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　我が国は法治国家である。日本国憲法を基に民事法、

刑事法、社会法などが制定されて、国民は遵守しなけれ

ばならない。

　医療・介護の関係法令として、医療法、健康保険法、

介護保険法、高齢者虐待防止法、個人情報保護法等が

あり、医療機関や介護保険事業所などが適正に運営して

いるか、行政による立入検査、指導監督・監査並びに適

時調査が行われる。

　医療機関では、保健所による人員基準、設備基準、並

びに医療の安全を確保するための措置等を対象とした立

入検査（医療法）が年1回行われる。医療の安全の確保

するための具体的措置として、①医療安全　②院内感染　

③医薬品安全管理　④医療機器安全管理の４つの体制

の確保が義務づけられている。（医療法施行規則第1条

の11）

　また、東海北陸厚生局による診療報酬給付の適正化を

目的に、保険診療の取り扱い診療報酬の請求等に関する

事項について周知徹底させることを主眼として、集団指

導または個別指導を行い不適切な請求が確認された場

合は報酬の返戻、返還請求があり、悪質な請求が確認

された場合には監査へと変更となる。基本診療料（特掲

診療料）の施設基準（入院基本料・疾患別リハビリテーショ

ン料等）について届出要件を満たしているか等、原則と

して年1回、受理後6 ヶ月以内を目安として適時調査が

行われ、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届

出の受理の返還を行うなど運用の適正化を期すもので

ある。

　介護保険事業所・介護保険施設では、県または市によ

る制度管理の適正化を目的に指定事務の説明、改正介

護保険法の趣旨・目的の周知および理解の促進ならびに

介護報酬に係る過誤・不正の防止を目的に介護保険指定

事業者講習会（集団指導）を年1回行い、また、よりよ

いケアの実現を目的に、人員基準、設備基準、運営基準

を対象とした運営指導、報酬請求指導等の実地指導が

指定更新時並びに介護保険施設では2 ～ 3年に1回行

われる。運営基準違反または不適切な請求が確認された

場合は一般行政指導（返戻、返還）や、利用者の生命等

に危険がある場合、悪質な請求が確認された場合には

監査へと変更となる。

　さらに介護保険では、平成21年5月1日より「法令遵

守等に係る業務管理体制の整備の義務付け」が施行さ

れ、法令遵守責任者の選任が義務付けされた。

　我々理学療法士も、管理職だけでなく一般職員も理学

療法に関連する法令や通知などを周知・理解し日常業務

に取り組んでいただきたい。

代表理事コラム

法令遵守
公益社団法人 愛知県理学療法士会 代表理事　鳥山　喜之

4月　1日（土） 第10回名古屋市介護認定審査会総会

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

4月22日（土） 愛知県理学療法士会理事会

4月30日（日） 平成29年度新入会員オリエンテーション

5月18日（木） 第20回国際福祉健康産業展～ウェルフェア2017

5月20日（土） 日本理学療法士協会組織代表選考委員会

5月28日（日） 第4回公益社団法人愛知県理学療法士会総会

6月　3日（土） 日本理学療法士協会第46回定時総会

6月　4日（日） 日本理学療法士協会第47回定時総会

6月11日（日） 第12回愛知県言語聴覚士会学術集会

6月17日（土） 3士会合同会議

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

代表理事会務報告（平成29年4月1日～ 6月24日）
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部局だより

職　能　局 業務推進部
部長　石田　悦二

職　能　局 倫理保健業務部
部長　宮嵜　友和

　この度、職能局は5月28日の総会および拡大理事会

から新体制となりました。引き続き業務推進部の部長を

拝命いたしました医療法人孝慈会老人保健施設ラ・ファ

ミリアの石田悦二です。

　業務推進部では、今年度から、協会が設定した管理

者の人材育成制度「協会指定管理者（初級）・（上級）」

およびネットワークの構築について、県士会でシステム

化していく活動に取り組んでまいります。

　具体的には、初級管理者研修、初級・上級管理者取

　今年度より部長を務めます宮嵜と申します。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、平成30年の医療・介護報酬同時改定が目前に

迫ってまいりました。現場では省令をはじめ告示・通知

等を正しく理解し、適切な運用につなげる必要がありま

得後の意見交換会や研修会等を企画しております。また、

「急性期」、「回復期」、「生活期」、などの各領域を設置し、

それぞれに対する管理者のネットワークを早期に構築で

きるよう準備をすすめてまいります。

　今後の研修会については現在調整中ですので、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。

会員の皆様におかれましては、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。





す。倫理保険業務部では、平成30年3月に報酬改定説

明会を開催予定です。また、NPO法人愛知県理学療法

学会の場等を利用し個別相談会を開催し、会員の皆様

から制度に係る情報を広く収集・分析し、速やかな伝達

ができるよう努めていきます。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。

社　会　局 社会部
部長　石田　智大　

❖第20回国際福祉健康産業展
「ウェルフェア2017」

　去る5月18（木）～ 20日（土）にポートメッセなごや

（名古屋市国際展示場）にて第20回国際福祉健康産業

展「ウェルフェア2017」が開催されました。今年も名

古屋市（名古屋国際見本市委員会）から当士会に出展依

頼があり、愛知県理学療法士会の公益事業として出展

致しました。

　当士 会ブースには 3日間で 686 名（ウェルフェア

2017 総来場者数73,767名）の方に来場していただ

き、体力測定と運動・生活指導、腰痛予防体操および

療育・健康・介護予防等の個別相談会を実施致しまし

た。体力測定と運動・生活指導では、実際に柔軟性・筋

力・俊敏性を測定し、その結果を基に理学療法士が現

在の身体機能や今後の運動・生活についての指導を行

いました。参加された方々は真剣に体力測定に取り組ま

れ、指導にも熱心に耳を傾けておられました。今年は熊

本県営業部長のくまモンもブース応援のため来場してお

り、空き時間には理学療法士会ブースへ体力測定に訪れ

ました。多忙のためか運動不足のようでしたが…、スタッ

フに応援されながら腹筋に挑戦していました。

　最後になりましたが、当日の協力スタッフとして多くの
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会員の方々、および理学療法士養成校の学生の皆様方

