
 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人愛知県理学療法士会 

平成 29年度事業報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１． 会務記録（代表理事・鳥山喜之、坂口勇人、熊谷泰臣） 

    

4月 1日(土) 第10回名古屋市介護認定審査会総会(鳥山） 

4月 4日(火) 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21日（金） 平成28年度期末監査（坂口） 

4月22日(土) 臨時理事会（鳥山・坂口・熊谷） 

4月30日(日) 新人オリエンテーション（鳥山・坂口・熊谷） 

5月18日(木) 第20回国際福祉健康産業展～ウェルフェア 2017開会式（鳥山） 

5月20日(土) 日本理学療法士協会組織代表選考委員会（鳥山） 

5月27日（土） 地域包括ケアアドバンス研修会・懇談会（坂口） 

5月28日(日) 第4回定時社員総会（鳥山・坂口・熊谷） 

5月28日(日) 第1回理事会（鳥山・坂口・熊谷） 

6月 3日(土) 日本理学療法士協会第46回定時総会（鳥山・坂口） 

6月 4日（日） 日本理学療法士協会第46回定時総会（鳥山・坂口） 

6月11日(日) 第12回愛知県言語聴覚士会学術集会（鳥山） 

6月17日(土) 三士会合同会議（鳥山・坂口・熊谷） 

6月24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 2日(日) 一般社団法人リハビリテーション教育評価機構平成29年度評価員研修会（鳥山） 

7月 9日(日) 新人教育プログラム研修会（鳥山） 

7月15日(土) 第2回理事会（鳥山・坂口・熊谷） 

7月16日(日) 業務推進部第2回研修会（鳥山） 

7月18日(火) 参議院議員片山さつき政経セミナーin愛知（鳥山） 

9月 8日(金) 平成29年度第1回愛知県在宅医療推進会議（鳥山） 

9月 9日(土) 三士会合同会議（鳥山・坂口・熊谷） 

9月18日(月) 日本理学療法士協会懲戒委員会（鳥山） 

10月6日(金) 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修了式（鳥山） 

10月8日(日) 日本理学療法士協会平成29年度組織運営協議会（鳥山） 

10月27日(金) 第１回名古屋市在宅医療・介護連携推進会議（鳥山） 

10月30日(月) 平成29年度中間監査（鳥山・坂口・熊谷） 

11月3日(金) 公益社団法人静岡県理学療法士会設立記念式典（鳥山） 

11月11日(土) 第33回東海北陸理学療法学術大会（鳥山） 

11月13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・坂口・熊谷） 

11月16日(木) 愛知県国民医療推進協議会（鳥山） 

11月17日(金) 大村ひであき昼食懇談会（鳥山） 

11月18日(土) 第17回東海北陸作業療法学会・第25回愛知県作業療法学会（鳥山） 

11月18日(土) 第4回理事会理事会（鳥山・坂口・熊谷） 

11月25日(土) あいち福祉医療専門学校教育課程編成委員会（鳥山） 

11月25日(土) 愛知県医師会設立七十周年記念式典（鳥山） 

12月1日(金) 愛知県医師会・愛知県医務国保課へ第27回愛知県理学療法学術大会出席のお願い（鳥山） 

12月2日(土) 日本理学療法士協会理事懇談会、賛助会員懇談会（鳥山） 

12月５日(火) トライデントスポーツ医療看護専門学校教育課程編成委員会（鳥山） 

12月16日(土) 東海在宅医療研究会（鳥山） 

12月23日(土) 理学療法士労働環境委員会（鳥山） 

1月20日(土) 第5回理事会（鳥山・坂口・熊谷） 

1月20日(土) 岡西哲夫先生第69回愛知県表彰受賞祝賀会（鳥山・坂口・熊谷） 

1月26日(金) 愛知県在宅医療推進協議会（鳥山） 

1月27日(土) チーム医療推進研修会（鳥山・熊谷） 

2月5日(月) 公明党愛知県本部新年賀詞交歓会（鳥山） 



 

