
 

一般社団法人岩手県理学療法士会 

平成 30 年度事業報告 

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 

    平成３０年度高齢者運動教室第１クール              盛岡市立津志田老人福祉センター 

      ５月１９日   ５月２６日   ６月 ２日   ６月 ９日   ６月１６日   ６月２３日 

      ６月３０日   ７月 ７日   ７月１４日   ７月２１日  

    平成３０年度高齢者運動教室第２クール                  みたけ老人福祉センター 

      ８月１８日   ８月２５日   ９月 ８日   ９月２２日   ９月２９日  １０月 ６日 

  １０月１３日  １０月２０日  １０月２７日  １１月 ３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１５日 全国統一介護予防・健康増進キャンペーン             ビッグルーフ滝沢 

     ７月１５日 全国統一介護予防・健康増進キャンペーン                 釜石地区 

     ７月１５日 全国統一介護予防・健康増進キャンペーン                 花巻地区 

 

   講師派遣等 

     ５月２４日 脳いきいき教室（介護予防教室）講師派遣          谷地頭集会所 佐藤 寿 

     ６月２１日 脳いきいき教室（介護予防教室）講師派遣     北厨川老人福祉センター 佐藤 寿 

     ６月２６日 平成３０年度盛岡市一般介護予防事業対象者介護予防教室講師派遣 

盛岡市上堂児童・福祉センター 村上康拓 

     ７月２０日 一関市「週イチ倶楽部普及講演会」講師派遣       一関保健センター 小原拓也 

     ７月３１日 一関市「週イチ倶楽部サポーター養成講座第１期」講師派遣  

川崎市民センター 小原拓也 

     ８月１０日 一関市「週イチ倶楽部サポーター養成講座第１期」講師派遣 

川崎市民センター 小原拓也 

     ８月２７日 介護予防キャラバン「医療と介護の出前講座（転倒予防で寝たきり防止）」講師派遣 

高松西児童公園内「ふれあいセンター」 野中一成 

     ９月２６日 平成３０年度盛岡市一般介護予防事業対象者介護予防教室講師派遣 

盛岡市夕顔瀬町第二町内会公民館 村上康拓 

    １０月１７日 脳いきいき教室（介護予防教室）講師派遣     みたけ地区活動センター 田村恵太 

    １０月２３日 五月園地域包括支援センター「リフレッシュ事業」講師派遣 

加賀野老人福祉センター 武田浩二 

    １０月２９日 一関市「週イチ倶楽部サポーター養成講座第２期」講師派遣 

一関保健センター 小原拓也 

    １１月 ５日 一関市「週イチ倶楽部サポーター養成講座第２期」講師派遣 

一関保健センター 小原拓也 

    １１月１３日 五月園地域包括支援センター「リフレッシュ事業」講師派遣 

梁川老人福祉センター 武田浩二 

    １１月１４日 平成３０年度西和賀町地域支援事業「介護予防事業」講師派遣 

西和賀町川舟地区 及川 圭 



 

    １１月１５日 脳いきいき教室（介護予防教室）講師派遣        北厨川住宅集会所 武田浩二 

    １１月２１日 土渕地区地域ケア会「これからも元気に生活するために」議講師派遣 

イオンモール盛岡前潟店 早坂 郷 

    １１月２７日 盛岡駅西口地域包括支援センター「平成３０年度家族介護者リフレッシュ事業」講師派遣 

桜城老人福祉センター 武田浩二 

     １月２９日 岩手県釜石保健所主催「健康運動普及リーダー研修会」講師派遣 

釜石地区合同庁舎 千葉 悟 

 

   その他 

     ５月１０日 平成２９年度全国統一介護予防・健康増進キャンペーン打ち合わせ会議 

                            もりおかリハビリテーションセンター葵 

     ５月３０日 協力 一関市「通所型サービスC（短期集中型介護予防）事業従事者研修会講師紹介 

一関産業教養文化体育施設（アイドーム） 菊池 圭 

     ７月３１日 次年度地域支援事業打ち合わせ会議      岩手リハビリテーション学院 

 

 

 ２，全国高等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 

   岩手県高等学校野球連盟主催事業メディカルサポート事業 

    メディカルサポート事業 

     ５月２２日 第７０回岩手県高等学校総合体育大会硬式野球競技兼 

第６５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 

一関運動公園野球場・森山総合運動公園野球場 

     ５月２６日 第７０回岩手県高等学校総合体育大会硬式野球競技兼 

第６５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２７日） 

一関運動公園野球場 

     ７月１８日 第１００回全国高等学校野球選手権記念岩手大会メディカルサポート事業（至２２日） 

岩手県営球場・日居城野運動公園花巻球場（１９日） 

     ９月１９日 第７１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 

日居城野運動公園花巻球場・八幡平市総合運動公園野球場 

     ９月２２日 第７１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（至２３日） 

日居城野運動公園花巻球場 

    スタッフ講習会 

     ５月１６日 ２０１８春季県大会メディカルサポートスタッフ講習会       岩手県立千厩病院 

     ７月 ９日 ２０１８選手権記念岩手県大会メディカルサポートスタッフ講習   岩手県立千厩病院 

     ７月１０日 ２０１８選手権記念岩手県大会メディカルサポートスタッフ講習 

みちのくコカ・コーラボトリングリンク 

     ７月１０日 ２０１８選手権記念岩手県大会メディカルサポートスタッフ講習     宮古第一病院 

 

