
令和４年度公益社団法人愛知県理学療法士会事業計画

局名 部名 事業名 令和４年度 日程 開催方法

渉外 随時

事務局会議 適時

リハビリ専門職協議会（3回、うち2回主催） 7月予定

東海北陸学会支援事業（拠出金支出及び諸会議） 10月29日・30日

政策企画事業 随時

PC管理業務 適時

年報2022作成 適時

office365活用及びWeb配信システムの管理運営 適時

白書事業 愛知県理学療法白書2022発行 6月末発行予定

災害対策啓発研修会 10月予定 Web

災害活動人材育成研修会 2月 対面

情報伝達訓練 9月予定 Web

JRAT事務局代行 適時

士会BCP作成 適時

災害対策他団体連携事業 適時

定例会議 奇数月

働き方等に関する情報発信事業（職場新人中堅エキスパート） 8,10,12月予定 動画配信

働き方等に関する研修会（メンタルケア②中堅向け） 8月～９月予定 オンライン

士会事業会員登録制度 適時 システム

施設代表者研修（士会マネジメント研修） 5月29日 対面

初級管理者育成事業指定研修 12月 オンライン

管理者ネットワーク構築事業（急性期） 7月23日 オンライン

管理者ネットワーク構築事業（第1回急性期ADL維持体制） 12月4日か11日 医療保険業務部実施

管理者ネットワーク構築事業（第2回急性期ADL維持体制） 12月4日か11日 医療保険業務部実施

管理者ネットワーク構築事業（回復期）研修1回 11月12日 オンライン

管理者ネットワーク構築事業（生活期）研修1回 10月15日 オンライン

管理者ネットワーク構築事業（地域包括）研修1回 9月10日 オンライン

管理者ネットワーク構築事業（教育）研修1回 3月25日or3月4日 オンライン

管理者資質向上研修事業  1月 オンライン

管理業務部運営会議 適宜 オンライン

保険制度等相談

事業
医療保険Q&A相談会 4／23-24 対面

理学療法士管理

者育成事業
ADL維持向上等体制加算に関するweb研修会 12月4日か11日 web

在宅医療･リハビリテーション推進研修（県事業） 12月か1月 web

第1回喀痰吸引研修事業 未定 県補助

第2回喀痰吸引研修事業 未定 県補助

喀痰吸引貸出研修 随時 県補助

介護保険Q&A相談会 4／23-24

介護施設重症化予防リハ専門職育成研修（県事業） 未定 県委託

デイケア実務者研修会 未定

訪問リハビリ実務者研修 未定 県委託

訪問リハ地域リーダー養成事業（派遣研修）

地域ケア会議推進リーダー育成事業 9～10月 対面 or オンデマンド

介護予防推進リーダー育成事業 9～10月 対面

介護予防指導者育成事業（県委託） 11月、２月 対面 県委託

地域ケア会議アドバイザー派遣事業（県委託） 毎月1回及び随時 県委託

シルバーリハビリ指導士普及事業（岩倉市委託） 随時 岩倉市委託

労災予防・復職支援事業 適時 ハイブリッド

産業理学療法学会連携事業 2月18日 ハイブリッド

健康出前講座（産業腰痛） 12月予定 youtube動画・対面

産業保健理学療法推進事業 適時 ハイブリッド

登録・認定・専門PT取得相談会 4／23-24

新人理学療法士研修会（オリエンテーション） 4月17日

症例検討会 未定

新生涯学習システム推進事業 随時

生涯学習部研修会 未定

臨床実習前後の評価（共通項目等検討） 7～8月、12～1月各1回

臨床実習に関するアンケート調査 9月

診療参加型実習研修会（臨床実習指導者フォローアップ研修） 10～11月、2～3月各1回

ウェルフェア２０２２参画事業 5/26-28 対面

介護予防推進キャンペーン事業（理学療法の日事業） 9月～10月予定 対面

パラスポーツ啓蒙イベント 4/30-5/5

他団体協力事業 随時

高齢者等社会参

画事業
高齢者等社会参画事業（ボッチャ大会）

スポーツ傷害予防事業（動画作成）

知多地区スポーツ傷害予防事業

東三河地区スポーツ傷害予防事業