2月10日(土) 第15回愛知県医療ソーシャルワーク学会（鳥山） 

2月10日(土) 平成29年度愛知県訪問リハ研修会（鳥山・熊谷） 

2月18日(日) 地域リハ専門職介護予防指導者育成事業第2回全体会（鳥山・熊谷） 

2月20日(火) 筒井タカヤ新春観劇会・総会（鳥山） 

3月2日(金) 星城大学リハビリテーション学院卒業式（鳥山） 

3月3日(土) 中部リハビリテーション専門学校卒業式（鳥山） 

3月3日(土) 第6回理事会（鳥山・熊谷） 

3月6日(火) 東名古屋リハビリテーション学院卒業式（鳥山） 

3月7日(水) 診療報酬・介護報酬改定説明会（鳥山・熊谷） 

3月9日(金) あいち福祉医療専門学校卒業式（鳥山） 

3月11日(日) 第27回愛知県理学療法学術大会（鳥山・坂口・熊谷） 

3月13日(火) 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15日(木) 東海医療専門学校謝恩会（鳥山） 

3月18日(日) あいち福祉医療専門学校記念講演（鳥山） 

3月21日(水) 星城大学卒業式（鳥山） 

3月27日(火) 社会福祉法人ｻﾝﾗｲﾌ／ｻﾝ･ﾋﾞｼﾞｮﾝ国際ｼﾝﾌﾎﾟｼﾞｳﾑ（鳥山） 

 

２． 公的委員派遣 15名 

・名古屋市介護認定審査委員（西区）    辻智之 

・名古屋市介護認定審査会委員（南区）    段直樹 

・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 

・半田市障がい者自立支援認定審査会委員    池田潤一 

・西尾市生涯支援区分認定審査会委員    山口慎也 

・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 

・一宮市地域包括支援センター運営協議会委員   宮原利博 

・半田市介護認定審査会委員         石川美穂・安井義雄・竹内有三 

・長久手市介護保険事業計画策定委員会委員   小幡匡史 

・東三河北部医療圏在宅医療多職種連携推進会議委員  平瀬智文 

・愛知県在宅医療推進協議会委員     鳥山喜之 

    

３．渉外 

（１）講師等派遣 8件 

  ・2017医療・教育・福祉・健康系オール学校ガイダンス   近藤達也・清島大資・小出悠介 

  ・半田市介護予防事業「100歳めざす講座」講師   村田旭 

  ・学校法人セムイ学園 教育課程編成委員    熊澤輝人 

  ・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 

  ・第19回日本在宅医学会大会プログラム委員    鳥山喜之 

  ・第30回日本医学会総会2019中部 

市民展示「健康未来EXPO2019」 ワーキンググループリーダー 鳥山喜之 

   ・東海在宅医療研究会役員     鳥山喜之 

   ・名古屋医療福祉専門職大学（仮称）設置にともなう 

教育課程連携協議会構成員 星野茂 

 （２）会議等出席 13件 

   ・東三河南部医療圏在宅医療多職種連携推進会議   伊藤淳 

   ・なごや災害ボランティア連絡会     三宅わか子 

   ・防災と福祉フェア 2017      三宅わか子  

   ・日本理学療法士協会新生涯学習システムに関する意見交換会  松田文浩 

   ・愛知県医師会設立七十周年記念式典    鳥山喜之  



 

   ・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 

   ・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都道府県理学療法斯界事務局職員研修会  伴恵美子 

   ・「なごやかモデル」公開シンポジウム    都築晃 

   ・第1回名古屋市在宅医療・介護連携推進会議   鳥山喜之 

   ・第13回愛知県医療ソーシャルワーク学会    鳥山喜之 

   ・西尾市介護予防・日常生活支援総合事業 

基準緩和型サービス事業所研修会  山下正倫 

   ・西尾張小児在宅医療講習会     小幡匡史 

 

