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平成 27 年度事業報告 

 

継１ 県民の保健・医療・福祉及び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 盛岡市立乙部老人福祉センター 

    ５月２３日  ５月３０日  ６月 ６日  ６月１３日  ６月２０日 

    ６月２７日  ７月 ４日  ７月１１日  ７月１８日  ７月２５日 

  第 2 クール 津志田老人福祉センター 

    ８月２２日  ８月２９日  ９月 ５日  ９月１２日  ９月１９日 

    ９月２６日 １０月 ３日 １０月１７日 １０月２４日 １１月 ７日 

 

    ７月２０日 全国統一介護予防キャンペーン       サンフレッシュ都南 

   １１月２４日 介護予防キャラバン               上永井公民館 野中一成 武田浩二 

    ３月１２日 高齢者介護予防教室スタッフ研修会 

 

 

 

 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 

  メディカルサポート講習会 

    ５月 ９日 岩手県立二戸病院   ５月１３日 孝仁病院      ５月１４日 岩手県立千厩病院 

    ５月１５日 宮古第一病院     ７月 ９日 宮古第一病院    ７月１０日 岩手県立二戸病院 

    ７月１４日 岩手県立千厩病院   ７月１７日 孝仁病院      ９月 ９日 宮古第一病院 

    ９月１０日 久慈恵愛病院     ９月１４日 岩手県立千厩病院  ９月１５日 岩手県立二戸病院 

    ９月１６日 孝仁病院 

 

  第６７回岩手県高等学校総合体育大会硬式野球競技兼 

  第６２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活動 

    ５月１８日 洋野町オーシャンビュースタジアム 大平球場 

    ５月２３日 洋野町オーシャンビュースタジアム 

    ５月２４日 洋野町オーシャンビュースタジアム 

 

  第９７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活動 

    ７月２０日 岩手県営野球場 日居野城運動公園花巻球場 

    ７月２２日 岩手県営野球場 

    ７月２４日 岩手県営野球場 

 

  第６８回秋季東北地区高等学校野球岩手大会メディカルサポート活動 

    ９月１９日 日居野城運動公園花巻球場 八幡平市総合運動公園野球場 

    ９月２０日 日居野城運動公園花巻球場 

    ９月２１日 日居野城運動公園花巻球場 

 

  第４４回全国中学校ハンドボール大会コンディショニングサポート 

    ８月２２日 花巻市総合体育館 

    ８月２３日 花巻市総合体育館 

    ８月２４日 花巻市総合体育館 

 

  第４５回全国中学校バスケットボール大会コンディショニングサポート 

    ８月２３日 一関市総合体育館 奥州市総合体育館 

    ８月２４日 一関市総合体育館 

    ８月２５日 一関市総合体育館 

 

 

    ７月 ４日 平成２７年度全国障害者スポーツ大会障害区分判定研修会派遣（至５日） 



	 

—	 —	 2	 

                               ふれあいランド岩手 伊藤 満他 

   １０月２４日 紀の国わかやま大会（第１５回全国障害者スポーツ大会） 

          コンディショニングブース視察（至２６日）     和歌山県内 及川 哲 菊池 圭 

    １月１７日 平成２７年度一般社団法人一関市体育協会競技力向上スポーツ講座 

                           一関市産業教養文化体育施設 渡邊綾香 田頭貴拓 

    ２月１２日 平成２７年度岩手県高体連軟式野球部専門部常任委員会及び岩手県高野連軟式委員会研修会 

                               岩手県高校教育会館 及川 哲 佐藤直人 

 

 

 

 ４，理学療法サービスに関する県民への情報提供 

    ８月１７日 平成２７年度「理学療法週間」施設公開 県内４８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 

    ７月 ５日 第１７回岩手県理学療法士学術大会 

                       いわて県民情報交流センターアイーナ 諸橋 勇 

 

 

 

 ２，学術誌作成事業 

    ６月 １日 岩手理学療法学 vol.7 発行 

 

 

 

 ３，人材育成事業 

    ５月 ９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３０日 ビギナー向け集中研修会（至３１日） 都南文化会館キャラホール 

