
平成 26 年度事業計画（案） 

基本計画  

１. 県民の健康と福祉の向上を推進する公益事業の計画 

２． 支部組織の強化 

３. 理学療法及び理学療法士の啓発活動 

４. 臨床実習指導者の育成 

５.リハビリテーション関連他団体との連携  

 

 

事業計画 

１.学術局 

①研修部 

  第１回公開講座：「いつまでも快適に歩こう！ 膝痛と腰痛に対する予防法（仮）」  

   日時：平成 26年６月 15日（日）13時～15時 場所：岐阜県図書館 多目的ホール 

講師：岐阜大学医学部付属病院  整形外科 青木隆明先生 

第 2回公開講座：「  テーマ未定   」 

   日時、場所：未定    

その他研修：「スポーツ系の研修（仮）」開催予定（2回） 

②教育部 

  第１回新人教育プログラム 平成 26 年７月６日（日）場所：岐阜地区  

第２回新人教育プログラム 平成 26 年 10 月５日（日）場所：東濃地区   

第３回新人教育プログラム 平成 27 年１月 18 日（日） 場所：西濃地区  

  新人研修会  

日時：平成 26年８月 24 日（日曜日）  場所：未定 

内容：「症例・クリニカルリーズニング・触診（運動器中心）」 

講師：河端病院（京都府）理学療法士、永井豊美先生 

③学術誌出版部 

 学術誌発行事業「岐阜県理学療法士会学術誌」を発刊 

④学会運営部 

  岐阜県理学療法学会の開催事業 

  第 25 回岐阜県理学療法学会 

   日時：平成 27 年２月 15 日 会場：恵那文化センター 

テーマ「理学療法・温故知新」 

学会長 熊木泰三  準備委員長 山口正寿 

⑤介護保険対策部 

 診療報酬改定に関する介護保険対策への相談 
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２.社会局 

①公益事業部 

  地域医療連携事業 

 講座（座学・実技）・セミナー    

  対象：岐阜県内一般市民、医療施設・介護施設従事者 時期：適宜 

岐阜こども療育用具福祉機器展  「療育用具・福祉機器の展示会」 

   日時：平成 26 年６月 28・29 日  場所：セラミックパーク MINO 

②理学療法週間部事業部 

  高校生リハビリテーション 1日体験事業（平成 26 年夏季） 

  県内の高校生を対象にリハビリテーションの現場を見学・体験していただき、リハ職種の認知の向

上につなげる （担当：岐阜県作業療法士会 博愛会病院） 

  対象：県内の高校生約 100 人 

③広報部 

  会員間の相互啓発に関する事業：機関紙らいちょうの発行（５月、８月、11 月、２月） 

④IT部 

  ホームページの公開・運営事業 

HP作成、講習会案内掲載、HP維持・管理、メール転送 

⑤調査部 

  アンケート調査に関する事業：郵送あるいはホームページ上での調査 

 ⑥厚生部 

 会員の慶弔時の電報・弔慰金・供花等を申請により行う 

⑦共催事業部 

岐阜県訪問リハビリテーション実務者研修会の開催 （年２回） 

 岐阜県理学療法士会、岐阜県作業療法士会、岐阜県言語聴覚療法士会での共催事業 

  平成 25 年より訪問リハビリテーション管理者研修会は実務者研修会の受講者のみ受講可能 

 ⑧災害対策事業部 

  東日本大震災のような大規模のみならず小規模の災害に対し、理学療法士としてその他の職種と連

携し、県民あるいは県外からの応援要請（避難者対応・応援等）に対し対応できるべく準備 

３.支部局 

① 岐阜支部 

症例検討会 日時：第１回：平成 26 年 10 月 第２回：平成 27 年１月 

岐阜支部研修会 日時：平成 27 年２月 

各務原市「各務原市健康のつどい」 

 日時：平成 26 年６月頃 場所：各務原市総合福祉会館、各務原市産業文化センター 

岐阜市「第 35 回岐阜市健康まつり」 岐阜市文化センター 

日時：平成 26 年 11 月 場所：岐阜市文化センター、金公園 

機関誌発行「ギブロ通信」平成 27 年３月 

② 濃支部 
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西濃支部学術研修会 日時：平成 27 年１月  場所：未定 

