年度初級障がい者スポーツ指導員養成講習会（至１８日）   ふれあいランド岩手  

     ９月１０日 健康フェス２０１６                    岩手医科大学矢巾キャンパス  

     ９月１０日 リレー・フォー・ライフ・ジャパン２０１６いわて             勧自在王院跡  

     ９月２４日 第７回日本医療マネジメント学会岩手県支部学術集会           岩手県医師会館  

    １０月１５日 第３回北海道・東北臨床工学会               いわて県民情報交流センター  

    １１月１２日 第７回東北在宅医療推進フォーラム               ホテルシティプラザ北上  

    １１月１２日 平成２８年度岩手ボバース研究会第２回研修会               栃内第二病院 

    １１月２７日 福祉フォーラム・ジャパン東北フォーラム２０１６           一関文化センター  

    １２月１１日 いわて脳損傷リハビリテーション講習会ＩＮ盛岡会場         ふれあいランド岩手  

     １月２１日 いわて若年性認知症支援フォーラム                 盛岡市民文化ホール  

     １月２２日 いわて脳損傷リハビリテーション講習会ＩＮ花巻会場          石鳥谷生涯学習館  

     ２月 ５日 平成２８年度第１回障がい者スポーツ指導者等フォローアップ研修会  ふれあいランド岩手  

     ２月２１日 コミュニケーション支援機器活用のための研修会           ふれあいランド岩手 

     ３月 ５日 第６回岩手呼吸リハビリテーションセミナー                  アイーナ  

     ３月２２日 盛岡南部地域リハビリテーション関係職員研修会            ケアセンター南昌  

 

 

 

 

Ⅳ 法人事業 

  主催事業 

    ５月 ７日 平成２８年度新人オリエンテーション 岩手リハビリテーション学院 

    ７月 ２日 平成２８年度新人歓迎会       ホテル東日本 

    ４月 ２日 平成２８年度診療報酬改定研修会   ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷＷＩＮＧ 

    ４月 ２日 小川かつみ氏を応援する会      ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷＷＩＮＧ 

    ５月 ７日 小川かつみ先生を囲む会       事務局 

 

  出席等 

    ４月 ７日 岩手リハビリテーション学院入学式  岩手リハビリテーション学院 櫻田義樹 

    ６月 ３日 日本理学療法士協会協会賞授賞式・懇親会 

                            東京マリオネットホテル   櫻田義樹  及川龍彦 

    ７月３０日 岩手県脳卒中予防県民会議総会・県民大会２０１６ 

                            岩手県公会堂        田中結貴  野中一成 

    ９月 ７日 ＮＰＯ法人市民協岩手主催研修会   アイーナ          及川龍彦 

   １０月２２日 希望郷いわて大会開会式出席     北上総合運動公園      櫻田義樹  及川龍彦 

   １０月２４日 希望郷いわて大会閉会式出席     北上総合運動公園      櫻田義樹  及川龍彦 

   １１月２６日 達増浩幸氏厚生労働大臣表彰受賞祝賀会              櫻田義樹 

                            ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷＷＩＮＧ 

    ３月 ２日 岩手リハビリテーション学院卒業式  岩手リハビリテーション学院 佐藤英雄 

   １２月１０日 ふるさと対話交流会出席       滝沢ふるさと交流館     櫻田義樹  及川龍彦 

    １月１４日 平成２９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     櫻田義樹 

 

  面会・訪問等 

     ５月 ７日 岩手県議会議員福井せいじ氏懇談                櫻田義樹 

                            ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷＷＩＮＧ 

     ５月 ８日 衆議院議員鈴木俊一氏懇談     鈴木俊一滝沢事務所     櫻田義樹 

     ５月３０日 日本理学療法士協会半田一登会長懇談 



	 

	 

