
各部・委員会の事業計画 

 

総務部【全て法人事業】                          部長  岡部 孝生 

公益社団法人における国及び自治体機関への提出書類の作成と提出など事務手続きを行う。また、事務職員との連携によ

り各種書類作成・確認や事務処理・手続等を効率的且つ円滑に進め、事務局機能の一層の充実を図る。高知県理学療法士協会

内においては、各部および委員会間の調整を図り、会員管理・協会との連絡など、高知県理学療法士協会運営事務の円滑化に

努める。さらに、賛助会員増加に務める。 

1．法人運営に係わる書類の作成と提出 

2．日本理学療法士協会との連絡･調整 

3．諸会議の開催・議事録保存 

4．会員管理 

5．公文書管理 

6．賛助会員募集 

7．会員誌などの発送業務 

8．各委員会の業務の補助と資料管理 

9．事務室での事務処理の統括および円滑化の促進 

  10．臨床実習指導者講習会への運営協力 

11．高知県理学療法士協会設立 50周年式典の企画・運営 

12．総務部部会の開催 

13．その他の事務処理  

 

財務部【全て法人事業】                          部長  谷脇 弘将 

公益社団法人の会計基準に沿い、資産の管理を行う。県や会計事務所より指導をうけた必要書類の作成や会計基準を各部に 

周知徹底する。日本理学療法士協会からの送金に対して正確な内訳表を作成する。引き続き、事務職員に対して指導を的確に

行い、連携しながら事務局機能の強化を進める。本年度より財務部員の補充を行い、財務部活動に対しての教育を行っていく。 

1．令和 2年度収支決算報告書の作成 

2．令和 3年度中間監査書類の作成（各部の執行率表の作成・出納簿の確認など） 

3．令和 4年度予算資料の作成 

4．高知県へ財務書類の迅速且つ正確な提出（決算・予算） 

5．財務部会の定期的な開催（毎月）、財務部員の育成 、各部出納簿（支出）の管理・指導 

6．日本理学療法士協会より送金された内訳表の作成（会費・研修会費など） 

収入を管理し、納入者・未納者の確認 

7．会員区活動部区長会（年 2回）出席、財務関係書類説明、出納簿確認 

8．会計システムの運用、会計事務所との連携 

9．事務職員に対しての教育・指導・連携 

10．財務部員の育成・拡充 

 

厚生部【全て他１】                             部長  相原 一輝 

会員の福利厚生の向上を目的に、下記の内容の企画・運営を行う。 

1．新人・転入会員への記念品贈呈 

対 象：令和 2年度・令和３年度の新入・転入会員約 200名 

2．リレーフォーライフでの参加者交流会への補助 

日 時：未定（リレーフォーライフ開催日） 

場 所：未定 

内 容：リレーフォーライフに参加した会員の交流会を行う。 



3．会員新年交流会 

日 時：令和 4年 1～2月予定 

場 所：高知市内又はオンライン開催 

   4．厚生部部会の開催 

 

広報部                                  部長  小松 由典 

士会ニュースの発行、機関紙の発行、ホームページ管理などの広報活動により、会員および県民に対し、理学療法士の活動

の啓発・周知に努める。 

1．高知県士会ニュース発行 【公１－4－(1)】 

年 4回 170号～173号 約 1,750部発行予定 

バックナンバーをホームページに掲載 

2．士会ホームページ更新・管理 【公１－4－(2)】 

3．ぱわふるとさ第 13号（機関紙）発行 【公１－4－(1)】 

4．理学療法週間の広報活動（新聞広告など） 【公１－2－(4)】 

5．広報部部会の開催 

 

職能部                                  部長  宮﨑 貴仁 

高知県理学療法士協会および会員の社会的位置づけの向上と、職能団体としての組織強化を図るため、下記の活動を実施す

る。 

1．協会指定管理者研修（初級） 【公１－1－(2)】 

テーマ：管理者の人材育成について      

講 師：宮﨑 貴仁 会員 

日 時：令和 3年 5月 

場 所：WEB研修 

2．管理者ネットワーク研修会① 【公１－1－(2)】 

テーマ：各病院・施設のリハビリ部門の運営・管理方法について 

講 師：未定 

日 時：未定 

場 所：未定 

3．管理者ネットワーク研修会② 【公１－1－(2)】 

テーマ：各会員区に応じたネットワーク作りの現状と課題について 

講 師：未定 

日 時：未定 

場 所：未定 

   4．職能部部会の開催 

 

