
平成27年度事業計画（案） 
   会長  太田 誠 
 
【活動方針・重点課題】 
平成27年度は、介護保険制度改正の中で、我々リハ専門職には心身機能だけでなく、活動、参加の要素

にバランス良く働きかけることができる能力を求められています。北海道や各市町村においては、「地域包

括ケアシステム」確立に向けた第 6 期事業計画が始まる年であります。また、今年は北海道理学療法士会

の会員数が5,000名を超えることも想定され、本会の今後の方向性を左右する重要な年になると言えます。

多くの制度の改変に対応できる体制を整備し、加えて本会の将来構想を構築していかなければなりません。 
 

１．地域包括ケアシステム関連事業の推進 
地域包括ケアシステムの推進、職域の拡大に向け、本会として前年度より準備を進めている、理学療法

士の地域ケア会議への参画を推進するために、関連研修会の開催、受講促進、啓発を進めていきます。こ

れには、運用強化型（地域包括ケア推進･介護予防推進リーダー育成研修会）に加え、知識強化型研修も企

画していきます。そのために地域包括ケア推進特別委員会を強化し、具体的には北海道リハビリテーショ

ン３団体連絡協議会ワーキンググループを活用していきます。最終的には市町村行政に密着した組織づく

りを進めるために、郡市理学療法士会および札幌支部の組織再編を検討します。 
 
２．組織運営の見直し 
効率的な運営を行うために、組織の見直しを行います。事務局調査部を職能局職域事業部へ、福利厚生

部を事務局総務部へ事業集約します。また、事務局機能の見直し、各役員の事務処理業務軽減化を目的と

した事務局事務員の配置、並びに事務局機能の強化を目的に理学療法士の事務局職員としての配置を行い

ます。そして、安定した財政基盤の整備の検討の推進するために、助成金を活用した事業展開の検討を行

います。また、組織の業務効率化のためにも規程の整備、業務分掌の見直しを行い、将来構想の構築に向

けたマスタープランの検討も行います。 

 

３．学術・教育活動の推進（公２事業の活性化と効率化） 
理学療法士の質の維持・向上を図るための基本となる新人教育プログラムの履修及び修了を促進させま

す。その後にある認定理学療法士・専門理学療法士の取得を促進のために情報提供体制の整備を行います。 

また、前年度から導入したOCSを積極的に運用し、道学会における査読支援の充実をはかっていきます。 

 

４．道民の健康増進と障害予防の推進（公１事業の活性化と効率化） 
道民のための予防理学療法の普及促進については、単年度企画に加え複数年度に渡る計画を進めていき

ます。そのための広報活動の強化や会員に対する研修会の開催を行います。また、例年実施している市民

スポーツ大会等への支援体制を強化し、支援スタッフの知識・技術のレベルアップを図っていきます。 

介護予防をはじめ、迅速な士会事業の対応を進めるためにNPO法人HPTとの連携を強化していきます。 

 
５．北海道理学療法士連盟との連携強化 
理学療法士の職域の維持・拡大を図るために、連盟と共同した道政へのアプローチを行っていきます。 

そのために政策提言委員会の提言による要望書の提出を行っていきます。また、連盟への業務委託、連盟

との共催事業を検討、実施していきます。また、なぜ理学療法士が政治活動について考えていかなければ

ならないのか、会員に対しての啓発活動を推進します。 

《平成27年度重点事業計画》 

1. 地域包括ケアシステム関連事業の推進 
2. 組織運営の見直し 
3. 学術・教育活動の推進 
4. 道民の健康増進と障害予防の推進 
5. 北海道理学療法士連盟との連携強化 

 

 

 



平成 27年度事務局事業計画（案） 
 

 事務局  局長  柿澤 雅史 

 

【活動方針・重点課題】 

事務局は、組織運営の見直しに伴い、調査部、福利厚生部を廃止し、各事業は職能局職域事業部、事務局

総務部へ集約します。また、役員の事務処理業務の軽減を目的とした事務員の配置、並びに事務局機能強

化を目的に昨年から継続課題であります理学療法士の事務局職員配置を引き続き検討します。また、助成

金を利用した事業展開の検討に伴い、これに係る事務処理対応体制を整えていきます。組織運営の見直し

と共に各規程・業務分掌の整備を図っていきます。 

 

   