   研修会等 

    １１月１７日  スポーツ支援部研修会                    盛岡つなぎ温泉病院 

 

   派遣等 

    １２月 ９日 岩手県高野連プレイボールフェスタ２０１８スタッフ派遣 

奥州市総合体育館 及川 哲ほか 

 

 



 

    １２月１９日 平成３０年度軽米高校部活動トレーニング・コンディショニング講習会スタッフ派遣 

岩手県立軽米高等学校 及川 哲・橘 諒輔 

槻木澤 遊 

     ２月１７日 平成３０年度岩手県高等学校野球連盟二戸支部 

ケガ予防講習会・中高連携プロジェクトスタッフ派遣 

二戸市シビックセンター 及川 哲ほか 

 

 

 ３，被災地支援事業 
   災害派遣 

倉敷リハビリテーション病院 

     ８月 ７日 ７月西日本豪雨災害ロジスティクス派遣（至１０日）            藤井光輝 

     ８月１０日 ７月西日本豪雨災害ロジスティクス派遣（至１２日）            及川龍彦 

     ８月２０日 ７月西日本豪雨災害ロジスティクス派遣（至２３日）            林 雄史 

 

   研修等派遣 

     ４月２７日 第１回災害医療研修（初級Ａコース）受講者派遣 

岩手医科大学災害時地域医療支援教育センター 林 雄史 

     ８月１１日 第５回災害医療研修（中級コース）受講者派遣 

岩手医科大学災害時地域医療支援教育センター 林 雄史 

     ９月２２日 第１１回ＪＩＭＴＥＦ災害研修ベーシックコース受講者派遣  ＪＩＣＡ東京 早坂 郷 

    １１月１７日 第９回ＪＩＭＴＥＦ災害医療研修アドバンスコース派遣（至１８日） 

ＪＩＣＡ東京 菅原 寛 

     ２月１５日 ＪＩＭＴＥＦ災害医療研修スキルアップコース 

国立病院機構災害医療センター 林 雄史 

 

 

 ４，理学療法サービスに関する県民への情報提供 

    岩手リハビリテーションマップ運営（http://www.iwate-pt.com/rihamap/） 

 

 

 ５，理学療法士を志す学生の人材育成 
     ７月２３日 理学療法週間施設公開（至２７日） 

 

 

 

 継２ 理学療法士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 

   学術大会 

    １０月 ７日 第２０回岩手県理学療法士学術大会                ビックルーフ滝沢 

             テーマ：市民に信頼される理学療法士  大会長：佐藤英雄 

 

   その他 

     ６月１４日 第２０回岩手県理学療法士学術大会準備委員会             盛岡友愛病院 

     ９月１０日 第２０回岩手県理学療法士学術大会準備委員会(会場下見）      ビックルーフ滝沢 

     ９月２５日 第２１回岩手県理学療法士学術大会第１回準備委員会   岩手リハビリテーション学院 



 

     ９月２７日 第２０回岩手県理学療法士学術大会第１回準備会議      ゆうあいの街クリニック 

    １０月 ７日 第２０回岩手県理学療法士学術大会                ビックルーフ滝沢 

    １０月２４日 第２１回岩手県理学療法士学術大会第２回準備委員会   岩手リハビリテーション学院 

    １１月２６日 第２１回岩手県理学療法士学術大会第３回準備委員会   岩手リハビリテーション学院 

    １２月２７日 第２１回岩手県理学療法士学術大会第４回準備委員会   岩手リハビリテーション学院 

     １月２９日 第２１回岩手県理学療法士学術大会第５回準備委員会   岩手リハビリテーション学院 

     ２月２６日 第２１回岩手県理学療法士学術大会第６回準備委員会   岩手リハビリテーション学院 

     ３月２６日 第２１回岩手県理学療法士学術大会第７回準備委員会   岩手リハビリテーション学院 

 

 

 ２，学術誌作成事業 

   学術誌発行 

    １０月 １日 岩手理学療法学 Vol.10 

 

   その他 

     ６月 ５日 平成３０年度第１回岩手理学療法学Vol.１０編集会議   岩手県立中央病院 関 公輔 

 

 

 ３，人材育成事業 

     ４月２８日 指定管理者研修会（回復期・急性期）                岩手県自治会館 

     ６月 ２日 指定管理者研修会（生活期・地域包括ケア）       岩手リハビリテーション学院 

     ６月１６日 卒後教育プログラム（新人教育プログラム）パート１        ホテル東日本盛岡 

８月 ４日 リハビリテーション技術講習会          いわてリハビリテーションセンター 

「臨床動作分析-ＰＴ・ＯＴの実践に役立つ理論と技術-」（至５日） 

     ９月 ８日 第１回マネジメント研修会                       河南公民館 

    １０月 ７日 初級管理者研修会                        ビックルーフ滝沢 

    １０月２０日 岩手県理学療法士会基礎研修会                    滝沢中央病院 

    １０月２６日 久慈支部勉強会                         岩手県立久慈病院 

    １１月１８日 二戸支部研修会                   介護老人保健施設湯の里にのへ 

    １２月 ９日 平成３０年度生涯学習・卒後教育プログラムパート２            アイーナ 

     ３月１６日 平成３０年度地域ケア会議リーダー研修会        岩手リハビリテーション学院 

     ３月１７日 平成３０年度介護予防会議リーダー研修会        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 
    ①支部活動推進事業 

