
 

平成 27年度事業報告  

１． 会務記録（代表理事・鳥山喜之、坂口勇人、加藤文之） 

 

4月2日(木) 愛知県看護協会脳卒中リハビリテーション看護認定看護師教育課程開講式(鳥山） 

4月4日(土) 第9回名古屋市認定審査会（鳥山） 

4月9日(木) 山口和之氏と懇談(坂口） 

4月12日(日) 全国三士会合同士会長会議（鳥山） 

4月17日（金） 社会福祉法人サンライフ/サン・ビジョン 国際シンポジウム・記念祝賀会（鳥山） 

4月20日(月) 第1回地域医療再生に関する多職種連携協議会（鳥山） 

4月24日（金） Ｈ26期末監査（坂口・加藤） 

4月26日（日） 理事会（鳥山・坂口・加藤） 

4月26日（日） 新入会員オリエンテーション（鳥山・坂口・加藤） 

5月12日(火) 三士会長会議（鳥山） 

5月15日(金) 大村知事昼食懇談会（坂口） 

5月21日(木) ウェルフェア 2015（鳥山） 

5月22日(金) ウェルフェア 2015（坂口） 

5月23日(土) ウェルフェア 2015（加藤） 

5月23日(土) 第23回愛知県作業療法学会（鳥山） 

5月31日(日) 第2回定時総会（鳥山・坂口・加藤） 

5月31日(日) 理事会（鳥山・坂口・加藤） 

6月 6日(土) 東海北陸ブロック理学療法士協議会理事会（鳥山） 

6月 6日(土) 日本理学療法士協会50周年式典（鳥山・加藤） 

6月 7日(日) 第10回愛知県言語聴覚士会学術集会（鳥山） 

6月12日(金) 日本理学療法士協会理事懇談会（鳥山） 

6月13日(土) 日本理学療法士協会平成27年度定時総会（鳥山・坂口） 

6月22日(月) 第3回地域医療再生に関する多職種連携協議会（鳥山） 

6月25日(木) 愛知県医務国保課と懇談（鳥山） 

6月25日(木) 愛知県医師会（鳥山） 

6月27日(土) あいち福祉医療専門学校教育課程編成委員会・学校関係者評価委員会（鳥山） 

7月12日(日) 全国介護予防キャンペーン(鳥山) 

7月13日(月) 第4回地域医療再生に関する多職種連携協議会（鳥山 ） 

7月18日(土) 理事会（鳥山・加藤） 

8月 1日(土) 第38回総合リハビリテーション研究大会 プレ研究会（鳥山） 

8月17日(月) 第4回地域医療再生に関する多職種連携協議会（鳥山） 

8月31日(月) 日本理学療法士協会人材育成対策会議（鳥山） 

9月 5日(土) 多職種連携の理解を図るための模擬事例検討（鳥山） 

9月11日(金) 名古屋市在宅医療・介護連携推進会議(鳥山） 

9月11日(金) 名古屋市医師会在宅医療・介護連携支援施インター開所式典（鳥山） 

9月12日(土) 日本理学療法士協会倫理担当者研修会（坂口） 

9月18日(金) 第38回総合リハビリテーション研究大会 （鳥山） 

9月19日(土) 理事会（鳥山・坂口） 

9月25日(金) 愛知県看護協会 脳卒中リハ看護認定看護師教育課程修了式（鳥山） 

10月2日（金） 日本理学療法士連盟研修・会国会見学会（坂口） 

10月3日(土) 第31回東海北陸学術大会（鳥山） 

10月4日(日) 第31回東海北陸学術大会（鳥山） 

10月19日(月) 第5回地域医療再生に関する多職種連携協議会（鳥山） 

10月23日(金) 中間監査（鳥山・坂口・加藤） 



 

