
 

平成 30年度事業報告書 

１． 会務記録（代表理事・鳥山喜之、坂口勇人、熊谷泰臣） 

    

月日 曜日 内  容 

4月3日 火 愛知県看護協会 脳卒中リハ看護認定看護師教育課程開校式（鳥山） 

4月8日 日 日本理学療法士協会拡大組織運営協議会（鳥山・熊谷） 

4月20日 金 平成29年度期末監査（坂口・熊谷） 

4月21日 土 第1回理事会(鳥山・坂口・熊谷） 

4月27日 金 藤田保健衛生大学病院回復期リハビリテーション病棟開棟記念式典（鳥山） 

4月29日 日 新人理学療法士研修会(鳥山・坂口） 

5月6日 日 第26回愛知県作業療法学会（鳥山） 

5月8日 火 愛知県在宅医療推進協議会（鳥山） 

5月12日 土 日本理学療法士連盟中央役員会（鳥山） 

5月17日 木 ウェルフェア 2018(鳥山・坂口） 

5月19日 土 名古屋市医師会第1回在宅医療参画研修（鳥山・熊谷） 

5月20日 日 リハビリテーション教育評価機構研修会（鳥山） 

5月24日 木 自民党(原よしのぶ県議、中川貴元市議）（坂口） 

5月27日 日 第5回定時社員総会(鳥山・坂口・熊谷） 

5月30日 水 第43回八事整形医療連携会（鳥山・熊谷） 

6月2日 土 日本理学療法士協会第47回総会1日目（鳥山・坂口・熊谷） 

6月2日 土 日本理学療法士協会役員・代議員懇談会(鳥山・坂口） 

6月3日 日 日本理学療法士協会第47回総会2日目(鳥山・坂口・熊谷） 

6月3日 日 第13回愛知県言語聴覚士会学術集会（鳥山） 

6月3日 日 愛知県薬剤師会薬剤師会館新会館完成披露式典（鳥山） 

6月8日 金 くまだ裕通衆議院議員 加藤秘書 面会（坂口） 

6月11日 月 参議院議員 片山さつき政経セミナーin愛知（鳥山） 

6月15日 金 名古屋市医師会 第1回千種区多職種連携研修会（鳥山・熊谷） 

7月6日 金 第30回日本医学会総会市民展示会打ち合わせ 

7月7日 土 愛知県リハビリテーション専門職三団体協議会（鳥山） 

7月8日 日 自由民主党名東区支部総会（鳥山） 

7月15日 日 新人教育プログラム（鳥山） 

7月21日 土 第2回理事会(鳥山・坂口・熊谷） 

7月23日 月 第1回名古屋市在宅医療・介護連携推進会議（鳥山・熊谷） 

7月27日 金 第30回日本医学会総会市民展示会打ち合わせ（鳥山） 

8月20日 月 酒井庸行参議院議員 黒川秘書 面会(坂口） 

8月23日 木 第30回日本医学会総会市民展示会打ち合わせ（鳥山） 

8月28日 火 東海懇話会・菅義偉内閣官房長官講演会(鳥山・坂口・熊谷） 

8月29日 水 トライデントスポーツ医療看護専門学校第1回教育課程編成委員会（鳥山） 

9月5日 水 第30回日本医学会総会市民展示会打ち合わせ（鳥山） 

9月8日 土 日本理学療法士協会理学療法士労働環境委員会（鳥山） 

9月12日 水 自由民主党愛知県連主催医療系団体政策懇談会（鳥山） 

9月15日 土 第3回理事会（鳥山） 

9月21日 金 田中まさし君の飛躍を期待する集い（鳥山・坂口） 

9月22日 土 第7回スペシャルオリンピックス（鳥山） 

9月22日 土 名古屋市審査部会連絡協議会（鳥山） 

10月5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・閉校式（鳥山） 

10月7日 日 日本理学療法士協会組織運営会議（鳥山） 



 