 （３）後援名義許可 24件 

   ・第24回日本赤十字リハビリテーション協会研修会 

   ・朝日高齢者福祉セミナー2017 

   ・第62回愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会 

   ・第11回早期リハビリテーション研究会 

   ・第4回桜山リハビリテーション研究会 

   ・名古屋大学大学院医学系研究科（保健学）市民公開講座 

   ・愛知医科大学呼吸リハビリテーションセミナー 

   ・グラクソ・スミスクライン㈱ ボツリヌス治療セミナー 

   ・第13回日本医療マネジメント学会愛知県支部学術集会 

   ・一般社団法人全国ノーリフティング推進協会 第4回全国大会 

   ・全国リハビリテーション学校協会第4回東海ブロック教育部研修会 

   ・株式会社gene開催セミナー 

   ・日本関節運動学的アプローチ医学会理学・作業療法士会 第19回学術集会 

   ・第6４回愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会 

   ・第13回愛知県医療ソーシャルワーク学会 

   ・第12回早期リハビリテーション研究会   

   ・第5回桜山リハビリテーション研究会 

   ・第26回愛知県作業療法学会 

   ・第8回県民公開シンポジウム 

   ・第９回日本ダンス医科学研究会学術大会 

   ・第65回愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会 

   ・第34回日本義肢装具学会学術大会 

   ・第13回愛知県言語聴覚士会総会・学術集会 

   ・第8回動作解析と運動実習（藤田保健衛生大学） 

  

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5,346名（うち自宅会員752名）  会員所属施設数施設861施設 

   平成29年度新入会員 533名  復会48名  休会186名  退会169名   

       県外異動  転入68名   転出57名 

２）諸会議運営    

 ①理事会開催 

臨時理事会 平成29年 4月 22日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第1回理事会（拡大）  5月 28日（日） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第2回理事会  7月 15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 16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 18日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 



 

第5回理事会（拡大） 平成30年 1月 20日（土） TKPガーデンシティ栄駅前 

第6回理事会  3月 3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30日（日）13時～17時（TKP名古屋栄カンファレンスセンタ－） 

参加者 会員（入会予定者含む）308名 

 ③第4回定時総会 5月28日（日）11時45分～12時15分（名古屋栄カンファレンスセンター） 

   参加会員数 3,147名（委任状2,937通含む） 

 ④施設代表者会 

  5月28日（日）10時～15時（ＴＫＰ名古屋栄カンファレンスセンター）  参加者会員 225名 会員外参加者 5名 

特別講演 講師：小川かつみ「今後の予防・医療・介護の方向性～理学療法士には今、何が求められているのか」 

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平成29年度重点事業の概要 

②管理者（病期別）・市町村ネットワークとブロック活動 

      ③その他 

⑤関連三団体協議会 協力事業のあり方について協議 

   第1回三士会協議会 

6月17日（土）15時～17時（ＴＫＰ栄カンファレンスセンター） 参加者 ＰＴ9名 ＯＴ4名 ＳＴ3名 

   第2回三士会協議会 

9月9日（土）14時～16時30分（ウィル愛知） 参加者 ＰＴ19名 ＯＴ5名ＳＴ3名 

第3回三士会協議会 

2月9日（金）19時～21時（木村病院）  参加者 ＰＴ6名 ＯＴ3名ＳＴ4名 

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 

 

＜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）研修会  

①第1回研修会「リハビリテーション専門職の職域と社会保障制度」  

7月16日（日）10時30分～16時30分 （あいち福祉医療専門学校） 参加者 会員70名  会員外10名 

講師：鳥山喜之「理学療法（士）のこれまでと、これから」 

講師：松野俊次「障がい児・者における制度とリハビリテーション」 

講師：藤田正之「介護保険制度とリハビリテーション」 

２）第8回訪問リハ・地域リーダー会議出席 二井俊行・佐橋智仁 

5月19日（木）20日（金）（東京都タイム 24） 

Ⅰ部～活動報告等 

Ⅱ部～地域ブロック・リーダー及びエリア代表の選出 

Ⅲ部～事例集について 



 

