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　今年は4年に一度の統一地方選挙と3年に一度の参議

院議員選挙が重なる「選挙イヤー」である。「統一地方

選挙」とは、地方自治体の首長（知事や市町村長）と議

会の議員の選挙について、投票日などの期日を統一して

全国一斉に行う選挙である。

　当士会も、2019・2020年度公益社団法人愛知県理

学療法士会役員選挙が行われ、現職9名、新人6名が立

候補し選挙となった。

　振り返れば、12年前私が会長に立候補、現職の会長と

の選挙であった。当時選挙は総会時の行い、今まで総会

に出席する会員は非常に少なかったが、総会当日は、今ま

で一番の会員数となった総会であった。私は選挙すること

は良いことだと思う。無選挙で選出されるより会員意志で

選ばれるのは当然こことである。

　2019年3月17日役員選挙開票結果、理事10名の

定員で現職7名　新人3名当選した。新たに理事が選出

されることは組織の硬直化の防止にもあるだろう。しかし

ながら、投票は、有権者数5,678人の内投票者数595

人で投票率10.4%であった。この投票率をどう捉えるか。

あまりにも低い投票で会員に感心がないのか。いささか

懸念を感じるが真摯に受け止めなければならない。

　法人の社会的存在として、最低限の法令遵守や社会的

貢献といった責任を果たすだけでなく、住民や地域、社会

の顕在的・潜在的な要請に応え、より高次の社会貢献や

配慮、情報公開や交流を自主的に行わなければならない。

今年度は士会の組織の再編も行うこととなり、今後一層、

事業目的を明確にし、健全で継続した法人の運営に心がけ

ていくことは非常に重要であり、職能団体また、社会に貢

献できる団体として、県及び市町村に陳情、相談する団体

でなく、意見や助言を求められるような組織作りより一層

発展することにより、医療・介護・福祉並びに予防におけ

る理学療法士の専門性を高めていかなければならない。

代表理事コラム

2019・2020年度公益社団法人愛知県理学療法士会役員選挙

公益社団法人　愛知県理学療法士会　代表理事　鳥 山  喜 之

日　　程 内　　　　　　　容
1月19日 土 愛知県理学療法士会理事会
1月26日 土 独立行政法人国立病院機構東名古屋附属リハビリテーション学院創立40周年記念式典・祝賀会
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
2月22日 金 平成30年度愛知県在宅医療推進協議会
2月23日 土 名古屋市審査部会連絡協議会
3月　1日 金 星城大学リハビリテーション学院卒業式
3月　2日 土 中部リハビリテーション専門学校卒業式
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
3月　9日 土 第14回愛知県医療ソーシャルワーカー学会
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
3月12日 火 あいち福祉医療専門学校卒業式
3月14日 木 東海医療専門学校卒業祝賀会
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
3月16日 土 愛知県理学療法士会理事会
3月17日 日 第28回愛知県理学療法学術大会
3月18日 月 筒井たかや講演会総会
3月19日 火 名古屋市在宅医療・介護連携推進会議
3月21日 木 星城大学卒業式
3月23日 土 日本理学療法士会懲戒委員会
3月28日 木 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
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

代表理事会務報告（平成31年1月19日～3月30日）
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　前回お知らせしましたとおり、第47回 医療功労

賞におきまして、かなめ病院の前田 勝彦先生が県

受賞者として、2月7日に読売新聞中部支社にて表

彰されました。おめでとうございます。

　前田先生は南生協病院へ就職され、後に同一法

人内のみなみ子ども診療所、みなみ障害者診療所

にも出向かれました。 現在も南生協病院のある名

古屋市南部を中心に活動されており、今年で38年

になります。患者さんの中には、近隣でフォローし

てもらえる病院がなく、岐阜県や三重県から通って

こられる方もおられます。 

　入職された当初は、今ほど障害者のための福祉制

度等が整備されておらず、障害者同志が互いに助け

合い、自立した生活を目指して障害者運動が盛んに

行われていました。 そのような時代背景の中、同じ

職場の看護師に誘われ、前田先生も障害者運動に

参加したのが、脳性麻痺の方と関わるきっかけでし

た。 

　成人脳性麻痺の方が頚髄症等の二次障害に悩ま

され、次第に身体・生活機能が退行していく様子を

見て、理学療法士としてこれらを何とか予防できな

いかという思いが強くなり、模索しながら介入してこ

られたそうです。 具体的には各々の症状や姿勢等

を評価し、その方に合った運動指導や生活指導、介

助指導を行っておられます。 関わり始めた頃は30

～ 40歳代で寝たきりになる方が多かったそうです

が、最近その時期が50～60歳代へと延びており、

30年以上経った現在も関わり続けている方が数名

おられます。また、脳性麻痺の二次障害実態調査に

も関わり、共同執筆された「成人脳性マヒ　ライフ・

ノート―脳性麻痺の二次障害実態調査報告」で紹介

されています。是非お手に取りご覧下さい。

　現在は二次障害の経過をある程度把握できるよう

になり、ボトックス療法等の医療技術も進歩してきま

したが、前田先生の活動は成人脳性麻痺の方の身

体機能やADLの維持に大いに貢献されていると思

われます。 最近は福祉施設でのリハビリテーション

についても模索されているそうです。今後一層のご

活躍をお祈りいたしております。

医療功労賞受賞
おめでとうございます。

かなめ病院 前田 勝彦 先生が
受賞されました。
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部局だより