医療部                                  部長  前岡 修二 

各会員に対し、適切にリハビリテーションサービスが、提供できるよう、診療報酬に関する情報を収集および提供、また医

療安全に関る知識や技術向上の促進や高知県内会員所属施設の実態調査に努める。 

1．診療報酬など医療に関する情報収集や提供（高理協のホームページやニュース等への掲載）また、会員からの質問や問

い合わせを受け付ける。 【公 1－1－（2）】【公 1－4－（2）】 

2．高知県内会員所属施設におけるリハビリテーションに関する実態調査【公 1－5－（1）】 

3．医療安全研修会の開催（2回／年）【公 1－1－（2）】 

4．医療部部会の開催 

 

 



福祉部                                  部長  森野 勝憲 

適切な福祉サービスや介護サービスおよび小児理学療法の提供が行えるように、社会福祉や介護保険および小児理学療法

に関する情報の収集および提供に努める。 

1．研修会の開催 

①会員区活動部との合同研修会 

日 時：未定 

テーマ：未定 

講 師：未定（県外講師の予定） 

場 所：未定 

定 員：30～50名 

2．地域包括ケアシステム構築に関すること 

高知県リハビリテーション職能三団体協議会への参加・協力 

3．介護予防・健康増進キャンペーン（PT週間）運営協力 

4．小児研修 

日 時：未定 

テーマ：未定 

講 師：未定 

場 所：未定 

定 員：30～50名 

   5．福祉部部会の開催 

 

保健部                                 部長  木下 雄介 

県民の健康増進およびその関心を高めるために、理学療法の啓発活動に努める。また、スポーツ競技やそれらの大会等にお

いて理学療法士の派遣依頼があれば、それぞれに障害予防等、適切な対応を行い、選手の健康管理をサポートする。 

1．理学療法週間の企画・運営 【公１－2－(4)】 

テーマ：介護予防・健康増進キャンペーン 

日 時：令和 3年 7月 11日（日） 

場 所：金高堂前ウッドデッキ  

内 容：介護予防・健康増進の為の体力測定、広報物の配布 

その他：フレイルや転倒に対しての動画作成、活用 

2．各種スポーツ大会、障害者スポーツ大会のサポート 

①第 21回全国障害者スポーツ大会（三重県）帯同する人選と推薦を行う。 【公１－2－(2)】 

日 時：令和 3年 10月 23日（土）～25日（月） 

②各種スポーツ大会、障害者スポーツ大会で協力依頼があれば対応する。 【公１－2－(2)】 

③日本障がい者スポーツ協会公認トレーナー養成研修についての広報 【公１－2－(2)】 

3．高知県理学療法士協会会員への理学療法士トレーナー講習会 【公１－1－(2)】 

各種大会などに帯同する理学療法士を養成することを目的に本事業を実施  

①実技等講習：8月、11月にアスレテイックテーピング 1回、キネシオテーピング 

1回の実技講習を開催。 

②1月に救急法基礎講習 

③スポーツ関連講義 

④アスレティックテーピング、キネシオテーピングの実技講習を各 1回受講（過去 2年の実技講習受講含む）、救急

法基礎講習、スポーツ関連講義を受講し高知県理学療法士協会のスポーツ関連事業への参加で高知県理学療法士協

会推薦スポーツサポーターの終了証の発行 

 

 



4．高知龍馬マラソン 2022の支援（依頼人数 60名程度） 【公１－2－(2)】 

開催日：令和 4年 2月予定 

内 容：サポート人員の人選と推薦を行う。又、救護所での対応を協議するため事前に研修（1回程度）を行う 

5．リレーフォーライフ活動（24時間リレーウォーク） 【公１－2－(2)】 

厚生部と共催 

がん征圧をめざすチャリティー活動に会員が参加することで、がん患者やその家族への理解を深め、がんに負けない

社会作りに参画する。 

開催日：令和 3年 10月予定 

場 所：高知大学医学部グラウンド 

   6．保健部部会の開催 

 