にスタッフとして参加いただき、事故等もなく大盛況の

うち無事に終了することができました。

　最後になりましたが、当日のスタッフとして参加頂きま

した3日間の延べ66名の会員の方々、および理学療法

養成校の愛知医療学院短期大学 41名、星城大学リハビ

リテーション学院34 名、中部リハビリテーション専門

学校33名の学生の皆様方。また、本事業にご協力いた

だきました健康福祉部・小児福祉部・広報部の方々誠に

ありがとうございました。心より御礼申し上げます。

　今回参加できなかった会員の皆様も、来年度は是非

ご参加・ご協力頂けますよう宜しくお願い申し上げます。



社　会　局 健康福祉部
部長　竹内　有三　

　健康福祉部では、今後下記の公益事業を行っていき

ます。ぜひご参加下さい。

❖スポーツ傷害予防事業
❖スポーツ傷害予防講座

主に一般の選手、指導者を対象にスポーツ傷害予防

講座を行います。

東三河ブロック ： 11月予定

　豊橋創造大学（予定）

名古屋東ブロック ： 12月予定

　トライデントトライデントスポーツ医療

 看護専門学校（予定）

尾張東部ブロック ： 来年2月予定

　詳細は、随時ホームページ等でお知らせします。
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❖高校野球サポート

愛知県高校野球連盟愛知県大会のメディカルサポー

トを行っています。春期大会（5月）、夏期大会（7月）

は既に終了致しました。サポート頂いた会員の皆様、

お疲れ様でした。次回は、秋期大会（9月）、東海大会

（10月）のサポートを実施予定です。

  健康福祉部では公益事業を通して、地域の方々へ

の貢献を行っております。愛知県理学療法士会の皆様

で盛り上げていきましょう。

　

　詳細は、追って県士会ニュース、HP 等でお知ら

せ致します。

社　会　局 小児福祉部
部長　鵜飼　宏和　

第22回小児領域の地域リハビリテーション公開講座
～障害への対応～

　愛知県理学療法士会小児福祉部では、障害のある子どもたちの地域生活を支援するために「小児領域の地域リハビリ

テーション公開講座」を下記日程にて開催することを計画いたしました。本年度は、『重度心身障がい』をテーマにし

ております。重度心身障がい児・者の方々とそのご家族の生活を支えていく上で、様々な職種・施設・事業所が協力し、

どのような取り組みを行えるのか、皆さんで考えていける機会となればと思っております。多くの方々のご参加をお待ち

しております。

記

1 講座予定

 （１）平成29年10月8日（日）　10：00 ～12：00、13：00 ～15：00（※昼休み12：00 ～13：00）

   テーマ　「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」

   　10：00 ～12：00

    ①『重心児・者の生活を支えるための医療と教育・福祉分野との連携』

    豊田市こども発達センター　センター長・小児科医師　　三浦清邦　先生

   　13：00 ～15:00

    ②『重心児・者の在宅生活を支える医療的ケア』

     株式会社メイ・コネクト　あおぞら有床クリニック　訪問看護ステーション虹とり

　看護師　和田丈子　先生

 （2） 平成29年11月12日（日）　10：00 ～12：30、13：30 ～15：00（※昼休み12：30 ～13：30）

  テーマ　「セラピストの視点による重度心身障がい児・者へのサポート」

   　10：00 ～11：10

    ①『重心児の姿勢・呼吸ケア　～教育・医療現場で協力するために～』

豊田市障がい者総合支援センター暖　理学療法士　　板倉仁幸　先生

   　11：20 ～12：30

    ②『重度心身障がい者の生活を支えるためのサポート』

株式会社ジェネラス 　生活介護 ことあ　理学療法士　　鵜飼宏和　先生

   　13：30 ～15：00

    ③『重度心身障がい児・者が日々を楽しみ、成長するために』

愛知県三河青い鳥医療療育センター　作業療法士　　畠山久司　先生
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2　会　場 TKP名古屋栄カンファレンスセンター　7階　ホール7B

   名古屋市中区栄3-2-3名古屋日興證券ビル 

   地下鉄「栄」8番出口下車　徒歩5分（下記地図参照下さい）

3　参加費 無料

4　参加申し込み方法

 【方法】 Ｅメールにてお申し込みください。

   ※下記のEメールアドレス宛にお申し込みください。

   ※件名に“公開講座の件”とし、メール本文に以下の記載事項を入力して下さい。

 　《記載事項》（日本理学療法士協会員と協会員以外の方で、異なります。）

  ＊＊＊ 日本理学療法士協会員の方 ＊＊＊

   ① 氏名（フリガナ）　② 所属 （自宅会員の場合は「自宅」）  ③ 生年月日

   ④ 会員番号（8桁）　⑤ 参加講座［番号：（１）、（２）］

   ※認定・専門、新プロ履修ポイントの取得が可能となる予定です。 

  ＊＊＊ 協会員以外の方 ＊＊＊

   ① 氏名（フリガナ）　② 職種　③ 施設名・市町村名　④ 参加講座［番号：（１）、（２）]　