Ⅳ部～平成29年度実務者研修会の要件説明 

   ３）愛知県訪問リハビリテーション研修会 

 2月10日（土）11日（日）10時～16時（星城大学リハビリテーション学院） 

10日参加者 会員46名 会員外23名    11日参加者 会員46名 会員外21名 

 講師：二井俊行「同職種連携へのチャレンジ」 

 講師：佐橋智人「脳出血後、二人の娘の進路相談があるために学校へいきたいという希望がある症例」 

 講師：松谷章徳「段階を踏んだ成功体験が活動・参加の繋がった事例」 

     講師・大竹功剛「強い抑うつから脱し、機能訓練を希望された症例」 

 講師：村瀬文康「地域資源の重要性」 

 講師：萩野未沙「地域資源の重要性」 

 講師：大山敦史・堀山貴之・加藤美規子・伊藤圭太・梅田典宏 

   ４）管理者ネットワーク事業 

 ①協会指定管理者研修（初級） 

 12月2日（土）14時～17時30分（東海医療科学専門学校）  参加者 会員27名 会員外0名 

   第1部 講師：星野茂「管理者ネットワーク」 

   第2部 講師：熊谷泰臣「EPDCAの考え方とその必要性」 

   第3部 グループディスカッション 

      ②ADL維持向上等体制加算に関する研修会 

 1月6日（土）10時～17時 （ウィンクあいち）  参加者 会員29名 会員外18名 

   シンポジウム 各施設の取り組み・事例発表 今西宣・上村晃寛・森谷康弘・安田耕平 

   講演      講師：平野明日香 「急性期リハとADL維持向上等体制加算」  

 

＜倫理保険業務部＞部長：宮嵜友和 

１）吸引研修事業 

  11月19日（日）10時～16時（あいち福祉医療専門学校）  参加者 会員15名 会員外 6名 

   講義「喀痰吸引に必要な基礎知識」及び実技（喀痰吸引技術研修） 

  講師：小林美和・水谷卓史・小松克弘・神原優華・松永祐一・田邊治毅 

  12月16日（土）10時～16時（あいち福祉医療専門学校）  参加者 会員15名 会員外 20名 

  講義「喀痰吸引に必要な基礎知識」及び実技（喀痰吸引技術研修） 

  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 

  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9名 会員外 6名 

   講義「喀痰吸引に必要な基礎知識」及び実技（喀痰吸引技術研修） 

  講師：小林美和・岩田陽介・小松克弘・黒澤昌洋・松永祐一・田邊治毅 

２）保険制度調査説明事業 

 ①診療報酬・介護報酬改定説明会 

  3月7日（水）18時45分～21時15分（名古屋ガーデンシティ PREMIUM名駅西口） 

                  参加者会員450名 会員外45名 

    「診療報酬・介護報酬改定情報説明会」 講師：鳥山喜之 

   質疑応答  講師：藤田正之・熊谷泰臣 

  ②医療・介護保険Q&A相談会 

 3月11日（日）10時～16時（ウィンクあいち）  相談者 会員17名件 会員外0名 

     相談対応：藤田正之・熊谷泰臣・岡季子・田端吉彦・二井俊行 

・吉田実那・嶋津誠一郎・段直樹・丹羽一秋・宮嵜友和 

３）チーム医療研修事業 

 1月27日（土）15時～17時30分（TKP名古屋駅前カンファレンスセンター） 参加者会員 33名会員外14名 

  特別講演「在宅医療の現状とセラピストへの提言」 講師：野田正治 

  パネルディスカッション「急性期・回復期・生活期における在宅復帰支援の取り組み」 

講師：静間美幸・森田秋子・溝口眞健 



 

 

＜予防事業推進部＞部長：林尊弘 

１）地域包括ケアアドバンス研修 参加者 会員100名 会員外 0名 

  5月27日（土）17時～20時（TKPガーデンシティ名古屋新幹線口） 

     講師：山口和之「自立支援介護の実現に向けて理学療法士のすべきこと」 

  講師：斉藤秀之「介護予防・健康増進事業・普及について～日本理学療法士協会の立場から～」 

    ２）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20日（日）10時～16時 （あいち福祉医療専門学校）  参加者 会員24名 会員外0名 

    講師：池野倫弘・小幡匡史  

    10月1日（日）10時～16時 （あいち福祉医療専門学校）   参加者 会員21名 会員外4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  