職　能　局 管理業務推進部
部長　石田　悦二

　新年度が始まり「業務推進部」は『管理業務推進部』

に名称変更いたしました。気持ちも新たに「理学療法

士管理者育成事業」の運営に取り組んでまいります。

　まず直近では6月2日（日）に『施設代表者会・士

会主催マネジメント研修』を開催いたします。昨年度

同様この研修は『協会指定管理者研修（初級）』受講の

必須要件となりますので、今年度中に「協会指定管理

者（初級）」の取得をお考えの方は特にご参加ください。

『協会指定管理者研修（初級）』につきましては6月23

日（日）に開催が決まりました。詳細は県士会ホームペー

ジをご確認ください。

　つぎに『管理者ネットワーク構築事業（職域別）』に

ついてですが、昨年度に引き続き各職域別（生活期・

地域包括ケア病棟・回復期・急性期）に分かれて、今

年度から名称新たに『職域別役職者ワークショップ』

として開催いたします。

　昨年も各職域別管理者ネットワーク研修会に多くの

方々が参加くださり横の繋がりを作るきっかけとして

いただきました。昨年ご参加くださった方々はもちろ

んのこと今年度もより多くの方々に参加いただき、一

層その輪を拡げていきたいと思っております。

　申し込み方法については、別項および県士会ホーム

ページに掲載してありますのでよくお読みいただき、

組織や部門の管理運営に携わっている方やグループ

リーダー等の役割を任されている方などぜひご参加く

ださい。

　つぎに『ADL維持向上等体制加算に関する研修会』

についてですが、今年度は8月と1月に開催できるよ

う企画準備中です。そして今年度は下半期に『協会指

定管理者の初級・上級ブラッシュアップ研修（仮称）』

を企画しております。両事業とも詳細が決まりしだい

県士会ニュースおよび県士会ホームページでお知らせ

いたします。

　会員の皆様におかれましては、引き続き愛知県にお

ける管理者ネットワークの確立にむけてご理解とご協

力を賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

※協会指定管理者制度については、日本理学療法士協

会ホームページ内の『会員の方へ→生涯学習につい

て→協会指定管理者』ならびに別項および県士会ホー

ムページに掲載の『愛知県理学療法士会における協

会指定管理者（初級）取得までの流れ』を、ご参照

ください。

日　　程 事　　業　　名 会　　　　場

6月　2日（日） 士会主催マネジメント研修 名古屋サンスカイルーム（伏見）

6月23日（日） 協会指定管理者研修（初級） あいち福祉医療専門学校（金山）

7月14日（日） 職域別役職者ワークショップ『生活期』 あいち福祉医療専門学校（金山）

8月頃予定 ADL維持向上等体制加算研修会 調整中

8月11日（日） 職域別役職者ワークショップ『急性期』 あいち福祉医療専門学校（金山）

9月　8日（日） 職域別役職者ワークショップ『地域包括ケア病棟』 あいち福祉医療専門学校（金山）

9月15日（日） 職域別役職者ワークショップ『回復期』 あいち福祉医療専門学校（金山）

秋頃予定 協会指定管理者ブラッシュアップ研修（仮称） 調整中

1月頃予定 ADL維持向上等体制加算研修会調整中
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愛知県理学療法士会における協会指定管理者（初級）取得までの流れ
2019年4月1日改定

職能局管理業務推進部 石田悦二

【１．対象者】

【３．取得までの流れ】

協会指定管理者（初級）の取得について、当士会では職能局管理業務推進部が担当し、事務
局・日本理学療法士協会（以下：協会）と連携して以下の流れで進めています。
協会HP内の『会員の方へ→生涯学習について→協会指定管理者』を、熟読いただき以下と合

わせてご確認ください。

業務上の責任ある立場として組織から指示を受け活動している、もしくは組織や部門の管理
運営に携わっている会員の方。

1）『士会主催マネジメント研修』を受講する。 ※上記受講要件１）３）対象者は受講免除。
（1）6月に開催される『施設代表者会』が『士会主催マネジメント研修』となります。
（2）事前申し込みが必要です。
（3）終了後『マネジメント研修修了証』をお渡しします。

3）『協会指定管理者研修（初級）』の受講申し込み。
（1）事前申し込みが必要です。マイページから申し込みください。
（2）申し込み期限にご注意ください。
（3）受講要件である上記1）2）を完了しておいてください。

4）『協会指定管理者研修（初級）』を受講する。
（1）当日は出席確認のため会員証（会員カード）をお持ちください。
（2）すべての講義およびグループディスカッションに出席ください。
（3）受講後、事務局から協会に受講者の報告をします。

【４．問い合わせ】
ご不明な点がございましたら『公益社団法人愛知県理学療法士ホームページ→お問い合わせ』から
当士会事務局へ問い合わせください。調整・検討中の事案もありますのですぐに回答ができない場合
もございますことをご了承ください。

2）『管理者証明申請書』および『マネジメント研修修了証』（上記受講免除の対象者は『推薦書』
や要件を証明する認定書など）を協会へ申請する。
（1）『管理者証明申請書』はご自身で記載ください。

書式は、協会HP→協会指定管理者→制度について「参考：管理者証明書」をダウ
ンロードし作成いただいて構いません。

（2）マイページから申請してください。
※協会HP→協会指定管理者→制度について「Ⅰ.受講要件について」の詳細をご確認ください。

5）「協会指定管理者（初級）」の取得
※マイページでご確認ください。ただしマイページに反映されるには、研修終了後数週間か
かります。

【２．受講要件について】
1）代表理事の被推薦者（士会・学会の役員、部員、委員のみ）
2）士会主催マネジメント研修の受講
3）回復期セラマネ・訪問リハ管理者あるいはその他医療的マネジメントコースを卒業したもの

※（1）マイページから申し込む際、上記2）受講要件確認・承認のため研修
参加申請が可能となるには数日かかりますことをご了承ください。

数日、期間を空けてください（※）
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職　能　局 予防事業推進部
部長　林　尊弘

