
平成 17 年度社団法人岩手県理学療法士会事業報告 

 

１、会議 
 社団法人岩手県理学療法士会 関連会議 

  総会    ５月２１日 第１回定期総会          岩手リハビリテーション学院 

        ３月 ４日 第２回定期総会          南昌病院 

  理事会   ４月 ２日 第１回臨時理事会         岩手リハビリテーション学院 

        ４月 ９日 第２回臨時理事会         岩手リハビリテーション学院 

        ４月１４日 第１回定期理事会         岩手リハビリテーション学院 

        ４月２８日 第３回臨時理事会         岩手リハビリテーション学院 

        ５月２１日 第４回臨時理事会         岩手リハビリテーション学院 

        ６月１８日 第５回臨時理事会         岩手リハビリテーション学院 

        ９月１５日 第６回臨時理事会         岩手県地域理学療法支援機構事務所 

       １０月１５日 第７回臨時理事会         岩手県地域理学療法支援機構事務所 

       １２月１０日 第８回臨時理事会         岩手県地域理学療法支援機構事務所 

        １月２８日 拡大理事会            岩手リハビリテーション学院 

        ３月３０日 第９回臨時理事会         岩手県地域理学療法支援機構事務所 

  三役会議  ５月１１日 三役会議             岩手リハビリテーション学院 

        ５月１８日 三役会議             岩手リハビリテーション学院 

        ６月 ９日 三役会議             岩手リハビリテーション学院 

        ９月 ７日 三役会議             岩手県地域理学療法支援機構事務所 

       １０月１５日 三役会議             岩手県地域理学療法支援機構事務所 

       １２月 １日 三役会議             岩手県地域理学療法支援機構事務所 

  その他   ５月１４日 「地域支援プロジェクト」説明会  岩手リハビリテーション学院 

        ５月１４日 「地域支援プロジェクト」説明会  岩手クリニック水沢 

        ５月１４日 「地域支援プロジェクト」説明会  老人保健施設桜ヶ丘 

 社団法人日本理学療法士協会 関連会議 

   ４月１６日 平成１７年度第１回東北ブロック協議会理事会 

                     仙台地域医療研修センター  佐藤浩哉・及川龍彦・加藤徹 

   ４月１６日 平成１７年度第１回東北ブロック協議会学術局会議 

                     仙台地域医療研修センター  福士宏紀・田中結貴・関公輔 

   ５月２５日 第３４回社団法人日本理学療法士協会代議員会 

                     大阪国際会議場          佐藤浩哉・佐々木重利 

   ５月２６日 全国事務局長、財務担当者会議 

                     大阪国際会議場                及川龍彦 

   ５月２７日 全国公益事業担当者会議 大阪国際会議場                及川龍彦 

   ５月２７日 平成１７年度組織運営セミナー派遣 

                     大阪国際会議場                及川龍彦 

  １０月 ６日 全国士会長会議     名古屋国際会議場               佐藤浩哉 

  １０月 ７日 全国現職者講習会担当者会議 

                     名古屋国際会議場               佐藤英雄 

  １０月 ７日 全国生涯学習担当者会議 名古屋国際会議場               藤井光輝 

  １０月 ７日 平成１７年度全国現職者講習会担当者会議 

                     名古屋国際会議場               佐藤英雄 

  １０月 ８日 全国専門領域研究会担当者会議 

                     名古屋国際会議場               佐藤英雄 



 岩手県保健福祉部 関連会議 

  ５月１６日 いわてリハビリテーションセンターあり方検討会 

                     岩手県庁                   佐藤浩哉 

  ５月３０日 いわてリハビリテーションセンターあり方検討会 

                     岩手県庁                   佐藤浩哉 

  ２月 ８日 平成１７年度岩手県リハビリテーション協議会出席 

                     エスポワールいわて              佐藤浩哉 

 岩手県盛岡保健所 関連会議 

  １１月 ９日 岩手県盛岡保健所在宅難病患者支援事業推進協議会 

                     盛岡地区合同庁舎               及川龍彦 

 岩手県福祉総合相談センター 関連事業 

   ２月２０日 平成１７年度補装具適正化専門部会 

                     岩手県福祉総合相談センター          松村 一 

   ３月１７日 岩手県福祉用具・住宅改修関係専門家登録者会議  

                     岩手県民会館                  登録者 

 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１３日 第１３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 