10月24日(土) 公明党愛知県本部団体懇談会(鳥山） 

11月8日(日) 日本理学療法士協会平成27年度組織運営協議会（鳥山） 

11月9日(月) いとう渉衆議院議員 がんばろまい わたる会総会（鳥山） 

11月10日(火) 第6回地域医療再生に関する多職種連携協議会（鳥山） 

11月10日(火) 名古屋市保険医療課地域医療計画について（鳥山） 

11月16日(月) 愛知県在宅療養支援診療所連絡会（鳥山） 

11月19日(木) 愛知県国民医療推進協議会（鳥山） 

11月21日(土) 理事会（鳥山・坂口・加藤） 

11月28日(土) あいち福祉医療専門学校教育課程編成委員会（鳥山） 

12月5日(土) チーム医療推進事業研修挨拶（鳥山） 

12月6日(日) 日本理学療法士協会第7回理事懇談会（鳥山） 

12月7日(月) 第7回地域医療再生に関する多職種連携協議会（鳥山） 

12月17日(木) 愛知県在宅療養支援診療所連絡会（鳥山） 

12月25日(金) 名古屋市保健医療課来局（鳥山） 

1月16日(土) 理事会（鳥山・坂口・加藤） 

1月17日(日) 新人教育プログラム研修会(鳥山） 

1月18日(月) 愛知県在宅療養支援診療所連絡会（鳥山） 

2月13日(土) 地域リハビリテーション専門職介護予防指導者育成事業地区研修会（鳥山） 

2月15日(月) 平成27年度愛知県在宅医療推進協議会（鳥山） 

2月15日(月) 愛知県在宅療養支援診療所連絡会（鳥山） 

2月21日(日) リハビリテーション教育評価機構評価員研修（鳥山） 

2月26日（金） 日本理学療法士連盟総会・研修会（坂口） 

2月27日(土) 第11回愛知県医療ソーシャルワーカー学会開会式（鳥山） 

3月4日(金) 星城大学リハビリテーション学院卒業式（鳥山） 

3月4日(金) 名古屋市在宅医療・介護連携推進会議（鳥山） 

3月10日(木) 東名古屋附属リハビリテーション学院卒業式（鳥山） 

3月11日(金) あいち福祉医療専門学校教卒業式（鳥山） 

3月11日(金) 名古屋市在宅医療・介護連携支援センター開所式典（鳥山） 

3月11日(金) 平成28年度診療報酬説明会（鳥山） 

3月12日(土) 福井県理学療法士会公益法人化記念式典・祝賀会（鳥山） 

3月13日(日) 第25回愛知県理学療法学術大会（鳥山・坂口・加藤） 

3月16日(水) 東海医療科学専門学校卒業祝賀会（鳥山） 

3月18日(金) 平成27年度トライデントスポーツ医療看護専門学校卒業式（鳥山） 

3月19日(土) 理事会（鳥山・坂口・加藤） 

3月20日(日) 平成27年度訪問リハビリテーション実務者研修（鳥山） 

3月21日(月) 3協会合同都道府県士会長会議（鳥山） 

3月27日(日) 地域リハビリテーション専門職介護予防指導者育成事業全体報告会（鳥山） 

3月28日(月) 愛知県在宅療養支援診療所連絡会（鳥山） 

 

 

２．公的委員派遣 

   ①半田市障がい者自立支援認定審査会委員    池田潤一 

   ②西尾市生涯支援区分認定審査会委員    山口慎也 

   ③岡崎市障がい者自立支援審査会         山本佳司・赤木充宏・安井隆光 

   ④碧南市障害者総合支援法による障害支援区分認定審査会委員  山口愼也 

   ⑤半田市介護認定審査会委員         石川美穂・安井義雄・竹内有三 

   ⑥一宮市地域包括支援センター運営協議会委員   長谷川祐一 

   ⑦名古屋市介護認定審査委員（西区）    溝口眞健 



 

   ⑧名古屋市介護認定審査委員（天白区）        細江浩典・山本昌史 

   ⑨地域再生に関する多職種連携協議会委員    鳥山喜之 

   ⑩愛知県介護予防推進会議委員     星野茂 

   ⑪愛知県介護予防推進会議作業部会委員    都築晃 

   ⑫西尾市地域包括ケアシステム推進会議介護予防・日常生活支援総合事業部会部会員   山下正倫 

   ⑬幸田町地域包括ケア推進リーダー、介護予防推進リーダー  石原直樹 

  

３．渉外 

（１）講師等派遣 

  ①訪問栄養研修会シンポジスト講師    二井俊行 

  ②介護支援専門員研修カリキュラム調整会議    安藤竜也 

  ③名古屋市シルバー人材センター講演会講師   荒谷幸次 

  ④地域医療構想セミナー出席     星野茂 

  ⑤2015医療・教育・福祉・健康系オール学校ガイダンス   熊澤輝人・近藤達也 

  ⑥トライデントスポーツ医療看護専門学校教区家庭編成委員  鳥山喜之 

  ⑦学校法人セムイ学園 教育課程編成委員会及び学校関係者評価委員会委員 熊澤輝人 

  ⑧学校法人電波学園学校関係者評価委員・教育課程編成委員  鳥山喜之 

  ⑨半田市介護予防事業「100歳めざす講座」講師   村田旭 

  ⑩半田市運動機能向上フォーローアップ教室講師   医療法人メディライフあべクリニック 

  ⑪愛知県歯科衛生士会臨床保健委員会講師    清水隆司 

  ⑫リハビリテーション教育評価機構評価員    鳥山喜之 

   