職　能　局 倫理保険業務部
部長　宮嵜　友和

　2019年度が始まりました。予防事業推進部では、

引き続き「介護予防推進リーダー・地域包括ケア推進

リーダー導入研修」ならびに「介護予防指導者育成事業」

などに取り組んでまいります。

　昨年度の介護予防指導者育成事業では全体研修会を

1回、地区研修会を5ブロック（名古屋，尾張，知多，

西三河，東三河）で1回ずつ開催いたしました。全体

研修会では200名、地区研修会では総勢で300名近

くの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、行政職員

の方にご参加いただきました。特に地区研修会では，「自

立支援型の地域個別ケア会議」をテーマとし、愛知県

介護予防活動普及展開事業市町村アドバイザーによる

講義、モデル自治体の行政担当者による現状と課題の

報告、さらに模擬的な地域個別ケア会議のワークを行

い、活発な議論や時には笑いや拍手など、地域支援に

　平素は倫理保険業務部活動にご理解とご協力を賜り

ありがとうございます。

　さて、この4月（2019年4月）から、要介護・要

支援の認定を受けている高齢者に対する維持期・生活

期のリハビリテーションは、医療保険から介護保険へ

完全移行することになります。平成30年度介護報酬改

定に関するQ&A（Vol.9）（平成31年3月15日）」に

おいて、訪問リハビリテーション、通所リハビリテー

対する真剣さや一体感を感じられる研修会となりまし

た。ご参加くださった皆様方には、予防事業推進部一

同感謝申し上げます。

　予防事業推進部では、今後も皆様のお役に立てるよ

うな研修会や事業運営に努めて参ります。その際は、

他職種の方々もお誘い合わせの上、奮ってご参加くだ

さいますようよろしくお願いいたします。

＜ご案内＞
　今年度も地域包括ケア推進委員会の協力のもと、

「介護予防推進リーダー・地域包括ケア推進リーダー

導入研修」を開催いたします。本年度は、昨年と違

い各リーダー導入研修の開催が1回ずつとなります。

詳細につきましては、後日HP等でご案内いたします

のでよろしくお願いいたします。

　今後とも予防事業推進部の活動にご理解とご協力

の程、よろしくお願いいたします。





社　会　局 健康増進部
部長　竹内　有三

　健康増進部では公益事業を通して、地域の保健・福祉・

教育・健康増進の向上及び貢献していくことを目的に

活動しております。地域在住の高齢者や障がい者、リ

ハビリテーションに関わる多くの職種の方々に、少し

でもご参加頂けるような活動（公益事業）を継続して

いく予定です。

　多くの会員の皆様と、事業を通して一緒に活動する

ことで、理学療法士が社会に貢献できるように尽力さ

せて頂きたいと考えております。会員皆様方のご助力

を受け賜れますようお願い申し上げます。

ションにおける①新たに事業所の指定を受ける場合の

指定の遡及の取扱いについて②所要時間の取扱いにつ

いての通知が出ております。医療保険から介護保険へ

の円滑な移行を促進する観点からこの様な通知となっ

ておりますので、医療機関にお勤めの皆さまはご確認

いただきますよう、よろしくお願い致します。

　倫理保険業務部では、今年度も喀痰吸引研修会、チー

ム医療推進研修会、診療報酬改定説明会を開催予定で

す。詳細日時については後日HP等でご連絡させて頂

きます。今後とも宜しくお願い致します。
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　会員の皆様におかれましては、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は当理学療法士会の活動に、

ご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、2019年3月30日（土）から4月7日（日）に、ポートメッセなごやで開催されました。9日間という長

期にわたるイベントで、さらに年度末からの忙しい時期に、多くの会員の皆様、養成校のボランティアの皆様にご協

力いただき、無事終了する事ができました。ご協力頂きました皆様に、深く感謝申し上げます。

　この健康未来EXPO2019はHPより、「みて・ふれて・

まなぶ　医のテーマパーク」をコンセプトとし、4年に

一度開催される国内最大規模の医学会「日本医学会総会」

の一環として開催される市民向け博覧会で、最新の医療

や健康な生活に役立つ情報のほか、スポーツプログラム

の体験や、防災・救急医療に関する体験まで、子どもか

ら大人まで楽しみながら学ぶことができる博覧会となっ

ているとあります。当理学療法士会は、協力団体として、

展示会場の４つのまちのうちの、まなびのまちにおいて

行いました。リハビリテーションに関係する3つの職業

について体験ができるものとして、愛知県作業療法士会、

愛知県言語聴覚士会と協力して、1つのブースで運営し

ました。子どもと大人のロコモチェック、車椅子操作体

験、老化の疑似体験を行い、盛況のうちに終了しました。

　学生のボランティアでお越し頂きました方の学校名の

み記載させていただきます。愛知医療短期大学、星城大

学、星城大学リハビリテーション学院、中部リハビリテー

ション専門学校、東海医療科学専門学校、豊橋創造大学、

トライデントスポーツ医療看護専門学校、名古屋学院大

学、東名古屋病院附属リハビリテーション学院の9校の

学生の皆様にご協力を頂きました。ありがとうございま

した。

　会員の皆様は、133名の方のご協力を頂きました。

述べ人数を合わせますと9日間で600名を越す皆様の

ご協力を持って終了する事ができました。

　以上簡単ですが、ご報告いたします。

第30回日本医学会総会　2019中部　市民展示　ご協力ありがとうございました。

学生の皆様にご協力を頂きました。ありがとうございま

第30回医学会総会2019中部
健康未来EXPO2019へのブース出展を終了して

公益社団法人愛知県理学療法士会　副代表理事　熊谷　泰臣
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　平成31年3月17日、東三河ブロックが企画運営を

