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　遅くなりましたが新年あけましておめでとうございま

す。昨年は公益社団法人の取得や地域包括ケアシステム

の推進など会員の皆様には大変お世話になりました。今

年の干支である未年は、羊は群れをなすことから「家族

の安泰」や「平和」を意味しているそうです。また、未

の漢字から未完成を意味し、これからの発展への希望を

も含んでいると言われます。愛知県理学療法士会も昨年、

愛知県から公益法人として認可を受け理学療法士の職能

集団としての人格を持ちました。課題として公益事業の

方向性の再認識が求められています。「未年」の課題とし

て干支の意味していることと一致していると新年に際し

思いを募らせています。

　さて、今後の職能団体としての公益事業の方向性の課

題とは何かを考えてみたいと思います。公益事業とは「不

特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」として、

これまで愛知県理学療法士会は自らの資金・企画におい

てウェルフェアや風船バレーボール大会など直接的に県

民の皆さんに対し理学療法通じ健康増進の事業展開が

中心に行われてきました。一方、職能団体としての活動

は自らの専門性の向上を中心として研修会等の活動や広

報誌を通じ会員向けの情報提供等が行われていました。

　地域包括ケアシステムの構築の中、リハビリテーショ

ン専門職として理学療法士の活躍を期待されていること

はご承知のとおりですが、これはあくまでも期待であり

診療報酬上の施設基準などのように基準ではありませ

ん。期待を基準とするためには行政（特に県）の政策に

対し事業提案や企画を行い行政ともに事業運営を行う事

や政策提言を行うことが必要です。県の認定した公益法

人の公益事業とは、行政執行に寄与することが「不特定

かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」ではないか

と考えます。また、政策提言や事業展開を通じ期待から

基準に変えていくことが職能団体として自らの専門性の

向上、待遇、利益の保持・改善を図ることが必要ではな

いでしょうか。

　少しわかりにくい内容になってしまいましたが、まとめ

ると県民中心の公益事業と政策実現に向けた公益事業

の展開が必要であり、現在の士会事業のみではなく行政

とともに活動し、政策実現することが今後の理学療法士

の職能向上には不可欠ではないかと思います。例えば「医

療介護総合確保法」に基づく事業及び財政基金の利用を

如何に理学療法士会ができるかが、今後の公益事業の

大きな方向性となることではないでしょうか。そして理

学療法士の更なる市民権の向上が職能団体としての大き

な役割ではないでしょうか。

　最後になりましたが、本年も皆様の益々のご健勝とご

活躍を祈念するとともに、公益社団法人愛知県理学療法

士会の発展のためにご協力をお願いいたします。

代表理事コラム

期待から基準へ
～今後の愛知県理学療法士会の公益事業のあり方について～

公益社団法人 愛知県理学療法士会　副代表理事　星野　茂

10月 5日（日） 愛知県理学療法士会新人プログラム（名古屋学院大学白鳥学舎）
10月 9日（木） 愛知県医務国保課
10月19日（日） 愛知県理学療法士会公益社団設立記念式典
10月21日（火） 第２回名古屋市在宅医療・介護連携推進会議
10月24日（金） 名古屋市介護保険課（士会事務局）
10月25日（土） 公明党本部
10月27日（月） 第３回地域医療再生に関する多職種連携協議会
11月 1日（土） 第191回東海病院管理学研究会（椙山大学）
11月 7日（金） 愛知県医師会、愛知県医務国保課
11月10日（月） 伊藤渉衆議院議員パーティ
11月15日（土） 第30回東海北陸理学療法学術大会
11月16日（日） 第30回東海北陸理学療法学術大会
11月29日（土） あいち福祉医療専門学校教育課程編成委員会
12月 7日（日） 日本理学療法士協会理事懇談会
12月 8日（月） 第４回地域医療再生に関する多職種連携協議会

代表理事会務報告（平成26年10月1日～12月31日）
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部局だより

職　能　局 業務推進部
部長　石田　悦二

　会員の皆様、遅ればせながら明けましておめでとうご

ざいます。

　新年を迎えて１ヶ月が経ちました。今年は３年に一度

の介護報酬改定の年であり、特に介護保険関連の事業

所に従事されておられる会員の皆様は年度末に向けた日

常業務の慌ただしさと改定についての情報収集、４月以

降は改定後の対応と忙しい上半期になっていかれると察

します。

　さて職能局業務推進部におきましては、ニュース175

号でもお伝えしたように平成27年２月15日（日）に今

年度２回目の研修会を開催いたします。

　内容は、以前も申しあげたように『地域包括ケアシス

テム』についてです。

　講師には昨年度に引き続き医療法人仁医会の藤田正

之先生をお招きし、『地域包括ケアシステム・現状と今後

の動向－第２弾-地域ケア会議の実践』と題してご講演

とご指導をいただきます。

　前回ご参加くださった方は、内容をより実践的に。初

めて参加される方は、『地域包括ケアシステム』につい

て実践を通して理解できるようにご講義いただきます。

　この機会にぜひ参加していただき、地域包括ケアシス

テムの一端を担っていけるように情報を収集していただ

きたいと考えております。申込方法等詳細は本ニュース

の研修会情報および県士会ホームページをご覧くださ

い。申込期日が迫っておりますが多くの皆様のご参加を

お待ちしております。

　最後になりましたが、本年も業務推進部の活動にご理

解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。





職　能　局 保険部
部長　岡　季子

　昨年の診療報酬改定に引き続き、今年度は介護報酬

改定を迎え慌ただしい日々を送られていることと思いま

す。保険部では３月11日に鳥山会長を迎え、改定情報

に関する研修会をウィンクあいちで開催する予定です。

詳細につきましては郵送での案内及びホームページをご

参照ください。

　また、第24回愛知県理学療法学術大会（３月１日）

において保険部ブースを設け、業務に関するQ & Aを行

います。可能な限り会員間での情報共有を図ることがで

きればと考えておりますのでご協力の程、宜しくお願い

いたします。

社　会　局 健康福祉部
部長　荒谷　幸次

　早いもので新年明けまして１ヶ月が過ぎました。本年

もどうぞよろしくお願致します。

　健康福祉部では、地域の高齢者、障がい者、スポー

ツ選手・指導者の方々、またリハビリテーションに携わ

る多くの職種の方々に対し、少しでも貢献できるような

活動を継続していく予定です。会員の皆様のご理解とご

協力をお願い致します。

　事業報告と来年度のお知らせです。

❖セカンドライフフェスティバル参加報告
　平成26年11月23日（日）に半田市立さくら小学校

で開催された「セカンドライフフェスティバル2014」に

出展しました。地域住民の体力チェック（筋力・バラン

ス・柔軟性・健脚度）を実施し，測定結果に基づいて運

動指導や助言を行いました。当日は、192名の地域の

方が参加され、大盛況に終わりました。

　多くの会員の皆様にご協力頂き、ありがとうございま

した。心よりお礼申し上げます。なお、本事業は新人教

育プログラム「士会活動・社会貢献」の単位および「地
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❖日本障害者バドミントン選手権大会
コンディショニングサポート報告