 （２）会議等出席 

  ①リハビリテーション専門職協議会合同士長会議   鳥山喜之 

  ②日本理学療法士協会設立50周年記念式典・祝賀会       鳥山喜之・加藤文之・星野茂 

  ③日本理学療法士協会倫理担当者研修会    坂口勇人 

  ④日本理学療法士協会選挙管理運営委員会    鈴木剛 

  ⑤日本理学療法士協会都道府県理学療法士会事務局長会議  星野茂 

  ⑥日本理学療法士協会臨時都道府県理学療法士会会長会議  鳥山喜之 

  ⑦日本理学療法士連盟研修会     坂口勇人・保村豊 

  ⑧日本理学療法士協会組織運営協議会    鳥山喜之 

  ⑨東海北陸ブロック生涯学習担当者会議    森嶋直人・松田 

  ⑩東海北陸ブロック災害対策担当者会議    三宅わか子・西山知佐 

  ⑪地域医療構想セミナー      星野茂 

  ⑫東海北陸ブロック理学療法士協議会理事会    星野茂 

  ⑬第31回東海北陸理学療法学術大会災害対策担当者会議  三宅わか子 

  ⑭地域ケア個別会議（模擬研修会）」に関するモデル研修   星野茂・都築晃 

  ⑮日本理学療法士連盟総会・研修会     坂口勇人・片岡寿雄・星野茂・保村豊 

 

 （３）後援名義許可 

  ①名古屋市介護サービス事業者連絡研究会第１回施設サービス部会 

  ②第23回愛知県作業療法学会 

  ③第10回愛知県言語聴覚士学術大会 

  ④第22回日本赤十字リハビリテーション協会研修会 

  ⑤朝日高齢者福祉セミナー2015 

  ⑥一般社団法人ハッピーネット設立記念講演会 

  ⑦合同会社 gene開催セミナー 

  ⑧第55愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会 



 

  ⑨第23回日本慢性期医療学会 

  ⑩第38回総合リハビリテーション研究大会 

  ⑪藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科卒後研修会 

  ⑫第13回日本臨床医療福祉学会 

  ⑬第5回早期リハビリテーション研究会 

  ⑭全国在学支援診療所連絡会 第4回全国大会 

  ⑮名古屋大学大学院医学系研究科（保健学）市民公開講座 

  ⑯日本転倒予防学会 第3回学術集会 

  ⑰日本失語症協議会 第30回全国大会愛知大会 

  ⑱第19回運動系体表解剖セミナーＡコース 

  ⑲第53回中部理学療法学会 

  ⑳第56回愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会 

  ㉑第6回早期リハビリテーション研究会 

  ㉒全国リハビリテーション学校協会第2回東海ブロック会教育研修会 

  ㉓循環器アドバンスドセミナー 

  ㉔第11回愛知県医療ソーシャルワーク学会 

  ㉕認知症の人と家族の会35周年記念講演会 

  ㉖桜山リハビリテーション研究会第1回研修会 

  ㉗愛知県歯科衛生士会第6回県民公開シンポジウム 

  ㉘第57愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会 

  ㉙中部リハビリテーション専門学校同窓会第2回卒後症例検討会・卒後研修会 

  ㉚第7回早期リハビリテーション研究会 

  ㉛株式会社 gene開催セミナー 

 

４．事務局（局長：星野茂） 

＜総務部＞ 部長：池野 倫弘 

１）会員の入退会・異動（3月末日） 会員数5,055名（うち自宅会員883名）  会員所属施設数764施設 

   平成27年度新入会員 455名  復会12名  休会78名  退会114名（未納退会者44名含む） 

       県外異動  転入71名   転出 71名 

２）諸会議運営    

 ①理事会開催 

臨時理事会 平成27年 4月 26日（日） TKP名古屋駅前カンファレンスセンター 

第1回理事会  5月 31日（日） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第2回拡大理事会  7月 18日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第3回理事会  9月 19日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第4回理事会  11月 21日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第5回拡大理事会 平成28年 1月 16日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第6回理事会  3月 19日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

 

 ②新入会員オリエンテーション 

4月26日（日）13時～16時（TKP名古屋駅前カンファレンスセンター） 

参加者 会員（入会予定者含む）230名 

 ③第2回定時総会 5月31日（日）14時30分～15時（ＴＫＰ名古屋栄カンファレンスセンター） 

   参加会員数 2378名（委任状含む） 

 ④施設代表者会 

  5月31日（日）12時～14時30分（ＴＫＰ名古屋栄カンファレンスセンター） 

参加者会員 124名 会員外参加者 3名 

・ランチミーティング 各地域におけるグループディスカッション 



 