担当し、愛知県産業労働センター（ウインクあいち）に

て第28回愛知県理学療法学術大会を開催いたしました。

参加者数は1286名と、これまでにない多数の参加者

を迎えることができました。

　歩行は、日常生活の中で欠かせない移動手段の一つで

あるものの、その機構は非常に複雑であり、一度生じた

能力低下･活動制限は容易に回復できるものではありま

せん。また、歩行能力低下の要因には、中枢神経系、運

動器、呼吸･循環器などの機能障害のみならず、環境的

因子も含まれており、あらゆる側面からの理学療法が必

要となります。そのため、このように多様な歩行を支え

る機能を理解し、歩行能力回復のための知識と技術を修

得することは、理学療法士として必須な事項となってい

ます。そこで、本学術大会のテーマを「歩行再考」とし、

歩行をキーワードに運動器系、神経系、循環器系などの

諸機能のみならず、環境･参加などの視点も含め、基本

的理学療法について多面的に再考する事としました。

　演題数は105演題と昨年に比べて減少したため、学

術大会の盛り上がりに関してやや心配されましたが、そ

れを一掃する、多数の参加者による活発な議論が行われ

ていました。これは、日本理学療法士学会の分化学会化

などに伴い、年間を通して各専門領域における分化学会

などが行われていることが影響していると考えられます

が、多面的、総合的に理学療法を捉えることができる本

学術大会の重要性はさらに増しているなと感じました。

大会長　金 井　章
第28回愛知県理学療法学術大会報告

今回、新たな試みとして学術大会テーマに沿った主題演

題のセッションを設けました。特別講演では、京都大学

の建内宏重先生に最新のトピックスを踏まえ、理学療法

士による歩行回復に対する新たな視点での取り組みにつ

いて紹介していただきました。また教育セミナーでは、

循環器の理学療法、神経系の理学療法という総論的な話

ではなく、新人、中堅の理学療法士が直ぐに臨床で活用

できる、歩行機能の回復や維持に関する理学療法につい

て講義していただきました。シンポジウムでは、各病期

における実践的な理学療法を紹介していただいたことも

あり、活発な討論が展開されました。

　抄録集については、学術大会ホームページからダウン

ロードする形とし、紙媒体はプログラム集として発行、

士会ニュースと合わせて送付することで、予算の削減に

心がけました。また、今回から事前登録を行いましたが、

参加者数が大幅に増加したにも関わらずスムーズな参加

受付を行うことができました。しかし、生涯学習に関

する履修登録において、ポイント申請受付に会場に入り

きらないほどの数の人が集中し、当該会場の運営に混乱

を生じてしまいました。受講を希望しながら受講できな

かった方や、受講にあたって立ち見を余儀なくされた皆

様に、お詫びを申し上げます。このような混乱も一部で

ありましたが、学術大会を大盛況のうちに無事終えられ

たことは、ひとえに会員諸氏のご理解、ご協力と、学術

大会部および各部局の皆様のご支援によるものと、心よ

り感謝とお礼を申し上げます。
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　愛知県理学療法学術大会 学術大会賞（以下、本賞）は、

士会員の学術力向上を目的に創設されたものであり、第

18回大会から始まり今回で10回目となります。本賞は、

学会発表された全演題の中から候補者を選出し、学会

終了後に愛知県理学療法学会誌への投稿論文を作成し

ていただきその中から内容を吟味し、1名の受賞者を選

出します。この間候補者の方々には、学会発表に留まら

ず、論文として臨床および研究推論をカタチにする労力

を費やしていただくことになります。　　　　

　今回の受賞者（前回の第27回大会の学術大会賞）は、

　学術大会新人賞（以下、新人賞）は第26回愛知県理

学療法学術大会から、新人（入会後3年以内）の学術

力向上を目的に創設されました。今回の第28回学術大

会においても、登録された演題の中から若手特別セッ

ションとして6演題が選出され、それぞれ演題に対し審

査員が発表を通じて研究内容や質疑応答についてその

場で審査を行いました。

　今回の受賞者は、いえだ整形外科リハビリクリニック

の河田 龍人先生（受賞演題名：上腕三頭筋長頭の硬さ

第 27回愛知県理学療法学術大会　学術大会賞の授賞式が行われました

第 28 回愛知県理学療法学術大会 学術新人賞が選出されました

NPO法人愛知県理学療法学会
学術大会部　海 野 　 光 信

偕行会リハビリテーション病院の澤島 佑規先生（受賞

演題名：被殻出血患者における皮質脊髄路走行領域の

損傷度と下肢　運動機能との関係）です。心よりお祝い

申し上げます。

　日々の臨床や研究活動で生じた疑問や問題点の解決

に向かうための研究過程を公表し、議論を通じて研鑽

された成果は、それを待つ地域や社会に還元されるも

のと考えます。

　今後も会員皆様の学術大会への演題登録を心よりお

待ちしております。

と肩関節可動域との関係性）です。受賞、おめでとうご

ざいました。

　新人賞は当日の閉会式前に表彰式が行われ、金井大

会長から河田先生へ、表彰状と記念品の授与が行われ

ました。

　NPO法人愛知県理学療法学会ではこの新人賞が、若

手士会員の努力を“見える化”する企画として、今後も継

続したいと思います。

左から
学術大会新人賞 河田先生、
学術大会賞 澤島先生
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　2019年3月3日（日）、藤田医科大学におきまして生涯学習部主催の症例検討会を行いました。今回は23題と大変

多くの演題登録を頂きました。誠にありがとうございました。また、当日は2つの会場で活発な議論がなされました。

その中で、特に優れた下記の発表に対し表彰を行いました。

受賞者

○新美航希先生…渡辺病院

　「着座動作の認知段階における効果的な動作学習

　～Singer`s Five-step approachを用いた一例～」

○土屋晶敬先生…鵜飼リハビリテーション病院

　「歩行の不安定性により上下肢・体幹の不随意運動

　が増強した視床出血患者」

　2名の先生方おめでとうございます。ご協力頂きました皆様に感謝申し上げます。

　今後も症例検討会の開催を予定しておりますので、ぜひご参加ください。

NPO法人愛知県理学療法士学会
生涯学習部　部長　松 田 　 文 浩
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愛知県士会・愛知県学会・協会主催の学会・研修会愛知県士会・愛知県学会・協会主催の学会・研修会