                            事務局           櫻田義樹  及川龍彦 

     ８月１８日 次年度予算について県長寿社会課担当者面会 

                            岩手県庁          及川龍彦 

     ８月２７日 参議院議員小川かつみ氏と秋田県理学療法士会役員との交流会 

                            秋田県           櫻田義樹 

    １１月 ２日「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する理学療法士」に必要な研修会について 

           日本理学療法士協会中川理事懇談  事務局           及川龍彦 

    １１月２２日 日本理学療法士協会半田会長懇談  事務局           及川龍彦 

    １２月 １日 日本理学療法士会協会半田会長との電話会談           櫻田義樹 

    １２月１０日 日本理学療法士会協会半田会長との電話会談           櫻田義樹 

    １２月１３日 希望郷いわて大会協力御礼にて岩手県国体・障がい者スポーツ大会局 

           安部氏・安藤氏・館氏来局     事務局           及川龍彦 

    １２月１４日 年末挨拶にて岩手県医師会石川会長訪問 

                            岩手県医師会館       櫻田義樹  佐藤益文 

    １２月２２日 日本理学療法士会協会半田会長との電話会談           櫻田義樹 

     １月２０日 日本理学療法士協会半田会長面会 日本理学療法士協会事務局   櫻田義樹  及川龍彦 

 

  来訪等 

   保険料納入による担当者来局対応 事務局 内記明信・長野由紀江 

     ４月２８日   ５月３１日   ６月２０日   ７月２６日   ８月２３日   ９月２０日  

    １０月２１日  １１月２１日  １２月２２日   １月２３日   ２月２４日   ３月２８日  

   保険料納入以外の来訪対応 

     ６月２２日 ＩｎＢｏｄｙ紹介（株）インボディ・ジャパン仙台営業所営業部担当者来局   村上康拓 

     ６月２２日 「第２４回岩手県呼吸不全研究会」挨拶（株）ケアテック担当者来局      村上康拓 

    １１月１５日 東北フォーラム２０１６周知依頼について医療法人三秋会担当者来局      及川龍彦 

    １２月 ２日 商品説明にて大和証券担当者来局                      及川龍彦 

    １２月 ６日 商品説明にて大和証券担当者来局                      長野由紀江 

    １２月 ６日 青山地区介護予防事業に関して盛岡市長寿社会課担当者来局          及川龍彦 

     ３月１７日 自由民主党岩手県第一選挙区支部支援団体・企業の集い講演会出席について 

           髙橋ひなこ事務所亀澤氏・藤巻氏来局                    長野由紀江 

 

  派遣 

     ５月２０日 第７回訪問リハ・地域リーダー会議（至２１日）  

                            タイム２４ビル       山田 温  野中一成 

     ６月 ５日 日本理学療法士協会第１回中央研修会派遣            佐藤英雄  高橋俊明 

                            ＴＫＰ品川カンファレンスセンター 

    １０月 ７日 第５１回日本理学療法士協会全国学術研修大会視察（至８日） 

                            沖縄コンベンションセンター 櫻田義樹  及川龍彦 

    １１月１２日 第３４回東北理学療法学術大会広報活動 

                            秋田市民文化会館      野中一成ほか 

    １１月１２日 第３５回東北理学療法学術大会大会長挨拶 

                            秋田市民文化会館      及川龍彦 

    １１月１３日 第３４回東北理学療法学術大会県士会指定枠演題発表 

                            秋田市民文化会館      武田浩二 

     ２月２５日 日本理学療法士協会職域別中央研修会「生活期」 

                            田町イーストウィング    関 裕也 

     ２月２６日 日本理学療法士協会職域別中央研修会「急性期」 

                            田町イーストウィング    高橋俊明 

     ３月 １日 日本理学療法士協会都道府県コーディネーター導入研修会派遣（至２日） 

                            茨城県立健康プラザ     熊谷大輔 

     ３月１５日 日本理学療法士協会都道府県コーディネーター導入研修会派遣（至１６日）  

                            茨城県立健康プラザ     熊谷大輔 

 