9月24日（日）10時～16時 （あいち福祉医療専門学校）   参加者 会員30名 会員外0名 

               講師：星野茂・張本浩平   

          11月5日（日）10時～16時 （あいち福祉医療専門学校）   参加者 会員26名 会員外0名 

             講師：星野茂・張本浩平   

    ３）地域リハ専門職介護予防指導者育成事業 

 ・介護予防事業における現状調査 県内54市町村へアンケートを送り調査データを分析 

 ・研修会 

 ①第1回全体会 10月 8日（日）10時～15時（名古屋市中小企業振興会館） 

        参加者PT 148名 OT 30名 ST 12名 行政等 18名 

   講師：渡辺達彦「茨城県における住民主体の総合事業の展開」    

   講師：大田仁史「介護予防とシルバーリハビリ体操指導者養成事業」  

   講師：古澤綾・大西耕平「シルバーリハビリ体操」「２代目たいぞう実演」  

   講師：竹田哲規「介護予防事業におけるリハビリテーション専門職の関わり方について」 

   フリーディスカッション 

       ②第2回全体会  2月 18日（日）13時～16時（鯱城ホール） 

           参加者PT 167名 OT 29名 ST 19名 行政等 10名 

   講師：林尊弘「市町村を対象としたアンケート調査結果および地区研修会における検討事項について」 

   講師：櫻井敬三「地域リハビリテーション専門職介護指導者育成事業～３年間の活動をふりかえって」 

   講師：森本榮・三浦晃・黒羽真美 

「地域包括ケアシステム構築に向けた全国的な動きと各協会の方向性について」 

 ③地区研修会  

       講演１「市町村を対象としたアンケート調査の結果について」 ：予防事業推進部担当者より 

       講演2「介護予防・日常生活支援総合事業に関する実例紹介」：各地区行政担当者より 

       講演3「各地域のネットワークの現状について」：各地区実施団体より 

       講演4「介護予防事業における各会のトピックス」：三士会担当者より 

       グループワーク・発表 

    ・東三河会場 11月 26日（日）13時～17時（豊橋市民センター） 参加者 会員 33名 会員外 21名 

  講師：野口泰司・太田崇・村瀬文康・小幡匡史 

    ・西三河会場 12月 9日（土）13時～17時（刈谷産業振興センター） 参加者 会員 33名 会員外 21名 

             講師：星野茂・後藤零・纐纈良・岩丸陽彦・村瀬文康 

          ・名古屋会場 12月 10日（日）13時～17時（IMYホール） 参加者 会員 49名 会員外 13名 

             講師：熊谷泰臣・林尊弘・後藤零・野口泰司・太田崇・村瀬文康・小幡匡史 

          ・知多会場 12月17日（日）13時～17時（雁宿ホール）  参加者 会員 39名 会員外 16名 

  講師：星野茂・林尊弘・山内正美・村瀬文康   

     ・尾張会場1月13日（土）13時～17時（TKPガーデンシティ PREMIUM） 



 

参加者 会員 67名 会員外 33名 

             講師：小幡匡史・林尊弘・足立浩孝・佐久間大輔・村瀬文康 

       

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 2017 参加者 会員100名 会員外1000名（ポートメッセなごや）  

 5月18日（木）～20日（土）9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）  全国介護予防健康増進キャンペーン 

 7月16日（日）9時～17時（アピタ長久手店 1階） 

 参加者 会員13名  会員外（一般）210名 

 介護予防に関するリーフレットの配布・IｎBodyを使用した体組成測定と生活指導 

 