学術部                                   部長  島岡 秀奉 

研修会の企画運用ならびに、年 1 回の県学会および会員区活動部との合同研修会開催のコーディネート、機関誌発行など

により、会員の理学療法士としての資質・専門性の向上を図る。 

1．高知県理学療法第 27号の企画・編集・発行 

特 集：バランス 

発 行：令和 4年 3月（予定） 

部 数：1,750部 

2．第 35回高知県理学療法学会の運営 

日 程：令和 4年 3月 13日（予定） 

会 場：高知リハビリテーション専門職大学 

テーマ：調整中 

学会長：稲岡 忠勝 会員（高知リハビリテーション専門職大学） 

内 容：特別講演、一般演題発表（予定） 

3．令和 3年度定期研修会 

①第 1回定期研修会 

日 程：令和 3年 6月 

テーマ：神経系（脳卒中）の理学療法（仮） 

講 師：岩田 研二 先生（ユニ・チャーム株式会社） 

②第 2回定期研修会 

日 程：令和 3年 9月 

テーマ：運動器疾患における運動・動作解析の臨床研究－明日から使える統計学－ 

講 師：対馬 栄輝 先生（弘前大学大学院保健学研究科） 

③第 3回定期研修会 会員区活動部との合同研修会 

日 程：令和 3年 10月もしくは 11月 

テーマ：未定 

講 師：未定 

   4．学術部部会の開催 

 

教育部                                   部長  高芝 潤 

新人教育および生涯学習のための講座を開催し、会員の資質向上に努める。また、これまでと同様に高知県理学療法士協会

の新人研修会に加え、生涯学習ポイントを取得できるよう、教育部研修会を 2 回、理学療法講習会を 3 回とする。加えて、

2022年度から始まる新生涯学習制度について伝達を行い円滑な新制度への移行を進めていく。なお、新人発表学術集会は症

例報告会に形式を変更し、新人会員に研鑽の場を提供する。 

 

 



1．第 1回新人研修会 

テーマ：A1-4領域 

講 師：清岡 学 会員、高芝 潤 会員、奥田 教宏 会員、大畑 剛 会員 

日 時：令和 3年 5月（予定） 

場 所：オンライン開催 

受講者数：80名 

2．第 2回新人研修会 

テーマ： A5、B3、B4、E2領域 

講 師：山本 双一 会員、 重島 晃史 会員、沖田 学 会員、野口 耕造 会員 

日 時：令和 3年 7月（予定） 

場 所：オンライン開催 

受講者数：80名 

3．第 3回新人研修会（教育部研修会） 

テーマ：循環器疾患に対する理学療法（C3領域読み替え） 

栄養から見た高齢者理学療法の基本（C4領域読み替え） 

講 師：前田 秀博 会員、東 大和生 会員 

日 時：令和 3年 10月（予定） 

場 所：オンライン開催 

受講者数：50名 

4．第 4回新人研修会（教育部研修会） 

テーマ：運動器疾患に対する理学療法－腰痛対策を中心にー（C2領域読み替え） 

ウィメンズヘルスの理学療法（C5領域読み替え） 

講 師：高芝 潤 会員、徳弘 郁絵 会員 

日 時：令和 3年 10月（予定） 

場 所：オンライン開催 

受講者数：50名 

5．第 5回新人研修会（教育部研修会） 

テーマ： B1、D2、D3、E1領域 

講 師：市川 辰哉 会員、小笠原 正 会員、重島 晃史 会員、高芝 潤 会員 

日 時：令和 3年 11月（予定） 

場 所：オンライン開催 

受講者数：80名 

6．第 1回理学療法士講習会 基本編理論 

テーマ：脳卒中患者に対する病態に基づいた理学療法 

講 師：沖田 学 会員、八坂 一彦 会員、佐々木 克尚 会員 

日 時：令和 3年 7月（予定） 

場 所：オンライン開催 

受講者数：60名 

7．第 2回理学療法士講習会 基本編技術 

テーマ：呼吸リハビリテーションの基礎と臨床 

講 師：前田 秀博 会員、川田 久雄 会員、田中 健太郎 会員、高芝 潤 会員 

日 時：令和 3年 8月（予定） 

場 所：土佐リハビリテーションカレッジ オンライン併用 

受講者数：60名 

 