   ※複数で申し込まれる方は代表者に○印を付けてください。

 【申込期限】 9月29日（金）までにお申し込みください。

 【申込み先】 Eメールアドレス ：aptashouni＠gmail.com

    愛知県理学療法士会　小児福祉部　鵜飼宏和

 【注意事項】

 　・お申込みいただいた方全員に参加していただける見込みです。

  受付確認の返信は致しませんのでご了承ください。

 　・おおよその参加人数を把握するために事前申し込みして頂いております。当日参加も可能です。

 　・業務多忙のため、電話でのお問い合わせはご遠慮下さい。

 　・ご不明な点がございましたら、上記アドレス宛にＥメールにてお問い合わせ下さい。

 　・日本理学療法士協会員の方は、会員証をお持ちください。

 【会場地図】

  所在地：〒460-0008

   　 愛知県名古屋市中区栄3-2-3

    名古屋日興證券ビル

    名古屋市営地下鉄「栄」

    8番出口下車　徒歩5分
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社　会　局 広報部
部長　清島　大資

　近藤達也前広報部長が公益社団法人愛知県理学療法

士会の理事に栄転しました。よって、今年度より広報部

の部長を担当することになりました。どうぞ宜しくお願

い致します。

　社会部からの報告にもありましたが、去る5月18日（木）

～20日（土）に「ウェルフェア2017」が開催されました。

広報部では理学療法相談コーナーを担当し、約30名の

来場者からの質問ならびに相談に応じました。

【相談内容】

・	家族が胸腰椎圧迫骨折になった。家でできるリハビリ

を教えてほしい。

・手首の骨折後に痺れが治らない。何かできることはな

いか教えてほしい。

・腰痛を持っている。家でできるリハビリを教えてほし

い。

・リウマチの薬物療法や運動療法について教えてほし

い。

・TFCCになった。テーピングの撒き方を教えてほしい。

・介護保険で行なうリハビリについて教えてほしい。

・介護施設を開設するが、理学療法士の求人方法を教

えてほしい。

・理学療法士は全国にどれくらいの人数がいるのか教え

てほしい。

・理学療法士協会とはどんなことをやっているのか教え

てほしい。

・理学療法士の求人方法について教えてほしい。

・理学療法士の国家試験合格率について教えてほしい。

・理学療法士になるにはどうすればいいか教えてほし

い。

・子供の進路相談について相談にのってほしい。

	 今年も多くの相談ならびに質問を受けさせて頂き、あ

りがとうございました。また来年のウェルフェアへ向

け、準備を進めていきます。

　どうぞ宜しくお願い致します。来年のウェルフェアに

向けて準備を進めてまいります。
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地域で活躍する理学療法士

障がい者スポーツ「ボッチャ」を通じた地域社会貢献活動の報告

医療法人整友会　豊橋整形外科鷹丘クリニック　三 浦 　 綾 子

【ボッチャ】
　重度障がい者のために考案されたカーリングやペタン

クに似たターゲット競技で、ヨーロッパが発祥。ジャッ

クボールと呼ばれる白いボールに赤や青のカラーボール

を投げたり転がしたりして、いかに近づけるかを競うス

ポーツで、パラリンピックの正式種目です。

【リオパラリンピック】
　同競技初	日本　銀メダル獲得

【活動内容】　
　我々の活動は平成18年に発足し、当初は当院へ通院

していた脳性麻痺患者が学校の体育の授業以外でも体

を動かす機会を設けたいという目的で、特別支援学校に

通う生徒を中心としてボッチャ教室を開催しました。そ

の後、地域の障がい者や高齢者にまで対象者を拡大し、

毎年2～3回の教室と大会を開催しています。PT・OT

が主となり運営し、ボランティアスタッフにはPT・OT養

成校の学生も参加し、スポーツを楽しむこと以外に、身

体機能面にも着目して投球時におけるフォーム指導など

も行っています。最近では、当法人の介護施設利用者

の参加も増え、社会参加や外出機会のきっかけの場に

もなっています。

　今後、東京パラリンピックに向けてボッチャを含む障

がい者スポーツは日本国内でも注目度は増していくこと

が予想されます。当法人では、障害のある人はもちろん

のこと、幼児から高齢者、体力の低い人であっても参加

することができるアダプテッドスポーツとしてのボッチャ

を地域の方々に知っていただき、リハビリテーション以

外でも楽しく体を動かすことのできるコミュニティーの

場となっていきたいと考えています。

【地域社会貢献活動】
　当法人ではボッチャ活動の他、地域の方々を対象に腰

痛教室や介護予防教室の開催、野球やハンドボール等

スポーツ現場でのメディカルサポートなど、様々な活動

をしています。
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世界で活躍する理学療法士

スリランカで地域の理学療法士③
～スリランカの理学療法と義肢装具療法～

　アーユボーワン。こんにちは。

		スリランカの理学療法や義肢装具療法について簡単に

紹介します。

理学療法
　スリランカにも日本と同様に、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士がいます。しかし、療法士の数は不足し

ており、例えば理学療法を受けることができるのは、主

に病院やNGO施設に限られています。スリランカは医

療費が無償であり、理学療法も無償で提供されていま

す。その他では、理学療法士たちが副業として、自宅訪

問や集会所等で理学療法を有償で提供しています。

　理学療法士が在籍している病院は、国内や県内の基

幹病院のみであることが多いため、地方に住む人にとっ

ては、急性期治療が終わった後、自宅から理学療法を

受けるために通う等の継続は難しいです。そのため、退

院前に本人もしくは家族が、療法士から関節可動域運動

等の自宅で行う運動を指導され、自宅で行っていること

が多いです。

　スリランカの理学療法は、電気や温熱等の物理療法、

重錘や滑車を利用した運動療法、平行棒や歩行補助具

を使用した歩行練習等が提供されています。日本の理

学療法と比べて、スリランカの理学療法士は患者様の体

に直接触れることが少ない印象です。

義肢装具療法
　スリランカ国内には3つの国立の義肢装具センターが

あり、その内の1つは日本の支援で作られた国内唯一の

義肢装具学科を併設しています。その他は、国内外の

NGOがあり、義肢装具の提供を無償で行っています。

また、一般病院での義肢装具の受注、調整は行ってい

ません。そのため、金銭面や交通事情、情報不足等に

より、このようなセンターがあっても、義肢装具が必要

な人々すべてが入手すること困難です。また、たとえ作

製しても、適合不良や破損の際、遠いセンターまでわざ

わざ行かなければならないため、その時点で義肢装具

を使うことを止めてしまう方も地方には多いです。

写真①：集会所内を歩行車で父親と歩行練習する脳性麻痺児
写真②：NGO団体の義肢センター
写真③：義肢装具センターで作製された長下肢装具と国内で開発・生産されたリングロック膝継手