10月11日 木 愛知県介護保険審査会（鳥山） 

10月14日 日 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会(鳥山・熊谷） 

10月15日 月 自民党愛知県連 政経セミナー（坂口） 

10月18日 木 愛知県風船バレーボール大会（鳥山） 

10月20日 土 公明党 団体懇談会（坂口） 

10月21日 日 三士会協議会（鳥山・熊谷） 

10月21日 日 第30回日本医学会総会市民展示会打ち合わせ（鳥山・熊谷） 

10月27日 土 第34回東海北陸理学療法学術大会（鳥山・坂口） 

11月12日 月 いとう渉衆議院議員 がんばろうまいわたる会総会（鳥山・坂口） 

11月16日 金 愛知県医師会訪問（鳥山） 

11月16日 金 愛知県庁訪問（鳥山） 

11月17日 土 愛知県理学療法士会理事会（鳥山・坂口・熊谷） 

11月24日 土 あいち医療福祉専門学校教育課程編成委員会（鳥山） 

11月25日 日 （公社）愛知県診療放射線技士会法人設立30周年記念式典（鳥山） 

12月8日 土 平成30年度東海在宅医療研究会役員会（鳥山） 

12月9日 日 日本理学療法士協会理事会・理事懇談会（鳥山） 

12月15日 土 臨床実習指導者講習会委員会（坂口） 

12月16日 日 新人教育プログラム研修会（鳥山） 

12月17日 月 田中まさし先生施設訪問帯同（坂口） 

1月19日 土 愛知県理学療法士会理事会（鳥山・坂口） 

1月28日 月 大村ひであき個人演説会（坂口） 

1月29日 火 トライデントスポーツ医療看護専門学校平成30年度第2回教育課程編成委員会（鳥山） 

2月4日 月 田中まさし先生施設訪問帯同（坂口） 

2月4日 月 公明党賀詞交換会（鳥山・坂口） 

2月10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 地区研修会(名古屋会場）（熊谷） 

2月17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 地区研修会(西三河会場）（熊谷） 

2月22日 金 平成30年度愛知県在宅医療推進協議会（鳥山） 

2月23日 土 名古屋市審査部会連絡協議会（鳥山） 

2月24日 日 こどもの福祉機器展チャレンジドフェア 20119（熊谷） 

3月1日 金 星城大学リハビリテーション学院卒業式（鳥山） 

3月2日 土 中部リハビリテーション専門学校卒業式（鳥山） 

3月7日 木 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院附属リハビリテーション学院卒業式（鳥山） 

3月9日 土 第14回愛知県医療ソーシャルワーカー学会（鳥山） 

3月9日 土 愛知医療学院短期大学卒業式（熊谷） 

3月10日 日 日本理学療法士協会第2回理学療法士労働環境委員会（鳥山） 

3月12日 火 あいち福祉医療専門学校卒業式（鳥山） 

3月14日 木 東海医療専門学校卒業祝賀会（鳥山） 

3月15日 金 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16日 土 愛知県理学療法士会理事会（鳥山・坂口・熊谷） 

3月17日 日 第28回愛知県理学療法学術大会（鳥山・坂口・熊谷） 

3月18日 月 筒井たかや講演会総会（鳥山） 

3月19日 火 名古屋市在宅医療・介護連携推進会議（鳥山） 

3月21日 木 星城大学卒業式（鳥山） 

3月23日 土 日本理学療法士会懲戒委員会（鳥山） 

3月29日 金 第30回日本医学会総会2019中部市民展示「健康未来EXPO2019」内覧会（鳥山） 

3月30日 土 第30回日本医学会総会2019中部市民展示「健康未来EXPO2019」開会式（鳥山） 

3月29日～31日 
金～

月 
第30回日本医学会総会2019中部市民展示「健康未来EXPO2019」（熊谷） 



 

 

 