◉「2019年度
　NPO法人愛知県理学療法学会研修部

第1回研修会」のご案内

日　時： 2019年6月30日（日）

 13：30～ 16：45（受付開始13：00）

会　場： 名古屋国際会議場　レセプションホール

テーマ： 「いまさら聞けない感染症

 　　－その対策とポイント－」

プログラム：

 感染症に対する医学的管理とそのポイント

 （医師）

 感染症対策で求められる医療従事者の視点と対応

 （看護師）

 理学療法における感染症対策の実際

 （理学療法士）

申　込： 不要（直接会場へお越しください）

参加費： 無料

取得単位：未定

 最新情報については、NPO法人愛知県理学療法

学会HPに随時掲載いたします

お問い合わせ

　　日本福祉大学　健康科学部　　坂野裕洋

　　TEL：0569-20-0118（内線2325）

1）理学療法士講習会（基本編・理論）
　　「脳卒中片麻痺者における体幹機能とバランス能力
　　のとらえ方」

日　時： 2019年6月29日 （土）

会　場： 中部リハビリテーション専門学校

新人教育プログラム単位：

 C-1 神経系疾患の理学療法

履修ポイント：

◉愛知県開催の
理学療法士講習会のお知らせ

＊愛知県では、2019年度に以下の理学療法士講習会7
件が開催されます。
　申込方法などの詳細は、協会ホームページのマイペー
ジからご確認ください。

 神経（脳卒中・専門）

セミナー番号：19218

2）理学療法士講習会（基本編・技術）
　　「触察手技の基本（股関節編）」

日　時： 2019年8月25日 （日）

会　場： 一宮西病院

新人教育プログラム単位：

 C-2 運動器疾患の理学療法

履修ポイント：

 運動器（全領域）

セミナー番号：19219

3）理学療法士講習会（基本編・理論）
　　「赤ちゃんリハビリテーション研修会」

日　時： 2019年8月31日 （土）、9月1日（日）

会　場： 豊橋市民病院

新人教育プログラム単位：

 C-1 神経系疾患の理学療法

履修ポイント：

 神経（発達障害・専門）

 内部障害（呼吸・専門）

セミナー番号：19221

4）理学療法士講習会（基本編・理論）
　　「完全・不全脊髄損傷の理学療法　病態理解とアプ
ローチの実践」

日　時： 2019年9月8日 （日）

会　場： 中部労災病院

新人教育プログラム単位：

 C-1 神経系疾患の理学療法

履修ポイント：

 神経（全領域）

セミナー番号：19222

5）理学療法士講習会（基本編・理論）
　　「脳卒中者の予後予測」

日　時： 2019年9月22日 （日）

会　場： 名古屋市中小企業振興会館

新人教育プログラム単位：
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 C-1 神経系疾患の理学療法

履修ポイント：

 神経（発達障害・専門）

 生活環境支援（地域理学療法・専門）

セミナー番号：19375

6）理学療法士講習会（基本編・技術）
　　「関節可動域制限に対する治療手技の基本（膝関節
編）」

日　時： 2019年11月24日 （日）

会　場： 中部リハビリテーション専門学校

新人教育プログラム単位：

 C-2 運動器疾患の理学療法

履修ポイント：

 運動器（全領域）

セミナー番号：19223

7）理学療法士講習会（基本編・理論）
　　「産業保健理学療法　基礎講座（腰痛予防編）」

日　時： 2020年2月15日 （土）

会　場： 大同病院だいどうクリニック 

新人教育プログラム単位：

 C-5 地域リハビリテーション

履修ポイント： 

 神経（脳卒中・専門）

 内部障害（代謝・専門）

 生活環境支援（全領域）

セミナー番号：未登録

公益社団法人 愛知県理学療法士会」
管理者ネットワーク構築事業

◉『2019年度 職域別役職者
ワークショップ』開催のご案内

〈職域別管理者ネットワークとは〉

 　各都道府県士会内で共通の職域に属する医療施設

や介護サービス事業所等の管理者らで構築する連携

体制のことです。

　　１．職域別に特化した質の向上に向けた取り組み

　　２．円滑な情報共有等の役割を管理者の方々に担っ

　　　 ていただくこと

　以上を目的としています。

〈このワークショップについて〉

　　このワークショップは、日本理学療法士協会が開催

した『職域別管理者ネットワーク構築についての中央

研修』の内容を各職域の管理者の方々に伝達するとと

もに管理者間の顔の見える関係づくりのきっかけとし

て、当士会における職域別管理者ネットワークを構築

していくことを目的としています。 

　※「管理者」には、中堅の役職者やその経験者・若手

 　のリーダー以上の方々も含みます。

　　よって本事業では「管理者」→「役職者」と記します。

【対　象】 知県内の医療機関・介護保険施設・介護保

険事業所・その他にお勤めで、業務上の責任

ある立場として組織や部門の管理運営に携

わっている理学療法士。

　　　　※作業療法士・言語聴覚士の方の参加は拒み

ません。

【参加費】 無料　※ 一日を通してご参加ください。

　　　　◎愛知県理学療法士会会員の方は、会員証（会

員カード）をご持参ください。

【会　場】 あいち福祉医療専門学校 2号館 2階 講堂

 〒456-0002　名古屋市熱田区金山町1-7-

13（金山総合駅南口から徒歩5分）

【お願い】 当日会場にお越しの際は、スリッパ等の上履

きをご持参ください。

【定　員】 50名（先着順、定員に達し次第締め切り）
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【プログラム（予定）】