【各部事業】 

〈総務・財務部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

 ・行政等が設置する各種諮問委員会等への委員の派遣 

 ・講師の派遣 

≪その他事業≫  

 ・監督官庁・関連団体との渉外活動 

 ・代議員総会の企画運営 

 ・文書管理（発行文書、受領文書、会議録、議事録、報告書など） 

 ・会員管理（異動、慶弔、主催共催事業参加状況など）  

 ・他部局支援（受講受付、発送業務、集計業務、ニュース割り付けなど）  

 ・財務管理（財務執行、予算、事業支出・収入、会費、租税公課、補助金など） 

・新年交礼会の企画運営 

・ホームページ管理 

【事務局派遣協力事業】 

・北海道総合在宅ケア事業団への協力および事業参加 

【関係団体協力事業】 

・北海道医療・福祉関係職能団体等懇談会への参加協力 

・北海道医療技術者団体連絡協議会への参加協力 

・北海道身体障害者更生援護推進会議への専門委員の参加協力 

・北海道肢体不自由児者福祉連合協会への参加協力 

・北海道地域リハビリテーション協議会への参加協力 

・札幌市地域リハビリテーション推進協議会への参加協力 

 



平成 27年度学術局事業計画（案） 
 

 学術局  局長  杉原 俊一 

 

【活動方針・重点課題】 

日本理学療法士学会と日本理学療法士協会の機能的進み分けを考慮しつつ、学会研修部・学術誌部・専門

領域部の連携強化を図り、全道均一を目標とした研修機能、プロフェッションとしての情報発信を目指し

ます。主な課題としては①平成 28年度以降の学会・研修会の骨子作り、②専門領域部の役割と機能の整理、

③学術誌査読フローの作成及び電子化に向けた取り組みを行います。学会研修部では、1）各種マニュアル

（運営/企画/財務）のタイムラインに基づく第 24 回全道研修会・第 66 回全道学会への効率的な支援を行

い、査読システムの更なる整備を進めてまいります。学術誌部においては、1）北海道理学療法第 32 巻の

電子化の検討、2）論文助成方法の検討を進めます。専門領域部では、1）支部への技術講習会の一部移管、

2）ニーズに基づく技術講習会の日程・内容の再考、3）各専門領域の組織化推進、4）座長・査読者データ

登録・管理システムの構築を進めます。 

   

【各部事業】 

〈学会研修部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

≪公 2：学術振興事業≫  

 ・第 24回全道学術研修大会（釧根支部：釧路市）の開催支援 

 ・第 66回北海道理学療法士学術大会（道北支部：旭川市）の開催支援 

 ・第 25回全道学術研修大会（後志支部：小樽市）の開催計画支援 

 ・第 67回北海道理学療法士学術大会（道南支部：函館市）の開催計画支援 

 ・査読システムの整備 

 ・学会・研修会マニュアルの精査、改善 

 ・学会間、研修会間の円滑な引継ぎ支援 

 ・平成 28年度以降の学会・研修会の骨子作成（学術局意見） 

〈学術誌部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

≪公 2：学術振興事業≫ 

 ・北海道理学療法査読フローの作成（査読付きジャーナルの質の向上） 

 ・北海道理学療法 32巻の電子化の検討 

 ・論文助成方法の検討（道行政に与える研究に向けて） 

〈専門領域部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

≪公 2：学術振興事業≫ 

 ・各専門領域における組織・連携の強化（業務の見直し・分担） 

・各専門領域の技術講習会開催、札幌支部等への技術講習会移管・開催支援（第 181～187回技術講習会） 

・理学療法士講習会（応用編）3本開催 

・座長・査読者データ登録・管理システムの運用 

・H27年度学術大会、全道研修会に向けた査読者・座長・講師に関する推薦並びに支援 
 



平成 27年度教育局事業計画（案） 
 

 教育局  局長  加藤 新司 

 

【活動方針・重点課題】 

 教育局は、会員の卒後教育の一環を担い、協会の新人教育に合わせ基礎力向上のための研修会、講習会

の実施や、健康増進・障害予防等の公益事業に資する人材の育成を図ることにより、道民の保健・医療・

福祉に貢献することを目的に教育部と職域教育部の二つの部で活動します。 

 教育部は例年同様に新人教育プログラムの履修促進を重点課題として取り組みます。新人教育プログラ

ムは、協会主導により1年目からのe-ラーニングや施設研修によるOJTが開始となりますが、今年度と同様

に士会による選択研修会や各支部による選択研修会を継続していく予定です。また卒後教育として卒後か

ら3年未満の新人、若手理学療法士をターゲットにした臨床向けの研修会を実施することで、協会の新人教

育プログラムに加え、より一層の新人教育を士会主導で実施していきます。また理学療法士にとって重要

課題である症例検討会も例年同様の開催を予定しています。 

職域教育部においては、介護予防関係や道内スポーツ関連への障害予防に向け、人材育成をはかるため

スポーツ支援育成講習会と健康支援育成講習会を実施していきます。その他、理学療法士講習会（基本編）

も例年同様、協会との連携のもと開催していく予定です。 

   

