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　高齢化の進展に伴う医療需要の増大や、地域包括ケア

システムの構築などにより、理学療法士及び作業療法士に

求められる役割や知識等が変化し、さらに、養成施設の増

加によって、臨床実習の在り方の見直し等が求められてき

ました。このような状況を踏まえ、質の高い理学療法士及

び作業療法士を育成するため、厚生労働省は、平成29

年6月から「理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュ

ラム等改善検討会」を開催し、同年12月25日に報告書

を取りまとめ、カリキュラム、教員要件並びに臨床実習指

導者要件など平成30年10月5日に理学療法士及び作業

療法士の学校養成施設指定規則の改正となりました。

　愛知県理学療法士会においては、県下の臨床実習施設

や養成校の混乱を招かぬよう、愛知県下の理学療法士養

成校18校の代表者で「臨床実習指導者講習会運営委員

会」を組織し、厚生労働省の指定を受け日本理学療法士

協会主催の臨床実習指導者講習会を企画・運営していま

す。後進の育成は専門職としての責務であり、多くの会員

が受講されていることに深く感謝します。

　日本理学療法士協会の調査によると、卒業直後の理学

療法士のレベルとして、独立して応用的業務が可能やある

程度助言を要する割合が減少する反面、多くの助言を要

する割合が増加しています。

　今後、我々理学療法士に求められ役割や知識は、ADL・

IADLの予後予測（できる活動）、できる・している活動の

適正なアセスメント、サービス内容への助言、医学的知識、

並びに自立支援の理念の普及だけでなく、対人関係の業

務をしている上で説明能力（聴く、伝える、読む、書く）、

コミュニケーション能力の向上は重要な事です。

　コミュニケーションとは、本来「お互いを分かち合うこと」

という意味があり、他人の話をきちんと聞き、自分の意見

も話すという言語的コミュニケーションだけでなく、相手

の表情、目の動き、場の空気等、相手の気持ちを察する

非言語的コミュニケーションが重要です。最近、患者さん

と会話ができない学生や理学療法士と遭遇することがあり

ます。どのように患者と接していいのか、空気が読めず、

何を話したらいいのか解らなく、不安となりストレスを感じ、

心の病に陥ることにもなります。

　高齢化の進展に伴う医療需要の増大や、地域包括ケア

システムの構築にあたり、我々理学療法士の役割は重く

なっていきます。今後もより一層、我々理学療法士は社

会の期待に応えるべき団体として、また、個人として、よ

り研鑽を積んで行かなければなりません。

　最後になりますが、本年も当士会活動への理解と協力

をお願いします。

代表理事コラム

理学療法士に求められること
公益社団法人　愛知県理学療法士会　代表理事　鳥 山  喜 之

代表理事会務報告（令和元年10月17日～12月14日）
日　　程 内　　　　　　　容

10月17日 木 第23回日本医業経営コンサルタント学会愛知大会10月18日 金
10月26日 土 公明党愛知県本部団体懇談会
11月　2日 土 名古屋市審査部会連絡協議会
11月　2日 土 三士会会議
11月　3日 日 静岡県理学療法士創立50周年記念式典・祝賀会
11月　9日 土 東海北陸理学療法学術大会（富山）　11月9日（土）・10日（日）11月10日 日
11月11日 月 伊藤渉衆議院議員パーティー
11月15日 金 ダイハツ㈱の安全運転講座依頼
11月16日 土 愛知県理学療法士会理事会
11月21日 木 愛知県国民医療推進会議（愛知県医師会館）
11月23日 土 あいち福祉医療専門学校
11月23日 土 三士会長会議
11月24日 日 愛知県理学療法士会予防研修
11月26日 火 愛知県医師会、愛知県庁
11月30日 土 第56回日本理学療法学術研修大会第3回準備委員会
12月　7日 土 東海在宅医療研究会
12月　8日 日 日本理学療法士協会理事懇談会
12月14日 土 東海病院管理学研究会
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　令和元年11月20日、加藤文之先生が第71回愛知県表彰（知事表彰）を受賞しました。

