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　令和元年、公益社団法人愛知県理学療法士会初の女性

副代表理事に任命されました三宅わか子です。会員の皆

さまのご支援をいただきながらしっかりと努めていく所

存です。士会ニュースの場をお借りいたしましてご挨拶

させていただきます。

　30数年前、女性が働くためには手に職を！が推し進

められていた社会背景の中、私はひとり立ちするための

職業として理学療法士を選びました。会員数5000人の

時代で女性の理学療法士はほんのひと握りでした。自立

した人生とは、親などに頼らず自分で稼いでひとり立ち

することですから、女性であっても自分の能力を労働の

対価として賃金をもらい、迷いながらも自分の人生設計

を行いながら日々の暮らしを安定させてきました。男性

が多い社会で働くということは男性と対等であることが

求められていましたし、少なからず女性は要らないよと

いう言葉も禁句ではなかったと感じています。

　令和の時代を迎えた現在、理学療法士の約半数は女

性が占め、地域包括ケアシステムが体系化など社会構

造の変化に伴い、多様性のある働き方が女性理学療法士

にも男性と平等に求められています。しかしながら、ラ

イフワークバランスを見ても完全なる男女の平等は不可

能であると思っています。かつて私も配偶者の転勤で住

み慣れた土地を離れ、追い求めていた小児理学療法を諦

めた時は何とも言えない挫折感に押しつぶされそうでし

た。ですが家族との日常生活を見てみると、男女それぞ

れが持つ仕事と家庭の役割には適材適所があることに気

づき、これをしっかりと認知したうえで女性理学療法士

として仕事と家庭を両立できる働き方を展開してきた結

果、案外、面白い理学療法士人生となりさまざまな環境

に感謝しています。

　令和の言葉には「人々が美しく心を寄せ合う中で文化

が生まれ育つ、日本が明日への希望を咲かせる国である

ことを願う」の意味があります。理学療法士の仕事は対

象者に心を寄せ、障害は残ってもこれからの人生に明る

く希望を持っていただけるように支援する役割を持ちま

す。己に倫理感を持ち、潤いのある態度で向き合い、真

剣に理学療法士の仕事を楽しんでいくことが、対象者そ

して自分の人生設計に大切であると考えています。

　今回、副代表理事に就任させていただきましたが、全

国を見ても協会の代議員や都道府県士会の副代表、学術

大会長など女性理学療法士が活躍する数が少しずつ増え

てきました。

　是非、若い世代の女性理学療法士の皆さまと共にこれ

まで以上にワークライフバランス、働き方の情報整理

（ロールモデル・法規）や発信による職能活動、男女共同

参画社会等を推し進めて参りたいと思います。ご理解と

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

代表理事コラム

働く女性と理学療法士
公益社団法人　愛知県理学療法士会　副代表理事　三宅 わか子

代表理事会務報告（令和元年7月13日～ 9月21日）
日　　程 内　　　　　　　容

7月13日 土 日本理学療法士協会労働環境委員会

7月13日 土 愛知県3士会長会議

7月14日 日 新人教育プログラム研修会

7月20日 土 愛知県理学療法士会理事会

8月26日 月 参議院議員　片山さつき政経セミナー in愛知

8月27日 火 東海懇話会「菅義偉内閣官房長官講演会」

8月29日 木 自民党政策懇談会

9月14日 土 一般社団法人愛知県言語聴覚士会法人化記念講演・記念式典

9月21日 土 愛知県理学療法士会理事会

9月21日 土 第56回日本理学療法学術研修大会第2回準備委員会
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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

　今年度の職域別役職者ワークショップが
　終了しました！
　“職域ごとの顔の見える関係づくり”を目的に2回目
を迎えた『職域別役職者ワークショップ』ですが、7月
14日『生活期』、9月8日『地域包括ケア病棟』、9月
15日『回復期』、10月27日『急性期』と、各日程と
も20名前後の方々に参加いただき大盛況に終了いたし
ました。ご参加くださった皆様ありがとうございました。
　今後の情報交換や意見交換を通してワークショップで
の繋がりを継続していただき、日々の業務や組織運営に
活かしていただければ幸いです。
　この事業は今後も継続していきます。今回参加できな
かった管理者・役職者の方も来年度是非ご参加ください。
　また、養成校にお勤めの方も、卒前卒後教育に関連し
臨床現場での現状や課題などを情報共有でき現場の管理
者・役職者の方々との顔の見える関係づくりの機会とし
て、是非ご参加ください。