２． 公的委員派遣 14名 

 ・愛知県在宅医療推進協議会委員     鳥山喜之 

 ・愛知県介護保険審査会委員     鳥山喜之 

・名古屋市審査部会連絡協議委員     鳥山喜之 

・名古屋市在宅医療・介護連携推進委員    鳥山喜之 

・長久手市地域包括支援センター 

           及び地域密着型サービス等運営協議会委員   小幡匡史 

・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 

・瀬戸市地域包括支援センター運営協議会委員   颯田季央 

・介護予報活動普及展開事業の愛知県アドバイザー               星野茂・熊谷泰臣・森本和宏 

        壹岐英正・林尊弘・池野倫弘・都築晃 

３．渉外 

（１）講師等派遣 12件 

  ・豊橋刑務支所 女子施設地域連携事業    伊藤裕理子 

  ・介護予防事業「100歳めざす講座」     山本恭生 

  ・第1回名古屋市中区在宅医療参画研修    鳥山喜之 

  ・第1回名古屋市千種区多職種連携研修会    鳥山喜之 

  ・介護支援専門員研修演習     池野倫弘・勝股修二 

  ・豊田市介護予防事業における評価方法の助言指導   野口泰司 

  ・愛知県人生の最終段階における医療体制整備事業相談対応力向上研修会 都築晃 

  ・2018医療・教育・福祉・健康系オール学校ガイダンス   清島大資・小出悠介・山本佳司 

  ・名古屋市災害ボランティアコーディネーター養成講座   嶋津誠一郎 

  ・地域包括ケア相談体制整備事業第５回情報収集型研修会  都築晃 

  ・公益社団法人愛知県建築士会福祉のすまい特別委員会  酒井元生 

  ・名古屋市ミニデイ型・運動型通所サービス事業者研修会  小幡匡史 

 （２）会議等出席 25件 

   ・第1回名古屋市在宅医療・介護連携推進会議   鳥山喜之 

   ・ウェルフェア 2018開会式     鳥山喜之 

   ・第13回愛知県言語聴覚士会学術集会    鳥山喜之 

   ・第26回愛知県作業療法学会     鳥山喜之 

   ・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校式 鳥山喜之 

   ・学校法人セムイ学園教育課程編成委員会    熊澤輝人 

   ・名古屋医健スポーツ専門学校関係者表会員・教育課程編成委員  片岡寿雄 

   ・学校法人電波学園評価委員会・編成委員会    鳥山喜之 

   ・学校法人河合塾学園教育課程編成委員会    鳥山喜之 

   ・日本理学療法士協会スポーツ理学療法運営担当者研修会  宮川博文 

   ・日本理学療法士協会組織運営協議会    鳥山喜之 

   ・日本理学療法士協会拡大組織運営協議会    鳥山喜之・星野茂・森嶋直人 

   ・日本理学療法士会第３回女性代議員への集い   三宅わか子 

   ・初級管理者中央研修会      石田悦二 

   ・日本理学療法士協会都道府県理学療法士会事務局職員研修会  伴恵美子 

   ・日本理学療法士連盟研修会     鳥山喜之・坂口勇人・保村豊 

        星野茂・近藤達也 

   ・国立病院機構東名古屋病院附属リハビリテーション学院創立４０周年式典 鳥山喜之 

   ・東海在宅医療研究会役員会     鳥山喜之 

   ・第１４回愛知県医療ソーシャルワーク学会開会式   鳥山喜之 

   ・東海北陸ブロック理学療法士協議会政策提言担当者会議  鳥山喜之・坂口勇人 



 

   ・東海北陸ブロック理学療法士協議会災害対策担当者会議  三宅わか子・嶋津誠一郎・浅野直也 

   ・東海北陸ブロック理学療法士協議会男女共同参画 

     及び働き方改革担当者会議 三宅わか子 

   ・第５３回日本理学療法学術研究大会 in茨城 愛知県士会事業の発表 林尊弘 

   ・第３６回東海北陸理学療法学術大会準備の視察   石田和人・富田秀仁・大野善隆 

   ・茨城県介護予防事業視察     都築晃・近藤達也 

 （３）後援名義許可 25件 

   ・第12回ロコモコーディネーター資格取得研修会 

   ・フォーラム 長高齢社会を生きる～認知症のひとの思いから始めるまちづくり～ 

   ・第36回日本私立医科大学理学療法研究会学術集会 

   ・愛知医科大学呼吸リハビリテーションセミナー 

   ・多職種連携のための臨床技師能力開発講習会 

   ・名古屋大学大学院医学系研究科（保健学）市民公開講座 

   ・第14回日本医療マネジメント学会愛知県支部学術集会  

   ・第6回及び第７回桜山リハビリテーション研究会 

   ・第56回中部理学療法学会 

   ・中部リハビリテーション専門学校同窓会「同友会」ナイトセミナー 

   ・中部リハビリテーション専門学校同窓会「同友会」第1回卒後研修会 

   ・中部リハビリテーション専門学校同窓会「同友会」第2回卒後研修会 

   ・「認知症のケアと予防」を地域社会で考えるセミナ－ 

   ・全国リハビリテーション学校協会第5回東海ブロック教育部研修会 

   ・第67回および第６８回愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会 

   ・第１回三遠地区集中治療リハビリテーション研究会 

   ・第１７回日本フットケア学会年次学術集会  

   ・愛知県医療法人協会地域包括ケア委員会シンポジウム 

   ・第14回早期リハビリテーション研究会 

   ・第14回愛知県医療ソーシャルワーク学会 

   ・愛知県歯科衛生士会第９回県民公開シンポジウム 

   ・あいち・なごや・介護ロボットフォーラム 

   ・第２６回星城大学リハビリテーション研究会 

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5,539名（うち自宅会員711名）  会員所属施設数896施設 

    平成30年度 新入会員485名 復会44名 休会185名 退会110名  

          他県士会より転入109名 他県士会へ転出122名 

２）諸会議運営    

   ①理事会開催 

      

 

    

  

  

 

 

 

   ②新人理学療法士研修会（オリエンテーション）  

    4月29日（日）13時～17時（名古屋栄サンスカイルーム）  参加者 会員（入会予定者含む）370名 

特別講演 講師：田中昌史「理学療法士としての心構えとすべきこと～倫理と新人理学療法士へのメッセージ」 

特別講演 講師：小川かつみ「理学療法士が参議院議員となって～国政からみた理学療法士への期待～」 

第1回理事会 平成30年 4月 21日（土） TKP名駅桜通ンファレンスセンター 

第2回理事会（拡大）  7月 21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 15日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第4回理事会(拡大)  11月 17日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第5回理事会 平成31年 1月 19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 16日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 



 

新人歓迎茶話会 

   ③第4回定時社員総会 5月27日（日）14時15分～15時（名古屋サンスカイルーム） 

   参加会員数 3,546名（委任状3,348通含む） 

   ④施設代表者会 

     5月27日（日）10時～16時（名古屋サンスカイルーム） 参加者会員 212名 会員外参加者 1名 

 ランチミーティング（施設間意見交換会） 

 施設代表者会議 ①理学療法士養成指定規則改定情報 

  ②管理者・市町村ネットワークとブロック編成 

       ③その他 事務局連絡 

⑤愛知県リハビリテーション専門職三団体協議会会議 

    7月7日（土）16時～18時（東海医療科学専門学校） 

      参加者会員18名 作業療法士会4名 言語聴覚士会5名 

⑥医学会総会2019中部協力の準備会議の開催 

⑦スポーツ理学療法事業の準備会議の開催 

⑧愛知県リハビリテーション専門職三団体協議会 会議の開催 

３）資料の収集、内外の文書処理 

４）東海北陸理学療法学術大会支援事業  拠出金 5,530名×200円＝1,106,000円 

 