    ②各職域別管理者ネットワーク推進［ネットワーク構築］事業 

    ③政策企画作成 

    ④政策企画に関する資料収集・保管 

    ⑤診療報酬・介護報酬に関する情報提供事業 

    ⑥適時調査等情報収集事業 

    ⑦職能拡大に向けた情報収集 



 

    ⑧女性活躍推進に向けたニーズの把握、および情報収集 

    ⑨脊髄損傷に関する理学療法のアンケート事業（ 

    ⑩協会生涯学習事業等に対する支援事業 

    ⑪協会調査依頼への対応 

 

 

 

 他２ 他県理学療法士との交流活動 
     ７月２９日 理学療法士講習会基本編・理論 

「産業保健分野における理学療法士の役割と実際」              アイーナ 

    １２月 １日 理学療法士講習会応用編 

「第１４回呼吸理学療法講座（医療と介護における呼吸理学療法）」           アイーナ 

     ２月１７日 理学療法士講習会基本編（中枢）                                         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） 
 １，会議 
   関係機関会議 

     ４月 ５日 平成３０年度第１回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 

     ５月３１日 第１回盛岡市在宅医療介護連携推進協議会                     盛岡市役所 中田隆文 

     ６月２０日 公益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 櫻田義樹 

     ６月２６日 第１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 

     ７月２３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            アイーナ 下杉祐子 

     ７月２６日 岩手県介護ロボットのニーズ・シーズ連携調整協議会             アイーナ 菅野 泉 

     ７月３１日 岩手県介護予防市町村支援員会                                 泉金ビル 佐藤英雄 

     ８月 ９日 岩手県長寿社会課・３士会およびいわてリハビリテーションセンターとの情報交換会 

 エスポワールいわて 田中結貴 

     ８月２２日 岩手地区介護支援専門員協議会第２回理事会 

居酒屋ごはんふらりむらさき盛岡みたけ店 早坂 郷 

     ９月１２日 第１回高齢者福祉・介護保険推進協議会               エスポワールいわて 及川龍彦 

    １０月１６日 岩手県介護ロボットのニーズ・シーズ連携調整協議会             アイーナ 菅野 泉 

    １１月２０日 平成３０年度第２回盛岡構想区域地域医療構想調整会議   盛岡地区合同庁舎 武田浩二 

    １１月２６日 岩手県介護ロボットのニーズ・シーズ連携調整協議会             アイーナ 菅野 泉 

    １２月１２日 いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会平成３０年度第３回幹事会         下杉祐子 

    １２月１９日 岩手県介護ロボットのニーズ・シーズ連携調整協議会             アイーナ 菅野 泉 

    １２月２０日 平成３０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２４日 自立支援型地域ケア会議への専門職派遣手順検討に係る実務者会議 泉金ビル 及川龍彦 

     ２月 ５日 平成３０年度岩手県リハビリテーション協議会         盛岡市勤労福祉会館 及川龍彦 

     ２月 ８日 平成３０年度第３回盛岡構想区域地域医療構想調整会議（兼第１回盛岡圏域医療連携推進会議） 

                                                                 盛岡地区合同庁舎 菅原 靖 



 

     ２月２１日 平成３０年度盛岡圏域難病対策協議会                        盛岡市保健所 田中結貴 

     ３月 ７日 岩手県長寿社会課・３士会およびいわてリハビリテーションセンターとの情報交換会 

岩手県教育会館 及川龍彦 

     ３月１４日 平成３０年度盛岡地域災害医療対策連絡会議              盛岡地区合同庁舎 及川龍彦 

     ３月１５日 第６回岩手県地域包括ケア実務者会議                           岩手県庁 及川龍彦 

     ３月２０日 第４回岩手県地域包括ケア推進会議                             岩手県庁 及川龍彦 

     ３月２７日 第２回高齢者福祉・介護保険推進協議会                     岩手県民会館 及川龍彦 

     ３月２７日 いわてリハビリテーションセンター評議員会                               櫻田義樹 

     ３月２５日 平成３０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 野中一成 

     ２月２０日 平成３０年度第４回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 野中一成 

     ２月２６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 及川龍彦 

 

