
令和元年度 第 4回 理事会議事録 

 

日時：令和元年 8月 27日（火）19：00～20：10 

場所：県士会事務所 

出席：(理事)小林伸、磯野、三科、小林司、有泉、北山 

名取、古屋、菊池、井村、大西、鈴木 

    (部長)入倉、小林泰 

書記：五味 

 

会員管理情報 

慶事 0件 弔事 3件 施設数 136 

会員数 910名（施設名 848 自宅 62名）                

 

Ⅰ．審議事項（全 1題） 

1.福祉厚生局(鈴木局長) 

医療・介護保険制度についての研修会を以下のよ

うに予定している。 

【日時】令和元年 10月 25日(金) 19：00～ 

【会場】山梨県立青少年センター 

【対象】経験 1～3年目 

【講師】≪医療保険≫ 

    水上卓先生(赤坂台病院) 

    ≪介護保険≫ 

    遠藤勇志先生(山梨ライフケアホーム) 

今年度は平成 30年度医療・介護保険制度の同時改

定の情報や、令和 2 年度医療保険制度改定情報等の

情報を取り入れていきたいと考えているが、このこ

とについて審議いただきたい。 

結果 

 上記の案で進めていく。 

Ⅱ.報告事項(全 15題) 

1.生涯学習局より(北山局長) 

第 1回の新人教育研修会の日程が決定した。 

 内容等は以下の通り。 

 【日時】令和元年 9月 11日、18日(水)  18:30～ 

【会場】山梨県立青少年センター 

【内容】9月11日 

(A-5)理学療法における関連法規 

(D-2)生涯学習と理学療法の専門性 

9月18日 

(A-4)人間関係及び接遇（労働衛生含む） 

(A-2)協会組織と生涯学習システム 

 【講師】(A-5)小林伸一会長(巨摩共立病院) 

(D-2)笠井雄太先生(山梨ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院) 

(A-4)北山哲也先生(山梨ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院) 

     (A-2)磯野賢（甲州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院） 

  また、来年度より新人教育の制度が変わるため、そ

のことについて伝える他、ホームページ等で周知を行

なっていきたい。 

  2.選挙管理委員会より(代理：有泉局長) 

  宮下委員長につきましては今期の任期終了まで継 

続することとなった。 

 3.表彰委員会より(有泉局長) 

  関東甲信越ブロック協議会賞について様々な条件 

の中で谷村監事が該当となったため推薦することと

なった 

 4.会支部組織化検討委員会より(三科副会長) 

  富士吉田市のイベントについては台風接近の為中 

止となった。今後改めて顔合わせを行う予定。 

5.糖尿病対策推進委員会より(代理：鈴木局長) 

 沖縄県で開催予定である糖尿病についての連絡会 

へは不参加となる。 

 6.訪問理学療法委員会より(小林司副会長) 

訪問事業を行っている施設にアンケートを送付さ

せていただいている。締め切りも近いので回答をよろ

しくお願する。 

 7.災害対策支援委員会より(有泉局長) 

  JIMTEFのベーシック研修会について甲州リハビリ 

テーション病院から 1名派遣することとなった。これ

により山梨県全域(中北、峡東、峡南、富士・東部)に

それぞれ 1人ずつ配置されることとなった。 

 8.特別支援教育委員会より(代理：有泉局長) 

  POSを対象とした第 1回のナイトセミナーを開催予 

定。 

【日時】11月 5日(火) 

【会場】大木記念ホール 

【内容】大人の発達障害について 

9.がんリハ推進委員会より(小林会長) 

11月2日(土)開催予定だった市民公開講座について

講師である辻先生の都合がつかなくなった。この事業

は、県の 5 ヵ年計画の一角を成しているものであり、

講師の代役が立てられないため、現時点で白紙状態で

ある。 

  また、5 ヵ年計画で決まった予算を確保しているの

でがんリハ委員会を立ち上げて県の WGに PT山田先生、

OT 磯野先生、ST 中島先生に参加していただくことと

なった。 

 10.山梨地域リハ‐ケアの推進を考える会より(小林 

会長) 

  8 月 7 日(水)に山梨県立文学館で研修を行い約 200

名の参加があった。 

11.オリパラスポーツ委員会より(三科副会長) 

  ボランティアスタッフの WEB面接を 2名実施しまし 

た。残り 10名については連絡等ないため未定。 

 12.山梨リハ専門職団体協議会より 

  今後 POST の合同学会のための専用の口座を作るこ

ととなった。 

 ケアマネージャー協会より依頼があり疾患別でど

んな目標でどんな介入が必要になるかをまとめるこ



ととなった 

 13.PT・OT・STバンクの登録について(小林司局長) 

  今年度も登録をお願いします。登録については FAX

ではなく今年よりメールでのみの方法になりました。

今年より分野の希望はとらず、終了した研修によりそ

れぞれマッチングしていくような流れになった。 

14.学術大会局より(菊池局長) 