＜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 

 

＜調査資料部＞ 部長：伊藤直樹 

  １）入退室システム PCのメンテナンス 

  ２）年報作成の準備 

３）サイボウズの管理 

 

５．職能局（局長：近藤達也） 

＜業務推進部＞ 部長：石田悦二 

  １）第9回訪問リハ・地域リーダー会議出席 梅田典宏・佐橋智仁 

5月18日（金）19日（土）（東京都タイム 24） 

Ⅰ部：活動報告等 

Ⅱ部：グループワーク 

Ⅲ部：地域ブロック・リーダー及びエリア代表の選出 

Ⅳ部～：平成29年度のふり返りと平成30年度の実務者研修会の要件説明 

     ２）愛知県訪問リハビリテーション研修会 

 11月24日（土）25日（日）10時～16時（名古屋医療センター） 参加者 会員のべ 80名 会員外のべ 56名 

    講師：山内正美「30年度制度改定トピックス～事件は現場でおきている！～」 

    講師：二井俊行「訪問リハ事業所の療法士は、訪問が行きやすくなった？」 

    講師：萩野未沙「訪問だけじゃない！地域でセラビストができること！」 

    講師：梅田典宏・鈴木苑香・二井俊行・壹岐英正「実際にこんなことやってます！実践事例の紹介」 

    講師：佐橋智仁「自立をうながすために必要なこと～レジリエンスの視点から～ 」 

    講師：中野好美「自立を支援する多職種との関わり方」 

    グループワーク 

 ３）指定管理者研修（初級） 

  6月24日（日）13時～16時30分（あいち福祉医療専門学校）  参加者 会員42名 会員外0名 

   講師：星野茂「管理者ネットワークの必要性」 



 

   講師：熊谷泰臣「EPDCAの考え方とその必要性」 

   ワークショップ「愛知県士会で管理者ネットワークを構築していくためには？」 

 ４）マネジメント研修会 

        5月27日（日）10時～16時（名古屋サンスカイルーム）    参加者 会員200名 会員外 0名 

     講師：田中昌史「今後の日本理学療法士協会の重要課題 ～日本理学療法士連盟活動から見えたこと 

     講師：半田一登「今後の日本理学療法士協会の重要課題 ～同時改定を終え 2040年へ向けて」 

     講師：小川かつみ「2年間の参議院議員活動からみえたもの」 

 ５）職域別管理者ネットワーク研修会 

  ・生活期  7月15日（日）10時～16時30分（あいち福祉医療専門学校） 参加者会員31名 会員外4名  

  講師：石田悦二「生活期における教育管理」 

  ワークショップ 1 

  講師：纐纈良「地域リハビリテーションにおける多職種連携について」 

  ワークショップ 2 

  ・地域包括ケア病棟 8月19日（日）10時～16時30分 

       （あいち福祉医療源門学校）参加者会員19名 会員外3名 

       講師：上野愛範・松山太士「地域包括ケア時代に求められるリハビリテーションの実践 

      ～多様な介入方法と実際の勤務体制や管理方法について」 

       「他病期・他施設との連携や理解促進の重要性と方法論 

      ～サブアキュート・レスパイトについて」 

       ワークショップ 1.2 

  ・回復期 8月26日 （日）10時～16時30分（あいち福祉医療専門学校）参加者 会員19名 会員外1名 

  講師：斉藤良太「回復期における管理・教育」 

      「地域リハビリテーションの中の回復期の在り方について」 

  ワークショップ 1.2 

  ・急性期9月23日（日）10時～16時30分（あいち福祉医療専門学校） 参加者 会員19名 会員外1名 

  講師：飯田有輝「（今、）急性期に必要な理学療法提供体制の構築」 

  ワークシップ 1 

  講師：平野明日香「急性期病院に必要なデータ管理」 

  ワークショップ 2 

      ６）ADL維持向上等体制加算に関する研修会 

     ・7月8日（日）10時～16時 30分（TKP名駅桜通口カンファレンスセンター） 

        参加者 会員35名 会員外22名 

    講師：飯田有輝「急性期のリスク管理」  

    各施設の取り組み・事例発表 小園彩花、河邨誠、上村晃寛、藤田寛 

     ・1月13日（日）10時～16時 30分（ウィンクあいち） 参加者 会員33名 会員外11名 

    講師：平野明日香「加算、研修会の意義説明」 

    講師：伊藤武久・森谷康弘・大場寿恵「各病院から取り組み紹介」 

    グループディスカッション 

    講師：山田崇文・鳥本禄郎・武井誠司・山内達司・山口里美「各施設の多職種から療法士への期待」 

 