   地域ケア会議 

     ５月１５日 浅岸和敬荘地域包括支援センター地域ケア会議                 浅岸和敬荘 早坂 郷 

     ５月１６日 花巻市地域ケア個別会議                         石鳥谷総合福祉センター 佐藤昭太 

     ６月２０日 花巻市地域ケア個別会議                            東和総合福祉センター 菅野 泉 

     ７月１７日 浅岸和敬荘地域包括支援センター地域ケア会議                 浅岸和敬荘 菅原 靖 

     ７月１８日 花巻市地域ケア個別会議                            大迫保健福祉センター 佐藤昭太 

     ７月１９日 普代村地域ケア会議                           普代村国民健康保険診療所 小倉 舞 

     ９月１１日 浅岸和敬荘地域包括支援センター地域ケア会議                 浅岸和敬荘 村上康拓 

     ９月１２日 野田村地域ケア会議                                 野田村保健センター 小倉 舞 

     ９月１３日 地域包括支援センター川久保地域ケア会議               見前南地区公民館 吉田裕也 

     ９月１９日 花巻市地域ケア個別会議                 生涯学園都市会館（まなび学園） 高橋研介 

    １０月１８日 花巻市地域ケア個別会議                 生涯学園都市会館（まなび学園） 高橋研介 

    １１月１３日 浅岸和敬荘地域包括支援センター地域ケア会議                 浅岸和敬荘 武田浩二 

    １１月１５日 普代村地域ケア会議                           普代村国民健康保険診療所 小倉 舞 

    １１月１５日 花巻市地域ケア個別会議                         石鳥谷総合福祉センター 佐藤昭太 

    １１月１６日 永井地区地域ケア会議                                     キャラホール 小林太志 

    １２月２０日 花巻市地域ケア個別会議                           東和総合福祉センター 菅野 泉 

     １月１５日 浅岸和敬荘地域包括支援センター地域ケア会議                 浅岸和敬荘 吉田裕也 

     ２月２１日 花巻市地域ケア個別会議                 生涯学園都市会館（まなび学園） 高橋研介 

     ３月 ７日 都南地区地域ケア会議                         飯岡農業構造改善センター 小林太志 

     ３月１３日 浅岸和敬荘地域包括支援センター地域ケア会議                 浅岸和敬荘 武田浩二 

     ３月２２日 青山和敬荘・みたけ北厨川地域包括支援センター地域ケア会議 

コープ介護・福祉センターあい 田中結貴 

 

 

 ２，委員委嘱等 

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

    公益社団法人日本理学療法士協会士会強化推進執行委員会委員               櫻田義樹 

    一般財団法人訪問リハビリテーション振興財団理事                    櫻田義樹 

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

    岩手県リハビリテーション協議会                            及川龍彦 

    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 

    公益社団法人日本理学療法士協会ハンドブック作成執行委員会委員             及川龍彦 

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

    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 

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

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

    盛岡構想区域医療構想調整会議委員                           武田浩二 

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

    盛岡地域災害医療対策連絡協議会                            田中結貴 

    第２次盛岡健康プラン推進会議委員                           早坂 郷 

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

    滝沢市保健福祉協議会委員                               佐藤浩哉 

    日本理学療法士学会ガイドライン・用語策定委員会副委員長                諸橋 勇 

    日本神経理学療法学会常任運営幹事                           諸橋 勇 

    奥州市在宅医療介護連携推進協議会委員                         千田拓矢 

    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 

    公益社団法人日本理学療法士協会災害時支援システム検討委員会委員            石田英恵 

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

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

    盛岡市在宅医療介護連携推進事業連絡協議会委員                     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 

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

    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 

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

    一般社団法人岩手県作業療法士会岩手県介護ロボットのニーズ・シーズ連携調整協議会委員  菅野 泉 

 

 

 ３，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   柏尾郁代   小野寺育男  神山能彦   高橋 力 

野家 大   千田拓矢   高橋 靖 

 

 

 ４，講師派遣等 

     ４月２８日 盛岡軌道工業主催「腰痛予防について」講師派遣 雫石町中央公民館 野中一成・金澤啓太 

     ５月２２日 北上市立こども療育センター「リハビリ教室（運動）」派遣 

北上市立こども療育センター 佐藤哲哉 

     ８月２１日 福祉用具専門相談員指定講習会講師派遣 胆江地域職業訓練センター 村上康拓 

     ９月 ７日 平成３０年度介護労働講習講師派遣   盛岡地域職業訓練センター 佐藤益文 

     ９月１０日 平成３０年度介護労働講習講師派遣   盛岡地域職業訓練センター 佐藤益文 

     ９月１８日 北上市立こども療育センター「リハビリ教室（運動）」派遣 

北上市立こども療育センター 佐藤哲哉 

    １２月 ３日 介護労働安定センター「平成３０年度介護実務者研修科」講師派遣 

盛岡地域職業訓練センター 佐藤益文 



 

 ５，共催事業 

     １０月２６日「転倒予防」セミナー                      (株)ケア・テック 

     １１月２３日 ＰＴのための中級障がい者スポーツ指導員養成講習会（至２４日）ふれあいランド岩手 

     １２月２２日 ＰＴのための中級障がい者スポーツ指導員養成講習会（至２３日）ふれあいランド岩手 

 

 