 

 

 

 



	 

	 

  協力等 

   岩手県 

     ２月２５日 平成２８年度岩手県 

           「介護予防事業へのリハビリテーション専門職参画」に係る研修会（至２６日） 

                            岩手県高校教育会館  

   一般財団法人訪問リハビリテーション振興財団関係 

     ５月３１日 東日本大震災復興特別区域法陳情  岩手県庁          櫻田義樹  及川龍彦 

     ５月２１日 宮古・山田訪問リハステーションゆずる状況説明にて岩手県作業療法士会理事会出席 

                            岩手リハビリテーション学院 櫻田義樹 

     ６月 ５日 宮古・山田訪問リハステーションゆずる状況説明にて岩手県作業療法士会総会出席 

                            岩手リハビリテーション学院 櫻田義樹  及川龍彦 

     ９月 １日 台風１０号に伴う事業所被害状況視察              櫻田義樹 

                            宮古・山田訪問リハビリステーションゆずる 

     ９月 ２日 台風１０号被害事業所復旧作業   宮古・山田訪問リハビリステーションゆずる 

                                          櫻田義樹  及川龍彦 

                                          武田浩二  野中一成 

                                          関 公輔  及川 哲 

                                          内記明信  小林太志 

                                          吉田裕也 

    １０月 １日 宮古・山田訪問リハステーションゆずる就職説明会スタッフ派遣 

                            いわて県民情報交流センター 及川龍彦  野中一成 

                                          村上康拓 

    １０月１３日 東日本大震災復興特別区域法延長に関する４者協議 

                            宮古市役所         櫻田義樹  及川龍彦 

    １２月１０日 第２回特区訪問リハビリステーション管理者連絡協議会 

                            ＴＫＡガーデンシティ仙台  武田浩二 

     ３月 ７日 訪問リハビリテーション振興財団依頼書類受け取り 

                            岩手県庁          及川龍彦 

     ３月１１日 訪問リハビリテーション振興財団研修会出席 

                            岩手県立宮古病院      及川龍彦 

   岩手訪問リハビリテーション振興会関係 

    １０月１４日 岩手訪問リハビリテーション振興会・県内リハ３職種会長会議 

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

 

     ３月 ４日 岩手訪問リハビリテーション振興会研修会 

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

 

 

 

 

Ⅴ 会議 

  日本理学療法士協会関連会議 

    ４月１７日 急性期理学療法管理ネットワーク懇談会（至１８日） 

 

 

                            東京都           櫻田義樹 

     ５月１８日 代議員総会議事運営委員会                   櫻田義樹 

     ５月２１日 臨時都道府県理学療法士会会長及び事務局長研修会        及川龍彦  田中結貴 

                            ＴＫＰ東京駅前カンファレンスセンター  

     ６月 ４日 日本理学療法士協会第４５回定時総会 

                            ベルーサル汐留       櫻田義樹  及川龍彦 

                                          佐藤英雄 

     ８月２１日 都道府県理学療法士会役員意見交換会              及川龍彦  佐藤益文 

                            ＴＫＰ田町カンファレンスセンター 

 



	 

	 

     ８月２１日 急性期理学療法管理ネットワーク懇談会 

                            東京都           櫻田義樹 

     ９月 ４日 平成２８年度都道府県理学療法士会事務局長会議 

                            田町イーストウイング    及川龍彦 

     ９月 ９日 日本理学療法士協会災害対策本部委員会 

                            東京都           櫻田義樹 

    １０月 １日 都道府県理学療法士会事務局職員研修会             菅原 靖 

                            ＴＫＰ田町カンファレンスセンター 

    １１月 ６日 平成２８年度日本理学療法士協会組織運営協議会 

                            田町イーストウイング    櫻田義樹 

 