　平成26年度12月13日（土）～14日（日）に名古

屋市稲永スポーツセンターにおいて第24回日本障害者

バドミントン選手権大会が開催され、主催者側の依頼に

よりコンディショニングルームを設置しました。内容は

徒手的アプローチや物理療法、テーピング等、選手の状

況にあわせてサポートしました。２日間で選手、大会役

員の方あわせて43名の方にご利用頂き大会に協力する

ことができました。県士会として、障がい者スポーツ大

会をサポートするのは初めての取り組みでしたので、課

題も残りましたが、無事に終えることができました。

　ご協力頂いた会員の方々ありがとうございました。参

加した会員の感想を掲載させて頂きます。

域包括ケア推進リーダー　士会指定事業」です。理学

療法士の社会貢献の場としてとてもよい機会になってい

ます。来年度も開催予定ですので、ぜひご参加下さい。

施　　設　　名 氏　　　　　　　　　　　名

竹内整形外科・内科クリニック
安 井　 義 雄
鬼 頭　 明 裕
石 田　 浩 之

飯 田　 文 彦
進藤　美乃留
村 田　 旭

近 藤　 真 美
山 口　 喜 大
北川　亜樹子

村 上　 正 峻
松 原　 梨 花

榊原整形外科 竹 内　 有 三
辻 　 真

小 瀬　 浩 二
松 本　 弘 史

山 田　 宣 生
鈴木　沙都子

吉 村　 竜 平
新 美　 有 生

知多厚生病院 森 本　 和 宏
石田　江理奈

江 本　 達 也 山 岸　 幸 平 山口　あすか

加藤病院 榊 原　 英 晃 廣 瀬　 朱 理

鵜飼病院 岡 山　 彩 乃 石 川　 真 衣

あべクリニック 天 野　 愛 弓 山 本　 恭 生

結生クリニック 水谷　由希江

宇野病院 北 地　 志 行

津島リハビリテーション病院 本 村　 聖 也

刈谷豊田総合病院 間瀬　ほたる

新生会第一病院 久 野　 義 直

八千代病院 溝 口　 な お

みずのリハビリクリニック 川 北　 俊 雄

半田病院 畔 上　 和 久

「日本障害者バトミントン選手権大会
in名古屋に参加して」

リハビリネクスト　理学療法士　江浜　崇

　ご利用者様の生活をよりよくするために何ができるか

を考えていた頃、ちょうど、障がい者のバトミントン大

会サポートスタッフ募集の案内が目にとまり、参加させ

ていただきました。

　サポート内容としては、ウォーミングアップやクール

ダウンの対応が多く、少しでもいい結果が出るように対

応しましたが、関わった選手が勝利するとうれしくなり、

これも私たちのおかげ・・（？）と自己満足もした次第

です。

　実際の試合は静かな中にも闘志を燃やすというような

真剣勝負ばかりで強烈な迫力を感じましたが、われわれ

＜参加スタッフ＞　合計38名（敬称略）
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❖来年度のお知らせ
　来年度も、県内各地でスポーツ傷害予防教室、高野

連メディカルサポート、半田市セカンドライフフェスティ

バル、地域リハビリテーション研修会を行っていく予定

です。

　随時県士会ニュース、ホームページや、DMなどでア

ナウンス致しますので、ご興味ある方は是非ご参加下さ

い。

が待機していたコンディショニングルームではどの選手

の方も仲が良く、会話もおもしろく、またみなさんの実

際の思いも聞くことができ、とても勉強になりました。

　障がいを持っていても生きるエネルギーとそれを理学

療法士として支えられた喜びを感じられたサポートで、

これからもこの分野にも関わっていきたいと思っていま

す。



社　会　局 ニュース編集部
部長　安本 旭宏

　今号のニュースが今年度４回目のニュースになります。
ニュースは引き続き年４回（５月、８月、11月、２月）
発行いたしますので、各部局・委員会の活動報告、研修
会案内、求人情報等の掲載に是非ご利用ください。
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　現在、地域包括ケア推進リーダー・介護予防推進リーダーともに300名以上の登録をいた

だいております。予想以上の登録者があり、３回目の導入研修を下記のように開催を行うこと

にしました。注意事項も再度ご確認いただき登録等の処理をお願いします。

地域包括ケア推進委員会からのお知らせ

 地域包括ケア推進リーダー導入研修 

第3回　日　時：2月22日（日）　10：00～ 15：00（受付9：30～）

 会　場：あいち福祉医療専門学校

＊安全管理上の都合上、１号館よりお入りください

 介護予防推進リーダー導入研修 

第3回　日　時：2月22日（日）　10：00～ 15：00（受付9：30～）

 会　場：あいち福祉医療専門学校

＊安全管理上の都合上、１号館よりお入りください

尚、本研修会は名古屋ブロックのご協力を得て実施します。

 注 意 事 項 
① 受講申し込みは日本理学療法士協会マイページより実施してください。

② 本導入研修は事前申し込みが無ければ受講できません。

③ 同日に両方の導入研修は受講できません。同日の受講申し込みをしてしまった方は、愛知県理学療

法士会事務局までキャンセル（受講取り消し）のご連絡をお願いします。

④ 導入研修を受講される前には必ずｅ－ラーニングの受講又は免除申請を実施してください。

⑤ 次年度も導入研修は実施します。次年度に持ち越してのリーダー取得も可能です。

⑥ 士会指定事業参加の申請を行っていない方は下記の問い合わせ先に申請をしてください。

⑦ 日本理学療法士協会マイページにて各自の申請・受講状況の確認を実施してください。

 問い合わせ先 
愛知県理学療法士会事務局　　E-mail：offi  ce@aichi-pt.jpまで「地域包括ケアシステム推進リーダー

について」としてお問い合わせください。
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白書委員会 会員個人調査への協力のお願い

　本会では、全国で唯一県士会の白書を作成しています。白書を発行することは、行政や他
団体をはじめ、広く認識してもらうための一手段として重要と考えています。具体的には、本
会の事業活動だけでなく、理学療法士が、どのような医療機関、介護施設、事業所に勤務し
ているか等です。
　2015 年度に３回目の発行を予定しており、今年はその作成のためのアンケート調査を実施
する年にあたります。アンケートには会員個人調査と施設調査を予定しています。（施設調査
は今夏実施予定です。）