愛知県内の理学療法士としては鳥山喜之代表理事、岡西哲夫先生に次ぐ受賞であり、大変

名誉な受賞であります。愛知県表彰とは地方自治、産業、教育文化などの各分野において

功績が顕著な方（団体）に対する表彰です。愛知県庁講堂において大村秀章知事より直接

表彰を受けました。今回の理学療法士受賞は、理学療法が世間的に認知されてきた証でも

あり、今後の我々の活動がなお一層注目を浴びるきっかけとなる表彰となりました。

加藤文之先生が
第71回愛知県表彰を
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

　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。

　さて管理業務推進部としましては、令和2年も引き続

き『管理者資質向上研修事業』と『管理者ネットワーク

構築事業』に取り組んでまいります。

　現在、来年度に向けて「協会指定管理者研修（初級）」、

「初級・上級管理者ブラッシュアップ研修」、「職域（病期）

別管理者（役職者）ワークショップ」を企画準備中です

ので、詳細が決まりしだい県士会ニュースやホームペー

ジでお知らせいたします。

　また協会指定管理者制度については、日本理学療法

士協会ＨＰ内の『会員の方へ→生涯学習について→協会

指定管理者』を、ご参照ください。

　会員の皆様ならびに管理者の方々におかれましては、

愛知県における管理者ネットワークの確立にむけて本年

も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。

❖報告
1． 昨年末12月1日（日）に「初級・上級管理者ブラッシュ

アップ研修」を東海医療科学専門学校にて開催し、

初級・上級管理者を取得されている32名の方がご

参加くださいました。講師に八千代病院の松山太士

先生をお招きし『マネジメントの実践力を学ぶ！』の

テーマのもと、参加者の方々は「組織作り・人材育

成のための課題設定や解決策の立案ができる管理

者」を目指し、講義・演習・グループワークに意欲

的に取り組まれていました。

2． 1月25日（土）に今年度2回目の『管理者ネットワー

ク構築事業　2019年度 第2回ADL 維持向上等体

制加算に関する研修会』を東海医療科学専門学校

にて開催し、県内外から多くの方にご参加いただき

ました。

 今回は「2040 年を見据えて–急性期で働く療法士

に求められるもの–」をテーマに、協会副会長の森

本 榮先生による講演、療法士からの取り組み報告

に続き、グループディスカッションでも活発な意見

交換がなされ、大変充実した研修会となりました。

　令和2年度も2回の開催を予定しています。急性期病

院で勤務されている方をはじめ「ADL 維持向上等体

制加算」に興味のある方はぜひご参加ください。
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職　能　局 倫理保健業務部
部長　二井　俊行

　本年も宜しくお願い申し上げます。保険業務推進部で

は、3月27日（金）に診療報酬改定情報の研修会を開

催します。詳細につきましては、県士会ホームページで

ご案内します。また、3月29日（日）に第29回愛知県

理学療法学術大会において、保険業務推進部相談会ブー

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りたいと考えていますので、お

気軽にお立ち寄り下さい。

　今後とも保険業務推進部の活動にご理解とご協力の

程、宜しくお願い致します。





職　能　局 予防事業推進部
部長　林　尊弘

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしく

お願い申し上げます。

　予防事業推進部では、下記の日程で介護予防指導者

育成事業地区研修会を開催いたします。この研修会で

は、自立支援型地域個別ケア会議に関するプログラムを

予定しており、地域ケア会議・介護予防推進リーダーの

士会指定事業となっております。詳細につきましては、

1月中旬に各施設に送付いたしました案内状ならびに県

士会ホームページをご参照ください。皆様のご参加をお

待ちしております。

　今後とも予防事業推進部の活動にご理解とご協力の

程、よろしくお願い致します。

＜介護予防指導者育成事業 地区研修会 開催日＞
知 多 会 場：	2020年2月8日（土）

	 13時から16時半（12時半より受付開始）

	 半田市市民交流センター

	 クラシテ3Fホール（半田市広小路町155番地の3）

西三河会場：	2020年2月8日（土）

	 13時から16時半（12時半より受付開始）

	 安城市民会館3F大会議室（安城市桜町18番28号）

尾 張 会 場：	2020年2月	16日（日）

	 13時から16時半（12時半より受付開始）

	 TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口	2F：ス

ピカ（名古屋市中村区則武1丁目6-3ベルヴュオフィ

ス名古屋）

名古屋会場：2020年2月29日（土）

	 13時から16時半（12時半より受付開始）

	 IMYホール	8階会議室（名古屋市東区葵3-7-14）

東三河会場：	2020年2月29日（土）

	 13時から16時半（12時半より受付開始）

	 豊橋市民センター（カリオンビル）大会議室（豊橋

市松葉町二丁目63番地）

　※2月8日（土）と2月29日（土）については、同

日に2会場で開催いたします。

社　会　局 健康福祉部
部長　竹内　有三

　新年あけましておめでとうございます。歳も明け早い

もので1か月が過ぎました。年々変化する情勢ではあり

ますが、健康増進部では、理学療法士として皆様方のお

役に立てるように活動（公益事業）を継続して参ります。

来年度はウェルフェア・介護予防健康増進キャンペーン

の実施を予定しております。お忙しい折大変恐縮ではご

ざいますが、開催の運営に際しましてご協力頂けますと

幸いです。会員の皆様のご協力あっての事業と考えてお

ります。本年もどうぞよろしくお願い致します。
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NPO法人愛知県理学療法学会
学術局　教育部　部長　瀧 　 昌 也

⃝相談会開催時間：	令和2年3月29日（日）10：00 ～15：00

	 ＊第29回愛知県理学療法学術大会内で開催します。

	 ＊1名あたりの相談時間は約15分間です。

⃝相談および当日受付場所：

	 ウインクあいち8階展示場801・教育部相談コーナー

	 ＊当日受付も同場所です。

⃝対　　　　　象：	来年度以降に専門・認定理学療法士の取得・更新を進めようと考えている会員

⃝相談内容の例：	例）認定理学療法士のシステムがよく分からないので教えて下さい。

	 例）専門理学療法士のメリットがよく分からないから教えてほしい。など

⃝定　　　　　員：	40名

⃝参　　加　　費：	無料

⃝申　込　方　法：	（できる限り事前申込をお願いします）

	事前申込

　　下記の（1）～（5）を記載して、メールにて申込して下さい。

	 （1）	氏名・ふりがな

	 （2）	所属施設

	 （3）	所属施設の電話番号（自宅会員は自宅電話番号）

	 （4）	メールアドレス

	 （5）	相談内容

	 　　　例）認定理学療法士取得までの流れを教えてほしい。

	 　　　例）専門理学療法士のメリットを教えてほし。など

	 申込先は、taki-masaya@chukyo.jcho.go.jp（中京病院・瀧　昌也）です。

	 件名は、「専門・認定理学療法士相談会申込」として下さい。

	 携帯電話アドレスからの申し込みは不可といたします。

	 事前申込締切は、令和2年2月21日（金）12：00	までです。

	 後日メールで相談の時間帯を決定します。

 当日申込

	 事前申込されていない方は、当日申込が可能です。

	 定員超過の場合は受付を締切りますので，できる限り事前申込をお願いします。

	 当日申込者は、当日10：00 ～13：00に当日申込者受付までお越し下さい。

	 当日受付時に相談の時間帯を決定します。

⃝問い合わせ先：中京病院リハビリテーションセンター　瀧　昌也

	 TEL：052-691-7151

 ◎教育部「専門・認定理学療法士相談会」について
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 ◎2020年認定理学療法士（新規）申請スケジュールについて