   ２月２２日 第１４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 

 社団法人岩手県看護協会 関連会議 

   １０月１３日 ＡＬＳ患者在宅療養支援に係る関係者連絡会議 

                     岩手県看護協会               柳沢千佳子 

 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会 関連会議 

   ７月３０日 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会平成１７年度第１回幹事会 

                     南昌病院                  佐々木重利 

   ９月１８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  

                     矢巾公民館                 佐々木重利 

   １月 ７日 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会平成１７年度第２回幹事会 

                     南昌病院                  佐々木重利 

２、社会局 
 局会議等 

  社会局全体会議   ４月 ６日  岩手県立中央病院    ８月２５日  岩手県立中央病院 

  業務管理部会議   ９月２８日  岩手県立中央病院   １０月 １日  岩手県立中央病院 

 主催事業 

   １月３０日 介護予防キャラバン                 盛岡市乙部老人福祉センター 

   ３月１６日 緑ヶ丘地区介護予防キャラバン              緑ヶ丘老人福祉センター 

   ３月１７日 介護保険改定に関わる説明会               盛岡市総合福祉センター 

   ３月２７日 診療報酬改定に関わる説明会             岩手リハビリテーション学院 

 研修会等 

  １０月 １日 平成１７年度業務管理研修会                  岩手県立中央病院 

   ２月１９日 社会局業務管理部伝達講習会            岩手リハビリテーション

学院 

   ２月 ４日 介護予防研修会報告会                     盛岡グランドホ

テル 

 共催事業 

   ７月２３～２４日 全国訪問リハビリテーション研究会いわて研修会       プラザおでって 



 関連事業 

 岩手県花巻保健所 関連事業 

  １２月 １日 岩手中部地域保健関係職員等研修会講師派遣 

                    石鳥谷町保健センター              佐藤浩哉 

 岩手県久慈保健所 関連事業 

   ９月 ９日 平成１７年度地域保健福祉関係職員等研修会 

                    久慈地区合同庁舎                佐藤浩哉 

 岩手大学地域連携推進センター 関連事業 

  １１月２０日 平成１７年度岩手大学公開講座「先輩!生き生き健康教室」 

                    岩手大学健康センター              田中結貴 

 財団法人岩手県長寿社会振興財団（介護実習・普及センター）関連事業 

      ５月２５日 夕方からの介護講座講師派遣 

                     介護実習普及センター             鳩岡智尚 

   ６月１６日 介護講座『日常生活動作「起きる・座る・立つ」』  

                     月が丘ヘルパーステーション          山岸輝樹 

   ７月１５日 平成１７年度福祉用具・住宅改修研修会（福祉用具プランナー研修） 

                     岩手県介護実習・普及センター         佐藤益文 

   ７月２０日 介護講座『日常生活動作「起きる・座る・立つ」』  

                     介護実習普及センター             山岸輝樹 

   ７月２０日 夕方からの介護講座講師派遣  

                     介護実習普及センター             鳩岡智尚 

   ７月２８日 介護講座『日常生活動作「起きる・座る・立つ」』 

                     小岩井地区コミュニティセンター        佐藤浩哉 

  １１月２１日 介護講座『日常生活動作「起きる・座る・立つ」』 

                     花巻市シルバー人材センター          佐藤益文 

   ３月 ７日 介護講座『日常生活動作「起きる・座る・立つ」』 

                     盛岡市土淵地区活動センター          佐藤益文 

 財団法人介護労働安定センター 関連事業 

   ５月１１日 平成１７年度総合実践コース・デュアルシステムコース 

                    岩手県自治会館                 佐藤益文 

   ５月２３日 平成１７年度総合実践コース・デュアルシステムコース 

                    岩手県自治会館                 佐藤益文 

   ６月 １日 平成１７年度訪問介護員養成研修２級課程講師派遣 

                    いわて国保会館                 佐藤益文 

   ６月２８日 平成１７年度訪問介護員養成研修２級課程講師派遣 

                    特別養護老人ホーム開生園            佐藤益文 

   ９月 ６日 平成１７年度訪問介護員養成研修２級課程講師派遣 

                    いわて国保会館                 佐藤益文 

  １０月１９日 平成１７年度訪問介護員養成研修２級課程講師派遣 

                    北上市総合福祉センター             佐藤益文 

  １２月 ３日 平成１７年度訪問介護員養成研修２級課程講師派遣 

                    いわて国保会館                 佐藤益文 

 地域リハビリテーション広域地域支援センター 関連事業 

   ７月 ２日 平成１７年度第２回盛岡南部地域リハビリテーション関係職種研修会 

                    南昌病院盛南リハビリテーションセンター     佐藤浩哉 

   ９月 ３日 盛岡北部地域リハビリテーション広域支援センターリハ従事者研修会 

                    東八幡平病院                  佐藤浩哉 



  １０月 ８日 平成１７年度釜石地域リハビリテーション専門職員研修会 

                    せいてつ記念病院                佐藤浩哉 

  １１月 ２日 平成１７年度釜石地域リハビリテーション専門職員研修会 

                    釜石地区合同庁舎                佐藤浩哉 

   ３月 ４日 第２回胆江圏域地域リハビリテーション広域支援センター研修会 

                    プラザイン水沢                 佐藤浩哉 

 石鳥谷町 関連事業 

   ５月２１日 平成１７年度第２回石鳥谷町「健康２１デー」講師 

                    石鳥谷町保健センター              佐藤浩哉 

  １０月１５日 第８回健康フェア派遣 石鳥谷町保健センター    佐藤眞規・岡部久子・阿部正大 

 滝沢村 関連事業 

  １１月２４日 滝沢村地域ケア会議講師 滝沢村老人福祉センター            佐藤浩哉 

  平成１７年度パワーリハビリテーション教室                      佐藤浩哉 

   滝沢村基幹型在宅介護支援センター  ４月 ４日  

   滝沢村公民館ホール  ４月 ８日  ６月２７日  ７月 ４日  ９月２６日 １０月１７日 

             １２月１９日 

   滝沢村健康増進室          ４月１１日  ４月１５日  ４月２２日  ５月 ６日 

       ５月１３日  ５月２０日  ５月２７日  ６月 ３日  ６月１０日  ６月１７日 

       ６月２４日  ７月 １日  ７月 ８日  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 １０月 ３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 

