平成 25 年度

沖縄県理学療法士協会年次事業計画

平成 25 年
３月 ２９日（金）
５月

２４日（金）～２６日（日）

６月

７月

８日（土）
理 学 療 法 月 間

８月

９月
10 月 ４（金）～５日（土）
11 月
２２日（金）
２３日(土)～２４日(日)

12 月

主 事 業
国家試験発表 入会案内発送準備
第４８回日本理学療法学術大会；愛知県
沖縄理学療法研究会（沖縄臨床実習指導者研修会）開催
平成２３年度新人異動会員オリエンテーション；てだこホール
第１回沖縄県理学療法士講習会開催 嘉手納中央公民館
第１回沖縄理学療法講習会開催 嘉手納中央公民館
第９５回全国高等学校野球選手権高校野球；医療サポート
平成２５年度第 1 回定時総会
日本理学療法士協会代議員 沖縄県 5 名参加
『理学療法の日』
理学療法フェア 2013；県内大型ショッピングセンターにて開催
八重山ブロック新人教育プログラム研修会開催（必須初期）
北部ブロック新人教育プログラム研修会開催（選択）
宮古ブロック新人教育プログラム研修会開催（必須初期）
中部ブロック新人教育プログラム研修会開催（選択）
南部ブロック新人教育プログラム研修会開催（選択）
※各ブロック新人・異動会員歓迎会開催
本島ブロック合同新人教育プログラム研修会開催（必須初期）
宮古ブロック新人教育プログラム研修会開催（選択）
八重山ブロック新人教育プログラム研修会開催（選択）
第２回沖縄理学療法講習会開催
一般対象のスポーツ関連講習会開催；対象者（中学生・指導者・保護
者）
県民健康フェア 2013 ブース出展
第３・４回沖縄理学療法講習会開催
第６３回沖縄県高等学校野球秋季大会；医療サポート
第 48 回全国学術研修大会；静岡県
第５回沖縄理学療法講習会開催
第 15 回沖縄県理学療法学術大会
平成２５年度第１回九州ブロック士会長会議・九州 POT 合同士会長会
議
第３５回九州理学療法士・作業療法士合同学会；熊本県
ＪＩＣＡ国際協力・交流フェスティバル２０１３出展
一般対象のスポーツ関連講習会開催；対象者（中学生・指導者・保護
者）
石垣市健康福祉祭り出展参加

平成 26 年
１月
２月
３月
２９日（土）

日本理学療法士講習会（基本編）
平成２５年度第 2 回定時総会；てだこホール（浦添市）
平成２５年度第２回九州ブロック会会長会議；熊本
第６０回沖縄県高等学校野球春季大会；医療サポート
沖縄理学療法学術誌の刊行

その他 ； 理事会開催（毎月第二水曜日）
献血推進強化月間（２月・７月１１月）

広報誌（毎月発行）
研究・論文執筆支援システム

平成 25 年度各局事業計画
会
長
総括事業内容
１） 第 15 回沖縄県理学療法学術大会委員会発足
２） 第 51 回全国学術研修大会準備委員会発足
３） 政治を考える委員会および各都道府県連盟等情報収集、会議参加
４） 日本理学療法士協会及び九州ブロック会会議参加
５）
副

会

県内外の諸団体との協議会議等の参加
長

実施事業名：
１）

会長業務の補佐

２）

各局業務の統括

３）

表彰審査委員会に関する業務

総括事業内容
１．会長業務の補佐
①リハビリテーション関係団体各会議等への出席
２．各局業務の統括
①各局会議への参加、助言等
３．表彰審査委員会に関する業務
①優秀賞の選定、理事会推薦
②功労賞の選定、理事会推薦
③表彰審査基準規程の作成
事