　2021年4月より新生涯学習制度が開始することに伴い、2020年度の認定理学療法士の合否発表を2月に早めます。

そのため、2020年度の申請手続きを2段階とし、症例報告の申請時期、認定試験日が早まりますので、申請予定の

方はご注意ください。

※認定理学療法士（更新）、専門理学療法士（新規・更新）の申請時期に変更はありません。

2020年度認定理学療法士（新規）申請スケジュール
　①症例報告10症例の提出：	 2020年　6月1日（月）～	 8月31日（月）

　②ポイント申請書類の提出：	2020年	11月1日（日）～11月30日（月）

　認定試験日　2020年12月26日（土）

　合否発表　　2021年2月中

　2020年度の認定必須研修会・協会指定研修の開催日程は、協会ホームページに公開中です。ご確認ください。　

　http://www.japanpt.or.jp/about/seminer/browse/list/
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地域で活躍する理学療法士

⃝はじめに⃝
　2019年10月1日、2日、4日の3日間、ラグビーワー

ルドカップサモア代表のコンディショニングサポートを

行ったのでここに報告します。1日3名のコンディショニ

ング担当と1名の通訳担当、合計11名のスタッフが愛知

県理学療法士会より選抜をされ、今回の事業に参加しま

した。

⃝事前研修⃝
　愛知県内の各施設より推薦された30名のうち、スポー

ツ理学療法やスポーツ現場での経験を有するもの、海

外での活躍をされたものが選抜をされ、8月末より、井

戸田整形外科スポーツクリニックにて全4回の研修に参

加をしました。

　今回のミッションは10月5日に豊田スタジアムで行わ

れた日本vsサモアに向けた、愛知県滞在中のサモア代

表の選手に対するコンディショニングとしてのマッサー

ジを行うことでした。

　事前研修ではスポーツ理学療法の理論やマッサージ

の基本的な手技を学び、参加者でペアとなり手技を獲得

するまで繰り返し実技練習を行いました。限られた時間

の中でどんな要求にも応えられるよう、全身をマッサー

ジできる手技を獲得するには時間がかかりました。ま

た、簡単なコミュニケーションができるように英語での

シミュレーションを実施したり、サモア代表の体格を想

定して、ラグビー選手を相手に実技練習も行った。研修

の時間以外にも各自が自己研鑽に励みました。

⃝サポート当日⃝
　サモア代表には2名の理学療法士が専属で帯同しま

した。サポート当日は、チームフィジオの指示の下、1

日目は16名、2日目は18名、3日目は10名の選手に

対して20分または40分のマッサージを実施しました。

滞在していた名古屋市内のホテルの1室をフィジオルー

ムとして、そこに4台のベッドが並べられていました。マッ

サージのスケジュールが組まれており、選手が各自で時

ラグビーワールドカップ2019サモア代表サポート事業報告
刈谷豊田総合病院　永 田  健 太 郎

間通りに部屋に入室しました。重要な試合の前ではあっ

たが、穏やかな雰囲気でした。

　急性外傷の選手は予め、マッサージを受ける選手リス

トからは外されていました。マッサージについて、大腿

後面や臀部、腰背部、肩、頸部の要求が多く、強いマッ

サージを要求されることが多かったです。前腕や肘など

全身を使ってマッサージに当たった。身長180㎝を越え

る選手も多く、ベッドからはみ出るほどの体格でした。

　サポート初日はバス移動後の疲労回復、2日目は練習

後の疲労回復、3日目は試合前日の調整と、試合に近づ

くにつれて雰囲気も変わっていきました。全体的には選

手はイヤホンを耳に試合に向けて集中したり、寝ていた

り、中には歌を歌う選手もいて、非常にリラックスした

雰囲気の中サポートを行うことができました。

⃝まとめ⃝
　今回、ラグビーワールドカップというトップアスリート

のサポートに携わることができたことに大変誇りに思い

ます。貴重な経験をさせていただいた愛知県理学療法

士会、サモア代表の選手、関係各位に感謝したいです。

　また、2026年にアジア大会が愛知県で行われます。

36種目の競技のトップアスリートが愛知県に集まり、

スポーツ分野で活躍したい理学療法士にとって絶好の

チャンスです。スポーツ研修に参加をし、愛知スポーツ

研修修了者として登録されることでその活躍の機会を得

られる一歩を踏み出せると思うので若い療法士には特に

関わっていただきたいと思います。今後もスポーツの分

野で関わっていけたらと思います。

⃝サモアについて⃝
　西サモアと東サモアに分かれており、東サモアはアメ

リカ領。オセアニアの南の島国です。公用語はサモア語。

英語。「マヌサモア」という愛称があり、試合前の儀式

である「シバ・タウ」が有名。

　世界ランキング9位の日本に対して16位のサモア代

表（ラグビーワールドカップ2019開催前）。戦歴は15
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回対戦しており11勝4敗とサモアの方が成績がいい。