　調査の第一弾として、会員個人向けアンケートを３月中に実施します。

（集約状況により、期間延長する場合はホームページでお知らせします。）

　アンケートはPC、携帯電話、スマートフォンで参加できます。本会ホームペー

ジ特設バナーへアクセスして下さい。所要時間は5 分程度です。

　お忙しいとは存じますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先： apta.white@gmaill.com

　調査の第一弾として、会員個人向けアンケートを３月中に実施します。

（集約状況により、期間延長する場合はホームページでお知らせします。）

　アンケートはPC、携帯電話、スマートフォンで参加できます。本会ホームペー

ジ特設バナーへアクセスして下さい。所要時間は5 分程度です。

　お忙しいとは存じますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先： apta.white@gmaill.com

＜学会会場でもキャンペーンを行います！＞

　１人でも多くの会員の皆様にアンケートにご協力いただきたく、今回は

学会会場でもキャンペーンを行うことになりました。

詳細は学会誌をご覧ください。当日は特設会場を設置します。

（４号館 3F433号室 第２会場の向かい側です。）

休憩を兼ねて是非お立ち寄り下さい。皆様のご来場をお待ちしています。
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愛知県士会・愛知県学会・協会主催の学会・研修会

第24回
愛知県理学療法学術大会

特定非営利活動法人 愛知県理学療法学会

痛みと向きあう

名古屋学院大学
リハビリテーション学部肥田 朋子大会長2015年

名古屋国際会議場会 場3月1日日会 期

株式会社オフィステイクワン 〒461-0004 名古屋市東区葵3-12-7 E-mail：apta24@cs-oto.com   URL：http://www.cs-oto.com/apta24/運営事務局：

名古屋学院大学 リハビリテーション学部大会事務局： 特定非営利活動法人 愛知県理学療法学会主　催：

後 援 団 体：愛知県／名古屋市／公益社団法人 愛知県医師会／一般社団法人 名古屋市医師会／公益社団法人 愛知県看護協会／一般社団法人 愛知県作業療法士会／愛知県言語聴覚士会／
社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会／社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会／一般社団法人 愛知県医療法人協会／一般社団法人 愛知県病院協会／中日新聞社

〒480-1298 
愛知県瀬戸市上品野町1350

渡邊 晶規事 務 局 長：

TEL：052-930-6145／FAX：052-930-6146

PROGRAM
大会長基調講演

肥田 朋子（名古屋学院大学リハビリテーション学部）
痛みの理学療法を考える

特別講演1

水村 和枝（中部大学生命健康科学部）

遅発性筋痛（DOMS）のメカニズム
― 痛み物質産生器官としての筋の役割 ―

特別講演2

松原 貴子（日本福祉大学健康科学部）
痛みに対する運動療法の効果とメカニズム

シンポジウム
痛みの臨床  ― 理学療法士の関わり ―

一般演題

河尻 博幸（愛知医科大学病院リハビリテーション部）

下    和弘（愛知医科大学学際的痛みセンター）
上原    徹（NTT西日本東海病院リハビリテーション科）

口述発表 ・ ポスター発表

市民公開講座

池本 竜則 （愛知医科大学運動療育センター）
長引く痛みの原因とその対処法

共催：公益社団法人 愛知県理学療法士会

愛知県士会・愛知県学会・協会主催の学会・研修会
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◉業務推進部 平成26年度 第２回研修会
【テーマ】 地域包括ケアシステム・現状と今後の動向

－第2弾－地域ケア会議の実践

【日 時】 平成27年２月15日（日）

 11：00～ 15：30　（受付開始10：30）

【会 場】 あいち福祉医療専門学校

 （金山総合駅南口から徒歩５分）

【講 師】 医療法人仁医会

 西尾市地域包括支援センター中央 管理者 

 介護専門員指導者 理学療法士 藤田 正之 先生

【対 象】 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、養成

校学生　等

【定 員】 80名（先着順　定員に達し次第締め切りと

させていただきます）

【参加費】 無料

【主 催】 公益社団法人 愛知県理学療法士会

職能局業務推進部　

【申し込み期間】 

平成26年12月１日（月）～

 平成27年２月10日（火）

【申し込み先】 

E-mail ：aptagyoumu@hotmail.co.jp

【申し込み方法】 

以下の項目を明記してE-mail にて申し込み

ください

 件名：業務推進部第２回研修会申し込み

 記入項目：①氏名　②貴施設名、所属・部署　

③職種　④返信連絡先E-mail 

　　　※受信確認後、３日以内にE-mailにて連絡さ

せていただきます。 

返信許可するように、受信拒否解除等の設定

の変更をお願いします。

【問い合わせ先】 

医療法人孝慈会 老人保健施設ラ・ファミリア 

 リハビリテーション課　　石田 悦二

 ＴＥＬ　（０５２）３８４－５４１１

 　こちらからの返信が４日以上無い場合は、

メールが正しく届いてない可能性があります。

 　お手数ですが上記問い合わせ先までお電話

ください。

◉平成26年度　愛知県理学療法学会
研修部主催 第３回研修会

日　時： 平成27年２月８日（日）

会　場： 名古屋国際会議場　会議室141-1421

 （名古屋市熱田区熱田西町１番１号）

テーマ： 「リハビリテーションロボットの実際」

プログラム

　　12：00～ 受付開始

　　13：00～ 14：30 

天野　暁 先生

 （兵庫医科大学病院病

リハビリテーション部作業療法士）

 脳卒中後の上肢麻痺に対するロボット治療の

実際

　　14：40～ 16：10 

平野　哲 先生

 （藤田保健衛生大学医学部

リハビリテーション医学I講座）

 リハビリロボットと運動学習

参加費： 無料

定　員： 200名程度

取得単位：学会ホームページにてご確認下さい。
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◉生涯学習部主催症例検討会のご案内
　下記の要領で生涯学習部主催の症例検討会を開催い