＜健康福祉部＞ 部長：竹内有三 

１） 高校野球連盟支援事業   

4月30日5月3日（水）（岡崎市民球場）   参加者 会員8名  会員外40名 

6月3日（土）（刈谷球場）    参加者 会員8名  会員外40名 

6月4日（日）（小牧市民球場）    参加者 会員8名  会員外40名 

7月2日（日） 救命救急処置技術講習会（愛知医科大学病院）  講師：水谷卓史、小松克弘 

7月25日（火）（岡崎市民球場）    参加者 会員4名  会員外80名 

7月25日（火）（小牧市民球場）    参加者 会員4名  会員外80名 

7月26日（水）（パロマ瑞穂球場）    参加者 会員4名  会員外40名 

7月28日（金）（パロマ瑞穂球場）    参加者 会員4名  会員外40名 

9月30日（土）（岡崎市民球場）    参加者 会員4名  会員外40名 

10月1日（日）（岡崎市民球場）    参加者 会員4名  会員外40名 

10月24日（火）（岡崎市民球場）    参加者 会員4名  会員外40名 

10月24日（火）（刈谷球場）    参加者 会員4名  会員外40名 

10月30日（月）（岡崎市民球場）    参加者 会員4名  会員外40名 

10月31日（火）（岡崎市民球場）    参加者 会員4名  会員外40名 

  ２） スポーツ傷害予防教室 

     10月13日（金）12時～13時30分（愛知県立新城東高校） 参加者会員2名 会員外180名 

 講師：川口聖史・纐纈悠 「けがの予防及びテーピング講習会」 

     12月9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 17名 会員外25名 

 講師：深谷泰士・銭田良博・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10日（日）13時30分～16時30分（と世足創造大学）  参加者 会員18名 会員外109名 

 講師：小林素視・四ノ宮佑介・吉村和樹・纐纈悠・彦坂英伺・鈴木順平・佐藤剛一・前納啓典・川口聖史・小林龍樹 

     「現状を知ろう！！体のコンディショニング」 

     1月21日（日）9時～18時）あさひ病院・春日井整形外科   参加者 会員5名 会員外100名 

 講師：森匡宏・竹中裕人・水谷仁一・鈴木達也・宇野麻衣子 

     ①成長期野球選手に対するメディカルチェック 

     ②保護者・志津者に対する野球の障害の特徴、ウォーミングアップの方法、正しい投球フォームの指導方法 

     1月28日（日）9時～12時（日進市スポーツセンター）  参加者  会員2名 会員外31名 

       講師：宮川博文・井上雅之・稲見崇孝 

     「スポーツ傷害予防のためのコンディション（柔軟性・筋力）チェック及びトレーニング方法について」 

  ３） 介護技術向上研修 

 2月24日（土）9時30分～12時30分（TKPガーデンシティ名古屋新幹線口） 参加者 会員2名 会員外28名 

  講師：長谷川和之・佐藤裕記・宇佐見和也・岩丸陽彦・村瀬文康 

＜小児福祉部＞ 部長：鵜飼宏和 



 

   １） 第22回小児領域リハビリテーション公開講座 

        ①10月8日（日）10時～15時（TKPカンファレンスセンター） 参加者 会員50名 会員外0名 

「医師・看護師の視点による重度心身障がい児・者へのサポート」 

   講師：三浦清邦「重心児・者の生活をささえるための医療と教育・福祉分野との連携」 

   講師：和田丈子「重心児・者の在宅生活を支える医療的ケア」 

      ②11月12日（日）10時～15時（TKPカンファレンスセンター） 参加者 会員63名 会員37名 

   「セラピストの視点により重度心身障がい児・者へのサポート」 

   講師：板倉仁幸「重心児の姿勢・呼吸ケア～教育・医療現場で協力するために～」 

   講師：鵜飼宏和「重度心身障がい者の生活をささえるためのサポート」 

   講師：畠山久司「重度心身障がい児・者が日々を楽しみ、成長するために」 

２） こどもの福祉機器店 チャレンジドフェア 2018 

 2月24日（土）25日（日）10時～16時（あいち健康プラザ）  

参加者 会員50名 会員外1300名  出展業者34社 

 講師：小松則登「作業療法士から見た福祉機器」 

 講師：大岡治恵「言語聴覚士から見た福祉機器－意思伝達装置を中心に－」 

  

＜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 

①取材（ウェルフェア・介護予防推進キャンペーン・愛知県表彰（岡西哲夫氏）授賞式 ） 

②広報誌「ぴたっとあいち」編集、発行・送付 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.185号（5月第1週発行5100冊） 

No.186号（8月第1週発行5300冊） 

No.187号（11月第1週発行5100冊） 

No.188号（2月第1週発行5300冊） 

 