今回の試合は前試合でロシアに大敗をしているサモアに

とって負けられない試合であり、また日本は連勝を重ね、

開催国として負けられない。どちらのチームにとっても

非常に重要な試合でした。

1日目チーフフィジオのOlibiaさんと

2日目サポートルームの様子

コンディショニングの様子

3日目サモア代表選手と
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東
海
北
陸
理
学
療
法
学
術
大
会

2020年

11月7日土･8日日
名古屋国際会議場
〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町1番1号

石田 和人  豊橋創造大学

公益社団法人 日本理学療法士協会
東海北陸ブロック理学療法士協議会
公益社団法人 愛知県理学療法士会
特定非営利活動法人 愛知県理学療法学会

2020年

11月7日土･8日日
名古屋国際会議場
〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町1番1号

石田 和人  豊橋創造大学

公益社団法人 日本理学療法士協会
東海北陸ブロック理学療法士協議会
公益社団法人 愛知県理学療法士会
特定非営利活動法人 愛知県理学療法学会

会 期

第
36
回

会 場

大会長

主 催

担 当

臨床や地域の現場にこそ
本当がみえる
－技術と科学のクオリアを求めて－

https://thpt36.jp/

●運営事務局：株式会社ティーケーピー
イベント・コンベンション事業室 ヘルスケア事業内
E-mail : event-medical@tkp.jp

●運営事務局：株式会社ティーケーピー
イベント・コンベンション事業室 ヘルスケア事業内
E-mail : event-medical@tkp.jp

愛知県士会・愛知県学会・協会主催の学会・研修会
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記載内容の訂正とお詫び

　愛知県理学療法士会ニュースNo.195（2019年11月1日発行分）に掲載した学会テーマのサブタイトルに

誤りがございました。また、富山で開催された第35回 東海北陸理学療法学術大会で配布したチラシにも同様の

誤りがありました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

 訂正箇所　　学会テーマのサブタイトル

　×　誤） 　臨床や地域の現場にこそ本当がみえる ―臨床と科学のクオリアを求めて―

　○　正） 　臨床や地域の現場にこそ本当がみえる ―技術と科学のクオリアを求めて―

　この度、第36回 東海北陸理学療法学術大会のWebサイトができました。最新情報を順次掲載していきま

すので、ぜひご覧ください。　　HP: http://thpt36.jp/

◉令和1年度　尾張東部ブロック研修会開催のご案内
日　時： 令和2年3月22日（日）　14：00 ～ 17：00（受付13：30）

会　場： 瀬戸みどりのまち病院　リハビリテーション室　会議室

 （住所　〒489-0875　愛知県瀬戸市緑町2丁目114番地1）

講　演： テーマ「臨床現場で生かすタブレット等を用いた動画による動作分析」

講　師： 中部リハビリテーション専門学校　村上忠洋先生、塚田晋太朗先生

内　容： 近年、動画解析ソフトの進化は目覚ましく、タブレット等の無料アプリでも、スロー再生、コマ送り、動画の比較、

角度計測などが簡単に行えるようになってきました。

 こうしたアプリ（ソフト）の使い方を紹介するとともに、使用の際の注意点などを解説します。また、その場

で一緒に操作しながら実技を体験していただきます。

参加費： 無料

対象者： 愛知県理学療法士会会員他、医療・介護に従事する方

 ＊定員30名（先着順）定員になり次第締め切り

申込方法：参加フォームまたはQRコードよりお申し込み下さい。

  https://forms.gle/WSoqXRbD5V6gfiRe9

 1. 履修ポイント： C-7（士会活動・社会貢献）

  2.神経理学療法専門分野

  　a.認定（脳卒中）b.認定（神経筋障害）c.認定（脊髄障害）d.認定（発達障害）e.専門

 　＊当日は、PC受付を予定しております。会員の方は必ず会員証をご持参下さい。

 2. 持ち物：タブレット、スマホ等

＜お問い合わせ先＞

 尾張東部ブロック運営委員会

 E-mail　pt.owaritobu@.gmail.com
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その他の研修会

◉足関節機能障害の
「なぜ？」がわかる評価戦略

日　時： 2020年2月9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。

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）

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

定　員： 60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）

◉株式会社gene主催セミナー①
◎セラピストとして知っておきたい！

急変時の対応とリスク管理　～名古屋会場～
日　時： 2020年2月24日（月・祝）
 10：00 ～16：00（受付9：30 ～）
内　容： 【講義概要】
 　セラピストは訪問等で、1人で急変時に対応しな

ければならないこともあります。その時、セラピス
トとしてどう行動したらいいのか？リスク管理が叫
ばれている今こそ、万が一の急変時を想定した学
習が必要です。

 　本セミナーでは、心肺蘇生法（BLS）の実習も
交えながら、生命に関わる急変時の呼吸、循環の
フィジカルアセスメントなども解説します。学校で
は習わなかった「二次救命処置を理解する」ことに
も触れます。医師・看護師が救命対応する場面に
遭遇しても、何もできずにただ茫然としていたとい
うことがないように、「今何をしているのか」と救
命の流れを理解していただきます。

 　緊急時の対応は、学校教育で十分には学ばな
かったと思います。「下手にやってもし何かあった
ら･･･」はできない者の言い訳です。セラピストは、
厚生労働大臣の免許を持っている医療従事者であ
り、素人ではありません。救命について「十分に習っ
ていない」「できない」という言い訳は許されませ
ん。「何もしてくれなかった」「放っておかれた」と
言われないように、急変時の対応を学びましょう。