【各部事業】 

〈教育部〉 

≪公 2：学術振興事業≫  

 ・教育部会議 

 ・支部症例検討会 

 ・新人のための臨床実践研修会（新プロテーマ C1～4のいずれか該当） 

 ≪その他事業≫ 

 ・新人教育プログラム（必須初期研修会（A1～5）・選択研修会１（テーマ未定）・選択研修会２（テーマ

未定）：平成 27年 7月 12日（日）（札幌コンベンションセンター 中ホール） 

・新人教育プログラム支部開催（各支部任意に 2テーマ）） 

 ・新人教育プログラムテーマ承認作業（総務部と協働） 

〈職域教育部〉 

≪公 2：学術振興事業≫ 

 ・第 14回スポーツ支援育成講習会 

 ・第 15回スポーツ支援育成講習会 

 ・第 16回スポーツ支援育成講習会 

 ・第 6回健康支援育成講習会 

 ・職域教育部会議 

 

 ・理学療法士講習会（基本編）4本開催（いずれも開催日未定） 

 



平成 27年度社会局事業計画（案） 
 

 社会局  局長  盛 雅彦 

 

【活動方針・重点課題】 

社会局は、理学療法士と社会（地域）の双方向の窓口として、理学療法士の専門知識・技術を持って社会

に貢献するとともに、理学療法（士）の啓発を行うことに主眼を置いて活動しております。 

平成 27年度も、引き続き公益法人として社会還元事業を推進し、道民の保健・福祉の向上と健康増進に向

けた活動を通して、理学療法（士）が如何に貢献できるかということを積極的に発信していきます。 

スポーツ支援部、介護予防・健康増進支援部、企画推進部、広報部の 4部が協働して、主体的に事業を企

画・遂行するとともに、外部からの要請に応じて会員を派遣して各事業への協力活動を通して理学療法（士）

の啓発普及を行ってまいります。 

他の団体等からの派遣要請の数は年々増加しておりますが、昨年度実施した各事業は引き続き会員の皆様

のご協力を得ながら対応していきます。また、派遣要請団体も多様化してきており、営利を目的とした民間

からの要請もあることなどから、公益社団法人としてどこまで対応するべきかについて、ある程度のガイド

ライン作りも必要ではないかとも考えております。 

今年度も、道民のスポーツや介護予防、健康づくりなどの支援を通した啓発、理学療法週間事業等に活用

できるパッケージの種類やリーフレットを増やすこと等により、各支部での事業を支援していきます。 

また、昨年度は、PT マップと地域理学療法貢献賞の見直しについて検討してまいりましたが、今年度は、

PT マップは、全施設掲載を目指して改訂することと、社会分野奨励賞を新たに創設いたしたいと考えており

ますので、皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。 

   

【事業計画】 

〈スポーツ支援部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

 ・北海道マラソン救護班派遣 

 ・高野連メディカルサポート支援 

 ・スポーツ関連事業へのスタッフ派遣・調整 

 ・スポーツ派遣支援のための情報ネットワーク構築 

＜介護予防・健康増進支援部＞ 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

 ・介護予防・健康増進関連事業へのスタッフ派遣・調整、派遣依頼受け入れの広報活動 

・いきいき福祉健康フェア 2014 への企画参入と出展 

・札幌刑務所社会復帰支援プログラムへの講師派遣 

〈企画推進部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

 ・理学療法週間事業（支部との連携・支援・広報物品の調整） 

・北海道医療技術者団体連絡協議会パネル展への出展 

・道民向け啓発セミナー（パッケージ制作、セミナーの実施、企画） 

・社会分野小委員会の開催に関すること（社会分野奨励賞について） 

〈広報部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

 ・士会ニュース「Northerner」の編集・発行、取材 

 ・啓発用リーフレットの作成 

 ・HPへの啓発原稿の作成 

・札幌市立高校職場体験学習受け入れ施設調整 

・PTマップの見直し 

 
 