  日本理学療法士協会東北ブロック協議会関連会議 

     ５月 ７日 平成２８年度第１回理事会     アイーナ          櫻田義樹  及川龍彦 

     ５月 ７日 平成２８年度第１回学術局会議   アイーナ          及川龍彦  関 公輔 

                                          荒木関花織 藤井光輝 

    １０月１５日 平成２８年度学術大会部会議    東横ＩＮＮ盛岡駅南口駅前  荒木関花織 

    １１月１１日 平成２８年度第２回理事会     秋田市民文化会館      櫻田義樹  及川龍彦 

    １１月１１日 平成２８年度第２回学術局会議   秋田市民文化会館      及川龍彦  関 公輔 

                                          荒木関花織 藤井光輝 

    １１月１１日 生涯学習担当者会議        秋田市民文化会館      藤井光輝 

 

  岩手県ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ協議会関連会議 

    １０月１４日 岩手訪問リハビリテーション振興会・県内リハ３職種会長会議 

                            岩手リハビリテーション学院 櫻田義樹  及川龍彦 

     ３月 ４日 岩手県ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ協議会会長・事務局長会議 

                            岩手リハビリテーション学院 櫻田義樹  及川龍彦 

 

  岩手県理学療法士会関連会議 

   総会 

     ７月 ２日 第４０回定時社員総会                         ホテル東日本 

   組織運営協議会 

     １月２８日 平成２８年度組織運営協議会                      ホテル東日本 

   理事会 

     ４月２３日 第１回臨時理事会                    岩手リハビリテーション学院 

     ６月 ２日 第１回定期理事会                    岩手リハビリテーション学院 

     ８月２７日 理事懇談会                       いわて県民情報交流センター 

    １０月２９日 第２回臨時理事会                           ホテルルイズ 

    １０月２９日 顧問・相談役との理事懇談会                      ホテルルイズ 

    １２月１７日 第１回拡大理事会                   盛岡グランドホテルアネックス 

     １月２８日 第 2 回拡大理事会                           ホテル東日本 

   所管会議 

    １０月１５日 事務局・秘書政策企画担当所管合同会議                 岩手県民会館 

    １１月 ８日 第１回業務管理、医療支援・連携、介護支援・連携担当部長会議        アイーナ 

   プロジェクト会議 

   ○平成２８年度「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する理学療法士」に必要な研修会 

     ６月２２日 第１回打ち合わせ会議                       岩手県立中央病院 

   ○第３５回東北理学療法学術大会会議 

     ４月１２日 第６回役員会                      岩手リハビリテーション学院  

     ６月２１日 第７回役員会                      岩手リハビリテーション学院  

     ７月１２日 第８回準備委員会                    岩手リハビリテーション学院  

     ８月１０日 第９回準備委員会                    岩手リハビリテーション学院  

     ９月２１日 第１０回準備委員会                   岩手リハビリテーション学院  

    １０月１８日 第１１回準備委員会                   岩手リハビリテーション学院  



	 

	 

    １１月２９日 第１２回準備委員会                   岩手リハビリテーション学院  

     １月 ５日 第１３回準備委員会                   岩手リハビリテーション学院  

     ２月１４日 第１４回準備委員会                   岩手リハビリテーション学院  

     ３月 ７日 第１５回準備委員会                   岩手リハビリテーション学院  

   ○第１８回岩手県理学療法士学術大会 

     ４月１５日 第５回準備委員会                           ゆうあいの街 

     ６月２２日 第６回準備委員会                           ゆうあいの街 

     ７月１５日 第７回準備委員会                           ゆうあいの街 

     ８月２４日 第８回準備委員会                           ゆうあいの街 

   ○第１９回岩手県理学療法士学術大会 

     １月１７日 第１９回岩手県理学療法士学術大会打合会         岩手リハビリテーション学院 

   ○ホームページ再編プロジェクト 

     １月１３日 ホームページ再編プロジェクトチーム会議                   ガスト 

	 