 　講師の谷口先生は永らく大学・専門学校で、セ
ラピストをはじめとした多くの医療従事者への救
命教育に携わってこられました。また、数多くの救
急の現場に遭遇され、その対応により、救命に関
わる表彰・感謝状を多数お持ちです。セミナーでは、
講師の経験も含めた実践的な現場での対応をお話
しいただきます。

講　師： 谷口　昌宏 先生（住まいと介護研究所 所長、日本
赤十字社 救急法指導員　日本救急医学会 ICLSイ
ンストラクター、理学療法士、主任介護支援専門員）

会　場：  株式会社gene 本社 セミナールーム
受講費： 12,800円（税込）　
定　員： 50名
申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致します。
締　切： 定員になり次第締め切り
主　催： 株式会社gene



令和2年２月１日

13

◉株式会社gene主催セミナー②
◎重症心身障害児者の生活障害に対する援助
～将来を見据えた上でリハビリテーション専門職が

考えるべきこと～　～名古屋会場～
日　時： 2020年3月1日（日）
  10：00 ～16：00（受付9：30 ～）
内　容： 講義概要】
 　複雑多岐な問題をもち重い生活障害のある重

症心身障害児者のリハビリテーションに対して現在
の学校教育では、短時間で非常に教育が薄い。

 　重症心身障害児者では、新生児期・乳幼児期・
学齢前・学齢期・思春期・成人期などにおいては
それぞれのライフステージにおいて個別的問題が
多岐多様で、所謂米国式リハビリテーション医学
のゴール設定の考え方の範疇には収まらず、あ
くまでもその方々固有に適応した援助が求められ
る。

 　重症心身障害児者の療育における理学療法は技
術と結果であり、必要なのは私たちセラピストの
利用者に対する技術と意識の向上である。

 　成人期になると加齢が早く機能低下が著しくな
る方へ、現在の機能を保持するだけでもそれは治
療効果となりえる。私たちが行うべきは、常にラ
イフステージに合わせた個別的問題の具体的な解
決の結果であり、理論でも理屈でもない。

 　私たちセラピストは全ての英知を集めて諦めず
に生活障害が如何に良好になるべきか戦うことが
使命である。

 　この講義では、ライフステージに合わせた多様
な生活障害に対して個別的な解決を思料し実際の
症例を通して、共に篤学していきたい。

講　師： 金子　断行 先生 （株式会社目黒総合リハビリ
サービス代表取締役 日本重症心身障害学会編
集委員 山形県立保健医療大学非常勤講師 ボ
バース小児インストラクター 理学療法士 他）

会　場：  株式会社gene 本社 セミナールーム
受講費： 12,800円（税込）　
定　員：  50名
申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致します。
締　切： 定員になり次第締め切り
主　催： 株式会社gene

◉株式会社gene主催セミナー③
◎高齢心不全患者に対するリハビリテーションの進め方

～病態の捉え方とフィジカルアセスメントを中心に～

～名古屋会場～

日　時： 2020年3月7日（土）

 10：00 ～16：00（受付9：30 ～）

内　容： 【講義概要】

 　近年の医療技術の進歩と人口動態の高齢化

に伴い、循環器疾患では高齢心不全患者が急

増することが予想されています。高齢心不全患

者では、心機能の低下のみでなく、身体機能や

認知機能など様々な機能が低下するため、入院

期からの継続した管理が重要となります。また、

高齢患者では多疾患を保有していることも多い

ため、特に心不全が既往にある患者さんを担当

するときに、並存する心疾患に対して不安にな

ることも多く経験すると思われます。

 　本セミナーでは、高齢心不全を担当するリハ

ビリテーションスタッフを対象に、急性増悪後

の入院期の早期離床から生活期まで、時期に分

けて病態評価、リハビリテーションの進め方、

管理の方法について解説したいと思います。

講　師： 河野　裕治 先生（藤田医科大学ばんたね病院 

リハビリテーション部・理学療法士）

会　場： 株式会社gene 本社 セミナールーム

受講費： 12,800円（税込）

定　員： 50名

申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 株式会社gene
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◉株式会社gene主催セミナー④
◎拘縮予防と緩和に繋げる実践ケア