    ６月２０日 平成２７年度第１回研修部骨関節領域スキルアップセミナー（至２１日）  

                 いわてリハビリテーションセンター・ゆうあいの街 

    ６月２７日 卒後教育プログラム・パート１（至２８日）  

                  ホテルエース盛岡・いわて県民情報交流センター 

    ８月２９日 岩手県理学療法士会研修会 いわて県民情報交流センターアイーナ 

    ９月 ５日 平成２７年度第１回職場管理研修会 岩手県自治会館 佐藤英雄 

    ９月１２日 平成２７年度第２回研修部骨関節領域スキルアップセミナー（至１３日） 

                 いわてリハビリテーションセンター・ゆうあいの街 

   １０月３０日 論文作成に関する研修会  いわて県民情報交流センターアイーナ 

   １１月２１日 岩手県理学療法士会研修事業（至２２日） 

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

   １２月１９日 平成２７年度第３回研修部骨関節領域スキルアップセミナー（至２０日） 

                 いわてリハビリテーションセンター・ゆうあいの街 

   １２月１３日 卒後教育プログラムパート２ 

                       いわて県民情報交流センターアイーナ 

    ２月２０日 平成２７年度ステップアップ研修会       岩手県自治会館 

    ３月 ５日 平成２７年度第２回岩手県理学療法士会研修会 ケアセンター南昌 
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他１ 福利厚生事業 

 １，理学療法に関する各種情報提供 

   １２月３１日 岩手県理学療法士会ニュース第５９号発行 

    ３月２０日 岩手県理学療法士会ニュース第６０号発行 

 

 

 

 ２，会員の親交事業 

    ６月２７日 平成２７年度新人歓迎会           ホテルエース盛岡 

   １０月２３日 久慈ブロック勉強会             岩手県立久慈病院 

   １２月２６日 平成２７年度役員忘年会                鬼の手 

    ２月 ６日 二戸ブロック研修会（至７日）  介護老人保健施設湯の里にのへ 

    １月２３日 平成２７年度新年会           ホテルニューカリーナ 

 

 

 

 

他２ 理学療法士講習会事業 

 １，講習会の開催 

   １０月 ９日 第５０回日本理学療法士協会全国学術研修大会（至１０日） 

                 盛岡市民文化ホール・いわて県民情報交流センター 

                      ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING  

   １２月 ５日 理学療法士講習会応用編「第１１回呼吸理学療法講座」（至６日）  

                       いわて県民情報交流センターアイーナ 

    １月３１日 理学療法士講習会基本編（脳卒中） 

                       いわて県民情報交流センターアイーナ 

 

 

 

 ２，他都道府県の理学療法士会が開催する講習会等への参加 

    ９月１２日 日本理学療法士協会倫理担当者研修会 田町カンファレンスルーム 阿部大輔 

 

 

 

 

 

関係団体協力等 

 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 

    岩手県県央保健所在宅難病患者支援事業推進協議会委員            及川龍彦 

    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                小赤沢吹貴子 

    盛岡圏域保健・医療・福祉連携推進協議会医療連携部会            武田浩二 

   「第２次もりおか健康２１プラン」推進会議                  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 
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    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                        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                   武田浩二 

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

    岩手訪問リハビリテーション振興会           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２７年度西和賀町地域支援事業派遣 西和賀町 佐藤哲哉 

    ７月 １日  ８月 ５日  ９月 ２日  ３月 ４日 

 

  北上市立こども療育センター派遣  佐藤哲哉 

    ７月２１日  １月１９日  ３月１５日 

 

    ９月 ４日 介護労働講習（実務者研修含む）   盛岡地域職業訓練センター 佐藤益文 

    ９月 ８日 介護労働講習（実務者研修含む）   盛岡地域職業訓練センター 佐藤益文 

    ９月２６日 腰痛予防と介護リフトセミナー（座長）      岩手県民会館 扇柳津也子 

   １０月２０日 盛岡市地域包括ケアシステム推進委員会多職種合同研修会協力 

                       いわて県民情報交流センターアイーナ 中田隆文 

   １１月 ５日 平成２７年度難病患者家族交流会      大船渡地区合同庁舎 磯村尚徳 

    ３月２６日 平成２７年度介護予防のためのリハビリテーション専門職活用に係る研修会 

                          盛岡地域交流センターマリオス 及川龍彦 

 