　　午前の部　講義（10：00 ～11：00）

 ワークショップ１（11：05 ～12：05）

　　午後の部　講義（13：10 ～14：10）

 ワークショップ２（14：15 ～15：15）

 情報共有と意見交換（15：20 ～16：20）

【申し込み】　愛知県理学療法士会ホームページ（http://

www.aichi-pt.jp/）のトップページ左下にあ

ります。「行事・研修 申込みフォーム」から

お申込みをお願いいたします。

　　　　※本ワークショップは職域ごとに企画しており、

それぞれ開催日と申し込み期間が異なりま

す。参加をご希望の方は、以下の日程と申し

込み期間を間違えないように、くれぐれも注

意して申し込みください。

１．職域別役職者ワークショップ（生活期）

【日　時】 2019年7月14日（日）

 10：00 ～16：30（受付開始9：30）

【申し込み期間】 2019年6月3日（月）～7月8日（月）

２．職域別役職者ワークショップ（急性期）

【日　時】 2019年8月11日（日）

 10：00 ～16：30（受付開始9：30）

【申し込み期間】 2019年6月3日（月）～8月5日（月）

３．職域別役職者ワークショップ（地域包括ケア病棟）

【日　時】 2019年9月8日（日）

 10：00 ～16：30（受付開始9：30）

【申し込み期間】 2019年6月3日（月）～ 9月2日（月）

４．職域別役職者ワークショップ（回復期）

【日　時】 2019年9月15日（日）

 10：00 ～16：30（受付開始9：30）

【申し込み期間】 2019年6月3日（月）～ 9月9日（月）

ぜひ職域別管理者ネットワークの構築にご協力くださ

い。皆様のご参加をお待ちしております。

【問い合わせ先】　

　　〈電話〉

　　　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

（職能局 管理業務推進部）

 　　TEL（052）384-5411

　　〈E-mail〉

　　　公益社団法人 愛知県理学療法士会 事務局

　　　info@aichi-pt.jp
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その他の研修会その他の研修会

◉3学会合同標準徒手医学
（運動器疾患スペシャリスト）講習会

日　時

①：2019年6月30日（日）

会　場： ワークプラザ岐阜　403会議室

住　所： 岐阜県岐阜市鶴舞町2丁目6-7

定　員： 30名

②：2019年7月20日（土）

会　場： アクトシティ浜松　研修交流センター

住　所： 岐阜県岐阜市鶴舞町2丁目6-7

定　員： 30名

③：2019年7月21日（日）

会　場： 名古屋国鉄会館 602会議室

住　所： 愛知県名古屋市中村区椿町20-15

定　員： 30名

※上記3日程は、すべて同一内容の講習会内容となっ

　ております。

　上記日程のうち、1日程をご申し込みお願い致しま

　す。

④内　容：痛みのある運動器疾患の評価で大事な事は、

まず問診でしっかり必要な情報は聴取して、患者

さんが抱えている痛みを客観的かつ数値的に整

理し、痛みの増悪や軽減に繋がる要因や、障害が

理解できる事です。実際に治療して、なかなか思

うような結果が出ないと感じた経験はありませ

んか？それは、これらの過程が十分にできていな

い為かもしれません。今回の講習会では運動器疾

患に対する評価・治療の考え方を基本から臨床に

実践する際のポイントまで分かり易く講義し、原

因部位に対しどのテクニック用いたら良いのか

判断し、その治療が実施できるようになります。

受講者の8割は徒手療法初学者ですので1から共

に学びましょう！

講　師： 3学会合同標準徒手医学講習会公認インストラク

ター陣

受講費： 5,000 円（税込） 参加費は当日会場にてお支払

いください。

申し込み方法：

◉膝関節機能障害の
「なぜ？」がわかる評価戦略

日　時： 2019年6月16日（日）   10：00～ 16：30

内　容： 　工藤慎太郎先生が編著した、“運動機能障害の

「なぜ？」がわかる評価戦略”のエッセンスを取

り入れた講習会です。執筆者が、その後も研究を

重ね、知りえた知見を紹介します。また、ゲスト

講師に金沢赤十字病院の北川孝先生をお招きし、

臨床の観点から膝関節機能障害についてのお話

をして頂きます。

講　師： 工藤 慎太郎 先生（MKPT研究会代表、森ノ宮医

療大学保健医療学部理学療法学科 准教授，森ノ

宮医療大学大学院保健医療学研究科）

 北川　孝　先生（金沢赤十字病院）

会　場： 国際医学技術専門学校理学療法学科 4階講堂お

よび2階治療実習室

 〒451-0051

 愛知県名古屋市西区則武新町3-1-46

受講費： MKPT研究会　会員7,000円

 非会員10,000円

申込先： MKPT研究会ホームページ

 （http：//mkptmeeting.wixsite.com/mkptk）

 以下、講習会ホームページの「申し込み」欄から、

もしくは以下メールアドレスにメール送信お願

いします。

 http://rigakusp.ws.hosei.ac.jp/index.html

締　切： 定員に達し次第，終了いたします。

主　催： 理学療法科学学会　日本スポーツリハビリテー

ション学会　標準徒手医学会

その他： メールでも、当講習会の申し込み受け付けを行っ

ています。

 1）氏名　2）受講希望日時及びコース名

 3）勤務先　4）経験年数　5）住所

 上記項目を記入して以下メールアドレスに送信

お願いします。

メールアドレス：

 pt_mtspecialist@yahoo.co.jp
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からお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： MKPT研究会（協賛・後援などはありません）