～原因の理解から対応法を導き出す！～

～名古屋会場～

日　時： 2020年3月8日（日）

 10：00 ～16：00（受付9：30 ～）

内　容： 【講義概要】

 　主に高齢者への医療・ケアで関わることの多

い拘縮は、筋性拘縮と神経性拘縮があり、原因

も違えば対応方法も変わってきます。これらの

拘縮に対し、適切に対応しないと逆に拘縮が進

むことも多く、さらには褥瘡の発生や摂食嚥下

の問題などを引き起こしやすくなります。

 　本セミナーでは、基本のポジショニングと体

位変換などの介護技術を座学だけでなく、実技

も含めて理解を深めていきたいと考えています。

講　師： 田中　義行 先生（株式会社 大起エンゼルヘル

プ・理学療法士、一般社団法人 日本介護技術

協会 理事）

会　場： 株式会社gene 本社 セミナールーム

受講費： 12,800円（税込）

定　員： 50名

申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 株式会社gene

◉株式会社gene主催セミナー⑤
◎脳画像を理解するための脳の機能解剖と脳画像の基礎知識

～脳画像を理解するために習得すべきこと～

～名古屋会場～

日　時： 2020年3月20日（金・祝）

 10：00 ～ 16：00（受付9：30 ～）

内　容： 【講義概要】

 　リハビリテーションにおいて脳画像を活用す

る意義は、評価の精度を高め、治療的介入をよ

り的確なものとすることにあります。

 　このセミナーは『脳画像のリハビリテーショ

ンへの活用～画像から考える臨床症状とアプ

ローチ～』の前編と位置付けております。前編

となる本セミナーと、後編となる『脳画像のリ

ハビリテーションへの活用～画像から考える臨

床症状とアプローチ～』を受講することによっ

て、臨床で脳画像情報を実際に活用できるよう

になることを目標とします。

 　前編であるこのセミナーでは、大脳の皮質の

解剖の整理と機能を中心に解説します。

 　脳は表面にあるおよそ2.5mmほどの厚みを

持つ、皮質で覆われているような構造であり、

この皮質は灰白質で、灰白質の深部は白質にな

ります。灰白質には神経細胞が存在し、白質に

は軸索が存在します。言い換えますと、表面に

CPUの役割を果たす神経細胞のある皮質が存在

し、その情報を伝える軸索が白質に存在するの

です。

 　まず皮質の解剖を学び、次の後編となるセミ

ナーでは白質の解剖を中心に学びます。実際、

脳卒中の多くは白質に病変が存在することが多

いのですが、皮質の理解なしに白質を中心とし

た解剖を学ぶのは難しいため、このセミナーで

はまず皮質を中心に学びます。

 　本セミナー終了後には、自分の評価結果と介

入根拠が脳画像所見から説明でき得るか、気に

なって、いつの間にか脳画像をみに行く、それ

が習慣化して、画像所見を確認する、そのよう
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な脳を意識した脳卒中リハビリテーションを実

践するきっかけを作るセミナーにしたいと思い

ます。

講　師： 阿部　浩明 先生（一般財団法人広南会 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 4号館3階 会議室431+432

受講費： 12,800円（税込）

定　員： 80名

申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 株式会社gene

◉株式会社gene主催セミナー⑥
◎高齢者の転倒リスクの評価と予防

～テーラーメード型運動療法の介入アプローチ～

～名古屋会場～

日　時： 2020年3月21日（土）

 10：00 ～16：00（受付9：30 ～）

内　容： 【講義概要】

 　高齢者における転倒発生率は約30%とされ、

実に年間に1,000万人以上の高齢者が転倒し

ていることになる。

 　“転倒”イコール“筋力低下”、“バランス能力”

といった印象があるが、実はその要因は様々で

あり、さらに高齢者の機能レベルによってその

要因は大きく異なる。

 　そのため、高齢者の転倒予防を試みる場合に

は、それぞれの高齢者の機能レベルを十分に考

慮した運動介入を提供する必要がある。

 　本セミナーでは、高齢者をロバスト、プレフ

レイル、フレイル、要支援、要介護といった区

分に分け、それぞれの特徴を整理するとともに、

転倒予防の可能性について解説する。

講　師： 山田　実　先生（筑波大学大学院人間総合科学

研究科生涯発達専攻　教授・理学療法士）

会　場： 株式会社gene 本社 セミナールーム

受講費： 12,800円（税込）

定　員： 60名

申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 株式会社gene
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◉株式会社gene主催セミナー⑦
◎リハスタッフのための解剖学の再学習・再構築

～いまさら聞けない解剖学・上肢編～　～名古屋会場～

日　時： 2020年3月22日（日）

 10：00 ～16：00（受付9：30 ～）

内　容： 【講義概要】

 　リハビリテーションを展開するうえで解剖学

が重要であることは、周知の事実だと思います。

ですが、卒前から解剖学に苦手意識がある、卒

後の再学習に苦心するといった声をよく耳にし

ます。

 　今回のセミナーは『いまさら聞けない解剖学』

の各論シリーズの中でも、全国でご好評をいた

だいている『上肢編』となります。

 　1日かけて肩甲帯・肩関節・上腕・肘関節・前

腕・手部の学習を行い、その上で最新の研究デー

タ等を基に、臨床に活きる実学へ昇華させるこ

とを目標とします。

 　また、部分的に実技などのデモンストレーショ

ンを実施する予定です。

 　実技を通じ、より実践的な知識を身につける

ことができる講義を展開します。

 　卒後の経験年数が浅い方以外にも、十分に新

しい見識が身につく講義内容となっております。

皆様の参加を心からお待ちしております。

講　師： 町田　志樹　先生（臨床福祉専門学校 理学療

法学科 専任教員、理学療法士・認定理学療法

士（学校教育）、博士（医学））

会　場： 名古屋国際会議場 1号館3階 会議室133+134

受講費： 12,800円（税込）

定　員： 60名

申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 株式会社gene

◉株式会社gene主催セミナー⑧
◎臨床実習教育のあり方・考え方

～臨床実習教育の本質の理解とクリニカル・クラーク

シップ導入の実際～　～名古屋会場～

日　時： 2020年3月22日（日）

 10：00 ～16：00（受付9：30 ～）

内　容： 【講義概要】

 　私は約30 年前から経験則に依存し、ガラパ

ゴス的に展開されてきた臨床実習を検証し、社

会に容認され教育効果のある臨床教育システム

の構築をテーマに活動をしてきました。この度

の指定規則改正で示された臨床参加型実習が

それに該当し、クリニカル・クラークシップ（CCS：

Clinical clerkship system）として、単に方

法論に留まらず実習体系としての提案を行って

きたのです。

 　しかし、慣れ親しんだ方法からの脱却は、真

摯な検証を抜きにしては起こり得ず、パラダイ

ムシフトという仮面をかぶった変装に過ぎず、

教育効果の低い実習が展開される危惧を感じて

います。

 　本講義では、今までの臨床実習を社会的お

よび教育学的側面から検証し、先ずパラダイム

シフトの必要性を理解していただき、その上で、

正統的周辺参加と認知的徒弟制という教育学習

理論を概説し、CCSの体系基盤への理解を促

していきます。最後に、時間管理下での働き方

を余儀なくされている療法士のための、CCS

実践方法の提案をいたします。

講　師： 中川　法一　先生（医療法人 増原クリニック 副

院長　一般社団法人 日本リハビリテーション臨

床教育研究会 会長・理学療法士）

会　場： 株式会社gene 本社 セミナールーム

受講費： 12,800円（税込）

定　員： 60名

申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 株式会社gene
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◉株式会社gene主催セミナー⑨
◎理学療法士が主役になる！非特異的腰痛に対するアプローチ