① ② ③
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NPO法人　愛知県理学療法学会

学術誌編集部　部長　太田　進

愛知県理学療法学術誌が、
オープンジャーナル化しました

研究報告
海老原恵理　（名古屋第一赤十字病院）

	「大腿骨近位部骨折の手術法の違いによる術後成績について	－γネイル固定と人工骨頭

置換術の比較－」

	 第25回愛知県理学療法学術大会・学術大会賞受賞論文

竹中　裕人　（医療法人三仁会	あさひ病院）

	「簡便なトーマステスト変法を用いた成長期スポーツ選手の腸腰筋柔軟性の特徴」

石黒　正樹　（名古屋市総合リハビリテーション事業団　西部リハビリテーション事業所）

	「生活期脳卒中者の自宅内の下肢装具使用に影響を及ぼす因子について	－心理面に着目

して－」

大田　英登　（なごや在宅クリニック）

	「介護保険を利用する高齢心疾患患者の入院時の特徴」

渡辺　伸一　（国立病院機構　名古屋医療センター）

	「急性期脳梗塞症例に対する血栓回収療法及びt-PA静注療法後の早期リハビリテーショ

ンと機能的予後との関連」

症例報告
横井　菜美　（社会医療法人　財団新和会　八千代病院）

	「低栄養の原因に対し多職種で介入を行うことで低栄養の再発予防ができた症例」

安田尚太郎　（名古屋大学医学部附属病院）

	「低負荷運動療法と多職種連携によりADL改善が得られた、胸膜肺全摘術を施行した悪

性胸膜中皮腫の一症例」

第29巻1号
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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27回　愛知県理学療法学術大会
会　　　期： 平成30年3月11日（日）

会　　　場： 愛知県産業労働センターウインクあいち

 〒450-0002　名古屋市中村区名駅4丁目4-38　TEL：052-571-6131

テ　ー　マ： 「理学療法の未来への課題と道程－理学療法の本質と未来予想図partⅡ－」

担当ブロック：尾張北部ブロック

大　会　長： 横地正裕（医療法人三仁会あさひ病院）

副 大 会 長： 張本浩平（株式会社gene）

準備委員長： 西浜かすり（医療法人三仁会あさひ病院）

大会事務局： 医療法人三仁会あさひ病院リハビリテーション科

 〒486-0819　春日井市下原町字村東2090番地

運営事務局： 株式会社 オフィス・テイクワン

 〒451-0075　名古屋市西区康生通2-26　TEL：052-508-8510

募 集 要 項

発 表 形 式： 口述発表およびポスター発表

 （詳細は大会HPアップ後の募集要項をご参照ください。）

演　題　数： 100題を予定

募 集 期 間： 平成29年9月27日（水）14時～ 10月26日（木）14時　時間厳守

応 募 資 格： 筆頭演者は、NPO法人愛知県理学療法学会の会員登録を終えていること

応 募 方 法： オープンカンファレンスシステムによるWeb登録のみとなります。

　　　　　1. 第27回愛知県理学療法学術大会HP（後日アップ予定）の演題募集へアクセスし、案内に従って登録を

進めてください。事前にワード等で文章を作成しておき、コピー＆ペーストで入力するとスムーズに行え

ます。

　　　　　2. 登録の際に入力されたEメールアドレス宛てに登録完了通知が自動送信されます。メールアドレスの入力

ミスにご注意ください。

抄 録 原 稿： 口述発表、ポスター発表ともに演題名は全角40字以内、抄録本文は800字以内で作成してください。詳

細はHPアップ後の抄録作成要領をご参照ください。

新人教育プログラム：発表者は「C-6症例発表」の単位を認定します。

 その他の講演に対する単位の読み替えについては現在検討中です。

履修ポイント（新人教育プログラム修了者）：参加10ポイント（発表5ポイント加算）

※詳細については、後日郵送のプログラム・抄録集、またはHPをご覧ください。

＜演題登録に関する問い合わせ先＞

 第27回愛知県理学療法学術大会　学術局　井戸尚則

 E-mail：h.ido@t-m-h.jp
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◉「平成29年度 NPO法人愛知県理学
療法学会 第2回研修会」のご案内