◉見る！知る！極める！
股関節機能への徒手療法

日　時： 2019年8月18日（日）10：00～ 16：00

内　容： 　近年では、理学療法士がエコーを用いて、関節

運動が起こった時に筋がどのように動くのか、筋

間の滑走性はどうかをみることが増えてきてい

ます。エコーで得た情報を、治療に活かすことが

できると考えます。

 　本講習会では、理学療法介入をする際に、どう

いう解剖学的知識が必要になるのか、どのように

評価をしたらいいのかなどを、エコーを用いなが

ら目の前で体験できます。午前中は講義形式で股

関節に関しての解剖の知識を聴き、午後は実技形

式でエコーを使って学べます。

講　師： 荒川 高光 先生（神戸大学大学院保健学研究科 リ

ハビリテーション科学領域 准教授）

 工藤 慎太郎 先生（MKPT研究会代表，森ノ宮医

療大学保健医療学部理学療法学科 准教授，森ノ

宮医療大学大学院保健医療学研究科）

会　場： 国際医学技術専門学校理学療法学科 4階講堂お

よび2階治療実習室

 〒451-0051

 愛知県名古屋市西区則武新町3-1-46

受講費： MKPT研究会　会員10,000円　

 非会員12,000円

定　員： 50名

申込先： MKPT研究会ホームページ

 （http://mkptmeeting.wixsite.com/mkptk）

からお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： MKPT研究会（協賛・後援などはありません）

◉第3回　愛知県三河
青い鳥歩行分析研修会

日　時： 2019年8月17日（土）9：00～ 18：00

 2019年8月18日（日）9：00～ 16：00

内　容：

　8月17日（土）9：00～ 18：00　

 ・当センターの三次元歩行分析の取り組みと成果

 ・使える正常歩行の運動学・運動力学

 ・初心者のための脳性麻痺児の異常歩行のキネマティ

　　  クス・キネティクス

 ・その他の講義も予定しております。詳細が決定次第

　　  ホームページで公開をいたします。

　8月18日（日）9：00～ 16：00 

 ・脳性麻痺児の歩行異常に対する治療

 ・症例検討

 　～実際の症例から歩行分析の理解を深める～

 　今回の症例検討は、グループワーク形式で行いま

　　　す。

講　師：

 ・当センターの三次元歩行分析の取り組みと成果：

 　講師　伊藤　忠（動作解析専任研究員、理学療法士）

 ・使える正常歩行の運動学・運動力学：

 　講師　冨田 秀仁（豊橋創造大学准教授、理学療法士）

 ・初心者のための脳性麻痺児の異常歩行の

 　キネマティクス・キネティクス：

 　講師　深谷 佳希（理学療法士）

 ・「タイトル未定」：

 　講師　藤田 裕樹（北海道立子ども総合医療・療育

 　センター　医長　整形外科医師）

 ・脳性麻痺児の歩行異常に対する治療：

 　講師　則竹 耕治（副センター長、整形外科医師）

 ・症例検討～実際の症例から歩行分析の理解を深める～：

 　講師　杉浦 洋（整形外科医長、整形外科医師）、他

会　場： 愛知県三河青い鳥医療療育センター1階講堂

 〒444-0002

 愛知県岡崎市高隆寺町小屋場9番地3

受講費： 8,000円　学生：5,000円（大学院生含む）

定　員： 8月17日（土）・18日（日）定員70名程度（両
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日とも昼食付き）

 ※いずれか1日のみの参加も可能です。ただし、

金額の変更はありません。

申込先： 申し込みメールアドレス

 sanjigen@mikawa-aoitori.jp

 ※所属、お名前、職種、連絡先、実地研修受講希

望の有無、懇親会参加（8月17日研修会終了後

の予定）の希望の有無を記載の上、メールでお申

し込みください。

申し込み開始日：2019年2月1日

締め切り日：2019年7月31日

主　催： 愛知県三河青い鳥医療療育センター

協　賛： インターリハ株式会社

その他： ※三次元動作解析装置を施設でお持ちでない方

や、歩行分析に興味はあるが苦手な方、小児施設

へ勤務されていない方のご参加も大歓迎です。

お問合せTEL：0564-64-7980（則竹耕治・伊藤忠）　

FAX：0564-64-7981
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　下記の日程にて令和元年度施設代表者会議及び定時総会を開催しますのでご参加くださいますようお願い

いたします。尚、詳細につきましてはHP・別途郵送にてご案内いたしますのでご確認ください

日　時：令和元年6月2日（日）　　10:00 ～16:00（予定）

会　場：名古屋サンスカイルーム　名古屋市中区錦1丁目18－22　ATビル2F

＊申し込みは日本理学療法士協会マイページからお願いします。会員外の方は当会事務局までメール

（offi  ce@aichi-pt.jp）でお申し込みください。

令和元年度施設代表者会議・定時総会のお知らせ

　下記の日程で第56回日本理学療法学術研修大会が愛知県で開催されることとなりました。企画を今後進

めていきますので会員諸氏のご協力をよろしくお願いいたします。

 会　期：令和3年6月18日（金）・19日（土）予定

 会　場：名古屋市国際会議場

第56回日本理学療法学術研修大会開催決定!!

　来年度、下記の日程で第36回東海北陸ブロック理学療法学術大会が愛知県で開催されることとなりまし

た。企画を今後進めていきますので会員諸氏のご協力をよろしくお願いいたします。なお、今年度の第35

回東海北陸ブロック理学療法学術大会は11月16日・17日に富山県国際会議場で開催されます。

 会　期：令和2年11月7日（土）・8日（日）

 会　場：名古屋市国際会議場

 大会長：石田和人（豊橋創造大学）

第36回東海北陸ブロック理学療法学術大会開催決定!!

会員の皆様へ事務局からのお知らせ

　新入会員手続きを随時行っております。申し込みは日本理学療法士協会ホームページより申し込みをお願い

します。尚、今年度資格取得をされた方につきましては日本理学療法士協会新入会割引制度が適用されます。

　登録の際には必ず所属施設及びメール配信の希望、楽天カードでの会費納入手続きをお願いいたします。

　不明な点は、愛知県理学療法士会事務局又は日本理学療法士協会事務局までお気軽にお問い合わせくだ

さい。

新入会員募集中!!
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　新年度にあたり勤務先・自宅などに異動事項のある会員の方は速やかに日本理学療法士協会マイページか