 ・第 3回山梨県リハビリテーション専門職合同学術大 

会運営会議にて以下の内容が決定した。内容等は以

下の通り。 

【テーマ】進取～果敢に挑む新時代のリハビリテー 

ション～ 

【特別講演講師】森岡周先生、石川朗先生の 2 名 

【市民公開講座】岩崎由純先生 

 【副部長】PT・OT・ST 各士会等から 6 名を選出 

 【その他】開催案内、部員募集、演題募集(32 演題を 

検討(内訳：PT15、OT10、ST7))等は 11 

月までに進める予定。また、名称後援団体 

の依頼をしていく。 

  以上の情報を OT・ST ではメールで発信しているよ

うなので PTでも周知をお願いする。 

 ・第 23回県士会学術集会の進捗状況について報告。 

【特別講演テーマ】胸郭運動システムの再建法-基本的な

考え方から介入におけるポイントまで 

【教育講演】「心疾患に対する理学療法」講師は甲府共立

病院の滝田先生へ依頼し内諾済み。 

【廃用症候群に対する理学療法】講師は健康科学大学の

髙木大輔先生へ依頼し内諾済み。座長は、

甲州リハビリテーション病院の磯野賢先生

へ依頼し内諾済み。 

【シンポジウムテーマ】「食事動作に関わる理学療法士の

役割について」講師は加納岩総合病院の遠

藤先生へ依頼し内諾済み。フルリールむか

わの大西先生へ打診中当日座長を磯野副

会長に依頼済み。 

＊現時点で 7演題の申し込みがある。 

15.学術研修局より(名取局長) 

 第 3回学術研修会開催について以下のような進捗状 

況になっている。 

【日時】令和元年 11月 17日(日) 

【会場】未定 

 【テーマ】脳機能と運動学習(仮) 

【講師】菅原憲一先生(神奈川県立保健福祉大学） 

平賀篤先生(帝京科学大学） 

16.企画局より(井村局長) 

  実習指導の要項が改定となり、研修への参加が必須 

となっている。このことについて会場は未定ですが、

10 月初旬から 11 月中旬に研修を実施予定。講師は健

康科学大学の髙村副会長に依頼をして、内諾を得てい

る。 

 17.社会局より(古屋局長) 

  スポーツ理学療法部より 8月 10日(土)から 12(月) 

に開催された国体関東予選に理学療法士を 1名派遣し、

9 月 28 日(土)から 10 月 2 日(水)に開催予定の茨城国

体に理学療法士 2名を派遣予定です。また、いきいき

山梨ねんりんピックへ理学療法士 2 名派遣する予定。 

  委託事業部より第 13回郷育フォーラム「キッズ・ 

職場体験」への出店の依頼があり以下のように行いた

い。 

 【主催】第 13回郷育フォーラム「キッズ・職場体験」 

実行委員会 

こうふ開府 500年記念事業実行委員会 

【日時】令和元年 10月 6日(日) 10：00～16:30 

 【会場】甲府市総合市民会館 

 【内容】小学生向けの体験コーナー、車椅子体験、ス 

トレッチ教室等 

また、いきいきねんりんピック(9月 28日(土)開催 

予定)への出展については事前打ち合わせを 9 月中旬

に開催予定。こちらについて市川部長が出席できなく

なたので理事の方々から参加をお願いしたく、出席可

能な方は古屋局長に連絡をいただきたい。当日のスタ

ッフは甲府の総合市民会館で開催予定なので、近辺の

施設(城東・城南病院)に協力を依頼する予定。今後は

偏りがないようにしていく。 

 18.事務管理局より(有泉局長) 

  言語聴覚士会より後援依頼があり承諾をしました。 

  メール配信の進捗状況ですが、送信までの基本的な 

設定等は完了していて、テスト送信作業等にて動作を 

確認中。会員情報確認項目、発信者名、発信メールア

ドレス等の細かい設定について現在検討中です。詳細

が決まり本格的に始動するまでは紙とメールの併用

を行っていく。 

  会員管理で、新規会員の方で入会手続き後に年会費 

の納入がない場合、3 ヵ月経過すると入会手続きが無

効となってしまう。現在該当者が 5名いるが、メール

等で通告をしていく。なお、入会手続きが無効となっ

てしまった場合、入会手続きをしてから研修参加によ

り付加されたポイント等も抹消されるため、再受講が

必要である。 

  山梨県の長崎幸太郎知事より後援会参加の依頼が

あり、山梨県理学療法士連盟との協議していく。事前

に活動内容やどのような目的かなどを確認していく。 

Ⅲ.その他 

1.中間監査にむけて(各理事) 

  中間監査について報告します。日時は令和元年 10 

月 29 日(火)で理事会の前に行います。これに向けて

事務管理局では事前に監査を受けることとなってい

ます。各理事におかれましては上半期の事業報告書の

提出をお願いします。 

 出納帳について、8.9 月については来月の理事会で



提出をお願いいします。出納帳日時については 9月末

日を最終締め切り日として作成してください。執行中

以外の予測できない事業等の予算については 10 月よ

り計上するようにしてください。 

 2.日本在宅ホスピス協会全国大会 in山梨について(小 

林司副会長) 

  9月 28日(土)、29日(日)に開催予定です。参加人 

数が少ないようなので周知をお願いします。 

 

Ⅳ．次回の理事会日程について 

日時 令和元年 9月 24日（火）19：00～ 

場所 県士会事務所 

連絡 9月 20日（金）までに審議事項および資料

を事務管理局（有泉理事）へ提出する。 

   議題がない場合でも事務管理局へ連絡する。 

理事会資料は事前にメールで各理事へお伝

えするが、プリントアウトは事務所で行い用

意をしておく。 

 