務

局

実施事業名：
１）総会の開催

担当部

総務部

２）新人・異動会員オリエンテーションの開催

担当部

総務部

３）ＦＡＸ通信の発行

担当部

総務部

４）各ブロック内施設 PT 責任者会議開催

担当部

ブロック担当

５）離島支援事業（年 2 回講習会開催）

担当部

ブロック担当

６）会員動向調査の実施

担当部

調査部

７）新人・異動会員歓迎会の開催

担当部

福利厚生部

８）各ブロックスポーツ大会開催

担当部

福利厚生部

９）広報誌発行

担当部

広報部

10）会員ニュース発行

担当部

広報部

11）ホームページの管理運営

担当部

広報部

総括事業内容
１．事務局
事務局会議開催（2 回/年）：副会長・担当理事・部長・副部長の参加
２．各部
（１） 総務部
①公文書・刊行物等の発送・受領及び保管
②総会運営と議事録作成
③新人・異動会員オリエンテーションの開催
④関係機関（沖縄県・市町村・法務局等）への申請と報告

⑤総会資料及び九州合同学会誌等の発送作業
⑥会員からの問い合わせ（問合せ書）への対応
⑦会員名簿の作成・保管（会員管理システムの運用）
⑧会員入会・退会・休会・復会・異動に関する管理
⑨新人・異動会員オリエンテーションの開催
⑩慶弔申請への対応
⑪ＦＡＸ通信の発行
（２） 財務部
①平成 24 年度一般会計収支決算書作成および財務諸表の作成
②平成 25 年度各局財務管理
③平成 26 年度一般会計補正予算書策定
④平成 26 年度予算書作成
⑤会費管理
ア）包括的会員管理システム活用による会費納入状況の確認
イ）協会より送金される会費の管理
⑥財務・会計処理代行業者との財務状況確認
（３） ブロック担当部
①各ブロックの活動支援
ア）新人オリエンテーションのブロック開催の支援
イ）新人教育プログラムのブロック開催の支援（教育部と連携）
ウ）ブロック長会議（年 2 回；春・秋）
エ）各ブロック施設長・責任者会議（新規事業）
オ）離島支援事業（年 2 回講習会開催）
（４） 調査部
①会員動向調査の実施
②各局への調査要請、独自調査の実施
（５） 福利厚生部
①新人・異動会員歓迎会開催。（各ブロック）
②各ブロックスポーツ大会（H24 未実施）
（６） 広報部
①広報誌発刊（4 回/年）
②会員ニュース発刊（1 回/月）
③ホームページ管理運営
社 会 職 能
実施事業名：

局

１）局・各部会議開催（１回／月）

担当部

社会職能局各部

２）スポーツ支援に関する活動

担当部

スポーツ事業部

３）国際支援に関する活動

担当部

国際支援部

４）理学療法月間に関する事業

担当部

渉外部

５）講師・委員派遣に関する事業

担当部

渉外部

６）理学療法講演会（一般向け）開催に関する事業

担当部

渉外部・スポーツ事業部

７）健康まつり等への参加に関する事業

担当部

渉外部

８）献血に関する事業

担当部

渉外部

９）地域支援事業

担当部

地域支援部

10）訪問リハビリテーションに関する事業

担当部

訪問リハ推進部

11）通所リハビリテーションに関する事業

担当部

通所リハ推進部

総括事業内容
１．社会職能局各部会議開催
１）局会議：不定期開催
２）社会事業部：①スポーツ事業部（毎月第 4 水曜日）

②国際支援部（不定期）

３）渉外部：毎月第 4 木曜日
４）職能事業部：①地域リハ推進（毎月第 4 水曜日）

②通所リハ推進部（奇数月第 3 木曜日）

③訪問リハ推進部（偶数月第 3 水曜）
２．スポーツ支援に関する活動
１）高校野球大会の医療サポート活動の実施(全国選手権沖縄大会・秋季大会・春季期大会)
２）高校野球などスポーツ医療サポートメンバー養成のための講習会開催
・対象：会員

・実施回数：年 2 回（離島を含む）

３）スポーツ障害予防のための講習会の開催
・対象：一般(中学・高校 3 校程度：学生・保護者・指導者)
４）ぽけっとガイド（小冊子

／

パンフレット）の作成

５）会員意識調査
スポーツ事業部

企画に関する要望や参加希望の調査

３．国際支援に関する活動
１）JICA 沖縄主催の国際協力・交流フェスティバル等への出展（渉外部共同事業）
・市民への当会国際貢献活動に関する広報・啓発
２）JICA 草の根技術協力事業 応募
３）日本理学療法士協会国際部主催