たします。症例発表をもって早期の新人教育プログラ

ム修了をお考えの方、また日々の臨床でお困りの方な

ど多くのご参加をお待ちしております。日頃の臨床の

中で困っている症例などを気軽にディスカッション出

来る場としても考えておりますので、是非ご参加くだ

さい。発表者以外の会員のご参加も歓迎しております。

発表者は新人教育プログラム履修3単位付与となりま

す。また、優秀な症例報告については座長奨励賞を検

討しております。

開催目的：新人教育プログラム修了と専門領域への早

期移行

 症例発表形式でのプレゼンテーションと

ディスカッション

発表資格： 愛知県理学療法士会会員

 新人教育プログラム「C-6 症例発表」が取

得できます。

参加資格： ディスカッションへの参加は会員であれば

どなたでも結構です。

実施日時： 平成27年３月15日（日）

 ９：30－受付開始

 ９：50－オリエンテーション

 10：00－開始

実施場所： 藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテー

ション学科棟

検討方法： グループディスカッション

 （スライドによる発表）

 発表10分、質疑応答・ディスカッション

10分程度

発表参加方法： 愛知県理学療法士会HP内

 登録フォームより氏名，所属，入会年数，演

題名，演題分類登録などを登録してください。

 http://www.aichi-npopt.jp/info_shinjin_

shorei.html

演題投稿期間： 

 平成27年２月28日　12：00まで

発表の詳細：

 発表の詳細は発表登録者に後日ご連絡致し

ます。
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その他の研修会その他の研修会

◉第53回 愛知県糖尿病
療養指導研究会 学術講演会

日　時： 平成27年３月 22日（日）

 13：00～ 16：20 （開場12：30）

内　容： テーマ「糖尿病の食事・運動療法 up to date」

 講演１「糖尿病患者の運動機能障害について」　　

 講演２「肥満外来における

リハビリテーション技術科の取り組み」　　　　　　　

 講演３「運動量と食事量を考慮した糖尿病療

  養指導 ～どうしたら運動を継続させら

  れるのか～」

 特別講演「基礎カーボカウントと応用カーボ

  カウントは何が違う？ ～糖尿病療養指

  導に欠かせない２つのカーボカウント

  の知識～」

講　師： 講演１　済衆館病院リハビリテーション科

理学療法士　瀧野皓哉

 講演２　豊田厚生病院リハビリテーション

技術科理学療法士　竹内好正

 講演３  さくら総合病院リハビリテーション

センター理学療法士　磯村隆倫

 特別講演　岡崎市民病院医療技術局

栄養管理室管理栄養士　浅田英嗣

会　場： 名古屋大学医学部附属病院

 中央診療棟3階講堂

 （名古屋市昭和区鶴舞65：JR中央線「鶴舞」

駅を下車し、名大病院口改札を出て徒歩約５分）

受講費： 愛知県糖尿病療養指導研究会会員　無料

 その他参加者　1,000円

定　員： 200名

申込先： 事前に申し込みの必要はありませんので、参加

ご希望の方は当日会場まで直接お越し下さい

締　切： 特にありません

主　催： 愛知県糖尿病療養指導研究会

共　催： 公益社団法人　愛知県臨床衛生検査技師会

後　援： 公益社団法人　愛知県理学療法士会

その他：○ 糖尿病療養指導士の方に対しては、認定更

新のための研修会として2群1単位が認定

◉PTラーニング
日　時： 随時

内　容： 理学療法士の方々が自己啓発により幅広い知

識を得て

 ご活躍する為の手段として、理学療法士向

けのeラーニングサービス「PTラーニング」

を９月16日に立ち上げました。

 その広報として貴士会の研修会の案内ページ

かTOPページへのバナー掲載をお願いした

いと思い、ご連絡させて頂きました。

 「PTラーニング」の内容は、下記のURLの「お

試しデモ」 および「最新コンテンツ情報」よ

りご覧頂けます。

 https://www.pt-learning.com/Start.

aspx

 コンテンツには、理学の基礎知識、最新理学

情報、疾患・治療および薬剤の情報等も掲載

されます。

講　師： 最新コンテンツ情報は下記をご覧ください。

 https://www.pt-learning.com/pdf/

guidance/now_lesson.pdf

される予定です。

　　　　○ 本研修会は、参加により（公社）日本理学

療法士協会専門理学療法士ならびに認定理

学療法士（代謝）資格取得および更新に関

わる履修ポイントとして、５ポイント（大

項目2-6）が取得できる予定です（現在申

請中）。参加時にPT協会会員番号が必要で

すのでご準備ください。

　　　　○問合せ先：

 愛知県糖尿病療養指導研究会事務局

 医療法人社団喜峰会東海記念病院

 藍川　智津（mail：aichicde2003@yahoo.

co.jp）、または医療法人三仁会あさひ病院

リハビリテーション科　横地　正裕（TEL：

0568-85-0077）
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◉臨床で確実に結果が出せる
IAIRテクニック　体験セミナー

日　時： 平成27年４月５日

内　容：ⅰ．頸部：頸長筋テクニック

 頸部のインナーマッスルである頸長筋の

機能改善を図るテクニックです。

　　　　ⅱ．上肢：橈骨頭の脱臼修復テクニック

 橈骨輪状靭帯から脱落している橈骨頭の

アライメントを修復するテクニックです。

　　　　ⅲ．体幹：大腰筋と腸骨筋間のリリーステク

ニック

 両筋間の癒着を改善し、互いの機能を十

分に発揮できる状態にします。

　　　　ⅳ．下肢：股関節調整テクニック

 「老化は股関節から始まる」と、言われる

ほど可動性が低下しやすい股関節の調整

テクニックです。

　　　　ⅴ．下肢：腓骨のリ・アライメントテクニック

 加齢と共に外側下方にアライメントが崩

れてしまう腓骨の調整テクニックです。

　　　　＊実技が中心となります。

講　師： 森本　義朗先生

 （国際統合リハビリテーション協会　東海支

部長・理学療法士）

会　場： 名古屋　石原ビル貸ダンスホールA室

 （愛知県名古屋市中村区名駅南1-3-14　石原

ビル６階）

受講費： 7,900円

定　員： 40名

会　場： なし

受講費： 12000円/年（全てのコンテンツ閲覧可能）

定　員： なし

申込先： 下記の「PTラーニング」サイトの「お申込み

について」よりお申し込みをお願い致します。

 https://www.pt-learning.com/

締　切： 随時受付中。

主　催： 株式会社プロアシスト主催。

申込先： IAIR東海　国際統合リハビリテーション協会

ホームページ

 もしくは ira.nagoya@gmail.com アドレスまで

 