 



8．第 3回理学療法士講習会 基本編技術 

テーマ：関節可動域運動の基本 

講 師：板場 英行 先生、阿部 敏彦 先生、大畑 剛 会員 

日 時：令和 3年 9月（予定） 

場 所：土佐リハビリテーションカレッジ オンライン併用 

受講者数：50名 

9．新人症例検討会 

テーマ：新人理学療法士による症例報告会 

日 時：令和 3年 12月（予定） 

会 場：オンライン 

参加者数：100名 

10．第 49回四国理学療法士学会 生涯学習担当者会議参加 

テーマ：生涯学習担当者会議 

日 時：令和 3年 12月（予定） 

会 場：香川県 

内 容：四国 4県の生涯学習担当者で意見交換を行う。 

   11．教育部部会の開催 

 

会員区活動部【全て公 1－1－(3)】                    部長  加賀野井 聖二 

会員の連帯意識向上と研鑽の機会均等を目的として、会員区ごとに、各会員区域内での研修会等の開催および連絡・交流の

活性化を図る。また、研修会等の開催においては、福祉部、学術部、教育部と連携を図る。 

【本部】 

1．各区域間の情報共有と事業運営の監督・調整 （2回／年） 

①第 26回会員区活動部区長会 

日 程：令和 3年 4月 リモート開催 

内 容：令和 3年度の計画、確認事項等 

②第 27回会員区活動部区長会 

日 程：令和 3年 9月 リモート開催 

内 容：中間監査前の調整（令和 3年度の具体的事業計画案および予算案の提出・確認、福祉部・学術部・教育部と

各部と各区域での講習会、合同研修会開催の確認） 

2．区域全体の事業運営の調整・精査（3回／年） 

    ①第 9回本部役員会 

日 程：令和 3年 5月 リモート開催 

内 容：事業運営の調整・精査 

②第 10回本部役員会 

日 程：令和 3年 9月 リモート開催 

内 容：事業運営の調整・精査、令和 2年度事業計画及び予算執行状況確認（中間監査） 

③第 11回本部役員会 

日 程：令和 3年 12月 リモート開催 

内 容：事業運営の調整・精査、令和 3年度事業計画及び予算案の検討 

3．事業執行状況確認会議（4回／年：4月、8月、11月、令和 4年 1月） 

＊区長会、役員会の前に実施 

＊会員区全体の事業執行状況の把握や調整の確認と状況に応じた対応を検討する 

【安芸区域】 

1．区域内の企画・運営調整（定期役員会：5回/年―5月、9月、11月、1月、2月) 

 