平成 27年度職能局事業計画（案） 
 

 職能局  局長  濱本 龍哉 

 

【活動方針・重点課題】 

職能局は支部職能部と協同して職能関連の情報収集・調査の実施と会員への情報配信、学習機会の提

供を行い、会員が公益活動へ向けた視点を広く持てるように支援し、北海道における理学療法士の公益

活動の拡大を図っていきます。また、収集した情報の利用による他団体等への働きかけ、士会の活動へ

の援助を実施していきます。 

保険事業部では、診療報酬及び介護報酬関連の情報収集と整理、情報配信、会員からの疑義解釈につ

いて回答を継続して実施していきます。平成 27 年度介護報酬改定によるリハ関連の影響度調査を実施

します。また請求管理支援事業については、改定に伴う改訂版の提供と管理業務におけるフォーマット

の作成検討を行います。 

職域事業部では、職能領域拡大に向けた社会・医療関連情報、職場環境等の情報の収集と会員への提

供を通じて、会員の職能関連施策に関する視野の拡大を図ります。特に地域包括ケアシステムに関して

は、会員へ啓発と市町村窓口になっている理学療法士への研修会を実施します。また様々な職域、多様

化した職形態の中で働く理学療法士の支援を行います。 

   

【職能局事業】 

≪公 2：学術振興事業≫ 

 ・支部職能部合同会議 

 ・職能局会議 

【各部事業】 

〈保険事業部〉 

≪その他事業≫ 

 ・診療報酬・介護報酬関連の情報収集・整理・情報配信 

 ・診療報酬及び介護報酬関連の会員からの質問への回答 

 ・介護酬改定における影響度調査（協会の調査と連携し実施を検討） 

 ・請求管理支援事業（改定に伴う改訂及び新規作成の検討） 

〈職域事業部〉 

≪公 2：学術振興事業≫ 

 ・通所関連施設従事者研修会  

 ・第 1回地域包括ケアシステム研修会（概念編） 

 ・第 2回地域包括ケアシステム研修会（実務者編１） 

 ・第 3回地域包括ケアシステム研修会（実務者編２） 

 ・第 1回地域包括ケア推進リーダー導入研修会 

 ・第 2回地域包括ケア推進リーダー導入研修会 

 ・介護予防推進リーダー導入研修会 

≪その他事業≫ 

 ・職能に関する会員への情報提供事業 

 ・障害者総合支援法従事者への支援事業 

 ・地域リハ推進会議従事者への支援事業 

 ・復職に関する調査 

 ・職場環境調査 

 ・職場選好追跡調査 

 ・職域事業部会議 

 



平成 27年度支部事業局事業計画（案） 
 

 支部事業局  局長  青山 誠 

 

【活動方針・重点課題】 

支部事業局は、各支部の事業計画や予算の立案、事業の実施や決算の報告などを支援します。また、年々

重要性が増しております地域包括ケアシステムに関連した活動についても、職能局との連携を図り支部活動

を推進させてまいります。 

平成 27年度は、各支部の学術・教育活動、社会活動、職能活動について全道均一のサービスが行えるよう

事業計画を支援するとともに収支面からも調整を図ります。理学療法週間については、平成 26年度に引き続

き介護予防の PRも兼ねた理学療法士の啓蒙活動を、社会局と協調し道民向けに実施いたします。また、教育

局主導で計画されている新人教育プログラム・セミナーの支部開催については、地域単位で異なるニーズを

鑑みながら支援・調整いたします。 

引き続き、地域に密着した活動を各支部が推進できるよう、会員一人一人のご理解とご協力をお願いいた

します。 

 

【事業計画】 

〈道南支部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

 ・各種派遣事業（市の要請に応じてのメディカルサポート） 

 ・支部社会部主催「理学療法週間事業」 

 ・支部社会部会議（年 3回） 

≪公 2：学術振興事業≫ 

 ・支部学術教育部会議：年 6回(5 月、7月、9月、10月、1月、2月予定) 

 ・支部症例検討会：年 4回（7月、9月、11月、1月予定） 

・支部研修会：年 3回（7月、9月、11月予定） 

・北海道理学療法士会道南支部ミニ学会(仮) 

（演題発表＋症例発表＋新人教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾﾐﾅｰ）：7月、半日開催予定 