 ＊全額返金保証付きです

 URL：http://www.iairtokai.jp/

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 国際統合リハビリテーション協会

◉AKA－博田法
地域技術研修コースのお知らせ

日　時： 2015年３月22日（日）

 ９：30～ 16：30（受付９：00～）

内  容： AKA－博田法と関節神経学的治療法の臨床

応用

講　師： 日本AKA医学会理学・作業療法士会認定：

指導者　１名、他指導スタッフ　数名

会　場： 東海医療科学専門学校

 （http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/access/）

 名古屋市中村区名駅南2-7-2

 （名古屋駅から徒歩13分）

受講費： 会員　11,000円　・非会員　13,000円

定　員： 36名（先着順：理学療法士・作業療法士）

申込方法：

 必要事項を明記しPCメールでお申し込み下さ

い。携帯電話からのメールはご遠慮下さい

　　　　件　名：AKA地域技術研修コース申し込み

 記入事項：①氏名　②勤務先　③連絡先

 　　　　　④職種　⑤会員・非会員

 申込み先・問合せ先：

 E-mail　aka_aichi@yahoo.co.jp赤羽が対応

 またはFAX、葉書でお申込みの方は、下記ま

で必要事項を明記して送付下さい。

 〒467-8622

 名古屋市瑞穂区弥富町字蜜柑山1－2

 名古屋市総合リハビリテーションセンター　

理学療法科　　萩原　康仁　宛
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◉藤田臨床動作分析講習会　基礎編～
　　偏った身体の使い方から、

動け探索できる身体作り ～
日　時： 2015年２月14日（土）－２月15日（日）

２日間

 １日目９：30～18：00（９：00　受付開始）  

２日目９：00～16：00

場　所： 藤田保健衛生大学医療科学部７号館

（リハビリテーション学科棟）

講　師： 冨田　昌夫（藤田保健衛生大学医療科学部リ

ハビリテーション学科　客員教授）

 杉山　智久（藤田保健衛生大学医療科学部リ

ハビリテーション学科　講師）

 真下　英明（舞鶴赤十字病院）

参加費： 15,000円

定　員： 40名程度

内容・申し込み方法は、下記HPをご参照ください

 藤田保健衛生大学リハビリテーション学科卒

後研修会

 http://reha-fhu.umin.jp/k_annai.html

連絡先： 藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテー

ション学科　杉山智久

 0562-93-9000

備　考： 昼食は持参ください。

◉合同会社gene主催セミナー①
『介護保険領域における

フィジカルアセスメントと急変時の対応』

日　時： 2015年2月15日（日）

 10：00～ 16：00（受付9：30～）

内　容： あなたは、急変時の対応を適切に行えますか？

 知っておきたい一次救命処置と医師が行う（指

示する）二次救命処置をわかりやすく理解して

いただく研修内容です。

 「なぜ？」「どうして？」の原点に戻って、わか

りやすい講義と実技で『よくわかる救急法』を

学んでいただきます。

 気道確保の重要性、AEDはなぜ必要？、医師

がルート（ライン）確保の指示を出すのはな

ぜ？・・・説明できますか？

 「下手にやったら・・・」ではなく、「何もして

くれなかった」と民事訴訟がおきています。

 医療従事者は勿論、全ての方が知っておきたい

急変時対応を知識と実技で学んでください。

講　師： 谷口　昌宏 先生

 （住まいと介護研究所 所長・理学療法士）

会　場： IMYホール 6階 第3会議室

 （愛知県名古屋市東区葵3-7-14）

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 60名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 合同会社gene

◉合同会社gene主催セミナー②
『脳血管障害おける装具療法の考え方とその適用』

日　時： 2015年2月22日（日）

 10：00～ 16：00（受付9：30～）

内　容： 病院における脳卒中患者のリハビリテーション

では治療用装具として用いるのか生活で用いる

ための装具として作製するのか、それともその

 FAX 052-835-3724

　　　※お申込み確認後、参加決定しましたら折り返

し入金先を案内させて頂きます。

申込締切：

 2015年３月13日（金）定員になり次第締

め切らせていただきます。

主　催： 日本AKA医学会理学・作業療法士会

その他： 詳細は当会ホームページでも確認できます。

http://akaptot.com/
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両者なのか。治療用装具として用いるのであれ

ば、どこをどのようにするために、どの装具を

用いるのか、明確な目的と客観的評価、そして

強かな戦略が必要である。

 連携パスの活用が求められている中、脳卒中の

理学療法ははたしてその期待に応えているだろ

うか。

 今回のセミナーでは主に装具療法に対する考え

方を中心に、装具を用いて理学療法士・作業療

法士はどうしたらよいか、歩行・立位・座位の

ために装具をどのように活かすのか等の内容を

予定しております。

講　師： 吉尾　雅春 先生

　　　　（千里リハビリテーション病院 副院長・理学療

法士）

会　場： ダイテックサカエ　6階　クリエイトホール

　　　　（愛知県名古屋市中区錦三丁目22番20号）

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 120名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切：定員になり次第締め切り

主　催：合同会社gene

◉合同会社gene主催セミナー③
『姿勢や動作のバイオメカニクス的分析』

日　時： 2015年2月15日（日）

 10：00～16：00（受付9：30～）

内　容： 姿勢や動作は理学療法や作業療法の中心的課題

であるにも関わらずその体系化は図られている

とはいい難い。評価には様々なものが考えられ

るが、バイオメカニクス的観点から観察・分析

することはその再現性や理論の基盤から見ても

重要であると考えられる。またその因果関係を

考慮した治療戦略を考案することも同様に重要

である。

 本講義では、バイオメカニクスという評価にとっ

ての大きな武器を有したうえで、運動学的戦略

を持った治療分析と治療戦略について述べさせ

て頂く。講義の概要は以下のとおりである。

 １．身体重心観察方法と重力

 ２．上半身質量中心と下半身質量中心

 ３．足圧中心と床反力

 ４．関節モーメント

 ５．姿勢分析や動作分析の実際

 について講義と実技を通して理解を深めていた

だけるような講義になれば幸いである。

講　師： 福井　勉 先生

　　　　（文京学院大学 保健医療技術学部 学部長 教授・

理学療法士）

会　場： 名古屋国際会議場 2号館3階 会議室234

　　　　（愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1）

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 100名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 合同会社gene

◉合同会社gene主催セミナー④
『脳画像のリハビリテーションの活用～

画像から考える臨床症状とアプローチ』

日　時： 2015年3月15日（日）

 10：00～ 16：00（受付9：30～）

内　容： 中枢神経疾患においては、運動障害が観察され

る上肢や下肢に直接的な損傷があるわけではあ

りません。しかし、実際の臨床では運動学的所

見の評価が中心になることが多く、損傷した脳

そのものに眼を向けて治療プログラムを立案す

る事は多くない印象があります。

 損傷した脳そのものを評価の対象に含める事、

すなわち、脳画像情報を評価に取り入れる事と

は、機能・能力的側面から得た情報を、脳機能

を含めて解釈する事に他なりません。

 この脳画像を評価に取り入れることで、評価結

果の解釈における精度を高め、これまでのアプ
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ローチをより適切なものにすることが期待でき