７．ブロック局（局長：都築晃） 

各ブロック内名簿作成と配布 

＜名古屋ブロック＞部長：加藤正樹 

  ①名古屋南ブロック研修会 12月 10日（日）13時30分～16時30分 参加者 会員  42名 会員外 0名 

 講師：阿部司「理学療法中の急変と対応について（BLSを中心に）」 

 講師：久保貴嗣「事例を含めた理学療法時のリスク管理（循環・呼吸）」 

  ②名古屋北ブロック研修会・症例検討会2月11日（日）9時～12時（ウィンクあいち）参加者会員37名会員外0名 

 講師：中橋亮平「脳卒中片麻痺患者の運動学習と装具療法について」 

 症例検討会 

  ③名古屋西ブロック研修会1月14日（日）13時30分～16時40分（ウィンクあいち）参加者会員95名 会員外0名 

 講師：柴田賢一「心臓リハビリテーションの基礎と最近のトピックス」 

  ④名古屋東ブロック研修会・症例検討会2月18日（日）13時30分～16時40分  参加者会員70名会員外1名 

 講師：古田博之「運動器リハビリテーションに対するClinical Tips～Clinical Reaｓoningと腰痛」 

 

＜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26日（水）19時～21時（津島リハビリテーション病院）     参加者 会員63名 会員外13名  

  「つながり」 



 

報告１「大腿骨転子部骨折術後における身体機能推移～多施設臨床研究データから～」伊藤栄佑 

    報告2「津島リハビリテーション事業者連絡協議会活動報告」渡邉良太 

      11月19日（日）9時30分～12時30分（海南病院）    参加者会員61名 会員外7名 

   「変形性膝関節症とリハビリテーション」 

     講師：藁科秀紀「変形性膝関節症の病態・治療（アルゴリズムと手術）」 

    講師：片岡亮人「TKA後のリハビリテーション」 

     講師：山本優理「変形性膝関節症保存治療のリハビリテーション」 

      2月28日（水）19時～21時（津島リハビリテーション病院）  参加者会員64名 会員外 4名 

    症例９題の発表 

  3月17日（土）19時～21時（奥志摩） 尾張西部地域懇談会 参加者 会員35名 会員外 14名 

②尾張北部ブロック研修会 

9月16日（土）15時～18時（中部大学）参加者 会員35名 会員外7名 

    講師：矢澤浩成「方間接疾患に関する理学療法評価と治療の実際」 

       12月2日（土）14時～17時（春日井市民病院）        参加者 会員42名 会員外 14名 

    「リハビリテーション栄養の地域連携」」 

     講師：飯田有輝「急性期におけるリハビリテーション栄養の役割」 

     講師：中原さおり「地域につなぐリハビリテーション栄養」 

    ③尾張中部ブロック症例検討会 

11月10日（金）19時 30分～21時 （愛知医療学院短期大学）   参加者会員73名 会員外8名 

      第一会場7題 ・第二会場6題・第三会場6題の症例発表 

    ④尾張北部・東部合同研修会 

1月27日（土）14時～17時（春日井市民病院）     参加者 会員 29名 会員外4名 

「認知症リハビリテーションの基礎と当院での取り組みについて」 

           講師：植田郁恵「基礎と概要」 

       講師：宇佐見和也「取り組みの紹介」 

       症例発表会 

 

＜知多ブロック＞部長：飯田文彦 

知多ブロック研修会  

7月1日（土）18時～21時（アイプラザ半田）    参加者 会員115名 会員外6名 

  講師：越智亮「高齢者理学療法の留意事項」 

    9月28日（木）19時15分～21時（半田市立半田病院）    参加者 会員78名 会員外9名 

  3題の症例発表 

    11月30日（木）19時 15分～21時（星城大学）          参加者 会員82名 会員外13名 

             3題の症例発表 

          2月4日（日）14時～17時（星城大学）               参加者 会員94名 会員外 7名 

            講師：金井章「動作分析のための基礎知識と変形性関節症の歩行分析」 

          3月1日（木）19時15分～21時15分（半田市立半田病院）  参加者 会員70名 会員外0名 

       3題の症例発表 

 