＜倫理保険業務部＞部長：宮嵜友和 

１）医療・介護保険に関しての相談会  

  3月17日（日）10時～15時（ウィンクあいち） 相談者20名 

 

２）喀痰吸引研修会 

  ・9月22日（土）10時～16時（あいち福祉医療専門学校） 参加者 会員19名 会員外 7名 

   講師：小林美和・水谷卓史・小松克弘・森一直・松永祐一・吉田有紀子・吉田実那 

       ・丹羽一秋・岡季子・宮嵜友和・田端吉彦 

  「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」 



 

  「喀痰等の吸引」「診療の補助」 

   療養上の世話 

    生命維持管理装置の操作 

    理学療法、作業療法言語訓練その他の訓練 

 ・10月21日（土）10時～16時（あいち福祉医療専門学校） 参加者 会員11名 会員外 9名 

   講師：横山俊樹・谷口菜穂・奥村寛子・汲田佳央理・松山正植・土井ひとみ 

  ・平澤純・二井俊行・嶋津誠一郎・岡季子・宮嵜友和 

  「吸引に必要な基礎知識及び技術研修」 

 ・2月11日（日）10時～16時（あいち福祉医療専門学校） 参加者 会員19名 会員外 9名 

   講師：小林美和・柳瀬圭司・小松克弘・森一直・松永祐一・田邊治毅・吉田実那・嶋津誠一郎 

       ・丹羽一秋・宮嵜友和・田端吉彦 

    「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」 

   「喀痰等の吸引」「診療の補助」 

   療養上の世話 

    生命維持管理装置の操作 

    理学療法、作業療法言語訓練その他の訓練 

３）チーム医療推進研修会 

  2月3日（日）9時～12時（ＴＫＰ名駅桜通口カンファレンスセンター） 参加者 会員 20名 会員外5名 

   講師：深谷英幸・中村敏光・平松知樹・小久保充・嶋津誠一郎・熊谷泰臣 

     「多職種による連携実践報告、多職種からのセラピストへの提言」 

         リハビリテーション専門職種が在宅復帰・在宅支援を行う際のチームアプローチを 

  促進するために必要な知識を習得する 

   

 

＜予防事業推進部＞部長：林尊弘 

    １）地域包括ケアシステム推進リーダー導入研修 

  ①介護予防推進リーダー導入研修  

8月5日（日）10時～16時 （あいち福祉医療専門学校）   参加者 会員45名 会員外0名 

    講師：池野倫弘・小幡匡史   

    10月21日（日）10時～16時（あいち福祉医療専門学校）   参加者 会員39名 会員外0名 

  講師：池野倫弘・小幡匡史 

  ②地域包括ケア推進リーダー導入研修  

7月8日（日）10時～16時 （あいち福祉医療専門学校）   参加者 会員38名 会員外0名 

               講師：星野茂・張本浩平   

          9月16日（日）10時～16時 （あいち福祉医療専門学校）  参加者 会員31名 会員外0名 

             講師：星野茂・張本浩平 

    ２）地域リハ専門職介護予防指導者育成事業 

 ①モデル市町村・アドバイザー合同会議 8月3日（金）14時～16時（愛知県三の丸庁舎） 

       3月25日（月）19時～20時（事務局） 

 ②介護予防指導者育成事業全体会 

  10月14日（日）13時～17時（名古屋大学医学部）参加者 会員124名 会員外64名 

  講師：星野茂・都築晃・小幡匡史・岩丸陽彦・村瀬文康・岡持利亘 

       ・今井隆元・松本小牧・永谷元基  

  「介護予防指導者育成事業を通じてリハ専門職に望むこと」 

      「地域包括ケアにおける豊明市の取り組み」 

  「愛知県リハビリテーション専門職の協力状況について」 

  「地域歩克ケアを進める県の取り組み」 

  「地域包括ケアを進める地域リハビリテーションの取り組み」 

 ③言語聴覚士研修会 



 

  第1回9月29日（土）10時～16時（木村病院） 参加者 言語聴覚士96名 

   講師：逢坂伸子・村瀬文康・萩野未沙 

  第2回12月2日（土）10時～16時（愛知淑徳大学）参加者 言語聴覚士75名 

  講師：鈴木朋子・角岡祐依・村瀬文康 

 ③作業療法士会研修会 

  11月4日（日）10時～16時（名古屋サンスカイルーム）参加者 会員2名 会員外86名 

   行政説明・地域包括エアシステムに関わる制度の理解 

  ・自立支援型地域ケア会議について 

   ・模擬地域ケア会議・地域ケア会議での具体的な助言について 

 ④介護予防指導者育成事業地区研修会 

  「自立支援型地域個別ケア会議の概要について 

  「モデル自治体における自立支援型地域米津ケア会議の現状と課題」 

  「自立支援型地域個別ケア会議の具体的な進め方及び解説」 

   グループワーク「自立支援型地域個別ケア会議【模擬】」 

 