 

 

 

 後援事業 

    ４月１８日 「平成２７年度盛岡南部地域リハビリテーション関係職員研修会及び市民公開講座」（至１９日）  

                                ケアセンター南昌 

    ４月２５日 「第１７回日本在宅医学会もりおか大会」（至２６日） 

                          盛岡地域交流センターマリオス  

    ５月 ９日 「看護の日」       いわて県民情報交流センターアイーナ  

    ５月１０日 「看護週間」（至１６日）            県内病院・施設  

    ５月２３日 「福祉フォーラム・ジャパン東北フォーラム２０１５」 

                               盛岡市民文化ホール  

    ６月１４日 「足の健康広場」         一関市国民健康保険藤沢病院 

    ６月２０日 「第２３回岩手県呼吸不全研究会」       奥州市文化会館 

    ７月１１日 「平成２７年度岩手ボバース研究会第１回研修会」（至１２日）  

                          介護老人保健施設湯の里にのへ  

    ７月１７日 「在宅医療講演会」            日本現代詩歌文学館 

    ７月２１日 「平成２７年度第３回盛岡南部地域リハビリテーション関係職員研修会」 

                                    南昌病院  
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    ８月２２日 「第１８回岩手リハビリテーション連携フォーラム」 

                               盛岡グランドホテル  

    ９月 ６日 「平成２７年度いわて口腔ケア研究会」 

                       いわて県民情報交流センターアイーナ  

    ９月１２日 「リレー・フォー・ライフ・ジャパン２０１５いわて」 

                             一関遊水地記念緑地後援  

    ９月１２日 「岩手医科大学創立１２０周年記念イベント健康フェス２０１５」 

                           岩手医科大学矢巾キャンパス 

    ９月２６日 「第１４回日本医療マネジメント学会東北連合会学術集会及び第６回岩手県支部学術集会」 

                       いわて県民情報交流センターアイーナ 

    ９月２６日 「第２１回ケア・テックセミナー」        岩手県民会館  

   １０月１１日 「第１０回生き活きライフ展」   いわて県民情報交流センター  

   １０月２４日 「脳血管障害への下肢装具カンファレンス２０１５盛岡会場」 

                                  岩手医科大学  

   １０月３１日 「平成２７年度岩手ボバース研究会第２回研修会」（至１１月１日） 

                                  栃内第二病院 

   １１月 ３日 「いわてリハビリテーションフォーラム２０１５ 

                       いわて県民情報交流センターアイーナ  

   １１月 ７日 「平成２７年度第３回盛岡南部地域リハビリテーション関係職員研修会」 

                                    南昌病院  

   １１月１５日 「第２２回いわて脳損傷リハビリテーション講習会（遠野会場）」 

                               遠野市保健福祉の里  

   １１月２１日 「第２３回いわて口腔ケア研究会」 

                         岩手医科大学循環器医療センター 

   １１月２８日 「第２２回いわて脳損傷リハビリテーション講習会（久慈会場）」 

                                岩手県立久慈病院  

   １２月 ５日 「平成２７年度いわて口腔ケア研究会」 

                       いわて県民情報交流センターアイーナ  

   １２月１９日 「岩手がんのリハビリテーション研修会」（至２０日） 

                       岩手医科大学付属循環器医療センター  

    １月２４日 「平成２７年度岩手ボバース研究会第３回研修会」 

                          介護老人保健施設湯の里にのへ  

    ２月 ７日 「第５回岩手呼吸リハビリテーションセミナー」 

                         岩手医科大学循環器医療センター  

    ３月１３日 「転倒予防フォーラム岩手２０１６in 北上」  

                             北上市文化交流センター  

    ３月２０日 「東日本大震災復興支援サントリー東北サンさんプロジェクト 

           福祉体験事業車椅子操作スキルアップ研修会」（至２１日） 

                             一関市山目市民センター  

 

 

 

 

 

法人事業 

 主催事業 

    ５月 ９日 平成２７年度入会オリエンテーション 

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

    ５月 ９日 第１回リハ関連３職種合同会議   岩手リハビリテーション学院 

    ６月 ７日 第２回リハ関連３職種合同会議            アイーナ 

    ７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） 

   １０月 ８日 日本理学療法士会理事・岩手県理学療法士会理事交流会 

                      ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING  

    １月２３日 平成２７年度組織運営協議会       ホテルニューカリーナ 

                                岩手県立中央病院 

    １月２３日 賛助会員説明会             ホテルニューカリーナ 
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 出席等 