 ６，後援事業 

      ４月２１日 平成３０年度車椅子操作スキルアップ研修会          ふれあいランド岩手 

      ７月 １日 第２６回岩手県呼吸不全研究会                     アイーナ 

      ７月１４日 平成３０年度初級障がい者スポーツ指導員養成講習会（至１６日） 

ふれあいランド岩手 

      ８月 ３日（一社）岩手県作業療法士会主催「特別支援教育と作業療法フォーラム」 

矢巾町活動交流センター（やはぱーく） 

      ９月 ８日 リレー・フォー・ライフ・ジャパン２０１８いわて     一関遊水池記念緑地公園 

      ９月１６日 平成３０年度盛岡南部地域リハビリテーション関係職員研修会    岩手県自治会館 

     １０月２１日 岩手県障がい者スポーツ協会主催岩手県卓球バレー交流大会２０１８ 

ふれあいランド岩手 

     １０月２１日 ２０１８ いわてリハビリテーションフォーラム              アイーナ 

     １０月２８日 岩手県認知症カフェまつり                                             アイーナ 

     １１月１０日 平成３０年度岩手ボバース研究会第１回研修会         多機能型事業所シーキューブ 

     １１月２０日 岩手県作業療法士会主催 

『地域を支える「総合事業」〜「できない」を「できる」にする多職種連携』 

なのはなプラザ 

      １月１９日 第８回岩手呼吸リハビリテーションセミナー             一般財団法人岩手教育会館 

      ３月 ２日 平成３０年度第７回卓球バレー指導者養成講習会               ふれあいランド岩手 

      ３月１１日 北上市地域リハビリテーション報告会         北上市文化交流センターさくらホール 

      ３月２１日 平成３０年度障がい者スポーツ特別研修会 

『地域を変える障がい者スポーツの取組～ホルスト・ストローケンデル先生を偲ぶ～』 

ふれあいランド岩手 

 

 

 

 

Ⅳ 法人事業 

 １，主催事業 

     ４月１４日 入会オリエンテーション                               岩手リハビリテーション学院 

     ６月１６日 佐藤幹城氏名誉会員・佐々木重利氏協会賞授賞祝賀会兼新人歓迎会  ホテル東日本盛岡 

 

 

 ２，出席等 

     ４月 ５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 

     ５月２６日 公益社団法人日本理学療法士協会半田会長との懇談会    つくば市 櫻田義樹・及川龍彦 

     ６月 ２日 協会賞授与式                                 ベルサール汐留 櫻田義樹・及川龍彦 

佐藤英雄・佐々木重利 

 



 

     ６月 ２日 協会賞受賞者祝賀会              ベルサール汐留 櫻田義樹・及川龍彦 

佐藤英雄・佐々木重利 

     ６月 ６日 平成３０年度岩手県脳卒中予防県民会議総会・県民大会２０１８ 

アイーナ 武田浩二・田中結貴 

野中一成・吉田裕也 

     ７月 ７日 福島県理学療法士会設立５０周年記念事業出席   ホテルハマツ 櫻田義樹 

     ７月１７日 次期総合計画（素案）に係る地域説明会出席  盛岡地区合同庁舎 及川龍彦 

     ７月１８日 日本理学療法士協会半田会長懇談            桜茶寮 櫻田義樹・及川龍彦 

菅原 靖 

     ９月２１日 田中まさし君の飛躍を期待する集い 

ＴＫＰ赤坂駅カンファレンスセンター 及川龍彦・村上康拓 

     ９月２９日 公益社団法人北海道理学療法士会創立５０周年記念式典・祝賀会 

ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌 櫻田義樹 

    １０月 ９日 次期総合計画（中間案）に係る地域説明会出席 盛岡地区合同庁舎 村上康拓 

    １０月２４日 自立支援型地域ケア会議市町村トップセミナー 

エスポワールいわて 佐藤英雄 

    １１月 ３日 第３６回東北理学療法学術大会開会式出席      ホテル青森 櫻田義樹 

    １１月 ７日 一般社団法人岩手県老人保健施設協会創立３０周年記念式典・祝賀会 

ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷＷＩＮＧ 及川龍彦 

    １１月１０日 平成３０年度都道府県士会理事育成研修会役員出席（至１１日） 

田町カンファレンスルーム 櫻田義樹 

    １１月２１日 平成３０年度岩手県保健医療功労者表彰式立ち会い 

エスポワールいわて 村上康拓 

    １２月 １日 日本理学療法士協会士会強化推進執行委員会委員として青森県理学療法士会理事会訪問 

櫻田義樹 

     ７月３０日 岩手県議会福井せいじビアパーティー     ホテル東日本盛岡 及川龍彦・村上康拓 

    １１月１７日 自立支援型地域ケア会議専門職セミナー   岩手県高校教育会館 及川龍彦・武田浩二 

林 雄史 

    １２月１８日 県民みんなで支える地域医療シンポジウム       アイーナ 及川龍彦・武田浩二 

吉田裕也 

     １月１８日 日本理学療法士協会士会強化推進執行委員会委員として茨城県理学療法士会理事会訪問 

櫻田義樹 

     １月２２日 日本理学療法士協会士会強化推進執行委員会委員として山梨県理学療法士会理事会訪問 

櫻田義樹 

     １月１２日 平成３１年度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 及川龍彦 

     ３月 ３日 石川育成岩手県医師会名誉会長お別れの会       マリオス 櫻田義樹・及川龍彦 

田中結貴・林 雄史 

菅原 靖 

     ２月 ９日 日本理学療法士協会士会強化推進執行委員会委員として新潟県理学療法士会理事会訪問 

櫻田義樹 

     ２月１２日 日本理学療法士協会士会強化推進執行委員会委員として千葉県理学療法士会理事会訪問 

櫻田義樹 

     ２月２２日 明日への挑戦！田中まさし飛躍の会出席 

ＴＫＰ赤坂駅カンファレンスセンター 櫻田義樹・早坂 郷 

     ２月２３日 日本理学療法士連盟通常総会 

ＴＫＰ赤坂駅カンファレンスセンター 櫻田義樹・早坂 郷 



 