  ・名古屋ブロック 2月10日（日）12時～17時（ＴＫＰガーデンPREMIUM名駅西口）  

       参加者 会員36名 会員外 23名 

  講師：林尊弘・都築晃・熊谷泰臣・壹岐英正・堀部恭代・山内正美・萩野未沙 

  ・東三河ブロック 2月10日（日）12時～17時（豊橋市民センター） 

       参加者 会員12名 会員外 16名  

  講師：星野茂・朝岡義博・太田崇・村瀬文康・伊與田史美     

  ・知多ブロック 2月17日（日）12時～17時（雁宿ホール） 参加者 会員28名 会員外 16名 

  講師：林尊弘・星野茂・森本和宏・壹岐英正・山内正美 

  ・西三河ブロック 2月17日（日）12時～17時（刈谷産業振興センター） 

       参加者 会員26名 会員外 25名 

  講師：熊谷泰臣・池野倫弘・太田崇・佐久間大輔・野田知子 

  ・尾張ブロック 3月3日（日）12時～17時（ＴＫＰ名駅桜通口カンファレンスセンター）   

       参加者 会員26名 会員外 31名 

  講師：池野倫弘・都築晃・森本和宏・山内正美・佐久間大輔・村瀬文康 

 

 ⑤シルバーリハビリ体操事業 

   ・シルバーリハビリ体操指導士養成講師認定講習会参加 籾内真二・佐藤晃嘉 

   ・岩倉市シルバ―リハビリ指導士要請事業打ち合わせ 

  

６．社会局（局長：山本佳司） 

＜社会部＞ 部長：石田智大 

 １）ウェルフェア 2018 参加者 会員131名 会員外1000名 

 5月19日（木）～19日（土）9時～17時（ポートメッセなごや）  

 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）介護予防健康増進キャンペーン 

 ７月15日（日）10時～16時（アピタ長久手店） 参加者 会員16名 会員外144名 

 筋力測定（ミュータス・握力計・メジャー）・個別健康相談・フィーフレットの配布 

 

＜健康福祉部＞ 部長：竹内有三 

１） 高校野球連盟支援事業   

春季大会  4月30日（月）5月3日（木）（岡崎市民球場）   参加会員8名   

春季大会  5月18日（金）～20日（日）（小牧市民球場・豊田市運動公園）       参加会員13名 

招待試合  6月9日（土）～10日（日）（刈谷球場・岡崎市民球場）  参加会員8名   

メディカルサポート勉強会 7月1日（日）（愛知医科大学病院）      講師：水谷卓史・小松克弘   



 

第100回甲子園予選 7月22日（日）（岡崎市民球場）    参加会員4名 

第100回甲子園予選 7月22日（日）（パロマ瑞穂球場）   参加会員4名 

第100回甲子園予選 7月22日（日）（刈谷球場）    参加会員4名 

第100回甲子園予選 7月22日（日）（小牧市民球場）    参加会員4名 

第100回甲子園予選 7月24日（火）25日（水）（岡崎市民球場）              参加会員8名 

第100回甲子園予選 7月26日（木）27日（金）（岡崎市民球場）   参加会員8名 

秋季大会 10月6日（土）～7日（日）（熱田愛知時計120スタジアム）        参加会員8名 

  ２） スポーツ傷害予防教室 

      ・7月17日（火）13時～15時（愛知県立国府高校） 参加者会員2名 会員外700名 

  講師：小林龍樹・纐纈悠「誰でも起こるケガ－捻挫を知る・防ぐ－」 

      ・10月19日（金）12時～13時30分（愛知県立新城東高等学校）参加者会員2名 会員外200名 

  講師：川口聖史・鈴木順平「スポーツ傷害予防講座～テーピングについて」 

      「スポーツにおけるケガ予防のための知識と身体作り」 

    ・ 11月25日（日）13時30分～16時30分（豊橋創造大学） 参加者会員18名 会員外76名 

  講師：土屋裕睦「実力発揮のためのメンタルトレーニング」 

  講師：岡本健史・高橋拓也・吉村和樹・纐纈悠・彦坂英伺・鈴木順平・佐藤剛一 

           松本洸希・川口聖史・小林龍樹「実力発揮のためのコンディショニング」 

  ・12月2日（日）14時 30分～17時（銭田治療院） 参加者会員8名 会員外8名 

  講師：深谷泰士・銭田良博士・山本昌樹「膝スポーツ傷害予防とリハビリテーション」 

  ・12月16日（日）16時～18時（あさひ病院）参加者会員5名 会員外100名 

  講師：澤田悠介・高橋愛輝・水谷仁一・森匡宏・竹中裕人「野球肘・肩に関する野球教室」 

  ・2月24日（土）9時～13時（愛知県立明和高校）参加者会員2名 会員外93名 

  講師：宮川博文・井上雅之・稲見崇孝「バスケットボール もっと激しく、もっと安全に！」 

         膝外傷予防・競技力向上のたけのコンディションチェック及びトレーニング 

  ・名古屋市障がい者スポーツ指導員養成講習会（初級） 

  3月2日（土）14時45分～16時45分（名古屋市障がい社スポーツセンター会議室・体育館 

  講師：鳥居昭久「障がいの理解とスポーツ 身体障がい」 

  ３） 風船バレーボール大会 

 10月18日（木）10時～15時（日本碍子ホール） 参加チーム 24チーム 会員43名 学生 35名 

  ４） スペシャルオリンピックス 

 9月22日（土）～23日（日）10時～15時（日本ガイシホール・豊田総合体育館） 

  参加会員 のべ 52名（全ボランティア数3,800名） 選手団 1,602名 

    ボランティアとしてファンフィットネス（筋・関節の柔軟性、筋力、バランス能力、全身持久力のチェック等） 

    フィットフィート（足の健康チェック）を行う 

 