ます。

 本セミナーでは、脳画像を活用する上で欠かす

ことのできない脳解剖学的基礎知識ならびに脳

画像の基礎知識をコンパクトに整理し、自験例

を多数提示して、具体的な臨床での脳画像の活

用方法やリーズニングについて提示いたしま

す。

講　師： 阿部　浩明 先生

　　　　（財団法人広南会 広南病院 リハビリテーショ

ン科総括主任・理学療法士）

会　場： 名古屋国際会議場1号館4階会議室141+142

　　　　（愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1）

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 120名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 合同会社gene

◉合同会社gene主催セミナー⑤
『圧迫骨折の病態の理解とそのアプローチ』

日　時： 2015年3月21日（土・祝）

 10：00～ 16：00（受付9：30～）

内　容： 骨粗鬆症性圧迫骨折は高齢者に多い骨折の一つ

である。

 まずは、セラピストが知っておかなければなら

ない骨粗鬆症について理解し、圧迫骨折の基礎

の基礎について説明します。

 その上で圧迫骨折の分類や発症機序、さらに外

固定後からの運動療法まで解説します。

 また、ADL指導も重要なため、ベッドサイド

での起居動作のコツもお伝えします。

 実技では、圧迫骨折の骨癒合後から行うべきス

トレッチングを実施します。

講　師： 赤羽根　良和 先生

　　　　（さとう整形外科・理学療法士）

会　場： 名古屋国際会議場2号館2階会議室222+223

　　　　（愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1）

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 70名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 合同会社gene

◉合同会社gene主催セミナー⑥
『コメディカルスタッフのための血液データの

基礎知識入門編』

日　時： 2015年3月22日（日）

 10：30～ 15：30（受付10：00～）

内　容： 臨床場面において、患者様の状態を把握するの

に血液検査は非常に簡便で正確な検査方法で

す。しかし、データの意味を知っていないため

に重要な情報が見逃されていることがありま

す。

 例えば、総蛋白の値が少ないのに筋力訓練をし

ていないのか？もしくは、クレアチニンが増加

しているのに有酸素運動等をしていないのか？

HbA１cはヘモグロビンのどのような形なの

か？などコメディカルにとって必要最低限の血

液データの値の知識を、元予備校講師というユ

ニークな経歴をもつ 原　孝　先生にご講義頂

きます。

　　　◆講義内容

　　　・一般的な血液検査の項目

 （総ビリルビン、総蛋白、GOT、GPT、ALP、

LDH、γーGT、アミラーゼ、総コレステロー

ル、TG、HDLコレステロール、クレアチニン、

CRP、ヘモグロビンA１Cなど）等の検査項

目の意味と異常値についてお話頂きます。

　　　◆狙い

 血液データの異常値がなぜ出るのかを理解する

 なぜ、データをみるとどこの臓器の問題か分か

るのか、もしくは数値だけでは分からないこと

も多々あることを理解する。
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講　師： 原　孝 先生

 （医療法人社団 東華会 理事長 相模湖病院・医

師）

会　場： 名古屋市中小企業振興会館　4階　第7会議室

 （愛知県名古屋市千種区吹上2-6-3）

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 60名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 合同会社gene

◉合同会社gene主催セミナー⑦
『リンパ浮腫へのアプローチ～複合的理学療法上肢編～』

日　時：2015年3月29日（日）

 10：00～ 16：30（受付9：30～）

内　容： ■プログラム

 ①上肢リンパ浮腫に対するリンパドレナージと

 　バンデージ（実技）

 ②圧迫した状態での運動（実技）

 ③日常生活指導含むスキンケア（講義）

 ④弾性着衣処方の流れ（シミュレーション）

 ⑤緩和ケアへの応用（デモ中心）　他

講　師： 上田　亨 先生

 （リムズ徳島クリニック・理学療法士）

会　場： 名古屋国際会議場2号館2階会議室222+223

 （愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1）

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 60名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 合同会社gene

◉合同会社gene主催セミナー⑧
『COREの機能とロコモーション～姿勢、

動作の評価と体幹機能～名古屋会場～』

日　時： 2015年4月12日（日）

 10：00～16：00（受付9：30～）

内　容： 体幹機能は四肢の活動の基盤を提供し、随意的

な四肢の運動の背景で姿勢制御を行う。

 本講習会では下肢関節疾患例や基本動作障害を

有する症例に対する体幹機能の診方と治療アプ

ローチについて解説を行う。

 体幹機能の筋骨格系による動的安定化機構のメ

カニズムと、それらを制御する神経学的制御の

メカニズムについての知見をもとにアプローチ

方法を考えてみたい。

講　師： 石井　慎一郎 先生

 （神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 リハビ

リテーション学科 教授・理学療法士）

会　場： 名古屋市中小企業振興会館　7階　メインホール

 （愛知県名古屋市千種区吹上2-6-3）

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 200名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 合同会社gene

◉合同会社gene主催セミナー⑨
『臨床におけるコミュニケーション能力～コーチングを

活用した「やる気」を引き出すための方法～』

日　時： 2015年4月26日（日）

 10：00～16：00（受付9：30～）

内　容： コーチングとは、「コミュニケーションによって、

相手の能力・やる気を引き出す方法」です。セ

ラピストにとって、臨床スキルが重要なのは言

うまでもありませんが、医師や看護師と比べセ

ラピストは患者と１対１の時間が多いという特

殊な臨床のため、コミュニケーションスキルの

必要性を痛感されていると思います。

 セラピー中の何気ない会話の中に、コーチング

を用いることで、患者本人の"回復への強い思い

"を引き出すことが、今後必要不可欠な、もうひ

とつの臨床スキルとなってくると考えます。ま
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た、臨床の現場だけでなく、スタッフが活き活

きと働ける活性化した職場をつくるには、組織

の中でコミュニケーションがたくさん起こる環

境が必須です。

 今回は、元 愛知医科大学リハビリテーション科

医師、現 (株)NOTICE代表取締役　杉浦　元重　

先生に、ご利用者様やご家族はもちろん、職場

スタッフにも活かせるコーチングをご講義頂き

ます。

 講座は理論と、グループやペアでのコーチング

を実践しますので、あらかじめご了承ください。

講　師： 杉浦　元重 先生

 （株式会社 NOTICE代表取締役・医師）

会　場： 今池ガスビル 7階 B会議室

 （愛知県名古屋市千種区今池1-8-8）

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 60名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 合同会社gene