　初級・上級ブラッシュアップ研修参加申し込み
　受け付け中
　12月1日（日）に協会指定管理者（初級・上級）を
取得された方々を対象として『初級・上級ブラッシュアッ
プ研修』を開催いたします。
　講師に松山太士先生（八千代病院）をお招きし『マネ
ジメントの実践力を学ぶ！』をテーマに、組織作り・人
材育成のために課題設定・解決策の立案ができる管理者
となれるよう講義・演習をとおしてその手法を学んでい
きます。
　協会指定管理者（初級・上級）を取得されている方々、
是非ご参加ください。
　詳細は別項および県士会ホームページ（http://www.
aichi-pt.jp/）をご覧いただき、同ホームページのトッ
プページ左下にあります、「行事・研修 申込みフォーム」
からお申込みください。

都道府県単位で職域別の場を形成し、各職域ごとに情報共有や質の向上に向けた取組を実施する。
⇒職域に特化した課題解決に役立つ組織体制整備

職域における管理者ネットワークの役割について
目的
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都道府県士会

　令和元年度第２回ADL維持向上等体制加算
　研修会
　令和2年1月25日（土）10時00分より今年度2回
目のADL維持向上等体制加算研修会を開催いたします。
　急性期病院にお勤めの方・本加算に興味のある方は是
非ご参加ください。
　詳細は県士会ホームページをご覧いただき、「行事・
研修 申込みフォーム」からお申込みください。

※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→マイページにログイ
ン→会員限定コンテンツのお知らせ→指定管理者』な
らびに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。
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　いつも予防事業推進部にご理解とご協力を賜りありが
とうございます。　
　予防事業推進部では、愛知県の委託事業であります介
護予防指導者育成事業の全体会を11月24日（日）に
名古屋市高年大学鯱城学園鯱城ホールで開催する予定で
す。介護予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業）
の制度設計者であります一般財団法人医療経済研究機構

職　能　局 予防事業推進部
部長　林　尊弘

の服部真治先生（前所属：厚生労働省）をお呼びし、制
度設計者の目線から総合事業の再考についてご講演いた
だきます。また、山口県防府市の行政職員およびリハビ
リテーション専門職の方から総合事業を効果的に運営す
るコツや自立支援型地域ケア会議におけるリハビリテー
ション専門職の役割についてもご講演いただく予定で
す。詳細につきましては、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。

社　会　局 健康増進部
部長　竹内　有三

特設委員会 男女共同参画等検討委員会
委員長　宮嵜　友和

　平素より健康増進部への活動にご理解とご協力感謝
申し上げます。
本年度より健康福祉部から健康増進部へと名称も変わ
り、スポーツ傷害予防事業や高野連サポート事業等にお
きましてはスポーツ推進部へと引き継ぎ更に発展してい
くものと考えております。

　今年度より委員長を務めます宮嵜と申します。平素よ
り当委員会の活動にご理解とご協力を賜りありがとうご
ざいます。
　2017年度に特設委員会として男女共同参画等検討
委員会が設置されました。目的は、男女共同参画社会（男
女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって
社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確
保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及
び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を
担うべき社会）の実現に向けて検討し活動することです。
男女共同参画社会基本法、働き方改革関連法などの制
度を理解したうえで、ワークライフバランスの促進やハ
ラスメントの禁止等について検討していきます。
　働き方改革に対応した有給休暇の取得、時間外労働の
管理やライフイベントに対応する多様な勤務形態など、
就労環境の調整や整備について当事者及び所属施設の
管理者は苦慮しているものと思います。男女に関わらず
安心して就労できる環境を作ることは、各地域や領域で
活躍できる人材の確保につながり、理学療法の発展に寄
与するものと考えています。当委員会は会員相互がライ
フワークと就労環境について気軽に情報の交換ができる