  はつらつ体力づくり講習会講師派遣  

    滝沢村健康増進室  ５月１１日  ７月 ６日  ９月 ７日 １１月 ２日  １月１１日 

 田野畑村 関連事業 

   ３月２１日 健康作り講演会講師  田野畑村保健センター              佐藤浩哉 

 岩手県社会福祉協議会 関連事業 

   ９月２４日 平成１７年度介護福祉士受験対策講習会 ふれあいランド岩手 佐藤益文 

 盛岡市医師会 関連事業 

   ３月１１日 『市民公開講座「寝たきり予防のための在宅医療」』講師 

                    岩手県医師会館                 佐藤浩哉 

 岩手県作業療法士会 関連事業 

   ４月１７日 平成１７年度岩手県作業療法士会研修会講師派遣  

                    花巻市文化会館                 佐藤浩哉 

 岩手県介護老人保健施設協会 

  １１月２５日 『理学・作業・言語聴覚療法部会研修会』講師 

                    地方公務員共済組合繋保養所「清温荘」      佐藤浩哉 

 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会 関連会議 

   ９月１８日 いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会第３回研修会座長  

                     矢巾公民館                  佐藤浩哉 

 月ヶ丘在宅介護支援センター 関連事業 

  １０月１９日 介護予防教室（転倒予防教室） 

                    青山地区活動センター              山岸輝樹 

 三幸福祉カレッジ盛岡教室 関連事業 

   ５月１５日 福祉用具相談員講師派遣       三幸カレッジ盛岡教室      長野由紀江 

   ７月 ９日 福祉用具相談員講師派遣       三幸カレッジ盛岡教室       佐藤益文 

   ７月１７日 全身性障害者移動介護従事者養成研修 三幸カレッジ盛岡教室       山岸輝樹 



   ８月２３日 福祉用具相談員講師派遣       三幸カレッジ盛岡教室       佐藤益文 

   ９月１０日 福祉用具相談員講師派遣       三幸カレッジ盛岡教室      長野由紀江 

  １２月２０日 福祉用具相談員講師派遣       三幸カレッジ盛岡教室      長野由紀江 

 株式会社保険教育センター 関連事業 

  １１月２１日 ハートフル美容師養成研修岩手県コース 

                    岩手県美容会館                 佐藤浩哉 

 後援事業 

   ６月１２日 『いわて口腔ケア研究会第６回研修会』               岩手県立大学 

   ７月 ２日 『第１３回岩手県呼吸不全研究会』                水沢商工会議所 

   ７月２３日 『いま、日本の医療が危ない 映画上映会・講演会』     岩手教育会館大ホール 

  １０月 １日 『いわてリハビリテーションセンターフォーラム０５』        岩手県公会堂 

  １１月１９日 『第６回岩手脳卒中リハビリテーション研究会』             マリオス 

   ３月１１日 『盛岡市医師会 市民公開講座「寝たきり予防のための在宅医療」』  岩手県医師会館 

 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 

   いわてリハビリテーションセンター「あり方検討会」委員               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 