     ３月 ５日 岩手リハビリテーション学院卒業式来賓出席 

岩手リハビリテーション学院 櫻田義樹 

     ３月１６日 糖尿病対策事業に関する情報交換会   ＩＴビジネスプラザ武蔵 瀬川翔太 

 

 

 ３，面会・訪問等 

     ６月２０日 就任後挨拶にて岩手県医師会 小原会長訪問   岩手県医師会館 櫻田義樹・及川龍彦 

     ７月１８日 総合特区制度に関して半田日本理学療法士協会会長 八重樫岩手県保健福祉部長面会帯同 

岩手県庁 櫻田義樹・及川龍彦 

     ７月１８日 総合特区制度に関して半田日本理学療法士協会会長 小原岩手県医師会長面会帯同 

岩手県医師会館 櫻田義樹・及川龍彦 

    １１月 ２日 久慈圏域訪問                    久慈圏域 林 雄史 

     １月 ９日 新年挨拶にて岩手県医師会小原会長訪問    岩手県医師会会館 櫻田義樹・及川龍彦 

     ３月 １日 がんのリハビリテーション研修会に関して岩手医科大学西村教授面会 

岩手医科大学 櫻田義樹・及川龍彦 

     ３月１２日 がんのリハビリテーション研修会に関して岩手県看護協会及川会長訪問 

岩手県看護協会 櫻田義樹・及川龍彦 

 

 

 ４，来訪等 

   保険料納入に係る担当者来局対応 

保険料支払い対応                                   長野由紀江 

 ５月１６日   ６月２７日   ７月２４日   ８月 ９日   ９月１９日  １０月１９日 

１１月２６日  １２月２０日   １月１６日   ２月１８日   ３月２２日 

その他 

     ８月２８日 保険契約について東北永愛友商事担当者来局     事務局 及川龍彦 

    １２月２０日 東北永愛友商事担当交代について来局        事務局 及川龍彦 

 

   その他の来局対応 

     ４月１８日 いわてリハビリテーションセンター副センター長・業務推進部長面会 

岩手県立中央病院 櫻田義樹 

     ４月１８日 いわてリハビリテーションセンター副センター長・業務推進部長面会 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦 

     ４月２４日 法人５０周年記念記事案内に関してＩＢＣ開発センター担当者来局 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦 

     ５月２３日 地域包括ケア推進について県長寿社会課担当者面会 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦 

     ７月１０日 全国統一介護予防・健康増進キャンペーン取材打ち合わせについて盛岡タイムス社担当者来局 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦 

     ７月２５日 求人に関して普代村住民福祉課担当係長面会 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦 

     ７月２６日 セミナー共催に関して（株）ケア・テック担当者来局 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦 

     ２月１５日 次年度地域ケア会議に関して盛岡市長寿社会課担当者来局 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦 



 

     ２月１９日 「語り継ぐ，東日本大震災８年」復興支援特集について盛岡タイムス社担当者来局 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦 

     ３月２４日 第３６回東北学会大会長(福島県副会長)との懇談        櫻田義樹 

 

 

 ５，派遣 

     ５月１８日 第９回訪問リハ・地域リーダー会議派遣（至１９日） 

タイム２４ビル 早坂 郷・林 雄史 

     ５月２５日 協会指定管理者研修会「初級管理者中央研修会」派遣 

つくば国際会議場 武田浩二 

     ５月２５日 第５３回日本理学療法士協会全国学術研修大会視察（至２６日） 

 

つくば国際会議場 及川龍彦 

     ６月１７日 スポーツ理学療法運営担当者研修会出席者派遣 

田町カンファレンスルーム 及川 哲 

     ７月２１日 平成３０年度都道府県理学療法士会事務局職員研修会受講者派遣 

田町カンファレンスルーム 村上康拓 

    １１月 ３日 第３６回東北理学療法学術大会視察        ホテル青森 櫻田義樹・及川龍彦 

    １１月１０日 平成３０年度都道府県士会理事育成研修会派遣（至１１日） 

田町カンファレンスルーム 林 雄史 

     １月１９日 協会指定管理者（生活期）中央研修会 

フクラシア品川クリスタルスクエア 野中一成 

     １月１９日 協会指定管理者（回復期）中央研修会 

フクラシア品川クリスタルスクエア 小林太志 

     １月２５日 平成３０年度スポーツ理学療法研修会（応用）  ハーネル仙台 及川 哲 ほか 

     １月２７日 協会指定管理者（地域包括ケア病棟）中央研修会 

フクラシア品川クリスタルスクエア 芳賀真由美 

     １月２７日 協会指定管理者（急性期）中央研修会 

フクラシア品川クリスタルスクエア 藤井光輝 

 

 

 ６，協力等 

   岩手県 

     ４月 ４日 平成３０年度介護予防支援体制整備事業についていきいき岩手支援財団担当者来局対応 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦 

     ５月２２日 平成３０年度地域包括ケアシステム基盤確立事業介護予防基礎・リーダー研修会担当者会議 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦・武田浩二 