◉合同会社gene主催セミナー⑩
『生活期における活動・参加へのアプローチ

～平成27年度制度改定に基づいた新しい考え方～』

日　時： 2015年4月26日（日）

 10：00～16：00（受付9：30～）

内　容： 団塊の世代が後期高齢期を迎える2025?に向

けて、地域包括ケアシステムの構築をスローガ

ンに医療・介護・保健等の社会保障が見直され

ています。その中で、訪問や通所系リハビリテー

ションにおける機能訓練偏重のサービス提供が、

実生活場面での自?支援や主体的な活動の促進、

その結果として得られる介護度の重度化の予防

に必ずしも貢献できていないことが問題視され

ており、活動・参加につながる生活期リハビリ

テーションサービスへの転換が求められていま

す。

 そこで本セミナーでは、平成27年度の介護保

険制度改訂を視野に入れつつ、新しい活動・参

加につながる訪問や通所系リハビリテーション

サービスの考え方、実践の組み立て方について、

講義や演習を通して学びたいと思います。

講　師： 吉良　健司 先生

 （在宅りはびり研究所 所長　株式会社らいさす 

代表取締役・理学療法士）

会　場： 名古屋国際会議場 2号館1階 展示室211

 （愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1）

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 80名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 合同会社gene

◉合同会社gene主催セミナー⑪
『PNF入門』

日　時： 2015年4月29日（水・祝）

 10：00～16：00（受付9：30～）

内　容： 運動療法の一概念であるPNF（固有受容性神経

筋促通法）についての紹介を行います。

 PNFは哲学、基本原理、特殊テクニックの体系

から成り立ちます。

 身体機能、具体的な活動に取り入れる過程につ

いて理解を深め、実技を通してこのコンセプト

に触れることをセミナーの趣旨としています。

講　師： 斎藤　佳久 先生

 （清水スポーツ整形外科・理学療法士、IPNFA

認定セラピスト）

 獅子内　善徳 先生

 （PNF研究所 田園調布 所長・理学療法士、

IPNFA認定セラピスト/アシスタント）

 松田　現 先生

 （PNF研究所 研修センター センター長・理学療

法士、IPNFA認定インストラクター）

 吉川　一彰 先生
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 （瑞江整形外科・理学療法士、IPNFA認定セラ

ピスト/アシスタント）

 ※講師名 五十音順

会　場： IMYホール　6階　第3会議室

 （愛知県名古屋市東区葵3-7-14）

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 80名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 合同会社gene

◉合同会社gene主催セミナー⑫
『腱板断裂-病態理解とアプローチ-～名古屋会場～』

日　時： 2015年5月3日（日）

 10：00～16：00（受付9：30～）

内　容： 腱板断裂は腱板の退行変性を基盤として発症し、

疼痛や運動障害を主訴とする疾患である。

 しかし、腱板断裂を来していても全く症状を認

めない無症候性腱板断裂も数多く存在する。

 これはいったいどういうことだろうか？

 また断裂した腱板は自然修復しないが、この腱

板断裂に対する保存療法の効果とはいったい何

なのだろうか？

 腱板断裂は日常診療で遭遇する機会が多い疾患

であるが、病変そのものを疼痛や運動障害の直

接的原因と捉えてしまうと、上記した矛盾や疑

問が生じてくる。

 本セミナーでは、これらの矛盾や疑問を解決す

べく無症候性腱板断裂と症候性腱板断裂の違い

や病態の解釈について解説するとともに、その

アプローチについて実技を交えながら述べてい

くこととする。

講　師：福吉　正樹 先生

 （名古屋スポーツクリニック リハビリテーショ

ン科・理学療法士）

会　場： 名古屋国際会議場 2号館2階 会議室222+223

 （愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1）

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 70名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 合同会社gene

◉合同会社gene主催セミナー⑬
『リンパ浮腫へのアプローチ～複合的理学療法下肢編～』

日　時： 2015年5月10日（日）

 10：00～16：30（受付9：30～）

内　容： 下肢リンパ浮腫に対する治療について

 ●ドレナージの方法（実技）

 ●弾性包帯の巻き方（実技）

 ●弾性着衣の基本（主に座学、一部デモ）

 ●緩和ケアへの応用（デモ中心）

　　　※ご注意※

 実技が中心の講義となりますので、バスタオル

（ドレナージを行う際肌を出すため身体を覆うた

めのもの）、短パンをご用意ください。

 実技中心のセミナーですので、基礎編、もしく

はそれに代わる研修などを受講されていない方

につきましては、前もって予習して頂くことを

お勧め致します。

講　師： 上田　亨 先生

 （リムズ徳島クリニック・理学療法士）

会　場： 名古屋国際会議場 2号館2階 会議室222+223

 （愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1）

受講費： 12,500円（税込）

定　員：60名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 合同会社gene
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◉合同会社gene主催セミナー⑭
『関節可動域制限の発生メカニズムとそれに対する

運動療法の考え方』

日　時： 2015年5月17日（日）

 10：00～16：00（受付9：30～）

内　容： 臨床において関節可動域（以下，ROM）制限は

極めて発生頻度が高く、その重篤化はADL制限

やQOL低下を招くことから、その対策はリハビ

リテーション（以下，リハ）の重要課題である。

ROM制限を引き起こす原因としては、拘縮や強

直、筋収縮、脱臼偏位、関節内遊離体など様々

なものがあげられるが、その中で、リハによっ

て改善が期待できるものは拘縮と筋収縮である。

周知のように、筋収縮に関してはリハの様々な

治療戦略によって即時に軽減させることが可能

で、これに由来したROM制限に難渋すること

は少ない。一方、拘縮は皮膚や骨格筋、関節包

などの関節周囲軟部組織が器質的に変化し、そ

の伸張性が低下したことで生じたROM制限で

あり、病巣部位も多岐にわたるため治療に難渋

することが多い。そして、これらの組織には共

通してコラーゲンの増生に伴う線維化の発生が

認められ、これが拘縮の発生メカニズムに寄与

しており、最近はその分子機構の解明も進んで

いる。 そこで、本講義ではROM制限、特に拘

縮の発生メカニズムに関する最新知見を紹介し、

運動療法を含んだリハビリテーションの考え方

について私見を交えながら概説する。

講　師： 沖田　実 先生

 （長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 リハビリ

テーション科学講座 運動障害　リハビリテー

ション学分野　教授・理学療法士）

会　場： 電気文化会館　5階　イベントホール

 （愛知県名古屋市中区栄2-2-5）

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 120名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 合同会社gene

◉合同会社gene主催セミナー⑮
『骨盤～下肢のIDストレッチングとその臨床応用』

日　時： 2015年5月24日（日）

 10：00～16：00（受付9：30～）

内　容： 骨盤～下肢のIDストレッチングの理論的背景と

適応について説明する。

 骨盤～下肢の筋は、単に坐位・立位・歩行時の

安定性などに関与するだけでなく、

 痛みや立ち直りなどの感覚器としても重要な役

割を果たしている。

 軟部組織由来の疼痛あるいは筋緊張亢進に対し

て、パフォーマンス向上を目的とした治療ある

いはトレーニングの理論的背景やその実際につ

いて実技を多く取り入れおこなう。

講　師： 鈴木　重行 先生

 （名古屋大学大学院医学系研究科 教授・理学療

法士）

会　場： IMYホール 6階 第3会議室

 （愛知県名古屋市東区葵3-7-14）

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 60名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 合同会社gene