   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 

   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 

   雫石・滝沢村介護認定審査会委員 

    佐藤浩哉 

   紫波町介護認定審査会委員 

    山岸 毅   藤原 弘 

   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  多田弘樹   神山能彦   佐藤洋之 

    高橋 力   野家 大 

 派遣 

  １０月２９日 公益事業リーダー研修会 

                    日本理学療法士協会会館             櫻田義樹 

  １０月２１～２２日 リハビリテーション部門のマネージメント『今、求められるマネージメント』 

                    サンシップとやま                武田浩二 

 その他 

   ４月１９日 専門学校進学相談会  ホテルメトロポリタン盛岡            及川龍彦 

３、学術局 
 局会議等 

  学術局会議     １月１７日  栃内病院第二病院 

  生涯学習部会議   ５月１１日  岩手県立中央病院 

  専門領域研究部会議 ３月２７日  栃内病院第二病院 

 主催事業 



   ５月２１～２２日 第１回岩手県理学療法士会研修会        岩手リハビリテーション学院 

             「介護予防と理学療法」 東京都老人総合研究所  仲 貴子 先生 

   ３月 ４～ ５日 第２回士会研修会               南昌病院 

             「片麻痺患者の移動における視知覚の問題と対処」 

                         山梨温泉病院      伊藤克浩 先生 

 専門領域研究部会 

   ８月２８日 骨関節系理学療法専門領域研究部会       いわてリハビリテーションセンター 

   ９月２５日 内部障害系理学療法専門領域研究部会                盛岡友愛病院 

  １２月 ４日 神経系理学療法専門領域研究部会                    南昌病院 

   １月２２日 生活環境支援系理学療法専門領域研究部会          日高見中央クリニック 

   ２月１９日 教育管理系理学療法専門領域研究部会         岩手リハビリテーション学院 

 新人教育プログラム 

   ６月 ４～ ５日 新人教育プログラムPartⅠ           岩手リハビリテーション学院 

  １０月 １～ ２日 新人教育プログラムPartⅡ              岩手県立花巻厚生病院 

担当・共催事業 

   ４月２２～２３日 『内部障害系理学療法専門領域研究部会 第２回呼吸理学療法基礎講座』 

                                  国民年金健康センターもりおか 

  １１月１１～１２日 第２３回東北理学療法士学会              盛岡市民文化ホール 

   ３月１７～１９日 第 788 回現職者講習会『クラインフォーゲルバッハの運動学』 

                                いわてリハビリテーションセンター 

 派遣 

   ２月２４～２５日 第 34 回臨床実習指導者研修会派遣  

                    日本理学療法士協会会館             豊田美紀 

４、事務局 
 局会議等 

  事務局会議       岩手リハビリテーション学院  ５月 ７日  １月 ７日  ３月２５日 

  士会ニュース編集部会議 

              介護老人保健施設清水苑    ５月 ９日  ９月１３日  １月 ４日 

                             ３月２２日 

 主催事業 

   ６月 ４日 新人歓迎会                               季の蔵 

   ９月１７日 会長懇談会                                木樵 

  １２月１０日 賛助会員懇話会                          三寿司総本店 

   ２月 ４日 佐藤幹城先生厚生労働大臣表彰受賞を祝う会          盛岡グランドホテル 

 来局 

   ４月１９日 日本教育クリエイト仙台支社 担当者（福祉用具相談員講師の件）     長野由紀江 