野中一成 

     ５月２３日 平成３０年度地域ケア会議についていきいき岩手支援財団担当者来局対応 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦 

     ６月２３日 岩手県リハビリテーション専門職第１回介護予防従事者基礎研修会 

アイーナ 武田浩二・野中一成 

     ６月２３日 岩手県リハビリテーション専門職第１回介護予防従事者基礎研修会 

奥州市Ｚホール 武田浩二・野中一成 

 

 



 

     ７月３１日 地域包括ケア基盤確立事業多職種研修会・リハ専門職聯絡会議運営会議 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦・武田浩二 

野中一成 

     ８月 ７日 地域包括ケア基盤確立事業についていきいき岩手支援財団担当者面会対応 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦 

     ９月 ５日 地域包括ケア基盤確立事業についていきいき岩手支援財団担当者面会 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦 

     ９月２２日 平成３０年度岩手県リハビリテーション専門職第１回介護予防従事者連絡会議 

アイーナ 武田浩二・野中一成 

    １０月 ２日 平成３１年度地域包括ケア基盤整備事業について打ち合わせ 

いきいき岩手支援財団 及川龍彦 

    １０月１３日 平成３０年度岩手県リハビリテーション専門職介護予防従事者多職種連携研修会 

岩手県高校教育会館 武田浩二・野中一成 

    １０月２５日 平成３０年度地域包括ケアシステム基盤確立事業「リーダー研修会・リハ職連絡会議」 

担当者会議           岩手リハビリテーション学院 及川龍彦・武田浩二 

野中一成・菅原 靖 

    １１月２０日 地域包括ケア基盤確立事業についていきいき岩手支援財団担当者面会対応 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦 

    １２月 １日 平成３０年度岩手県リハビリテーション専門職介護予防従事者地域リーダー養成研修会 

岩手県高校教育会館 武田浩二・野中一成 

     １月１９日 平成３０年度岩手県リハビリテーション専門職第２回介護予防従事者連絡会議 

二戸地区合同庁舎 武田浩二・野中一成 

     ２月２２日 次年度事業についていきいき岩手支援財団担当者来訪対応 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦 

     ３月１９日 地域包括ケア基盤確立事業平成３０年度とりまとめ会議 

岩手リハビリテーション学院 及川龍彦・武田浩二 

山田 温・野中一成 

 

   一般財団法人訪問リハビリテーション振興財団関係 

     ４月１３日 櫻田会長宮古・山田訪問リハビリステーションゆずる歓迎会出席帯同 

佐藤英雄 

     ４月２１日 櫻田会長宮古市医師会豊島副会長懇談帯同           菅原 靖 

     ４月２３日 （一財）訪問リハビリテーション振興財団第一回管理者研修会 

ホテルメトロポリタン盛岡 佐藤英雄 

     ４月２７日 櫻田会長気仙沼訪問リハビリステーション訪問帯同 

気仙沼訪問リハビリステーション 及川 哲 

     ６月 ８日 気仙沼訪問リハステーションに関して櫻田会長気仙沼医師会長面会帯同 

気仙沼医師会 佐藤英雄 

     ６月 ８日 気仙沼医師会との懇談             気仙沼医師会 佐藤英雄 

     ６月１９日 宮古・山田訪問リハステーションゆずるに関して櫻田会長宮古市役所訪問帯同 

宮古市役所 及川龍彦 

     ７月 ５日 宮古・山田訪問リハステーションゆずる監査に関して 

訪問リハビリテーション振興財団監事帯同（至６日） 

宮古・山田訪問リハビリステーションゆずる 佐藤英雄 

     ９月２６日 宮古・山田訪問リハステーションゆずるに関して櫻田会長宮古市役所訪問帯同 

宮古市役所 武田浩二 

 



 

    １０月１１日 宮古・山田訪問リハステーションゆずるへ 

訪問リハビリテーション振興財団事務局長・櫻田会長帯同（至１２日） 

宮古・山田訪問リハビリステーションゆずる 櫻田義樹・佐藤英雄 

    １２月１０日 櫻田会長気仙沼訪問リハビリステーション訪問帯同 

気仙沼訪問リハビリステーション 及川龍彦 

     ３月 ９日 訪問リハビリテーション振興財団第６回合同研修会支援 

気仙沼プラザホテル 及川龍彦・野中一成 

吉田裕也 

     ３月１０日 訪問リハビリテーション振興財団気仙沼講演会支援 

気仙沼総合市民福祉センターやすらぎ 及川龍彦・野中一成 

吉田裕也 

 

   岩手県リハビリテーション専門職協議会 

     ５月１９日 岩手県リハビリテーション専門職連絡協議会役員懇親会 

魚問屋魚きんた 櫻田義樹 

     ７月 ５日 平成３０年度第１回岩手県リハビリテーション専門職種協議会 

法人事務所 櫻田義樹・及川龍彦 

武田浩二 

     ７月１２日 岩手県リハビリテーション専門職連絡協議会宮古圏域支部懇談会 

鳥もと 櫻田義樹 

    １０月 ３日 平成３０年度第２回岩手県リハビリテーション専門職種協議会 

法人事務所 及川龍彦・武田浩二 

    １０月２７日 訪問リハビリテーション実務者研修会 

岩手リハビリテーション学院 

    １０月２７日 訪問リハビリテーション実務者研修会開会式出席 

岩手リハビリテーション学院 林 雄史 

     １月１６日 平成３０年度第３回岩手県リハビリテーション専門職協議会 

岩手リハビリテーション学院 櫻田義樹・及川龍彦 

佐藤英雄・武田浩二 

 