＜西三河ブロック＞部長：酒井元生 

  西三河ブロック研修会・症例検討会 

   12月10日（日）14時～17時10分（刈谷豊田総合病院） 参加者 会員52名 会員外2名 

  講師：岸川典明「急性・慢性呼吸不全の評価と呼吸リハビリテーションの進め方」 

  症例検討会 

         2月17日（土）14時～17時（岡崎市民病院） 参加者 会員53名 会員外1名 

  講師：高松晃「腱板断裂の診断と治療」 

  症例検討会 



 

 

＜東三河ブロック＞部長：伊藤淳 

 東三河ブロック研修会 

  11月25日（土）13時～14時30分（豊川市民病院） 参加者会員55名 会員外8名 

  講師：相本圭太「フレイル・サルコペニアの評価と治療」 

        1月28日（日）13時～17時（豊川市民病院）  参加者会員49名 会員外20名 

  理学療法10題 作業療法3題 言語聴覚療法1題の症例発表 

 

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 17件 

 安城市地域リハビリテーション活動支援事業  74回 

 その他市町村活動支援  11件 

 ２）情報センター事業 

電話相談21回    5月13日・20日・27日  7月1日・8日・29日  8月12日・19日・30日  9月23日 

           10月14日・21日  11月4日  12月7日・16日  1月6日・27日  2月3日・17日  

3月 3日・24日 

 情報センターホームページ作成    

      

「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） 

第35回協会賞   青木一治氏 

第36回協会賞   松野俊次氏  加藤文之氏    

１１．白書委員会（委員長：壹岐英正）  

 愛知県理学療法白書2018（仮称）作成の準備 

 会議 （予定作成及びアンケート項目選定 ）7月13日（木） 8月29日（火） 11月21日 （火） 

 アンケート委託業者との打ち合わせ 3月6日（火） 9日（金） 

１２.災害対策委員会（委員長：嶋津誠一郎） 

１）災害医療に関する講演会 

 7月8日（土）10時～16時（中部リハビリテーション専門学校）  参加者 会員9名 会員外8名 

災害対策研修会「避難所での活動の在り方について考える」 

   講師：中橋良平・塚田晋太朗「熊本地震での活動支援報告」 

   講師：下浦佳之「栄養士の支店からの災害医療」 

      「避難所運営ゲーム（HUG)の概要と演習」 

  講師：浅野直也「リハの視点からの避難所運営」 

   ２）ＪＩＭＴＥＦ災害医療研修受講  6月3日（土）～4日（日）   第8回ベーショックコース   塚田晋太朗 

        9月9日（土）～10日（日）  第9回ベーシックコース   平田貴大 

             11月11日（土）～12日（日）第7回アドバンスコース   塚田晋太朗 

              1月27日（土）～28日（日） 第8回アドバンスコース   平田貴大 

   ３）なごや災害ボランティア連絡会定例会講師派遣  三宅わか子・嶋津誠一郎 

 8月3日（木）18時30分～20時30分 （ナディアパークデザインセンター） 

 「災害時にリハビリテーション専門職が出来ることと求められていること 

～熊本地震での活動を振り返ってきえてきたこと～」 

   ４）平成28年熊本地震 JRAT活動検証・研修会出席  浅野直也 

8月5日（土）13時～17時30分（熊本県立劇場） 第2部演題発表 「熊本県庁における JRATの活動意義」 

   ５）愛知県三士会合同災害時情報伝達訓練 



 

      10月28日（土）9時～14時（事務局）  参加者 会員3名  会員外 ＯＴ1名 ＳＴ2名 

  

「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） 

 会議 7月18日（火） 9月21日（木） 11月14日（火） 1月16日（火） 3月12日（月） 

 東海北陸ブロックでの情報交換会 11月11日(土) 

 男女共同参画モデル事業の見学（豊田市）11月3日（金） 

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24日（月） 5月26日（月） 6月26日（月） 7月24日（月） 8月28日（月） 9月 25日（月）  

10月23日（月） 11月27日（月） 12月25日（月） 1月29日（月） 2月27日（月） 

「その他」 

１５．選挙管理委員会（委員長：江本達也） 

 会議（協会代議員選挙サポート） 10月27日（金） 2月23日（金） 

 

 

 

  