   ４月２２日 日本教育クリエイト仙台支社 担当者 

           （全身性障害者移動介護従事者養成研修講師の件）          佐藤益文 

   ５月２０日 ヤマト運輸盛岡営業所営業主任                     及川龍彦 

   ５月２４日 株式会社ケアテック営業部長                      佐藤益文 

   ６月２４日 東北栄愛友商事盛岡支店長                       佐藤益文 

   ６月２４日 岩手保険医協会事務局主任                       佐藤益文 

   ９月 １日 第６回岩手脳卒中リハビリテーション研究会後援依頼にてアステラス製薬担当者 

                                            及川龍彦 

  １０月１４日 改正介護保険法に伴う協力依頼について県保健福祉部長寿社会課担当者   及川龍彦 

  １０月２１日 第６回岩手脳卒中リハビリテーション研究会後援挨拶アステラス製薬（株）担当者 

                                            佐藤益文 



  １０月２５日 青年海外協力隊募集チラシ送付について岩手県青年海外協力協会担当者   及川龍彦 

  １１月１８日 岩手県医師会担当者                          佐藤益文 

   １月１１日 賛助会員ヤザキ担当者                         及川龍彦 

   ２月１５日 県長寿社会課担当者                          及川龍彦 

 派遣 

   ４月１４日 全国公益法人協会特別定例講習会派遣 

                    ハーネル仙台                  及川龍彦 

   ９月 ８日 『公益法人制度改革と会計基準の概要と対応策』セミナー 

                    マリオス                   長野由紀江 

  １２月 １日 『公益法人会計セミナー』 

                    岩手教育会館                 長野由紀江 

 文書受付等 

  文書受付 ４０２件   文書発送 ３３０件   刊行物受付 １９１件 

 その他 

   ４月 ５日 平成１７年度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           佐藤浩哉 

   ５月１７日 社団法人変更登記(役員) 

                    法務局                     及川龍彦 

   ５月２０日 社団法人変更登記(役員変更差し替え)  

                    法務局                     及川龍彦 

   ５月２４日 謄本受理       法務局                     及川龍彦 

   ６月 ２日 社団法人変更登記(資産総額)  

                    法務局               及川龍彦・長野由紀江 

  １０月２８日 （社）日本理学療法士協会・（社）日本作業療法士協会 40 周年記念式典 

                    ホテルニューオータニ        佐々木重利・佐藤幹城 

  １１月２４日 「国民皆保険制度を守る岩手県民の会」打合会 

                    ホテルニューカリーナ              佐藤浩哉 

  １２月１０日 「患者負担増反対県民集会」参加  

                    岩手県医師会館           長野由紀江・佐藤益文 

  １２月１０日 署名運動最終報告及び提出 

                    岩手県医師会館                 佐藤益文 

   １月１４日 平成十八年岩手県医師会岩手県歯科医師会新年交賀会 

                    ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング     佐藤浩哉 

   ３月 ９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           佐藤浩哉 

５、スポーツ委員会 
 主催事業 

  ２月２５日 スポーツ委員会研修会 岩手リハビリテーション学院 

 