 

 

 

Ⅴ 会議 
 １，日本理学療法士協会関連会議 

     ４月 ７日 平成３０年度日本理学療法士協会第１回理事会傍聴 

ＴＫＰ赤坂駅カンファレンスセンター 櫻田義樹・及川龍彦 

藤井光輝 

     ４月 ８日 平成３０年度拡大組織運営協議会 

ＴＫＰ赤坂駅カンファレンスセンター 櫻田義樹・及川龍彦 

藤井光輝 

     ５月２７日 公益社団法人日本理学療法士協会士会強化推進執行委員会 

田町カンファレンスルーム 櫻田義樹 

     ６月 ２日 日本理学療法士協会第４７回定時総会（至３日） 

ベルサール汐留 櫻田義樹・及川龍彦 

佐藤英雄 



 

     ６月 ９日 日本理学療法士協会ハンドブック作成委員会 

田町カンファレンスルーム 及川龍彦 

    １０月２０日 日本理学療法士協会ハンドブック作成委員会 

ＴＫＰ田町カンファレンスセンター 及川龍彦 

    １２月 ８日 日本理学療法士協会賛助会員懇談会 田町カンファレンスルーム 櫻田義樹 

    １２月 ９日 日本理学療法士協会理事会     田町カンファレンスルーム 櫻田義樹 

     １月２３日 日本理学療法士協会役員懇談会   田町カンファレンスルーム 櫻田義樹 

     ２月１１日 日本理学療法士協会ハンドブック作成委員会     アイーナ 及川龍彦 

     ２月２３日 臨時都道府県理学療法士会会長会議 

ＴＫＰ赤坂駅カンファレンスセンター 櫻田義樹・早坂 郷 

 

 

 ２，日本理学療法士協会東北ブロック協議会関連会議 

     ４月１４日 日本理学療法士協会東北ブロック協議会第１回理事会 マリオス 櫻田義樹・及川龍彦 

     ４月１４日 日本理学療法士協会東北ブロック協議会第１回学術局会議 

マリオス 及川龍彦・野中一成 

関 公輔・荒木関花織 

藤井光輝 

    １１月 ２日 日本理学療法士協会東北ブロック協議会第１回理事会 アスパム 及川龍彦 

    １１月 ２日 日本理学療法士協会東北ブロック協議会第１回学術局会議 

アスパム 関 公輔・荒木関花織 

早坂 郷 

    １１月 ３日 日本理学療法士協会東北ブロック協議会第１回理事会 

アップルパレス青森 櫻田義樹・及川龍彦 

 

 

 ３，岩手県リハビリテーション専門職協議会（旧 岩手県ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ協議会）関連 

     ６月２７日 訪問リハ実務者研修会研修会予備打合会     滝沢中央病院 及川龍彦・林 雄史 

早坂 郷 

     ７月２０日 平成３０年度訪問リハ地域リーダー岩手ＰＯＳ会議 

滝沢中央病院 早坂 郷・林 雄史 

 

 

 ４，岩手県理学療法士会関連会議 

   総会 

     ６月１６日 第４２回定時社員総会                      ホテル東日本盛岡 

 

   組織運営協議会 

     １月２６日 平成３０年度岩手県理学療法士会組織運営協議会 

ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷＷＩＮＧ 

 

   理事会 

     ４月１９日 第１回定期理事会                        岩手県立中央病院 

     ７月 ３日 第１回常任理事会                           法人事務所 

    １０月 ２日 第２回常任理事会                           法人事務所 



 

    １１月２９日 第３回常任理事会                           法人事務所 

    １２月２２日 第４回常任理事会                  盛岡グランドホテルアネックス 

    １２月２２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２６日 第２回拡大理事会             ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷＷＩＮＧ 

 

   会長・事務局長会議 

                                           岩手県立中央病院 

     ５月 ９日   ６月１２日   ８月 ３日  １０月３０日   １月２２日   ２月２７日 

 

   懇談会 

     １月２６日 名誉会長・相談役との懇談会        ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷＷＩＮＧ 

     １月２６日 協賛企業説明会              ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷＷＩＮＧ 

     １月２６日 日本理学療法士協会士会強化推進執行委員会森本副会長ヒアリング 

 ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷＷＩＮＧ 

     ３月１０日 岩手県理学療法士会役員集会              岩手リハビリテーション学院 

 

   所管会議 

     ４月 ４日 第１回業務管理、医療支援・連携、介護支援・連携部長会議       栃内第二病院 

     ７月２７日 事務局会議                      岩手リハビリテーション学院 

    １１月 ６日 業務管理所管第１回会議                        川久保病院 

    １１月２１日 胆江支部会議                       介護老人保健施設清和苑 

     ３月２５日 業務管理所管会議                           川久保病院 

 

   プロジェクト会議 

     ３月２０日 岩手県理学療法士会法人設立５０周年記念事業第１回運営会議 

岩手リハビリテーション学院 

 

 