日　　　時： 平成29年9月30日（土）

 14：00 ～ 17：10（受付開始13：30）

会　　　場： 名古屋市立大学病院中央診療棟

 3階大ホール

テ　ー　マ： 「運動と免疫」

プログラム： 講演1：14：00 ～ 15：30

 田島文博先生（和歌山県立医科大学

 リハビリテーション医学　教授・医師）

 「 運 動 療 法 に お け る Natural Killer Cell 

Activity」

 講演2：15：40 ～ 17：10

 上西啓裕先生（和歌山県立医科大学附属病

院　療法士長　PT）

 「早期リハビリテーションの実践とその意

義」

　　　　　※運動を介した免疫活動が身体に及ぼす有益

性について、基礎的な知識と、臨床での実

際について学びます。

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： 新プロ：申請中

 履修ポイント：申請中

お問い合わせ

　　名古屋市立大学病院リハビリテーション部　山下

　　TEL：052-851-5511（病院代表）

◉愛知県開催の理学療法士
講習会のお知らせ

※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。

1）理学療法士講習会（基本編・理論）
「国際貢献における災害・海外医療と多職種連携」

 日　時：平成29年8月26日 （土） 

 会　場：星城リハビリテーション学院

 新人教育プログラム単位：C-5

  地域リハビリテーション（生活環境支援含む）

 履修ポイント：教育管理理学療法専門分野 

 セミナー番号：13412

2）理学療法士講習会（基本編・理論）
	 「脊髄損傷の理学療法　病態と基本動作の理解」
 日　時：平成29年11月12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（脊髄障害）

 セミナー番号：13413

3）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：平成29年11月26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（運動器、切断、

   　スポーツ理学療法、徒手理学療法）

 セミナー番号：13414
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◉セムイ・メディカル・マネジメント・スクール

日　時： 7月29日、9月16日、10月14日、11月11日、

12月16日、1月20日

内　容： 病院を良くするためには、多くの専門職の垣根

を取り払い、職員全員が同じ方向を向いて、協

調し協働しながら、それぞれの専門性を生かす

マネジメントが効果的です。本スクールでは、

職員全員が同じ方向を向き、ミッション・ビジョ

ンを実現するために必要な「共通のフレームワー

ク」「共通の考え」を提供します。

講　師： 第1回今中雄一講師　他4名

 各回ごとに講師が変わります

会　場： 名古屋市中村区名駅南2-7-2

 東海医療科学専門学校内

受講費： 60,000 円 6 回 通 し（ 一 回 ご と の 申 し 込 み

12,000円）

定　員： 65名

申込先： http://www.tokai-med.ac.jp/smms/

締　切： 定員になり次第締め切ります

主　催： 学校法人　セムイ学園

その他： 詳しいお問い合わせについては事務局

 ℡052-551-1233

◉骨・筋の触診セミナー臨床編2Day's

日　時： 平成29年8月12日（土）、13日（日）

内　容： 

　　＜１日目：骨格編＞

　　～　治療につなげる触診　～

 ◯第2頸椎　　◯第7頸椎　　◯胸鎖関節

 ◯肩甲上腕関節

 ◯腕橈関節　　◯月状骨　　◯舟状骨　　

 ◯大腿骨大転子上縁

 ◯近位脛腓関節　　◯リスフラン関節

　　～　関節モビライゼーション　～

 ◯脊柱　　◯胸鎖関節　　◯肩甲上腕関節

 ◯腕橈関節

 ◯手根骨　　◯大腿骨大転子上縁　　

◉予防事業に参画するセラピスト養成講座

～平成30年度診療報酬・介護報酬同時改定で

求められるセラピストの知識・技術・働き方～ 

日　時： 平成29年8月20日（日）

内　容：

　　 1. 保険外で運動、治療を通じて予防を仕事する際

の具体例とマインドセット 

 ～経済的なリスクが高いものから、低いものま

で～

　　 2. 予防分野へ参入の第一歩

 ～自分自身の予防分野でどう活躍したいかを見

その他の研修会

 ◯近位脛腓関節　　◯リスフラン関節

　　＜２日目：筋肉編＞

　　～　治療につなげる触診　～

 ◯胸鎖乳突筋　　◯前・中斜角筋　　

 ◯棘下筋　　◯大腰筋 ◯多裂筋　　

 ◯膝窩筋　　◯膝蓋下脂肪体

　　～　筋膜リリース　～

 ◯胸鎖乳突筋　　◯前・中斜角筋　　◯棘下筋　　

◯大腰筋◯多裂筋　　◯膝窩筋　　

 ◯膝蓋下脂肪体　　◯足底筋膜

講　師： 理学療法士　大塚　久

会　場： ギャラリー奎2階 

 静岡市駿河区みずほ4丁目10-3

受講費： 1日15,000円、

 2日間受講で29,800円（税込）

定　員： 24名

申込先： 申し込みフォームよりお申込み

 https://business.form-mailer.jp/fms/

e27f181066037

締　切： 平成29年8月11日（金）20：00締め切り

主　催： 療法士活性化委員会

協　賛：東洋レヂン株式会社

 （http://www.resin.co.jp）

その他： お問い合わせ

 療法士活性化委員会　事務局　加藤　淳

 lts-info@lts-seminar.jp
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つめるための目標設定～