    ４月 ９日 岩手リハビリテーション学院第３６回入学式来賓出席 

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

    ５月１０日 いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会第１２回総会 

                       いわて県民情報交流センターアイーナ 下杉祐子 

    ６月 ５日 岩手県脳卒中予防県民会議総会・講演会      岩手県民会館 佐藤益文 村上康拓 

    ６月 ６日 公益社団法人日本理学療法士協会５０周年記念式典・祝賀会  

                               ホテルオークラ東京 櫻田義樹 及川龍彦 

                                         佐藤幹城 

   １１月２８日 第３３回東北理学療法学術大会開会式来賓出席   仙台市民会館 櫻田義樹 

    １月 ９日 第５０回日本理学療法士協会全国学術研修大会監査報告 

                            田町カンファレンスルーム 櫻田義樹 及川龍彦 

    １月 ９日 平成２８年度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 NEW WING 櫻田義樹 

    ３月 ３日 第３４回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 

 

 

 

 

 訪問等 

    ４月２４日 年度当初挨拶にて県医療政策室訪問          岩手県庁 櫻田義樹 及川龍彦 

    ４月２４日 年度当初挨拶にて県長寿社会課訪問          岩手県庁 櫻田義樹 及川龍彦 

    ４月２４日 年度当初挨拶にて県保健福祉部長訪問         岩手県庁 櫻田義樹 及川龍彦 

    ９月２５日 東日本大震災特別区域法訪問リハビリテーション事業所整備推進事業に関して 

          県保健福祉部長訪問                 岩手県庁 櫻田義樹 及川龍彦 

   １２月１６日 岩手県医師会石川会長年末挨拶          岩手県医師会 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 

    ４月 ６日  ４月２０日  ５月２８日  ６月２６日  ７月３０日  

    ９月２８日 １０月２３日 １１月３０日 １２月２１日  １月１９日 

    ２月２３日  ３月２２日  ４月１８日  ８月 １日   

    ４月１３日 希望郷いわて大会担当就任挨拶のための千田大会競技担当課長来局 

                                     事務局 及川龍彦 

    ６月１２日 福祉フォーラム・ジャパン東北フォーラム２０１５開催報告のための担当者来局 

                                     事務局 内記明信 

    ６月１５日 賠償責任保険契約のため東海日動パートナーズ岩手担当者来局 

                                     事務局 長野由紀江 

   １０月 ６日 第２１回ケア・テックセミナー開催報告についてケア・テック担当者来局 

                                     事務局 及川龍彦 

   １０月１３日 第５０回日本理学療法士協会全国学術研修大会 

          新聞掲載について岩手日報社担当者来局         事務局 内記明信 

   １０月２３日 印刷物営業に関して川口印刷工業株式会社担当者来局   事務局 及川龍彦 

   １０月２９日 岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会委員就任について県長寿社会課担当者来局 

                                     事務局 及川龍彦 

    １月１４日 岩手県地域包括ケア推進会議設置に関して県長寿社会課担当者来局  

                                     事務局 及川龍彦 
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 研修等派遣 

    ６月 ４日 第５０回日本理学療法学術大会（至７日）    東京フォーラム 櫻田義樹，及川龍彦 

    ５月２１日 第６回訪問リハ・地域リーダー会議（至２２日） タイム２４ビル 山田 温 

    ８月 ５日 平成２７年度市町村新総合事業担当者研修会 

                       いわて県民情報交流センターアイーナ 武田浩二 佐藤英雄 

                                         野中一成 鳩岡智尚 

    １月１０日 第５回 JIMTEF 災害医療研修コース派遣（至１１日） 

                                災害医療センター 及川龍彦 

 

 

 

 

 

訪問リハビリテーション振興財団協力関係 

    １月１６日 訪問リハビリテーション振興財団への寄附 

 

 

 

 

 

岩手訪問リハビリテーション振興会関係 

    １月１６日 岩手訪問リハビリテーション振興会研修会（至１７日） 

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

 