（地域包括ケアシステム構築に向けて 各地域での活動・問題点について） 

・講演「公益法人となった愛知県理学療法士会が向かうべき姿について」 

 講師：鳥山喜之・星野茂 

３）資料の収集、内外の文書処理 

 

＜財務部＞ 部長：細江浩典 

１）会費及び入会金の管理、その他の収支管理 

２）各部局の会議費・事業費の仮払い、精算 

３）予算作成、年度末会計処理 

４）資産の管理 

 

５．社会局（局長：熊澤輝人） 

＜社会部＞ 部長：石田智大 

 １）  ウェルフェア 2015 参加者 会員90名 会員外1040名（ポートメッセなごや）  

 5月21日（木）～23日（土）10時～17時 

 来場者の体力測定と運動指導及び小児・健康づくり等の個別相談会を行う 

 ２）  全国介護予防推進キャンペーン 

 7月12日（日）11時～16時（アピタ長久手店 2階催事場） 

 参加者 会員19名  会員外（一般）780名 

 「理学療法士による介護予防って？ ～理学療法士って知ってますか？～」 

 介護予防に関するリーフレットの配布・体組成計を使った体力分析・個別健康相談 

 ３）  市民公開講座  

 3月13日（日）13時～14時（刈谷市総合文化センター） 

 講師：渡辺哲雄「ストーリー・ケアの勧め ～初期認知症高齢者から自発性を引き出すケア方法～」 

 参加者 会員 148名  会員外 31名 

 

＜健康福祉部＞ 部長：荒谷幸次 

１） 高校野球連盟支援事業   

4月26日（日）29日（水）（岡崎市民球場）   参加者 会員8名  会員外40名 

6月20.21日（土・日）（岡崎市民球場）   参加者 会員8名  会員外40名 

7月26日（日）（岡崎市民球場）26日（日）（小牧市民球場）28.29日（火.水）（瑞穂球場） 

参加者 会員16名  会員外80名 

    9月22日（火）小牧市民球場10月3日（土）熱田球場   参加者 会員8名 会員外80名 

  ２）傷害予防教育推進事業  

   ①9月19日（土）17時～19時（中部大学）参加者 会員5名 会員外80名  

 少年野球チームに対し、野球で起こりうる傷害の病態説明、予防方法について講義・実技形式で指導 

 講師：伊藤岳史・竹中裕人・鈴木達也・矢澤浩成・森匡宏・後藤慎 

   ②12月12日（土）14時30分～17時（トライデントスポーツ医療看護専門学校） 参加者 会員 30名 会員外 15名 

 「足関節捻挫の予防とリハビリテーション」 

 講師：深谷泰士・銭田良博・山本昌樹 

 参加者 会員 30名 会員外 15名 

   ③11月8日（日）9時～12時（尾張旭市東中学校） 参加者 会員2名 会員外 64名  

 「スポーツ傷害予防講座～バスケットボール もっと激しく！もっと安全に！」 

 講師：宮川博文・井上雅之・稲見崇孝 

   ④12月13日（日）13時～16時（豊橋創造大学） 

 「体幹を極める」 第１部「スポーツと体幹」 

   第２部「体幹使用！ケガ予防とスキルアップ」 

 講師：小林素視・四ノ宮祐介・岡本健史・近藤悟司・鈴木順平・吉村和樹・前納啓典・川口聖史・彦坂英伺 



 

 参加者 会員20名 会員外105名 

３）セカンドライフフェスタ＆あいちさんフェスタ in半田 参加者 会員 25名 会員外152名 

 11月21日（土）9時～15時30分（半田市福祉文化会館） 

半田市の事業に参加し、地域住民の体力チェック（筋力・バランス・柔軟性・健脚度）を行い、測定結果をもとに指導・ 

助言を行う 

  ４）名古屋市障害者スポーツ指導員養成研究会（初級） 

 1月23日（土）15時45分～17時45分（名古屋市障害者スポーツセンター） 

 講師：荒谷幸次「障害の理解とスポーツ身体障害」 

５）介護福祉士等介護技術向上研修 

 12月12日（土）13時～16時（名古屋国際会議場） 

 講師：篠田明「身体にやさしい移乗方法～ノーリフティングポリシーを通じて～」 

 参加者 会員110名  会員外 5名 

 