～症状にあったアプローチをするための分類化と

介入方法を学ぶ～　～名古屋会場～

日　時： 2020年3月28日（土）

 10：00 ～16：00（受付9：30 ～）

内　容： 【講義概要】

 　非特異的腰痛は、腰痛の中でも85-90％を

占めると言われております。また、手術適応で

はなく、運動療法、患者教育などをはじめとし

て多角的な介入が必要となります。それは理学

療法士が中心になって評価、介入することが必

須であり、理学療法士が主役となるべきことを

意味しています。

 　非特異的腰痛に対しては、世界では今も研究

が進められており、現在まで日本では知られて

いないことも含めて様々なことがわかってきて

います。その中で世界において主流となってい

るのが「Classification＝分類」です。非特異

的腰痛という大きなものを、さらにサブグルー

プ化し、それぞれにあった特異的な介入を行う、

という考え方です。

 　今回のセミナーでは、Classificationの例を

紹介しつつ、実際の症例も交えて非特異的腰痛

をどのように考え、どのように介入したらよいの

かの流れを提示できればと思います。また、最

新のエビデンスを引用し、科学的に非特異的腰

痛の事実をお伝えいたします。

講　師： 三木　貴弘　先生（札幌円山整形外科病院 リハ

ビリテーション科 主任・理学療法士）

会　場： 株式会社gene 本社 セミナールーム

受講費： 12,800円（税込）

定　員： 60名

申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 株式会社gene

◉株式会社gene主催セミナー⑩
◎脳画像のリハビリテーションへの活用

～画像から考える臨床症状とアプローチ～

～名古屋会場～

日　時： 2020年 4月19日（日）

 10：00 ～16：00（受付9：30 ～）

内　容： 【講義概要】

 　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。

 　リハビリテーションにおいて脳画像を活用す

る意義は、評価の精度を高め、治療的介入をよ

り的確なものとすることにあります。

 　このセミナーは、前編となる『脳画像を理解

するための脳の機能解剖と脳画像の基礎知識』

で学んだ大脳の皮質の解剖の知識を基礎とし、

それらを連絡する白質の走行と、白質の損傷に

よって出現することが予想される障害及び症候

を把握します。

 　具体的には、運動麻痺や感覚障害の出現が

把握できるようトレーニングし、その上で、高

次脳機能障害と神経白質損傷の関係性につい

て学びます。

 　また、栄養血管について学びます。脳の栄養

血管の走行と支配領域を学ぶことで脳梗塞の症

状の把握がより具体的なものとなります。

 　さらに、複数例の画像所見から脳画像を活用

するトレーニングを行い、実際の臨床での活用

事例を紹介します。

 　本セミナーは、前編『脳画像を理解するため
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の脳の機能解剖と脳画像の基礎知識～脳画像

を理解するために習得すべきこと～』の知識が

習得されていることを前提とした内容になるこ

とにご留意ください。

講　師： 阿部　浩明　先生（一般財団法人広南会 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

受講費： 12,800円（税込）

定　員： 80名

申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致します。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 株式会社gene
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会員の皆様へ事務局からのお知らせ