＜小児福祉部＞ 部長：鵜飼宏和 

   １）小児領域の地域リハビリテーション公開講座 

     ・10月28日（日）10時～15時（ＴＫＰガーデンシティ栄駅前） 参加会員30名 会員外30名 

    講師：宮地泰士「発達障害児の運動発達」 

    講師：松野俊次「発達障がい児への理学療法の役割」 

       ・11月25日（日）10時～12時（ＴＫＰカンファレンスセンター） 参加会員52名 会員外8名 

        講師：藤田紀昭「障がい児者の生活に根差したスポーツへの取り組み」 

       ・12月9日（日）（ＴＫＰ名古屋栄カンファレンスセンター） 参加会員42名 会員外51名 

    講師：加藤恵「地域の学校・保育園・福祉サービスに通う子どもを支援する多職種連携のありかた」 

 

   ２）こどもの福祉機器展 チャレンジドフェア 2019 参加企業 37社 

   2月23日（土）～24日（日）10時～16時（あいち健康プラザ）参加会員49名 一般来場者 1,800名 

 

＜広報部＞ 部長：清島大資 



 

１） ホームページ管理 ：求人広告・研修会案内・お知らせの掲載 

２） 広報活動 風船バレーボール大会の取材 

３） 「ぴたっ！ とあいち」発行 23,000冊   

 

＜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.189号（5月第1週発行5,400冊） 

No.190号（8月第1週発行5,600冊） 

No.191号（11月第1週発行5,750冊） 

No.192号（2月第1週発行5,750冊） 

 

７．ブロック局（局長：都築晃） 

 ・ブロック長会議（4/21・9/1） 

 ・ブロック内名簿作成と送付（11ブロック） 

＜名古屋ブロック＞部長：加藤正樹 

    名古屋東ブロック運営会（7/30） 

＜尾張ブロック＞部長：宮原利博 

①尾張西部ブロック研修会 

・7月22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56名 会員外8名  

  「脳卒中病態の基礎」 

講師：大塚健太「脳画像と臨床的応用について」 

    講師：紙本薫「リハビリテーションに生かせる脳梗塞の基礎知識」 

 ・11月28日（水）19時～20時30分（津島リハビリテーション病院） 参加者 会員40名 会員外0名 

       症例検討会 4題 

 ・２月２７日（水）19時～20時時30分（津島リハビリテーション病院） 参加者 会員40名 会員外7名 

    症例検討会 4題 

   ②尾張ブロック研修会（尾張東部） 

9月9日（日）9時20分～12時30分 （瀬戸みどりのまち病院）   参加者会員82名 会員外5名 

   「新人PT必見！脳卒中片麻痺患者への実際の評価と治療＆ビデオ解説 第2弾」 

        講師：長谷川昌弘・星野高志 

   ③尾張中部ブロック症例検討会 

   11月9日（金）19時～20時30分（愛知医療学院短期大学） 参加者 会員75名 会員外9名 

    第１会場6題  第2会場 ５題  第3会場 6題 

   ④尾張東部・北部ブロック合同研修会・症例検討会 

   2月24日（日）9時20分～15時30分（公立陶生病院）  参加者 会員33名 会員3名 

    講師：堀智秋・縣信秀・柴本圭悟・伊東佑太 

  「股関節制限や痛みに対する治療法の一提案からピックアップすべき筋とその理由～」 

   症例3題 

 

＜知多ブロック＞部長：飯田文彦 

 ・9月27日（木）17時 15分～21時（星城大学） 参加者 会員56名 会員外0名 

  症例検討会 2題 

 ・11月18日（日）10時～13時（アイプラザ半田） 参加者 会員59名 会員外 4名 

  講師：浅野昭裕「膝関節・足関節のレントゲンの診かたと運動療法」 

 ・1月24日（木）19時 15分～21時（半田市立半田病院） 参加者 会員52名  会員外0名 

        症例4題 

＜西三河ブロック＞部長：酒井元生 

 ・11月18日（日）14時～17時10分（刈谷豊田総合病院）参加者 会員36名 会員外 1名 



 