西濃支部症例検討会 日時：平成 26 年 12 月  場所：未定 

いびがわ健康福祉フェア 日時：平成 26 年５月 場所：揖斐川町中央公民館 

  第 19回大垣市市民の健康広場 日時：平成 26 年 10 月 場所：大垣城ホール 

  海津市健康展 日時：平成 26 年 10 月 場所：海津市福祉会館 

  理学療法フェア 日時：平成 26 年７月 場所：アクアウォーク大垣 

機関誌「せ～の～」発行 12 月 

③中濃支部 

中濃支部研修会 日時：未定 場所：木沢記念病院 

可児市リハビリフェア 日時：平成 26 年７月頃 場所：未定 

健康福祉大会  日時：平成 26 年 10 月 場所：すこやかタウン美濃加茂（予定） 

機関誌発行 日時：平成 26 年５月頃 

③ 東濃支部 

東濃支部研修会 日時：平成 26 年７月頃 

健康福祉まつり 日時：平成 26 年（開催月未定） 

東濃支部症例検討会 日時：平成 25 年 11 月頃 場所：市立恵那病院 

機関誌発行 平成 27 年１月 

④ 騨支部 

研修会２回 症例検討会１回  日時：未定  場所：未定 

リハビリフェア 日時：未定  場所：未定 

機関誌の発行 年２回  

 

法人管理 

１.事務局 

①事務所管理事務員が平日 9：00～12：00 まで勤務。 

事務所機能の確立、事務局が持つ情報や機能の整理を進めていく 

平成 26 年 5 月 10 日（土） 第１回理事会  

平成 26 年 6 月 15 日（日）研修会開催時 第１回総会 平成 25 年度の決算報告 

平成 26 年 7 月 6 日（日） 第２回理事会・第 1回局長部長会 

平成 26 年 11 月 1 日（土） 第３回理事会 

平成 26 年月 11 月 22（土） 第２回局長部長会 

平成 27 年 2 月 1 日（日） 第４回理事会 

平成 27 年 2 月 15 日（日）学会開催時 臨時総会 平成 27 年度予算案承認 

②総務部 

  会員管理 

  新入会案内（都道府県事務局、公益法人日本理学療法士協会） 

  送付ラベルの作成 

③財務部 
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  公益法人会計管理 年 10 回程度の会計事務所との打ち合わせ 

⑤ 渉外部 

賛助会員様宛に会員継続依頼文書ならびに振込用紙送付：平成 26 年４月 

※公益法人化以降の会員費増額のお知らせをする。 

賛助会員様宛に年賀状送付：平成 26 年 12 月 

その他、企業・施設様からの要請に応じて賛助会員、広告会員の趣旨説明を行う 

⑥ 研究会助成委員会 

例年通り研究会への補助（３件） 

研究会：岐阜アスレチックリハビリテーション研究会 

岐阜県糖尿病療養指導研究会、 

岐阜県脳障害リハビリテーション研究会  

⑦ 選挙管理委員会 

次期役員選挙 日時：平成 27 年２月 （平成 26 年 12 月頃に広報） 

⑦表彰委員会 

  他団体表彰依頼に対応（医療功労賞他） 

  協会本部表彰依頼に対応（公益法人日本理学療法士協会） 

  県士会定期表彰の実施 

⑧規約改正委員会（規約審議委員会） 

  規約改正への対応 

 ⑨倫理委員会 

⑩組織検討委員会 

⑪公益事業推進委員会：公益事業視察業務（公益事業の推進及びチェック） 

⑫政治参加特別委員会 

  士会員への岐阜県理学療法士連盟における啓発活動 

  ・研修会などへ出向き政治活動の必要性を説明する 

  日本理学療法士連盟研修会出席 

⑬東海北陸学術大会準備委員会 

平成 28 年に岐阜県理学療法士会が担当 

⑭職能局 

  職能に関する情報収集 

⑮診療報酬対策委員会 

本年度、診療報酬・介護報酬の改定。改定に対する情報収集を行う。 

⑯学会評議委員平成 27 年２月 岐阜県理学療法学会時に開催 

⑰地域包括ケア推進委員会の設置 

 地域での包括ケアシステムへの理学療法士参加促進のために検討する 