　愛知県理学療法士会では、会員向け情報の提供手段としてメール通信の運用を実施しております。会員の皆様

には日本理学療法士協会マイページよりメールアドレスの登録・メール配信希望登録をお願いします。（職場・個人

どちらでも構いませんが、緊急連絡等もありますので、できる限り個人メールアドレスの登録をお願いします。また、

携帯アドレスでは受信できない場合がありますのでご注意ください。）

　また、今後研修会案内などにつきまして経費節減のため、メール・HPでの情報発信を中心に行うことも検討し

ております。

① 会員情報へのメールアドレス登録及びメール通信配信登録のお願い

　会員動向の正確な把握のため、所属施設をお持ちの会員の方は（可能なら非常勤の場合も）施設会員への登録

をお願いします。新年度に際し職場の異動、自宅住所等の変更があった方は速やかに日本理学療法士協会マイペー

ジより登録変更をお願いします。（会員個人で変更をしていただかないと変更できません又変更されませんと連絡

不能者となり重要なお知らせがお手元に届きません）

　士会ニュースなど個人発送物は自宅への発送も可能ですので、自宅へ郵送希望で自宅会員になられている方が

お見えになりましたら郵送物発送先を自宅へ変更し、所属施設の登録をお願いいたします。

② 所属先登録・変更のお願い

　地域支援活動・災害ボランティア活動など会員の皆様の活動は多岐にわたっております。理学療法士の活躍を

県民にお知らせするためにもニュース投稿をお願いしたいと思います。投稿を希望される方は事務局までご一報く

ださい。

③ 一般会員からの情報提供・ニュース投稿のお願い

　あいおいニッセイ損保様のご厚意により、愛知県理学療法士会・愛知県理学療法学会会員の方は自動車保険等

様々な保険が団体扱いとなり保険料の割引が受けられることとなりました。詳しくは事務局までメールにてお問い

合わせください。

④ 会員福利厚生サービスのお知らせ



No.196	 THE	AICHI	PHYSICAL	THERAPY	ASSOCIATION	NEWS

20

会　　員　　動　　向

（令和1年9月1日～令和1年10月31日）　

総会員数　5,855名　（令和1年10月31日現在）

施設会員 5,156名　（所属施設	920施設）

自宅会員 699名

県外異動 （他県→愛知県） 7名

県外異動 （愛知県→他県） 7名

新 入 会 45名

復 会 0名

休 会 0名

退 会 8名

　2019年は日本でラグビーが大変な盛り上がり

を見せました。その陰で当会もサポートされてい

たのを知り、誇らしく思いました。2020年はい

よいよ東京オリンピックです。我々理学療法士の

活躍の場がもっと広がると良いなと思います。

　本年もよろしくお願いいたします。

広報部　副部長　後藤　亮吉

編 集 後 記
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Memo
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◀求 人情 報▶◀求 人情 報▶

訪問看護ステーション 仁 （株式会社gene 訪問看護事業部門）
◦所 在 地 訪問看護ステーション	仁	春日井（春日井市）、稲沢サテライト（稲沢市）

長久手サテライト（長久手）、岡崎（岡崎市）、碧南（碧南市）
◦電話番号 052-325-4406（法人管理室）
◦募集人数 若干名　理学療法士
⃝希望条件 常勤（正社員）	280,000円（新卒）～350,000円	※職務・外勤・祝祭日出勤手当を含む

非常勤（パート・契約社員）	1件：3,800円（60分間訪問・移動手当含）
◦担 当 者 法人管理室　採用担当
◦ホームページ http://www.gene-llc.jp/

LITALICOジュニア（児童発達支援／放課後等デイサービス）
◦所 在 地 〒460-0003愛知県名古屋市中区錦2-17-28	CK15伏見ビル4F

市営地下鉄	東山線・鶴舞線	「伏見駅」より徒歩1分
◦電話番号 0120-929-432
◦募集人数 2名
◦希望条件 常勤　・勤務時間	 1日8時間（8時～21時の間で8時間勤務となります）		

　　　・休　　日	 年間120日前後
　　　・給　　与	 250,000円～
　　　・待　　遇	 住宅手当、家族扶養手当、通勤交通費、企業型確定拠出年金制度あり
	 社会保険完備

◦担 当 者 LITALICO採用担当：酒井・鈴木・下坂
newgrads@litalico.co.jpまでお気軽にご連絡ください。

◦ホームページ http://www.aichisin.jp

医療法人あいち診療会　のなみ訪問看護ステーション
◦所 在 地 〒468-0049　名古屋市天白区福池2-362-2
◦電話番号 052-895-5806（平日9時～17時）
◦募集人数 3名　理学療法士（1年目～10年目）
◦希望条件 常勤　勤務時間	 8時30分～17時30分

　　　休　　日	 完全週休2日制
　　　給　　与	 232,000円（新卒）
	 既卒者は年齢、経験、能力を考慮し当法人規定により決定します。
　　　福利厚生	 健康保健、厚生年金、雇用保険、労災保険、賞与（年2回）
　　　特　　典	 入職者は準備金として30万円支給（条件あり）
2020年1月に就職説明会＆職場見学会を催します。

◦担 当 者 人事担当　大竹功剛
◦ホームページ http://www.aichisin.jp

医療法人瑞頌会 尾張温泉かにえ病院 介護老人保健施設かにえ
◦所 在 地 〒497-0052　愛知県海部郡蟹江町西之森字長瀬下65-14
◦電話番号 0567-96-2000
◦募集人数 若干名　理学療法士

◦希望条件
常勤　・勤務時間	 7：30 ～18：30までの間の8時間（休憩1時間）
　　　・休　　日	 月9日、特別休暇5日
　　　・給　　与	 月給226,000円（新卒）　既卒者は経験により基本給加算します。
　　　・福利厚生	 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
	 交通費20,000円を上限とし法人規定により支給
非常勤・勤務時間	 ①8：30 ～16：00
	 ②9：00 ～12：30　※時間の相談可、週所定労働日数：週3日以上
　　　・時　　給	 1,300円～1,450円

◦担 当 者 工藤敬一郎（施設見学随時可）
◦ホームページ ttps://www.kanie-hp.jp/
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◀求 人情 報▶◀求 人情 報▶

社会福祉法人名古屋キリスト教社会館  南部地域療育センターそよ風
◦所 在 地 〒457-0805　名古屋市南区三吉町6-17
◦電話番号 052-612-3638
◦募集人数 １名
◦希望条件 常　勤　　

応募要件　理学療法士免許　小児の理学療法の経験者歓迎
給　　与　○新卒者の初任給　　＜本俸+地域手当+特殊業務手当＞　月給185,858円
　　　　　○前歴３年の方の例　＜本俸+地域手当+特殊業務手当＞　月給205,592円
諸 手 当　　住宅手当・扶養手当・通勤手当　名古屋市基準に沿って支給
保険・福利厚生等　社会保険・雇用保険・労災保険・厚生年金	自主研修費制度他
休日・休暇　日・祝および月２回土曜日　夏季休暇・年末年始休暇有（特別休暇）　
就業時期　2020年4月　申し込み／上記電話又は、ホームページより

◦担 当 者 金武勝己　（南部地域療育センターそよ風　相談診療部）
◦ホームページ http://www.shakaikan.com/growth-center/growth-center-soyokaze
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