 

 

 

 

会議 

 関係団体 

    ４月２２日 いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会幹事会 

                       いわて県民情報交流センターアイーナ 諸橋 勇 

    ５月２８日 盛岡市地域包括ケアシステム推進委員会             中田隆文 

    ６月１１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 

                       いわて県民情報交流センターアイーナ 及川龍彦 

    ６月１９日 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 岩手県高齢者総合支援センター運営委員会  盛岡市ホテル東日本 佐藤英雄 

    ７月１７日 希望郷いわて大会第１回コンディショニングルーム運営検討会議 

                                盛岡地区合同庁舎 野中一成 

    ８月 ６日 盛岡市地域包括ケアシステム推進委員会             中田隆文 

    ９月２４日 平成２７年度第１回盛岡圏域保健・医療・福祉連携推進協議会医療連携部会 

                               エスポワールいわて 武田浩二 

   １１月１９日 盛岡市地域包括ケアシステム推進委員会             中田隆文 

   １２月２１日 平成２７年度第２回盛岡圏域保健・医療・福祉連携推進協議会医療連携部会 

                                 岩手県水産会館 武田浩二 

   １２月２１日 平成２７年度第２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 佐藤英雄 

   １２月２５日 希望郷いわて大会第２回コンディショニングルーム運営検討会議 

                               盛岡市勤労福祉会館 野中一成 

    １月２７日 平成２７年度第１回岩手県地域包括ケア推進会議実務者会議 

                               盛岡市勤労福祉会館 及川龍彦 

    ２月１０日 平成２７年度第１回岩手県地域包括ケア推進会議  

                               盛岡市勤労福祉会館 及川龍彦 

    ２月１０日 平成２７年度第２回岩手県地域包括ケア推進実務者会議 

                               盛岡市勤労福祉会館 及川龍彦 

    ２月１６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 
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                           いわて県民情報交流センター 及川龍彦 

    ２月１８日 盛岡市地域包括ケアシステム推進委員会             中田隆文 

    ２月２２日 平成２７年度盛岡圏域難病対策協議会     盛岡地区合同庁舎 及川龍彦 

    ３月１７日 平成２７年度第２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 

    ３月１８日 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 

    ３月２３日 平成２７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 佐藤英雄 

    ３月２５日 第３回岩手県地域包括ケア推進会議実務者会議 

                          盛岡地域交流センターマリオス 及川龍彦 

    ３月２８日 平成２７年度盛岡南部地域リハビリテーション連絡協議会 

                       いわて県民情報交流センターアイーナ 内記明信 

    ３月２９日 平成２７年度岩手県在宅歯科医療連携室整備事業実行委員会 

                                 岩手県医師会館 佐藤英雄 

 

 

 

 