　　 3. 予防分野での仕事の差別化

 ～仕事にどうやって価値をつける？！～

　　 4. 代償動作をセルフで評価する

　　 5. 代償動作因子を見つける徒手検査

　　 6. 運動連鎖を考慮したセルフトレーニング・スト

レッチ

 ～簡単なストレッチ・トレーニングを「運動連鎖」

を考慮して提供して効果を出す～

　　 7. 筋膜、筋連結を考慮した徒手技術と評価

講　師： 大野 有三先生（NASYU株式会社）

会　場： 刈谷産業振興センター　604会議室

受講費： 通常→11,880円 （税込み） 

 早割→9,720円 （税込み）

 ［7月20日迄に申し込みの方］

定　員： 40名　　　

申込先： SESSION

 ホームページよりお願いいたします

締　切： 平成29年8月18日

主　催： SESSION

◉第18回 関節ファシリテーション学会
学術大会

日　時： 平成29年9月17日・18日

 （16日前日研修会あり）

内容・講師等：

　　9月16日　前日研修会　宇都宮　初夫　先生 他

　　9月17日　シンポジウム「各国のPT・OTの現状

とSJFの位置づけ」

 ・カナダのＰＴの現状

 　　大槻　玲子　先生

 ・オーストラリアのＰＴＯＴの現状

 　　クロス克美　先生

 ・アメリカのＰＴの現状

 　　上田　　誠　先生

 　　太田　ちえ　先生

 ・ネパールのＰＴの現状

 　　Nichchal Ranta Shakya　先生

◉オンデマンド講座
バイオメカニクスに必要な基礎知識

日　時： お申込日から約1週間後～ 30日間閲覧可能

内　容： パシフィックサプライ㈱オンデマンド講座は、

PCはもちろん各種スマートデバイスでの視聴

ができ、都合の良い時間・場所で講座を受講い

ただくことが可能です。ぜひご活用ください。

弊社のネットワークを生かし、各分野の専門家

に講師をお願いしています。講義は、基本的な

内容をメインとし、オンデマンド講座の利点で

ある「自分のペースで受講できる」ことを生か

した、確実な学習が可能です。各種セミナーの

受講前の予習として、また過去に学んだことの

復習としてもご活用いただけます。今後、様々

　　9月18日　基調講演「元始PTは治療医学の中心

であった」宇都宮　初夫　先生

 （関節ファシリテーション学会理事長 JM研究所 

理学療法士）

　　一般演題発表

　　大会長講演「PTとSJF」石田　隆　先生

 （関節ファシリテーション学会関東支部支部長

 千葉中央メディカルセンター 理学療法士）

会　場： 東京ビッグサイト　TFTホール1000

 東京都江東区有明3-11-1

参加費： 12,000円（学生2,000円）

前日研修会：1,000円

懇親会： 8,000円　　

 ※前日研修会・懇親会のみの参加はできません

定　員： 600名

申込先： 第18回関節ファシリテーション学会学術大会

 公式サイト

 http://www.sjftokyo.org/18th_sjf/

 よりお申し込みください。WEB申し込みのみと

なっています。

 その他詳細情報も公式サイトをご参照ください。

締　切： ９月初旬

主　催： 関節ファシリテーション学会
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な講師によるコンテンツの充実を図っていく予

定です。乞うご期待ください。

講　師： 山本澄子教授（国際医療福祉大学大学院）

会　場： 各種デバイスサービス（PC・タブレット・スマー

トフォン）が使用可能なエリア

受講費： 2,000円（税込）／ 1講義

定　員： なし

申込先：

　　【申込フォーム】

　　　https://www.p-supply.co.jp/seminars/248

　　【問い合わせ先】

 パシフィックサプライ株式会社

 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

 Tel：072-875-8013

 Fax：072-875-8017

締　切： なし

主　催： パシフィックサプライ株式会社

◉株式会社gene主催セミナー①
◎生活期・維持期のリスク管理	

　～呼吸・循環器を中心に～	

日　時： 2017年9月3日（日）

 10：00 ～ 16：00（受付9：30 ～）

内　容： 【講義概要】

 リスク管理を、全体、栄養、循環、呼吸、摂食

嚥下などの段階にわけ呼吸・循環器を中心に多

くの実際の画像を使用し評価方法、対処方法、

医師等との連携方法に関して述べます。 

講　師： 井上 登太 先生

 （みえ呼吸嚥下リハビリクリニック 院長、グリー

ンタウン呼吸嚥下ケアプラニング 代表取締役社

長、NPOグリーンタウン呼吸嚥下研究グルー

プ 理事長・医師）

会　場： 株式会社gene 本社 セミナールーム

受講費： 12,500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②
◎脳画像と理学・作業療法計画

日　時： 2017年9月10日（日）

 10：00 ～16：00（受付9：30 ～）

内　容： 【講義概要】

 　脳卒中の機能的予後は個人差が大きい。

 　将来、この人は歩けるようになるのか、随意性

（麻痺）は回復するのか、痙性は回復するのか。

上肢の麻痺、下肢の麻痺、高次脳機能障害があっ

たときに、今後どのような順番で回復していくの

か。臨床でこのような疑問に悩む理学療法士・作

業療法士は多いと思う。そして、このような疑問

を身体機能の評価から解決することはまずできな

い。

 　CTやMRIといった脳画像を利用すると、大ま

かな予後と心身機能の特徴・回復過程を予測でき

るようになるので、このような疑問が解決される。

そして、その知識を活かせば効率的な理学・作業

療法を計画することができるようになる。

 　画像に関する情報は医師から得ることもできる

が、医師の見方は医師としての治療に役立つ所見

とリスク管理、そして大まかな予後予測にとどまる

ことが多い。リハ専門職がより具体的な治療プロ

グラムを立案するためには、医師とは違った見方

で画像を見る必要がある。

 　本研修会では、理学・作業療法士の立場から必

要な脳画像の見方とそれを応用した理学・作業療

法計画の立て方の基本的な考え方を画像を使い

ながら解説する。

講　師： 高倉 保幸 先生

 （埼玉医科大学 保健医療学部 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： 12,500円（税込）

定　員： 80名
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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
◎身体性システム科学から考える	

脳血管障害に対するリハビリテーション

日　時： 2017年9月17日（日）

 10：00 ～16：00（受付9：30 ～）

内　容：【講義概要】

 　身体性システムにおける身体所有感（この身体

は私のものである）、運動主体感（この運動は私

の意図によって起こったものである）といったキー

ワードは、脳卒中後の運動障害や高次脳機能障害

に対峙する関係者だけでなく、運動器疾患後の疼

痛や小児に対峙している関係者にとっても、とて

も重要です。

 　本講演では、これらについて、古典から最新の

知見まで、内外の科学的知見を紹介するとともに、

私たちがこれまで行ってきた実験研究および臨床

研究を呈示し、それらの理解に基づく臨床介入に

ついて考えていきたい。

 　近未来の臨床では、身体性システム科学の理解

に基づく臨床介入が求められると確信しています。 

講　師： 森岡 周 先生

 （畿央大学 健康科学部 理学療法学科 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

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 150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④
◎フレイル・サルコペニアの予防と改善	