◉合同会社gene主催セミナー⑯
『脳卒中・中枢神経疾患における姿勢・歩行障害の捉え方』

日　時： 2015年5月31日（日）

 10：00～16：00（受付9：30～）

内　容： 脳卒中者におけるいわゆる運動麻痺は手足の動

きや動作の障害として捉えられがちであるが、

その根底となっている姿勢調整の問題に対する

対処が重要なポイントとなる。

 このセミナーではボバースコンセプトに基づく
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考え方を中心に、神経生理学・生態心理学的（視・

知覚と姿勢調整）側面から脳卒中者の姿勢障害

についての理論的背景を紹介し、また、実際に

どう対処したらよいのかを症例への介入を交え

て紹介したい。

 そして、歩行障害においては、失調様歩行、パー

キンソニズム等中枢神経系の筋緊張調整機構

の破綻に起因すると思われるもの、そして半側

空間無視・プッシャーシンドロームのような情

報処理機構の障害に起因すると思われるもの等

様々である。本来、リズミカルに歩くための

CPG（Central Pattern Generator）や中脳歩

行誘発野は、脊髄、脳幹に存在するため、脳卒

中者の多くは無傷である筈であるが先に述べた

様々な歩行障害はなぜ生じるのであろうか。

 歩行の障害について神経学的背景について解説

し、その対処についても実例を示して紹介した

い。

講　師： 伊藤　克浩 先生

 （山梨リハビリテーション病院 リハビリテー

ション部 副部長、日本ボバース研究会 会長・理

学療法士）

会　場： 名古屋市中小企業振興会館　7階　メインホール

 （愛知県名古屋市千種区吹上2-6-3）

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 200名

申込先： 合同会社geneホームページ

 （www.gene-llc.jp）よりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 合同会社gene
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＜会員の皆様へ事務局からのお知らせ＞

会員異動について
　登録の氏名、住所、勤務先、施設の登録内容、
施設代表者等に変更があった場合は速やかにマイ
ページから手続きをしてください。

平成26年度年会費について
　本年度の会費納入ありがとうございました。楽
天カードへの移行がまだの方は日本理学療法士協
会ホームページの年会費の所をご参照の上マイペー
ジから手続きをしてください。

　新人教育プログラム・研修会・学術大会、ブロッ
ク研修会等に参加される場合は会員証が必要です。
必ずご持参ください。

　マイページ・楽天カード・会員証の再発行・年会
費の領収書につきましては日本理学療法士会ホー
ムページでご確認ください。
ご不明の点は、
日本理学療法士協会
（03）6804-1422までお問い合わせください。

会　　員　　動　　向

（平成26年11月15日～平成26年12月31日）

　総会員数　 4860名（12月31日現在）

施設会員
施設会員　4122名

（所属施設　750施設）

自宅会員 自宅会員　738名

新 入 会 平成26年度入会 ４名

県外異動 （他県→愛知県） 3名

県外異動 （愛知県→他県） 1名

復　　 会 1名

休　　 会 4名

退　　 会 4名
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Memo
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Memo
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◀求 人情 報▶◀求 人情 報▶◀求 人情 報▶

合同会社Loving Look
こども訪問看護ステーションじん おかざき

●所 在 地 〒444-0811　岡崎市大西町字棚田36　ヤマカワビル3F-B
●電話番号 0564-58-2525
●募集人数 ２～３名
●希望条件 常勤・非常勤
●担 当 者 安井
●ホームページ http://lovinglook-llc.com/

東ヶ丘訪問看護ステーション
●所 在 地 〒470-2202　知多郡阿久比町福住高根台11-6
●電話番号 0569-48-9222
●募集人数 １～２名
●希望条件 常勤、非常勤問わず
●担 当 者 神原謡子　事務長　
●ホームページ http://www.higashigaokaclinic.com

名 古 屋 記 念 病 院
●所 在 地 〒468-8520　名古屋市天白区平針4-305
●電話番号 052-804-1111
●募集人数 若干名
●希望条件 常勤・非常勤
●担 当 者 リハビリテーション部　松川
●ホームページ http://www.hospy.or.jp/kinen/

春日井市医師会訪問看護ステーション
●所 在 地 〒486-0913　春日井市柏原町5-387
●電話番号 0568-82-8780
●募集人数 １名
●希望条件 常勤１名
●担 当 者 管理者　山﨑　（事務　西尾）
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◀求 人情 報▶◀求 人情 報▶◀求 人情 報▶

医療法人　たなかクリニック
●所 在 地 〒470-0451　愛知県豊田市藤岡飯野町井の脇414番地
●電話番号 0565-76-7887
●募集人数 １名
●希望条件 常勤、非常勤どちらでも
●担 当 者 田中 一正
●ホームページ http://www.geocities.jp/clinic_tanaka

殿 田 橋 整 形外 科
●所 在 地 〒440-0833　豊橋市飯村町西山7-644
●電話番号 053-522-7470
●募集人数 2名
●希望条件 常勤・非常勤　週1からでも可
●担 当 者 宮城社会保険労務士事務所　増田

美顔整体 SORA
●所 在 地 〒491-0053　愛知県一宮市今伊勢町本神戸高野池3-2パルス2C
●電話番号 0586-85-7989　土日祝も可。夜11時まで電話OK
●募集人数 ２名。履歴書不要。面接時の交通費支給。
●希望条件 常勤。年収アップ保障。週休２日。仕事もプライベートも充実させたい方。
●担 当 者 山田邦弘（やまだくにひろ）

医療法人　さとう整形外科
●所 在 地 〒501-6062　岐阜県羽島郡笠松町田代501
●電話番号 058-388-0100
●募集人数 １名
●希望条件 常勤、骨・関節領域（整形外科）経験者の方
●担 当 者 小島
●ホームページ http://www.matsunami-hsp.or.jp/chiiki_renkei/

　　　　　　hashimagun/sato/documents/annai.pdf
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◀求 人情 報▶

ごとう内科クリニック
●所 在 地 〒489-0861　愛知県瀬戸市八幡台１丁目１番地
●電話番号 0561-84-3355
●募集人数 １～２名
●希望条件 常勤
●担 当 者 院長　後藤啓五
●ホームページ http://www.goto-cl.net/pc/index.html
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