 日本理学療法士協会関連会議 

    ４月１２日 ３団体全国会長合同会議  ＴＫＰ田町カンファレンスセンター 櫻田義樹 

    ４月３０日 日本理学療法士協会職能委員会   田町カンファレンスルーム 櫻田義樹 

    ６月 ５日 日本理学療法士協会全国学術研修大会意見交換会   東京都内 櫻田義樹 

    ６月１２日 日本理学療法士協会代議員会進行に関する打合せ会       櫻田義樹 

    ６月１３日 日本理学療法士協会代議員会        ベルサール半蔵門 櫻田義樹 諸橋勇 

                                        佐藤益文 

    ９月 ５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 及川龍彦 

    ９月１１日 臨時都道府県士会長会議      田町カンファレンスルーム 櫻田義樹 

    ９月１９日 日本理学療法士協会都道府県事務局長会議 

                           田町カンファレンスルーム 及川龍彦 

    ９月２６日 日本理学療法士協会選挙管理運営委員会 

                           田町カンファレンスルーム 山岸輝樹 

   １１月 ８日 平成２７年度組織運営協議会    田町カンファレンスルーム 櫻田義樹 

    ３月２１日 ３協会合同都道府県士会長会議 

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

    ３月２１日 臨時都道府県士会長会議  ＴＫＰ田町カンファレンスセンター 及川龍彦 

 日本理学療法士協会東北ブロック協議会関連会議 

    ４月１８日 平成２７年度（公社）日本理学療法士協会東北ブロック協議会第１回理事会 

                                   松田病院 櫻田義樹 及川龍彦 

    ４月１８日 平成２７年度（公社）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 

                                   松田病院 及川龍彦 荒木関花織 

                                        藤井光輝 関公輔 

   １１月２７日 平成２７年度（公社）日本理学療法士協会東北ブロック協議会第２回理事会 

                                 仙台市民会館 櫻田義樹 及川龍彦 

   １１月２７日 平成 27 年度（公社）日本理学療法士協会東北ブロック協議会第２回学術局会議 

                                 仙台市民会館 及川龍彦 荒木関花織 

                                        藤井光輝 関公輔 

 

 

 

 

総会 

    ７月 ５日 平成２７年度一般社団法人岩手県理学療法士会定時社員総会  

                      いわて県民情報交流センターアイーナ 

    ８月２９日 平成２７年度岩手県理学療法士会臨時社員総会  

                      いわて県民情報交流センターアイーナ 
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理事会 

    ４月１１日 第１回執行理事会     いわて県民情報交流センターアイーナ 

    ４月１１日 第１回臨時理事会     いわて県民情報交流センターアイーナ 

    ５月 ９日 第２回執行理事会         岩手リハビリテーション学院 

    ６月２０日 第１回定期理事会         岩手リハビリテーション学院 

   １０月３１日 第３回臨時理事会         岩手リハビリテーション学院 

   １２月２６日 第１回拡大理事会                岩手県民会館 

    １月２３日 第２回拡大理事会            ホテルニューカリーナ 

    ２月１２日 第４回臨時理事会         岩手リハビリテーション学院 

 

 

 

 

所管会議 

    ７月 ９日 業務管理 医療支援・連携 介護支援・連携合同会議 

   １０月２３日 業務管理 医療支援・連携 介護支援・連携担当者会議 

                           いわて県民情報交流センター 

   １０月２４日 平成２７年度第１回事務局・秘書政策室合同会議 

                           いわて県民情報交流センター 

 

 

 

 

プロジェクト会議 

   １０月２２日 平成２８年度岩手県理学療法学術大会第１回準備委員会 

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

 

 

 

 

 第５０回日本理学療法士協会全国学術研修会会議 

    ４月２１日 第６回運営局会議              ケアセンター南昌 

    ５月１４日 第７回運営局会議                   事務局 

    ５月１４日 プログラム編集打ち合わせ会              事務局 

    ５月２６日 第８回運営局会議              ケアセンター南昌 

    ６月２４日 ホテル担当者打合せ会議                事務局 

    ６月２６日 第９回運営局会議              ケアセンター南昌 

    ７月 ８日 運営業者打ち合わせ会議                事務局 

    ７月１０日 第１０回運営局会議             ケアセンター南昌 

    ７月２９日 企画局・運営局合同会議           ケアセンター南昌 

    ８月２０日 実務者打ち合わせ会議       岩手リハビリテーション学院 

    ９月 ８日 第２回実務者打ち合わせ会議    岩手リハビリテーション学院 

    ９月１０日 第１回機器展示会議        岩手リハビリテーション学院 

    ９月１４日 第２回機器展示会議        岩手リハビリテーション学院 

    ９月１７日 第１回総務部会議         岩手リハビリテーション学院 

    ９月２５日 第３回機器展示会議        岩手リハビリテーション学院 

    ９月２８日 リーダー会議           岩手リハビリテーション学院 

    ９月３０日 第１回事務局本部担当者会議    岩手リハビリテーション学院 

   １０月 １日 第１回総合案内・受付担当者会議  岩手リハビリテーション学院 

   １０月 ５日 第４回機器展示会議        岩手リハビリテーション学院 
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第３５回東北理学療法学術大会会議 

   １２月２１日 役員顔合わせ会          岩手リハビリテーション学院 

    １月１９日 第１回役員会           岩手リハビリテーション学院 

    ２月 ９日 第２回役員会           岩手リハビリテーション学院 

    ２月２３日 第３回役員会           岩手リハビリテーション学院 

    ３月１０日 第４回役員会           岩手リハビリテーション学院 

    ３月２３日 第５回役員会           岩手リハビリテーション学院 

 