　　～高齢者の機能レベルに応じた

　　運動・栄養の介入の考え方～

日　時： 2017年9月18日（月・祝）

 10：00 ～ 16：00（受付9：30 ～）

内　容：【講義概要】

 　我が国の高齢化率は27%を超え、未曾有の超

高齢社会を突き進んでいる。

 　そして、この高齢者人口の増加は、種々の健康

障害や要介護認定者の増加、さらに医療費・介護

給付費の高騰などを引き起こしており、この傾向

は今後さらに強まることが予想されている。

 　このような中で、非薬物療法の一つとして多方

面から注目されているのが『運動』である。

 　しかし、高齢者とはいえ、その機能レベルは非

常に幅が広く万人に効果のあるような運動はな

い。

 　セミナーでは、フレイル、サルコペニアなどを

キーワードに、高齢者の機能レベルを考慮した運

動処方のあり方について解説する。

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 准教授・理学療法士）

会　場： 株式会社gene 本社 セミナールーム

受講費： 12,500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⑤
◎精神認知機能領域の作業療法

－脳科学と社会科学の統合－

日　時： 2017年10月1日（日）

 10：00 ～16：00（受付9：30 ～）

内　容： 【講義概要】
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 　これまで脳機能は、治療モデルの視点から要素

分析的に評価され、治療医学的対処が成されてき

た。しかし、要素分析的なデータからは対象者の

日常的な生活行為、動作、運動の状態と生活機

能の障害を理解することはできない。

 　1990年アメリカの生理学者Leslie Bが、社

会的認知能力に必要な脳部位に対してsocial 

brainという用語を使用し、1998年イギリスの

Robin Dが、霊長類の新皮質の進化は集団生活、

社会的環境に適応するために進化したという社会

脳仮説を発表した。そして、fMRIなどの非侵襲

的脳機能画像や心理パラダイムの進歩で、2005

年前後から従来の脳科学では扱いにくかった情

動、意思決定、意識などが脳神経科学と融合し、

社会的意思決定にかかわる神経基盤研究、社会

脳研究がはじまった。

 　この講義では、脳科学と社会科学の統合により

見えてきた脳について紹介し、生活機能に支障の

ある対象者のリハビリテーション、生活支援という

視野から脳を観るとはどのようなことか、またどの

ようにもちいればよいかを考える。

講　師： 山根 寛先生 

 （「ひとと作業・生活」研究会 主宰・作業療法士）

会　場： 名古屋市中小企業振興会館 4階 第3会議室

受講費： 12,500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⑥
◎拘縮予防と緩和に繋げる実践ケア	

日　時： 2017年10月1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。

 　基本は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： 12,500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⑦
◎痛みに対するリハビリテーション

～基礎から臨床応用まで～		

日　時： 2017年10月29日（日）

 10：00 ～16：00（受付9：30 ～）

内　容： 【講義概要】

 　急性痛と慢性痛はまったく違う病態であり、そ

のため評価や治療も異なる。

 　特に、慢性痛は、中枢を含む神経系の新たな

病気として捉えるべきであり、一感覚症状として

局所への対症療法を行うだけではまったく歯が立

たない。

 　痛みの病態メカニズムの解明は飛躍的に進み、

新たな痛み治療が開発され、中でもリハビリテー

ションは有効性の高い治療法として優先的に選択

されるようになった。

 　その理由の一つに、近年、運動による広汎性

の疼痛抑制（exercise-induced hypoalgesia: 

EIH）効果とその神経メカニズムが明らかとなり、

痛み治療に積極的に応用されるようになったこと
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が挙げられる。

 　現在では、運動に行動医学的マネジメント（生

物心理社会的，恐怖－回避行動学的，認知行動療

法などの補助療法）や患者教育（動機付け、ペー

シング）を加えた治療的運動が各国の痛み診療ガ

イドラインで推奨されている。

 　本講演では、痛みの神経メカニズムについてわ

かりやすく解説し、痛みに対するリハビリテーショ

ンのグローバルスタンダードについてエビデンス

と最新知見を多数盛り込んで概説する。

講　師： 松原 貴子 先生

 （日本福祉大学 健康科学部 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 4階 第7会議室

受講費： 12,500円（税込）

定 　員： 120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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Memo
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会員の皆様へ事務局からのお知らせ

　今年度の会費納入につきましては5月29日に口座引き落とし・楽天カード決済は済んでおります。それ以外
の方には4月下旬から5月上旬にかけ、払込票が日本理学療法士協会から届いています。期限内に納入をお願い
いたします。（振り込み期限を過ぎて使用不能の場合は日本理学療法士協会まで請求をしてください）
　年度内会費未納になりますと、会員資格の一時停止（配布物の停止や研修会・学術大会への参加、演題登録
等ができなくなり参加費も非会員扱いとなります。）などの処置がとられ、一定期間を過ぎますと未納退会とな
りますのでご注意ください。未納退会となりますとこれまでの新人教育プログラム・生涯学習ポイント・専門、
認定理学療法士資格等の認定資格はすべて失効し再入会されましても復活はしません。
　自動的に毎年会費の支払いができる楽天カード登録をお勧めいたします。学術大会など事前決済におきまして
も振り込み手数料はかかりません。登録にはお手持ちの楽天カードを登録することも可能です。楽天カードをお
持ちでない会員は日本理学療法士協会マイページよりお申込み・支払設定をしていただきますと支払更新手続き
も自動で可能となりますので是非ご利用ください。