　当健康増進部におきましても、公益性の高いウェル
フェアや理学療法啓発事業を引き継ぎ、より県民の皆
様に理学療法士として貢献できるよう努めて参ります。
　また、理学療法士が活躍している現状を多くの方に
知って頂けるよう、今後もいろいろ事業を立案して行動
に移していけるよう部員共々頑張って参りますので、さ
らなるご支援賜りますようお願い申し上げます。

場を創設すること、また、理学療法士の仕事が活気を持っ
て行える環境を作ることを目的として活動していきます。

【2019年度の活動内容】
1）研修会の開催

	 「リハビリテーション部門における
　　　　　キャリア支援の在り方を考える」

	 日時：	2019年11月16日（土）
	 	 18：00 ～19：30
	 場所：	TKP名古屋栄カンファレンスセンター
	 講師：	高木綾一氏
	 （株式会社Work	Shift代表取締役　理学療法士）

2）ワークライフバランスを考えた活動・支援をしてい
る個人、施設を訪問して情報収集をして記録に残す。
訪問先は未定。

3）他団体が発行した情報等を参考に、2）と合わせて
委員会で検討すべき活動について協議する。

4）情報発信として士会ニュースを活用して活動報告を
実施する。
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愛知県臨床実習指導者講習会の開催について

臨床実習指導者講習会運営委員会　委 員 長　坂 口 　 勇 人
副委員長　村 上 　 忠 洋

　理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の改正に伴い、2020年（令和2年）の養成校への入学生が、

評価実習や総合実習を行う際（見学実習は除く）、その指導者の条件として「免許を受けた後5年以上業務

に従事した者であり、かつ次のいずれかの講習会を修了した者であること。①厚生労働省が指定した臨床実

習指導者講習会、②厚生労働省及び公益財団法人医療研修推進財団が実施する理学療法士・作業療法士・言

語聴覚士養成施設教員等講習会」が加わりました。②はいわゆる長期講習会にあたります。愛知県理学療法

士会では①にあたる「愛知県臨床実習指導者講習」を今年度中に5回開催することになりました。現在、第

1回、第2回、第3回の受付がすでに終了しましたが、いずれも大盛況のため申し込みができなかった方が

多数いらっしゃるようで、会員の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけし申し訳ありません。

　こうした状況を鑑み、9月の理事会で来年度の愛知県臨床実習指導者講習会も士会により開催することが

決まりました。来年度も今年度と同等の講習会を開催いたしますので、ご安心ください。また再来年度（令

和3年度）に向けて、学校主体で臨床実習指導者講習会が開催できるよう、県内の各養成校の代表者で組織

する臨床実習指導者講習会運営委員会でも準備を進めてまいります。

　なお、指定規則改正は令和2年の入学生から適用になりますので、令和3年度には3年制養成校の評価実習、

令和4年度は3年制養成校の総合実習と3年制４年制養成校の評価実習、令和5年度になりますと3年制４

年制養成校の評価実習と総合実習が適用となります。したがって、令和3年度から順次指導者が必要となり、

令和5年度を目途に指導者の講習会の受講が必要になるもので、まだ3年半の期間があります。各施設にお

きましてはこうしたことをご理解いただき、計画的な受講をお願い致します。
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　愛知県理学療法学術大会での学術大会賞は、優れた研究資質を有する士会員を顕彰することを目的に、発表演題の中