＜小児福祉部＞ 部長：鵜飼宏和 

  １）第20回小児領域の地域リハビリテーション公開講座～障害への対応～（ＴＫＰ名古屋栄カンファレンスセンター） 

   ①10月4日（日）10時～14時50分  参加者 会員43名  会員外36名 

    講師：松野俊次「障がい児・者福祉制度改正について～地域での暮らしを支える～」 

    講師：森下典代「ことばの育ちとコミュニケーション－その理解と支援－」 

   ②11月8日（日）10時～14時50分  参加者 会員 60名  会員外 40名 

    講師：石田弘子「小児の理学療法と母親、家族支援について」 

    講師：中路純子「子どもの発達の道筋と関わり方について」 

   ③12月6日（日）10時～14時50分  参加者 会員 40名  会員外 40名 

    講師：麻生幸三郎「重症心身障害児者 医療福祉の課題」 

    講師：鈴木由夫「重症心身障害者の地域での生活支援」 

２）こどもの福祉機器展～チャレンジドフェア 2016～ 小児専門の福祉機器展示会 

 3月5日（土）6日（日）10時～16時（あいち健康プラザ） 参加者 会員 50名  会員外 900名（300組） 

 講師：山本佳司「こどもに車いすを合わせるときのチェックポイント」 

 

＜広報部＞ 部長：近藤達也 

１） ホームページ管理 

２） 広報誌ぴたっとあいち第14号発行23,000部及び関係諸団体へ発送 

３） 愛知県理学療法士会オリジナルキャラクターマスコット（ピー太、ピー子）各１体制作 

 

＜ニュース編集部＞ 部長：後藤亮吉 

１） 愛知県理学療法士会ニュース編集・発行  

会員及び他府県理学療法士会・養成校・関係団体へ送付 

No.177号（5月初旬発行4900冊） 

No.178号（8月初旬発行5100冊） 

No.179号（11月初旬発行4900冊） 

No.808号（2月初旬発行5100冊） 

 

６．職能局（局長：熊谷泰臣） 

＜業務推進部＞ 部長：石田悦二 

   １）研修会  

①施設代表者会研修会（リハビリ領域におけるリスクマネイジメント研修） 参加者  会員120名  会員外5名 

 5月31日（日）10時30分～11時30分（ＴＫＰ名古屋栄カンファレンスセンター） 

講師：鈴木雅盛「医療・介護における法令順守について」 

   ②第１回研修会 「理学療法（士）のこれまでと、これから」 参加者 会員49名  会員外12名 



 