2．ブロック研修会：2回/年  

①第 1回ブロック研修会 

日 程：令和 3年 6月頃 

場 所：田野病院リハビリ室またはリモート開催 

テーマ： 未定 

講 師：未定 

定 員：30～50名 

②第 2回ブロック研修会 

日 程：令和 3年 12月 

        時 間：18：30～20：00 

場 所：未定（リモート開催） 

テーマ：未定 

講 師：未定  

定 員：30～50名 

3．福祉部との合同研修会（難しければリモート開催） 

    日 時：未定  

    テーマ：未定  

    講 師：未定  

    場 所：未定  

4．第 31回新人発表学術集会予行練習（症例報告会） 

日 程：未定 

場 所：未定（リモート開催） 

5．会員交流会：1回／年 開催 

     日 程、時間は未定 

【中央東区域】 

1．区域内の企画・運営調整(定期役員会：3回／年 開催予定（6月、11月、2月） 

令和元年度  4施設 7名⇒令和 2年度 6施設 9名（会員・施設間の連携を更に活発にするため、役員の増員を検討） 

＊Zoomや LINEを用いたオンライン会議×2回、対面での会議 1回 

2．ブロック研修会 2回／年 開催 

①第 1回ブロック研修会 

日 程：令和 3年 9月 

テーマ：「疼痛に対する評価・理学療法」（仮） 

講 師 ：小田 翔太 会員（高知大学医学部付属病院リハビリテーション部） 

方 法：Zoomを用いたオンライン研修 

②第 2回ブロック研修会 

日 程：令和 3年 12月 

テーマ：「地域包括ケアシステムにおける理学療法士の役割」（仮） 

講 師 ：真明 将 会員（株式会社アクトワン） 

方 法：Zoomを用いたオンライン研修 

3．新人発表予行練習（症例報告会） 

日 程：未定 

時 間：未定 

場 所：未定  

4．会員交流会：1回／年 開催 

    日程、時間は未定 

 



【中央西区域】 

1．区域内の企画・運営調整（定期役員会：年 6回） 

2．ブロック研修会（2回）    

①第 1回ブロック研修会 

日 時：未定 

テーマ：循環器関連の内容（仮） 

講 師：稲岡 忠勝 会員（高知リハビリテーション専門職大学 理学療法学専攻 専攻長 准教授）  

     場 所：土佐市複合文化施設つなーでもしくはリモート 

②第 2回ブロック研修会 

日 時：未定  

     テーマ：地域リハビリテーションによる本当の社会復帰とは？ 

講 師：森下 瑞也 会員（株式会社キッズ 介護事業部リファイン通所統括マネージャー 理学療法士） 

場 所：土佐市複合文化施設つなーでもしくはリモート 

3．新人発表予行練習（症例報告会） 

日 程：未定 

時 間：未定 

場 所：未定 

4．会員交流会：1回／年 開催（日程、時間は未定） 

【高幡区域】 

1．定期役員会定の開催（4回） 

日 程：令和 3年 6月、9月、12月 令和 4年 2月 

2．ブロック研修会（3回） 

①第 1回ブロック研修会（難しければリモート開催） 

日 程：未定  

テーマ：未定 

講 師：未定  

場 所：未定 

②第 2回ブロック研修会（難しければリモート開催） 

日 程：未定 

テーマ：未定 

講 師：未定 

3．第 31回新人発表学術集会予行練習（症例報告） 

日 程：未定  

場 所：未定  

4．会員交流会（1回） 

日 程：未定  

場 所：未定 

【幡多区域】 

1．定期役員会の開催（4回） 

＊日程等未定、難しければリモート開催 

2．ブロック研修会（3回） 

①第 1回ブロック研修会 

日 程：令和 3年 6月 

テーマ：脳卒中アップデート 

講 師：濱田 将吾 会員（竹本病院） 

 



②第 2回ブロック研修会（担当：宿毛市会員） 

日 程：令和 3年 8月 

テーマ：アスレチックリハビリテーションの実際 

講 師：井上 由布子 会員（木俵病院） 

③第 3回ブロック研修会 

日 程：令和 3年 11月 

テーマ・講師：未定（県内講師を予定） 

3．学術部との合同研修会（難しければリモート開催） 

日 時：未定  

    テーマ：未定  

    講 師：未定  

    場 所：未定  

4．新人発表学術集会予行練習（症例発表） 

日 程：未定 

5．会員交流会：1回／年 開催（日程、時間は未定） 

 

 

規約検討委員会                              委員長 稲岡 忠勝 

定款ならびに定款細則について、実際の制度・運用と異なる部分の検討ならびに改定提案を行う。 

 

 

表彰審査委員会                              委員長 清岡  学 

理学療法士協会表彰、その他、団体の表彰に関する受賞候補者の推薦審査を行う。 

 

 

四国学会検討委員会                            委員長 山﨑 裕司 

  四国理学療法士会評議委員会への参加（令和 3年 6月、10月、3月 ZOOM会議）。第 50回四国理学療法士学会、第 51回

四国理学療法士学会（高知）の開催に向けて情報交換を行う。第 51回四国理学療法士学会（高知）の学会長の推薦。 

 

 

高知県理学療法士協会設立 50周年準備委員会                 委員長 大畑  剛 

  令和 3年（2021年）度高知県理学療法士協会設立 50周年式典の準備、記念事業の検討 