から最優秀演題を選出し、授与しています。その選出は座長から推薦された演者に対し、学術大会終了後に愛知県理学

療法学会誌への投稿を呼びかけ、投稿された論文を基に審査し、最優秀演題を決定しています。第28回学術大会にお

いても座長から推薦された演者のうち、投稿のあった11演題を学会表彰規定に従って審査し、下記の演題の授賞が決

定しました。おめでとうございます。なお表彰式は令和2年3月29日（日）に開催される第29回学術大会にて行われ

ます。是非、会員の皆様にも表彰式にご参加いただき、一緒にお祝いしていただけると幸いです。

＜学術大会賞　授賞演題＞

　演 者 名：	二村　誠　先生

　所属施設：	医療法人和光会　介護老人保健施設　清風苑

　演 題 名：	住民主体の運動教室における推進員の有無が運動機能に及ぼす影響

第28回 愛知県理学療法学術大会 学術大会賞の授賞者の決定

NPO法人愛知県理学療法学会
学術大会部　部長　海野　光信

　2019年度の認定理学療法士の新規申請受付期間は、2019年11月1日（金）～12月2日（月）正午（WEB申請フォー

ムのみでの申請受付）です。申請方法の詳細については掲載ホームページをご参照ください。

掲載ページ：マイページ内の会員専用コンテンツ

2019 年度　認定理学療法士（新規）申請について

NPO法人愛知県理学療法学会
学術局　教育部　部長　瀧 　 昌 也
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愛知県士会・愛知県学会・協会主催の学会・研修会
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◉第36回 東海北陸理学療法学術大会
会　　　期： 令和2年11月7日（土）・8日（日）

会　　　場： 名古屋国際会議場

 〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1番地1

 TEL：052-683-7711

テ　ー　マ： 「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―」

大　会　長： 石田 和人（豊橋創造大学）

準備委員長： 冨田 秀仁（豊橋創造大学）

主　　　催： 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

担　　　当： 公益社団法人 愛知県理学療法士会
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◉2019年度 初級・上級管理者ブラッシュアップ研修会開催のご案内
　テーマ　 『マネジメントの実践力を学ぶ！』

 講師 :  松山 太士 先生（社会医療法人財団新和会 八千代病院）

　 組織作り・人材育成のために課題設定・解決策の立案ができる管理者となれるよう、

 講義・演習をとおしてその手法を学びます！ 是非ご参加ください。

     職能局 管理業務推進部

【日　　時】 2019年12月1日（日）　10：00 ～ 16：20（受付9：30より）

【対　　象】 協会指定管理者（初級・上級）を取得された方。

 ※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】 東海医療科学専門学校 2階 講堂

 　〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-7-2 

 　（名古屋駅・伏見駅から徒歩12分）

【定　　員】 50名（先着順、定員に達し次第締め切り）

【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」からお申込みください。

【申し込み期間】

 令和元年10月7日（月）～ 11月25日（月）但し定員に達ししだい締め切り。

 その際は県士会HPでお知らせいたします。

【プログラム（予定）】

　　　　　 〈午前〉

 　10：00 ～ 10：10　オリエンテーション

 　10：10 ～ 12：30　講義1、演習、グループワーク1

　　　　　 〈午後〉

 　13：30 ～ 16：00　講義2、演習、グループワーク2

 　16：00 ～ 16：20　振り返り

【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

＜公益社団法人	愛知県理学療法士会	管理者資質向上研修事業＞
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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
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会　　員　　動　　向

（平成31年5月15日～令和1年8月31日）　

　総会員数　	5,815名　令和1年8月31日現在）

施設会員 施設会員　5,098名（所属施設	907施設）

自宅会員 717名

県外異動 （他県→愛知県） 20名

県外異動 （愛知県→他県） 17名

新 入 会 279名

復 会 8名

休 会 20名

退 会 150名
（休会経過退会35名、未納退会110名を含む）

編 集 後 記

　読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋。みなさん

はどの秋を堪能されていますか？東海北陸学術大

会など学術集会もこれから多く開催され、勉強の

秋でもありますね。実り多い秋になると良いと思

います。

広報部　副部長　後藤　亮吉
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Memo
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Memo
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合同会社Think Body Japan　守山区新規大規模リハビリデイサービス開設
◦所 在 地 〒463-0092　名古屋市守山区白沢町189番地
◦電話番号 052-824-2411　◦E-mail：info@thinkbody.co.jp（担当：岡田）
◦募集人数 21名　現在PT7名　OT5名　ST2名在籍
◦希望条件 常勤希望　法人内にPOSが20名在籍し活躍　リハ職達が経営している会

社です　臨床大好き又は管理やってみたい　どちらも募集
　勤務時間：月～土曜日　8：30～ 17：30　年間休日：110日
　月　　給：250,000円～

◦担 当 者 法人本部　理学療法士　岡田
◦ホームページ http://thinkbody.co.jp
　＊同時募集　弊社研究所スタッフ（詳細はWebでご確認ください）