スポーツ理学療法士養成事業（スポーツ関連PT養成事業）

中級障害者スポーツ指導員講習会（4日間）

愛知県高校野球連盟サポート事業 高校野球開催時

スポーツ理学療法推進者交流会

中日フェンシンク協会サポート事業 6/11～12 現地

オリパラ、アジア大会推進事業 随時

スポーツ支援部
スポーツ理学療

法推進事業

総務部

介護予防事業部

産業保健事業部

介護保険業務部

介護予防推進事

業

産業理学療法推

進事業

理学療法士管理

者育成事業

保険制度等相

談・教育事業

訪問リハ

推進事業

生涯学習部
理学療法士育成

事業

卒前教育部

理学療法士養成

教育

支援事業

社会事業部

理学療法啓発事

業

備考

管理（法人）業

務

在宅医療推進研

修事業

医療保険業務部

介護保険

業務部担当

管理業務部

他団体連携事業

情報管理部

管理（法人）業

務

災害対策部 災害対策事業

ワーク・ライフサポー

ト部
働き方改革推進

事業

事務局

職能局

学習局

社会局



チャレンジドフェア２０２2開催 11/20(日） 対面 三士会事業

学校・保育連携イベント 下半期

学校・保育連携研修会 下半期

小児地域リハビリテーション公開講座（2～3回） 2023/1～3 Web 感染状況で対面も

学校保健事業（協会連携） 未定

広報誌発行（ぴたっとあいち） 年内発行

ホームページ管理・SNS管理 随時

各種事業取材（４回） 随時

士会ニュース編集発行20５号～20８号電子版 5月・8月・11月・2月

障がい福祉サービスQ&A相談会 県学会内にて

小児・障害者福祉情報配信事業 12月 Web研修会 感染状況で対面も

小児・障がい福祉推進事業（協会連携事業） 未定

支部局全体運営会議 随時

名古屋支部研修会（2回） 未定

名古屋支部市町村管理ネットワーク構築事業（運営会議･意見交換会議） 未定

尾張支部研修会・症例検討会（5回） 10月～1月 Web、対面

尾張支部市町村管理ネットワーク構築事業 適時 Web

知多半島支部研修会･症例検討会 未定

知多半島支部市町村管理ネットワーク構築事業 未定

西三河支部研修会・症例検討会（2回） 未定

西三河支部市町村管理ネットワーク構築事業 未定

東三河支部症例検討会（1回） 1月21日 オンライン

東三河支部市町村管理ネットワーク構築事業（運営会議・研修交流等） 適時 オンライン

東三河支部理学療法士派遣事業（まちなか図書館） 9/13、12/13予定 対面

HP運営 随時 県補助

リハビリテーション情報センター運用事業 随時 県補助

名古屋市介護予防専門職派遣調整事業（名古屋市委託） 随時 名古屋市委託

安城市介護予防専門職派遣調整事業 随時 安城市委託

市区町村ネットワーク運営支援事業 随時

ダイハツ工業共同事業（健康安全運転講座） 随時 ダイハツ工業受託

地域包括ケア推進委員

会

地域包括ケア推

進事業
定例会議 随時

表彰委員会 表彰事業 各種表彰対応 随時

組織・事業

検討委員会

組織･事業管理

事業
組織検討･事業検討会議 随時

定例会議 随時

他団体連携事業 随時

定例会議 随時

国際活動推進研修会 未定

国際活動啓蒙事業（動画） 随時 動画配信

選挙管理委員会 役員選挙 令和5･6年度役員選挙 各選挙実施準備・選挙人管理 12月予定 ※管理費

その他 総会・理事会 2022/5/29（総会） ※管理費

アジア競技大会

支援事業

国際活動推進

検討委員会
国際活動活動推

進事業

支部局事業
地域理学療法士

活動支援事業

リハビリテーション

情報センター

リハ情報セン

ター事業

地域リハ活動支

援事業

小児地域保健部
小児理学療法推

進事業

広報部
理学療法広報事

業

小児・障がい福

祉

推進事業

介護予防事業部

より

支部局

リハビリ

テーション

情報セン

ター

委員会

小児・障がい

福祉事業部

2026アジア競技大会

支援委員会