ら異動申請の実施をお願いします。郵送物の配送など連絡が取れなくなる可能性がありますので、ご協力を

お願いします

異動申請を実施してください

　平成31年3月31日締めきりで平成31年度（令和元年度）の会費納入をお願いしました。未納の方は6月

30日までに大至急納入をお願いします。未納の会員は現在、会員資格が一時停止となっており、研修会等

への参加、学術大会等への演題登録など制限が設けられており、6月末までに納入が確認されませんと退会

処理が進められますのでご注意ください。

平成31年度（令和元年度）の年会費の納入はお済ですか

　令和3年度（2021年度）から日本理学療法士協会の生涯学習システムの改定が行われる予定です。それ

に伴い新人教育プログラムも改定されます。新人教育プログラムの履修が済んでいない会員は速やかに履修

をお願いします。（愛知県理学療法士会では対面研修での履修と日本理学療法士協会のｅ－ラーニングでの

履修が可能です）

　また、登録理学療法士（仮称）制度の導入及び新人教育でのＯＪＴ（施設内研修等）も検討されています。

登録理学療法士制度（仮称）には経験を有する会員については移行措置も検討されており、新人教育プログ

ラムの履修は必須となる方向で検討されております。

　詳細につきましては後日、日本理学療法士協会より周知されますが、当会では、施設代表者会議でも方向

性についてはご説明する予定です。

　尚、ご自身の受講記録につきましては、日本理学療法士協会マイページにて確認ができます。

生涯学習システムが改定されます

　理学療法士養成に関する指定規則の改定に伴い、臨床実習指導を実施する場合、臨床実習指導者講習会

等の受講が必須となります。愛知県理学療法士会では、日本理学療法士協会・全国リハビリテーション学校

協会及び各養成校と協力し、臨床実習指導者講習会を今年度実施することとなりました。後進の指導は専門

職としての責務でもありますので、会員諸氏につきましては是非受講をしていただきますようお願いします。

研修会の詳細につきましては後日、ＨＰ・郵送等でお知らせいたします。

指定規則改定に伴う臨床実習指導者講習会を
今年度から実施します
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（公社）愛知県理学療法士会
旧　体　制 新　体　制

局 部 局 部

事　務　局
総　務　部
財　務　部
調査資料部

事　務　局

総　務　部
財　務　部
情報管理部
生涯学習部

職　能　局
業務推進部

倫理保険業務部
予防事業推進部

職　能　局
管理業務推進部
保険業務推進部
予防事業推進部

社　会　局

健康福祉部
社　会　部
ニュース編集部
広　報　部
小児福祉部

社　会　局

健康増進部
スポーツ支援部
広　報　部
小児福祉部

ブロック局

名古屋ブロック
尾張ブロック
知多ブロック
西三河ブロック
東三河ブロック

ブロック局

名古屋ブロック
尾張ブロック
知多ブロック
西三河ブロック
東三河ブロック

リハビリテーション情報センター リハビリテーション情報センター リハビリテーション情報センター リハビリテーション情報センター

常設委員会

選挙管理委員会
表彰委員会
組織委員会
白書委員会

常設委員会

選挙管理委員会
表彰委員会
組織委員会
白書委員会

特設委員会
地域包括ケア推進委員会

災害対策委員会
男女共同参画委員会

特設委員会

地域包括ケア推進委員会
災害対策委員会

男女共同参画委員会
臨床実習指導者講習会運営委員会

NPO法人愛知県理学療法学会
旧　体　制 新　体　制

局 部 局 部

事　務　局
総　務　部
財　務　部
広　報　部

事　務　局
総　務　部
財　務　部
広　報　部

学　術　局
研　修　部
学 術 誌 部
学術大会部

学　術　局
研　修　部
学 術 誌 部
教　育　部

教　育　局 生涯学習部
専門領域研究部 学術大会局 学術大会部

委　員　会
選挙管理委員会
白書委員会
組織委員会

委　員　会
選挙管理委員会
白書委員会
組織委員会

部局編成を変更しました
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元号が「令和」に代わるタイミングに合わせたよ

うに、士会ニュースを発刊することが出来ました。

気持ちを新たに皆さんに情報をお届けしたいと思

います。是非ご活用ください。

広報部　副部長　後藤　亮吉

編 集 後 記

会　　員　　動　　向

（平成30年11月1日～平成31年2月28日）　

総会員数 5,536名　（平成31年3月8日現在）

施設会員 4,825名　（所属施設 897施設）

自宅会員 711名

県外異動 （他県→愛知県） 28名

県外異動 （愛知県→他県） 34名

新 入 会 29名

復 会 13名

休 会 142名

退 会 75名
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Memo
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Memo
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◀求 人情 報▶

訪問看護リハビリステーション 今嶺 （仮）開設準備室
●所 在 地 〒500-8388　岐阜県岐阜市今嶺1-28-9
●電話番号 0594-75-0118又は080-6970-1505
●募集人数 1～2名
●希望条件 常勤・非常勤

常　勤：年収400万～
非常勤：時給2,000円
勤務時間9：00 ～18：00（非常勤は応相談）    

●担 当 者 加藤　雅規

名古屋記念病院
●所 在 地 〒468-8520　名古屋市天白区平針四丁目305番地
●電話番号 052-804-1111
●募集人数 1名
●希望条件 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/

介護ネットグリーン訪問看護リハビリステーション
●所 在 地 〒511-0821　三重県桑名市矢田413-1
●電話番号 0594-75-0118又は080-6970-1505
●募集人数 1～2名
●希望条件 常勤・非常勤

常　勤：年収400万～
非常勤：時給2,000円
勤務時間9：00～ 18：00（非常勤は応相談）

●担 当 者 加藤　雅規

株式会社gene（通所介護事業部門）
●所 在 地 ①リハビリテーションデイサービス 仁 春日井

　　〒486-0851　愛知県春日井市篠木町5-19-2
②リハビリテーションデイサービス 仁 勝川
　　〒486-0916　愛知県春日井市八光町2-18-2

●電話番号 052-325-4406（法人管理室）
●募集人数 若干名
●希望条件 非常勤（パート社員）
●担 当 者 安藤 有紀　法人管理室
●ホームページ http://www.gene-llc.jp/
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