① 平成29年度会費納入について

　平成28年度分の年会費未納の会員の方は現在、会員資格が一時停止となっており、ニュース等の配布物の停
止、研修会・学術大会の演題登録及び参加時のポイントなどの付与停止等の措置が取られております。
　未納会員の方は早急に会費納入をお願いいたします。なお、振込の際は専用の振込用紙が必要となりますの
で日本理学療法士協会会費担当へ請求をしてください。

＜平成28年度会費未納の方へ＞

　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
しておりますので、よろしくご協力をお願いいたします。

② 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。
　尚、平成29年2月から士会ニュースなどは個人発送となり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。

③ 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。

④ 一般会員からの情報提供・ニュース投稿のお願い
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会　　員　　動　　向

（平成29年3月1日～平成29年5月15日）　

　総会員数　	5,167名（29年5月15日現在）

施設会員 施設会員　4,356名（所属施設　810施設）

自宅会員 自宅会員　811名

新 入 会 118名
（平成28年度入会	7名　平成29年度	111名）

県外異動 （他県→愛知県） 40名

県外異動 （愛知県→他県） 45名

復 会 16名

休 会 78名

退 会 26名

　表紙の写真は介護予防推進キャンペーンの様子

です。7月16日にアピタ長久手店で開催されまし

た。買い物に来られた多くの方に参加して頂き、

例年にも増して大盛況でした。理学療法士の介

護予防の取り組みを宣伝する良い機会となりまし

た。　　　ニュース編集部　部長　後藤　亮吉

編 集 後 記

来年（2018年） 年会費から、 
会費納入期限が3ヶ月早まります!! 

2018年度より、事業年度が開始する4月以前に、会費を納入いただくことになりました。 

             2018年3月27日引落 
 

               2018年3月上旬より振込用紙順次発送予定 
 

 今までは6月末までに当年度会費を納入していただければ、会員としての権利をすべて行使いただくことが可能でし

たが、2018年からは年度開始前の3月末までに納入がなかった場合は、4月より会員権利全面停止とさせて

いただきます。また、6月末までに納入がなかった方は会員資格喪失により退会となります。ご注意ください。 

楽天カード 口座振替 

引落登録のない方 

＜4月以降の異動が決定した方＞ 
（特に県外へ異動される方） 

 

2018/1/1以降、お早めに異動申
請をお手続きください。 
（2/20までに申請された方は異動先の士会所属
としてご請求します） 

会員の皆様へご協力のお願い 

＜2018年度の休会・復会・退会
を希望される方＞ 

 

2018/1/1～2/20にお手続きを
お願いします。 
（2/21～3/31の手続きは、年会費引落後に返
金となる場合がございます。） 

＜振込でお支払されている方＞ 
 

決済方法を楽天カードもしくは口
座振替へご変更ください。 
請求書が発送されてから納入期限までの期間
が今までより短くなります。納入忘れのないよ
う、お早めに引落への切替えをお願いします。 
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◀求 人情 報▶

介護付有料老人ホーム　ナーシングホーム形原
◦所 在 地 〒443-0104　愛知県蒲郡市形原町北新田41-1
◦電話番号 0533-56-0123
◦募集人数 2名
◦希望条件 高齢者の日常生活を維持するためのリハビリに熟知された方
◦担 当 者 木村　仁
◦ホームページ https://www.facebook.com/nursingk/

高年者センター岡崎
◦所 在 地 〒444-0802　　岡崎市美合町字下長根2番地1
◦電話番号 0564-55-0111
◦募集人数 １名
◦希望条件 常勤
◦担 当 者 総務課総務班　岡本・杉田
◦ホームページ http://www.fukushijigyodan-okazaki.or.jp/

訪問看護*リハビリステーション 「リハス」名古屋緑
◦所 在 地 〒458-0008　愛知県名古屋市緑区平手北2丁目1701	協英ビル3F
◦電話番号 076-220-7257
◦募集人数 理学療法士・若干名
◦希望条件 常勤・非常勤
◦担 当 者 金沢QOL支援センター株式会社（採用担当　坂口）
◦ホームページ http://k-qol.com/

株式会社メディカルケア
事業所名：訪問看護ステーションよつ葉北

◦所 在 地 〒452-0802　名古屋市西区比良1-1
◦電話番号 052-325-7789
◦募集人数 理学療法士・作業療法士　常勤2名、非常勤若干名
◦希望条件 常勤、非常勤
◦担 当 者 三浦／山本
◦ホームページ http://www.mcare.co.jp/yotsuba/
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◀求 人情 報▶

株式会社　ファンコーポレーション
◦所 在 地 〒252-0202　神奈川県相模原市中央区淵野辺本町3-28-1
◦電話番号 042-758-8381
◦募集人数 3名
◦希望条件 常勤
◦担 当 者 総務課　緑川・夏目
◦ホームページ http://www.fan-net.co.jp

医療法人しろみ会　城見整形外科クリニック
◦所 在 地 〒462-0847　名古屋市北区金城2-12-5
◦電話番号 052-981-7738
◦募集人数 若干名

◦希望条件
常勤または非常勤
・リハビリに特化した通所リハビリテーションでの勤務です。
・有給休暇消化率90%以上、研修費補助充実。当院が指定するセミナーは
無料で受講（レッドコードなど）

◦担 当 者 事務部　林
◦ホームページ http://www.shiromi-seikei.jp

中部メディカル　訪問看護ステーション
◦所 在 地 〒463-0048　名古屋市守山区小幡南3-17-31　B-3
◦電話番号 052-792-9802
◦募集人数 若干名
◦希望条件 常勤、非常勤問わず
◦担 当 者 熊澤
◦ホームページ http://chubu-med.com/
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