合同会社Think Body Japan　守山区　新規訪問看護ステーション開設
◦所 在 地 〒463-0092　名古屋市守山区白沢町189番地
◦電話番号 052-824-2411　◦E-mail：info@thinkbody.co.jp（担当：岡田）
◦募集人数 3名（PT・OT・STいずれも可）
◦希望条件 常勤希望　法人内にPOSが20名在籍し活躍　リハ職達が経営している会

社です　臨床大好き又は管理やってみたい　どちらも募集
　勤務時間：月～金曜日　8：30～ 17：30　休日：土・日
　給　　与：月給270,000円～

◦担 当 者 法人本部　理学療法士　岡田
◦ホームページ http://thinkbody.co.jp
　＊同時募集　弊社研究所スタッフ（詳細はWebでご確認ください）

特別養護老人ホームすばる
◦所 在 地 〒471-0046　愛知県豊田市本新町７-５０-７

（車通勤可、無料駐車場完備／名鉄バス　バス停本新町より徒歩5分）
◦電話番号 0565-32-2222）
◦募集人数 2名
◦希望条件 非常勤　午後2時～午後5時30分くらいの時間帯。1日2.5時間～3時間程度

　週2回～3回からで可
　時間給　1800円～2500円
　出勤開始日は応相談　勤務シフトは希望を優先し、柔軟に対応します。
※医療機関や老人保健施設ではなく、生活の場である特別養護老人ホームです。
　楽しくレクレーションを行ってくれる方を希望します。現場の経験が全くない方、現場から
　長く離れている方でも大丈夫です。

◦担 当 者 事務長　武藤雅代田
◦ホームページ http://tokueikaisubaru.ocn

ブラザー健康保険組合　老人保健施設瑞穂
◦所 在 地 〒467-0846　名古屋市瑞穂区荒崎町6番29号
◦電話番号 052-824-2411
◦募集人数 1名	 現在PT7名　OT5名　ST2名在籍
◦希望条件 常勤	 勤務時間：8：30～ 17：30

	 賃金計：219,000円～　※経験等考慮致します
	 賞与：年2回　年約4.5 ヶ月（昨年実績）
	 年間休日119日

◦担 当 者 松本（リハビリ部）
◦ホームページ http://www.mizuho-brother.jp/

◀求 人情 報▶
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医療法人幸会　老人保健施設みず里
◦所 在 地 〒454-0963	名古屋市中川区水里1丁目23番地

（近鉄名古屋線戸田駅下車徒歩10分）
◦電話番号 052-302-3600
◦募集人数 2名
◦希望条件 ・勤務時間　日勤	8：45～ 17：30　遅番	10：30～ 19：15（月1～2回）

・給　　与　229,000円～
・休　　日　年間休日数　119日
・休　　暇　夏季・冬季、誕生日、リフレッシュ各休暇制度あり
・昇　　給　年1回（4月）
・賞　　与　年2回（6月・12月）

◦担 当 者 求人担当　伊藤恒男（事務長）
◦ホームページ http://www.mizusato.or.jp

◀求 人情 報▶

訪問リハビリ看護　さつき （訪問看護ステーション）

◦所 在 地 〒452-0002	愛知県清須市西枇杷島町花咲７番地　ラ・フォーレ花咲2C
（車通勤可／名鉄「下小田井駅」すぐ）

◦電話番号 0586-76-5433もしくは　ultras.inc@gmail.com
◦募集人数 適当人数
◦希望条件 常勤・非常勤ともに積極的採用
◦担 当 者 事務　浅井映樹
◦ホームページ http://ultras.co.jp

訪問リハビリ看護　緑の家 （訪問看護ステーション）

◦所 在 地 〒491-0862	愛知県一宮市緑4-10-25
（車通勤可／名鉄バス「馬見塚」バス停	徒歩3分）

◦電話番号 0586-76-5433もしくは	ultras.inc@gmail.com
◦募集人数 適当人数（事業拡大目的）
◦希望条件 常勤・非常勤ともに積極的・柔軟に採用
◦担 当 者 総務　浅井映樹
◦ホームページ http://ultras.co.jp	※ＨＰ採用に特典有！
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