  6月7日（日）13時30分～16時30分（あいち福祉医療専門学校） 

  講師：片岡寿雄「理学療法（士）のこれまでと、これから」 

 ③介護予防推進リーダー導入研修会  参加者 会員43名  会員外0名  

  9月6日（日）10時～16時（あいち福祉医療専門学校） 

  講師：池野倫弘・小畑匡史 

 ④地域包括ケア推進リーダー導入研修会   参加者 会員58名 会員外0名  

  9月13日（日）10時～16時（あいち福祉医療専門学校） 

  講師：星野茂・張本浩平 

２）第6回訪問リハ・地域リーダー会議出席 梅田典宏・二井俊行 

5月21日（木）22日（金）（東京都タイム 24） 

・これまでの経緯と今後の活動方針 

・地域ブロック制について 

・昨年度研修会の報告 

   ３）地域リハビリテーション専門職介護予防指導者育成事業 

 ①全体会 参加者 会員198名 会員外 86名 

1月10日（日）10時20分～15時45分（名古屋中小企業振興会館） 

  講師：後藤恵子「愛知県における新総合事業に向けての取組－介護予防を中心に－」 

  講師：津下一代「新総合事業 地域包括ケアシステムにおけるリハ専門職に期待すること」 

  実践報告：安本勝博「介護予防に資する住民の主体的活動の立ち上げとその考え方」 

  実践報告：逢坂信子 

「地域包括ケアシステムにおけるリハ専門職の具体的動き方～介護予防について～」  

  実践報告：藤井達也「言語聴覚士による介護予防の実践」 

  実践報告：太田崇「安城リハネットワークの活動」 

  パネルディスカッション「先進地域に学ぶリハビリテーション専門職による介護予防への取り組み」 

 ②地区研修会（名古屋会場） 参加者 会員81名 会員外17名 

 1月24日（日）13時～17時（栄ガスビル） 

  講師：星野茂「愛知県における多職種連携と介護予防事業について」 

  講師：横山茂紀「名古屋市における介護予防事業へのリハビリテーション専門職活用について」 

  藤田正之「先進地域の取り組みとリハ専門職活用Ｑ＆Ａ」 

  グループワーク  コーディネーター：熊谷泰臣  アドバイザー：藤田正之 

 ③地区研修会（尾張会場） 参加者 会員57名 会員外 23名 

 2月6日（土）13時～17時（犬山国際観光センター） 

  講師：宮治眞「多職種連携の意義について」 

  講師：暮石弘美「大口町における介護予防事業へのリハビリテーション専門職活用について」 

  講師：逢坂伸子「先進地域の取り組みとリハ専門職活用Ｑ＆Ａ」 

グループワーク  コーディネーター：小幡匡史  アドバイザー：逢坂伸子 

 ④地区研修会（三河会場） 参加者 会員75名 会員外19名 

 2月7日（日）13時～17時（豊橋商工会議所） 

  講師：宮治眞「多職種連携の意義について」 

  講師：手島知江「豊橋市における介護予防寺領へのリハビリテーション専門職活用について」 

  講師：逢坂伸子「先進地域の取り組みとリハ専門職活用Ｑ＆Ａ」 

グループワーク  コーディネーター：岩丸陽彦 アドバイザー：逢坂伸子 

 ⑤地区研修会（知多会場） 参加者 会員42名 会員外 14名 

 2月13日（土）13時～17時（中部国際空港セントレア） 

  講師：宮治眞「多職種連携の意義について」 

  講師・神谷みづ穂「半田市における介護予防事業へのリハビリテーション専門職活用について」 

  藤田正之「先進地域の取り組みとリハ専門職活用Ｑ＆Ａ」 

  グループワーク  コーディネーター：有馬征宏  アドバイザー：藤田正之 



 

 ⑥全体会報告会 参加者 会員 42名 会員外14名 

 3月27日（日）13時～16時（名古屋国際会議場） 

      各地区における介護予防に関するグループワークの報告 

  ・名古屋会場：熊谷泰臣・三河会場：岩丸陽彦 

  ・尾張会場：小幡匡史・知多会場：有馬征宏  

      愛知県３士会による決意表明 

 ４）訪問リハビリテーション実務者研修会 

 ①11月8日（日）10時～16時（国立病院機構名古屋医療センター） 参加者 会員36名 会員外17名 

  「活動・参加につながるリハビリテーションを目指して」 

講師：吉良健司「活動・参加につなげる訪問リハビリテーションの理解と実践」 

事例報告・グループワーク 

 ②2月7日（日）10時～16時（国立病院機構名古屋医療センター） 参加者 会員62名 会員外28名 

  「活動・参加への実践と情報共有・リスクマネイジメント」 

  グループワーク・事例共有 

  講演「活動・参加におけるリスクとリスクマネイジメント」 

  情報提供「アプリを活用した情報共有～iTheratyの活用～」 

③3月20日（日）13時～16時30分（国立病院機構）名古屋医療センター）参加者 会員62名 会員外28名 

       「多職種連携の必要性を理解するとともに、愛知県内の訪問サービスの現状について理解する」 

      講師：野田正治「愛知県内在宅医療サポートセンター・電子＠連絡帳と訪問リハビリテーション」 

      講師：宮治眞「愛知県における多職種連携の意義について 

～地域医療再生に関する多職種連携協議会の活動とイエローカード（おやっとカード）について～」 

       事例検討シンポジウム「訪問リハビリテーションにおける多職種連携」 

 

＜保険部＞ 部長：岡季子 

 １）平成28年度診療報酬改定説明会 

 3月11日（金）19時～21時（名古屋国際センター） 参加者 会員158名 会員外 3名 

  講師：鳥山喜之「診療報酬改定情報説明会・質疑応答」 

 ２）医療・介護保険に関する相談事業 

 3月13日（日）10時～15時（刈谷市総合文化センター） 参加者 会員24名 会員外 0名 

  相談者：藤田正之・熊谷泰臣・田端吉彦・二井俊行・嶋津誠一郎・宮嵜友和・伊藤美那・水野敦之・岡季子 

  