国際教育セミナー（年 2 回） 参加

４）その他
４．理学療法月間に関する事業（理学療法月間 2013 の企画・開催）
・7 月 17 日の理学療法の日を中心としたイベントの企画を展開する。
・理学療法月間として長期に期間を設定し、様々なイベントを企画する。
１）理学療法フェア 2013

7 月 14 日（日）または 7 月 7 日（日）。

・県内の大型ショッピングセンターで開催
・理学療法士の紹介・健康相談・介護相談・進路相談
・自助具、義肢・装具の展示や体験コーナー（自助具作り等）の設置
・ミニ講演会の開催・介助教室：移乗動作等の学習教室の開催
２）施設見学（PT の働く現場の見学推進）
５．講師・委員派遣に関する事業
１）公益事業推進リーダー研修会
２）県老人クラブ連健康つくり推進事業委員及び講師派遣
３）県民健康フェア実行委員派遣
６．理学療法講演会（一般向け）開催に関する事業
１）出前講座・ミニ講座
①講演可能なライブラリーの作成
７．健康まつり等への参加に関する事業
１）県民健康フェア
２）国際交流フェスティバル

②講師養成・発掘

３）県内市町村主催健康まつりへの出展（2～3 市町村）
８．献血に関する事業
１）献血推進月間（7 月、11 月、2 月

予定）

２）献血推進ゆいま～るプロジェクトの推進
９．診療報酬・介護報酬に関する情報の収集と提供
10．地域支援事業
１）障害者団体のサポートと関わるボランティアスタッフへの技術知識指導
２）スタッフ教育講演会、勉強会の開催
３）４年に１回程度の交流会の開催
11．訪問リハビリテーションに関する事業
１）訪問リハビリテーション研修会の開催
２）勉強会の開催
３）訪問リハステーションに向けた情報の集積と発信
12．通所リハビリテーションに関する事業
１）定期連絡会の開催
２）研修会の開催
13．その他
１） (社)日本理学療法士協会や他団体・機関等からスポーツ・診療報酬・国際支援活動に関する
アンケート調査への対応
２）障害者スポーツへの支援活動の情報収集

教

育

学

術

局

実施事業名
１）臨床実習指導者研修会の開催の開催

担当部

教育部

２）新人教育プログラム研修会の開催

担当部

研修部

３）専門領域講習会の開催

担当部

学術部

４）沖縄県理学療法学術誌の発行

担当部

学術誌部

５）理学療法研究会の開催

担当部

学術部

総括事業内容
1．教育学術局
（1）教育学術局会議の開催（4 回／年）

参加者：副会長、担当理事、部長、副部長など

①第 1-3 回局会議（事業計画／事業報告・調整／事業報告・企画）
2．教育担当
（1）教育部
①臨床実習指導者に関する研修会の開催（1 回／年）
ア）臨床実習指導者研修会の開催
②新人教育プログラム研修会の開催（13 回／年）
ア）初期必須研修会の開催（3 回／年）
宮古ブロック

（1 回／年）

八重山ブロック

（1 回／年）

沖縄本島３ブロック合同

（1 回／年）

イ）選択研修会の開催（10 回／年）
南部ブロック

（2 回／年）

中部ブロック

（2 回／年）

北部ブロック

（2 回／年）

宮古ブロック

（2 回／年）

八重山ブロック

（2 回／年）

③会議（6 回／年）
ア）第 1-3 回教育学術局会議
イ）第 1-3 回教育部会議（事業進捗・調整／本島ブロック合同／宮古・八重山ブロッ
ク）
3．学術担当
（1）学術部
①理学療法研究会の開催（1 回／年）
②専門領域講習会の開催（6～7 回／年）
③学術誌の出版事業（1 回／年）
④優秀論文表彰
⑤研究・論文執筆支援システム事業
⑥会議（6 回／年）
ア）第 1-3 回教育学術局会議
イ）第 1-3 回学術部会議（学術誌拡大編集／編集／事業進捗・調整）
4．生涯学習担当
（1）生涯学習部
①生涯学習システム運用に関すること