・支部役員会：6回（4月、6月、8月、10月、12月、3月） 

≪その他事業≫ 

 ・支部職能部主催研修会「PT の職域維持・拡大の重要性に関する意識向上のための研修会（仮）」 

・支部職能部会議 (年 3回、および研修会の開催準備の枠で別に 1回) 

・新人歓迎会：7月下旬 

【事業計画】 

〈日胆支部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

 ・理学療法週間事業 介護予防キャンペーン(苫小牧)、伊達市健康祭り参加(伊達) 

 ・メディカルサポート派遣 3回 (高野連室蘭地区大会 春季・夏季・秋季) 

 ・各種派遣事業 介護認定審査会審査員の推薦派遣(苫小牧・室蘭・登別)、 

東・西胆振リハビリテーション推進会議役員派遣 など 

≪公 2：学術振興事業≫ 

 ・支部研修会 4回 (苫小牧 1回・室蘭 1回 伊達 2回) 

・症例検討会 5回 (苫小牧 2回・室蘭 2回 伊達 1回) 

≪その他事業≫ 

 ・新人歓迎会 (苫小牧・室蘭・伊達) 4～5月 

・支部役員会 2回(11月・3月) 地区運営委員会 6回 (苫小牧・室蘭・伊達、各 2回) 

 ・事業報告会 1回(苫小牧) 

・日胆支部ニュースの発行 

・日胆支部ホームページの更新 



【事業計画】 

〈札幌支部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

 ・理学療法啓発事業・健康まつりへの参画（清田：9月予定、手稲：9月予定、他） 

 ・介護予防事業（7月 12 日 ～理学療法週間事業としての実施）てんとう虫テストの実施など 

 ・各種推薦派遣事業（随時対応） 

≪公 2：学術振興事業≫ 

 ・会員向け学術集会「第 2回札幌理学療法学術大会」（演題数 20演題＋特別講演＋セミナー：2月、半日） 

 ・新人教育プログラムセミナー（第 2回札幌理学療法学術大会内での開催、2テーマ程度） 

 ・会員向け講習会①（内容未定：期日未定、半日） 

【事業計画】 

〈石狩支部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

 ・北広島市・千歳市の健康祭り出展（9月予定） 

 ・ＰＴ週間 高校生理学療法体験（7月下旬から 8月上旬） 

 ・理学療法週間 介護予防キャンペーン（7/12） 

≪公 2：学術振興事業≫ 

 ・症例検討会 年 3回（7月・9月・12 月） 

 ・会員向け講習会：小林 匠氏（9月） 

・「管理・人材育成」の勉強会 2回/年 

・支部役員会議 4回（4月・8月・11月・2月） 

≪その他事業≫ 

・新人歓迎会 7月 

【事業計画】 

〈後志支部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

 ・後志いきいき健康まつり 出展（未定） 

 ・各種推薦派遣事業 

≪公 2：学術振興事業≫ 

 ・後志支部主催講習会（年 3回） 

 ・症例検討会（年 3回；7月、10月、2月） 

≪その他事業≫ 

 ・後志支部役員会（年 4回） 

・ 新人歓迎会 

 



【事業計画】 

〈空知支部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

 ・健康祭り出展（6月岩見沢市、10月滝川市、11月栗山町） 

 ・理学療法週間事業（介護予防・健康推進指導実施  ７月中旬） 

 ・ベースボールフェスティバル（11月北空知、1月南空知） 

・高校野球空知支部予選メディカルサポート活動（春季、夏季、秋季） 

・各種派遣事業 

≪公 2：学術振興事業≫ 

 ・支部研修会（2回 6月、2月） 

・支部症例検討会（2回 7月 2月） 

・新人教育プログラム選択研修会（2回） 

・社会部勉強会（2回） 

≪その他事業≫ 

 ・支部役員会（4回：4月、8月、10月、2月）  

・社会部企画会議（3回） 

 ・支部学術教育部会議（3回） 

 ・職能局調査（地域包括ケアシステム 実地状況のアンケート ９月～１２月） 

・新人歓迎会(6月) 