７．ブロック局（局長：小川智也） 

＜名古屋ブロック＞部長：都築晃 

１） ブロック内名簿作成と配布 

２） 名古屋東ブロック研修会「呼吸疾患に対する理学療法」 

10月１７日（土））13時30分～１６時40分（今池ガスビル） 参加者 会員77名 会員外2名 

講師：永谷元基「急性期病院における呼吸リハビリテーション」 

講師：八木幸一「生活期における呼吸リハビリテーション」 

  ３） 名古屋南ブロック研修会「臨床における教育」 

１１月１日（日）13時30分～１６時30分（栄ガスビル）  参加者 会員80名 会員外5名 

講師：村瀬政信「臨床における学生教育及び職員教育」 

講師：山上潤一「医療におけるリスクマネージメントとその教育」 

 ４） 名古屋ブロック研修会 「整形外科クリニックにおける臨床のポイント」 

    １月１７日（日）9時30分～16時30分（ウィンクあいち）  参加者 会員90名 会員外0名 

          講師：田村将良「整形外科クリニックにおける臨床のポイント」 

         症例検討会１ 

         講師：林泰堂「脳卒中後の肩痛へのＡＤＬ上での対応」 

          症例検討会2 



 

 

＜尾張ブロック＞部長・宮原利博 

１） ブロック内名簿作成と配布 

２） 尾張ブロック研修会 「地域包括ケア推進について」 

9月6日（日）10時～13時（江南厚生病院） 参加者 会員71名 会員外3名 

講師：星野茂「地域包括ケア推進について」 

３） 尾張西部ブロック症例検討会  

7月29日（水）19時～21時（津島リハビリテーション病院）  参加者 会員57名 会員外10名 

  ・発表者：塩澤彩子 

  ・発表者：島田卓実・水谷奈央・本村聖也 

  ・発表者：牛田雄美・大原愛乃 

４） 尾張中部ブロック症例検討会  参加者 会員42名 会員外10名 

   1月29日（金）19時～21時（総合大雄会病院） 

５） 尾張西部ブロック症例検討会 「各病期における理学療法の考え方」 

『急性期から生活期において症例を通じそれぞれの目的・治療内容を考える』 

11月11日（水）19時～20時45分（津島リハビリテーション病院） 参加者 会員57名 会員外10名 

  ・発表者：乾留美子「発症早期から始まる視床出血後の理学療法」 

  ・発表者：入江修司「当院の人工骨頭挿入術に対する急性期理学療法」 

  ・発表者：高木裕司「回復期リハビリテーション」 

  ・発表者：元田雄士「地域包括ケア病棟における役割」 

  ・発表者：水科一輝「生活期・終末期でのリハビリテーション」 

  ・発表者：野村崇雄「生活期通所リハビリテーション」 

 ６） 尾張東部・北部ブロック合同研修会 

  1月19日（火）19時～20時30分（愛知医科大学病院） 参加者 会員62名 会員外3名 

  講師：上原徹「脊椎圧迫骨折の治療方針と理学療法」 

 ７） 尾張西部ブロック研修会 

  2月7日（日）9時30分～１２時30分（津島リハビリテーション病院） 参加者 会員35名 会員外2名 

  講師：矢澤浩成「理学療法士に役立つコーチング」 

 ８） 尾張北部・東部ブロック研修会・症例検討会 

  2月20日（土）14時～17時（名古屋徳洲会総合病院） 参加者 会員42名 会員外10名 

  講師：澤田泰洋「基礎から臨床に結びつく高次脳機能障害のみかた」 

  症例検討６題 

 ９） 尾張北部ブロック研修会 

  3月5日（土）１５時～17時（春日井市民病院）  参加者 会員22名 会員外5名 

  講師：都築晃「地域包括ケアシステムについて～われわれの取り組むべきあり方～」 

 

＜知多ブロック＞部長・飯田文彦 

１） ブロック内名簿作成と配布 

 

２） 知多ブロック研修会  

7月25日（土）18時～21時（アイプラザ半田）   参加者 会員74名 会員外3名 

  講師：阿部友和「高齢者に対する歩行支援～無動力歩行支援ACSIVEについて～」 

1月31日（日）14時～17時（半田市福祉文化会館） 参加者 会員97名 会員外38名 

 講師：片岡寿雄「関節内運動学」 

３） 症例検討会9月24日（木）19時～21時（半田市立半田病院）  参加者 会員 40名 会員外4名 

   ・発表者：青木裕二「電撃熱傷後の右下腿切断の理学療法を経験して」 

   ・発表者：村上正峻「腱板再断裂に対する鏡視下関節包再建術後の理学療法を経験して」 

11月２６日（木）１９時15分～21時（半田市立半田病院） 参加者 会員 67名 会員外4名 



 