  講師：岸川典明・中島真治「呼吸介助手技」 

 ・3月16日（日）14時～17時10分（宇野病院） 参加者 会員48名  非会員 0名 

  講師：藁科秀紀「ＴＨＡ術後リハビリテーションに必要な基礎知識」 

  講師：片岡亮人「ＴＨＡ周術期のリハビリテーション」 

  症例検討3題 

＜東三河ブロック＞部長：伊藤淳 

 1月28日（日）13時～17時（豊川病院） 参加者 会員 47名  会員外 13名 

 症例 理学療法 8題 言語聴覚療法 3題  

８．リハビリテーション情報センター（部長：小幡匡史） 

    １）市区町村ネットワーク支援事業 

 ・介護予防冊子の郵送 10件 

 ・安城市地域リハビリテーション活動支援事業 22件 

 ・名古屋市地域サロン活動等支援事業件19件 

 ・市町村活動支援  18件 

    ２）リハビリテーション情報センター全体会 

       ①6月10日（日）14時～16時30分（ウィンクあいち）  市町村介護予防相談窓口担当者55名 参加 

  ・リハビリテーション情報センター事業の進捗状況 

  ・各施設宛アンケートについて 

  ・出前講座等のコンテンツについて 

  ・ネットワーク活動の後方支援について 

       ②12月15日（土）15時～20時（ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ名古屋新幹線口） 

        参加者 会員64名 会員外6名 

  ・市町村ネットワークの事例紹介・提案（名古屋市守山区・港区） 

  ・愛知県リハビリテーション情報センターからのご案内 

  ・地域ごとの意見交換会 

    ３）情報センター事業 

・電話相談22回  4月14日・28日 5月12日・26日 6月16日・23日 7月28日 8月11日・25日   

       9月8日・29日 10月6日・13日 11月3日・24日 12月8日・22日 1月12日・26日 

       2月2日 3月2日・23日 

 ・情報センターホームページ運営・管理・施設アンケート、情報提供依頼実施  

 ・冊子の作成 「健康寿命を延ばそう」1000部      「介護予防 市町村向け」500部 

     「介護予防リハ 専門職向け」5000部  「地域ケア個別会議 リハ専門職向け」5000部 

       

「常設委員会」 

９．組織委員会（委員長：熊澤輝人） 

   規約改定の検討 

１０．表彰委員会（委員長：西山知佐） 

 医療功労賞受賞 前田勝彦氏 

１１．白書委員会（委員長：壹岐英正）  

 愛知県理学療法白書2019（仮称）作成の準備のため アンケートの実施 

１２.災害対策委員会（委員長：嶋津誠一郎） 

１）災害対策研修会 

 8月11日（土）13時～17時30分（中部リハビリテーション専門学校）  参加者 会員25名 会員外5名 

   講師：柴田隼人「多職種を知る②～災害時の薬剤師の活動～」 

   講師：鈴木教久「ロイスティック」 

  演習  

   ２） 三士会合同情報伝達訓練 

 10月7日（日）9時～13時（中部リハビリテーション専門学校） 参加者 会員6名 会員外2名 

  テーマ：被災地支援のための事務局運営を行う 



 

       被災地支援チームを編成する 

       士会員間の情報相互発信状況の確認と流れを作る 

   ３）ＪＩＭＴＥＦ災害医療研修受講 

  6月16日（土）～17日（日） 第10回ベーショックコース   野田将嗣   

        9月22日（土）～23日（日） 第11回ベーショックコース  中橋亮平   

       11月17日（土）～18日（日） 第 9回アドバンスコース     野田将嗣 

  11月17日（土）～18日（日） 第 1回スキルアップコース   嶋津誠一郎 

       12月15日（土）～16日（日） 第10回アドバンスコース    中橋亮平    

            

「特設委員会」 

１３.男女共同参画等検討委員会（委員長：三宅わか子） 

    ・男女活躍推進セミナー2018年9月8日（土）14時～17時（星城大学リハビリテーション学院）  

        参加者会員15名 会員外5名 

 講師：坂本玲介「多様な働き方を実現する」 

 シンポジウム「ライフイベントと仕事」 

 グループワーク 

    ・男女活躍推進調査 3月17日（日）9時～17時（ウィンクあいち）  

  働き方改革についてのアンケート調査を行い、133名の回答を得た。 

  集計後、HP及びニュースで結果を発表する 

  

１４.地域包括ケアシステム推進委員会（委員長：都築晃） 

     会議（地域包括ケア関連事業についての協議） 11回 

4月23日（月） 5月28日（月） 6月25日（月） 7月30日（月） 8月27日（月） 9月10日（月）  

10月26日（月） 11月26日（月） 12月17日（月） 1月28日（月） 2月25日（月） 

 

１５.臨床実習指導者講習会運営委員会（委員長・坂口勇人） 

 会議（12/15、1/15、3/11） 

 理学療法士養成施設指定規則改定に伴う臨床実習指導者育成研修についての準備・検討 

  

「その他」 

１６．選挙管理委員会（委員長：江本達也） 

    役員選挙告示 11月5日   

    立候補締切  12月10日（月）正午  理事15名（定員10名） 監事0名立候補（定員2名） 

    理事について専用ウェブにて投票を行う 

    投票期間    2月12日（火）正午～3月17日（日）正午  

    開票作業    3月17日（日）13時～ 

    選挙結果発表 3月18日（月）ホームページへ発表 

 

 

 

  