【事業計画】 

〈道北支部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

  ・旭川市健康まつり参加（6月・大雪アリーナ） 

  ・理学療法週間事業開催（7月・アッシュアトリウム） 

 ・旭川地区高校野球メディカルサポート（H26年度実績 4大会） 

  ・名寄地区高校野球メディカルサポート（H26年度実績 2大会） 

  ・旭川市民体育の日スポーツカーニバル参加者サポート（6月） 

  ・旭川ハーフマラソン参加者サポート（9月） 

  ・SWEET GIRL RUN参加者サポート（9月） 

  ・バーサーロペット旭川大会参加者サポート（3月） 

  ・各種派遣推薦事業 

≪公 2：学術振興事業≫ 

  ・学術教育部会議（2回） 

  ・研修会の開催（2回） 

  ・症例検討会 3回（5-6月、8-9月、2-3月） 

  ・地域キャラバン IN 稚内（宗谷地区での研修会・7-9月） 

≪その他事業≫ 

  ・支部役員会議（5回） 

  ・拡大役員会議（1回） 

  ・支部全体集会（12月） 

  ・新人教育プログラム研修関連事業 2回 

  ・社会部各種事業事前会議（健康まつり・PT週間・スポーツ関連サポート事業） 

  ・職能部事業（感染予防対策について 10月にアンケート調査、12月に発表） 

  ・支部新人歓迎交流会（上川中部・宗谷・上川北部・留萌・富良野）（4～5月） 

  ・支部ニュース発行（6回）・編集会議（6回） 

  ・道北支部ホームページ更新：随時 

  ・上川中部地域リハビリテーション広域支援センターへの協力（年会費納入他） 

  ・富良野地域リハビリテーション広域支援センターへの協力（年会費納入他） 

  ・宗谷地域、上川北部地域リハビリテーション広域支援センターへの協力 

  ・支部長派遣（北都専門学校入学式・卒業式、医師会新年会、NPO法人総会、上川中部リハ総会他） 



【事業計画】 

〈十勝支部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

 ・各種推薦派遣事業 

・理学療法週間事業（介護予防）：7月 12日 

・高野連メディカルサポート：4月～10月 

≪公 2：学術振興事業≫ 

 ・第 1回研修会（学術・教育部企画）：10月～11月 

・第 2回研修会（職能部企画）：2月～3月 

・症例検討会（6回）：5月～10 月（月 1回開催） 

≪その他事業≫ 

・関係機関・団体・施設への挨拶状送付（1回）：5月 

・支部内会員名簿の作成と配布：5月、新人歓迎会：5月 

【事業計画】 

〈釧根支部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

  ・理学療法週間事業（介護予防）（7月 12日） 

・くしろ健康まつり（10月） 

 ・くしろ糖尿病デー市民公開講座（11 月） 

 ・こう福祉 21 厚岸町障害者（児）ふれあいフェスティバル（11月） 

・釧路市介護認定審査会 

 ・釧路地域リハビリテーション推進会議理事・運営委員 

 ・根室地域ケア研究会委員 

≪公 2：学術振興事業≫ 

 ・理学療法基礎講習会（8月） 

 ・症例検討会（7�月、11�月、3�月） 

 ・中枢疾患講習会（�月） 

・新プロ支部開催（⚪月） 

≪その他事業≫ 

 ・役員会議（5回） 

 ・社会部会議（2回） 

・職能部会議（１回） 

・新人歓迎会 

【事業計画】 

〈道東支部〉 

≪公 1：医療保健福祉事業≫ 

 ・理学療法週間「香りゃんせフェスティバルへ出展」（7月予定） 

 ・理学療法週間「高校生対象の施設（理学療法）見学」（7月～9月予定） 

 ・理学療法週間「介護予防事業」（7月 12日） 

 ・理学療法週間「啓蒙広報活動」（12～2月予定） 

 ・北見市健康まつり出展（10月 4日予定） 

 ・北見市地域包括支援センター協働事業 

≪公 2：学術振興事業≫ 

 ・道東支部研修会（年 3回：6-8月、9-11月、12-2月予定） 

 ・症例検討会（年 3回：5、11、3月予定） 

 ・新人教育プログラムテーマセミナー（年 2回：症例検討会と合わせて実施予定） 

 ・支部役員会議（年 5回：4、7、10、12、3月予定） 

・学術教育部担当者会議（年 4回：5、7、11、2月予定） 

 ・社会部担当者会議（年 4回：5、6、8、11月予定） 

 ・職能部担当者会議（年 4回：5、7、10、2月予定） 

≪その他事業≫ 

 ・遠紋地区理学療法士ネットワーク集会（年 3回予定） 

 ・支部ニュース発行（年 4回：5、8、11、3月予定） 

 ・新人歓迎会（5月予定） 
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