・発表者：服部香那子「大腿骨転子骨折で中臀筋筋力が側方安定性に関与しなかった症例」 

・発表者：鈴木敦也「心臓のリハビリテーション～当院の紹介」 

・発表者：堀北大輔「右ＴＫＡ後ＭＣＬ断裂により重度の座関節不安定性を露呈した症例 

～モジュラーローテーティングヒンジ人工膝関節の再置換術後～」 

3月3日（木）19時15分～21時参加者 会員 60名 会員外6名 

  ・発表者：松本大樹「分離運動が可能であるにもかかわらず、歩行時に振り出しのでない視床」 

  ・発表者：新郷淳志「変形性股関節症に対するアプローチ」 

  ・発表者：西部小百香「人工膝関節全置換術に動的関節制御訓練を参考に治療を試みた一症例」 

  

 

＜西三河ブロック＞部長・酒井元生 

１） ブロック内名簿作成と配布 

 

＜東三河ブロック＞部長・伊藤淳 

１） ブロック内名簿作成と配布 

２） 東三河ブロック研修会11月28日（土）13時～16時（豊川市民病院）参加者 会員 42名 会員外42名 

講師：河野裕治「脳梗塞の再発予防」 

３） 症例検討会１月24日（日）豊川市民病院 参加者 会員 39名 会員外20名 

 

「常設委員会」 

８．組織委員会（委員長：片岡寿雄） 

   規約改定の検討 

９．表彰委員会（委員長：片岡寿雄） 

 医療功労賞検討  該当者なし 

１０．白書委員会（委員長：西山知佐）  

 2015年度版愛知県理学療法白書作成の準備及びアンケートの実施及びデータ処理 

１１．選挙管理委員会（委員長：鈴木剛） 

 協会代議員選挙の対応 

 

「特設委員会」  

１２.災害対策委員会（委員長：西山知佐） 

１）災害医療に関する講演会 

 7月11日（土）13時30分～16時45分（名古屋市都市センター）参加者 会員41名 会員外15名 

災害対策研修会「リハビリテーション領域における災害支援の課題」 

   講師：辻田朋大「愛知県における災害医療提供体制について」 

   講師：久田光政「災害時の被災者への生活支援について」 

 10月10日（土）13時～16時（木村病院） 参加者 会員41名 会員外15名 

   災害対策委員による被災地での体験談の後援及びグループディスカッション 

    講師：西山知佐、浅野直也、梅本久子 

   ２）第５回ＪＩＭＴＥＦ災害医療研修受講 

 1月10日（日）～11日（月）ベーショックコース受講 嶋津誠一郎 

 2月21日（日）     アドバンスコース受講 嶋津誠一郎 

  

１３.地域包括ケアシステム推進委員会（委員長：都築晃） 

    １）安城市地域リハネットとの意見交換 

    ２）愛知県作業療法士会・愛知県言語聴覚士会との協定書締結 

    ３）あいち介護センターとの意見交換 

    ４）平成28年度地域医療介護総合確保基金（介護分）書類作成 



 

    ５）情報センター事業 

愛知県内の医療機関等に勤務するリハビリテーション専門職種の情報を集約し、県民へ情報を還元できるシステム

の構築 

    ６）チーム医療推進研修会 

 1月30日（土）13時30分～17時（名古屋国際会議場） 参加者 会員100名 会員外 16名 

 「ＡＤＬ評価・転倒転落予防及びリハビリテーションを取り入れた退院支援等～名古屋会場～」 

  講師：森周平「厚生労働行政から見たリハ専門職の在り方」 

  講師：上田周平「急性期病院でのリハ専門職の役割」 

  講師：伊藤直樹「地域包括ケア病棟でのリハ専門職の役割」 

  講師：熊谷泰臣「回復期病棟でのリハ専門職の役割」 

  講師：篠田明「生活期でのリハ専門職の役割」 

  会場とのディスカッション 

    ７）喀痰吸引研修会 

「リハビリテーション専門職種が、体位廃痰法、食事訓練及び嚥下訓練等を、在宅等で行う際に必要となる喀痰吸引

の技術及び人工呼吸器の基礎知識を習得するための喀痰吸引技術研修を開催する」 

2月21日（日）10時～16時（トライデントスポーツ医療看護専門学校）  参加者 会員20名 会員外 10名 

  講師：小林美和・竹島雅子・小松克弘・水谷卓史・黒澤昌洋・森一直 

喀痰吸引に必要な基礎知識（講義）及び喀痰吸引技術研修（実技） 

2月28日（日）10時～16時（五条川リハビリテーション病院）        参加者 会員31名 会員外 7名 

  講師：横山俊樹・谷口菜穂・松岡純子・松山正植・伊東裕子・平澤純 

喀痰吸引に必要な基礎知識（講義）及び喀痰吸引技術研修（実技） 

   

 

 

 

 

 

  


