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　我々理学療法士に求められる役割や知識は、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ある。

　日本経済団体連合会が2005年11月に行った、2005

年度・新卒者採用に関するアンケート調査によると、企業

が重視する採用基準は、第1位「コミュニケーション能力」、

第2位「チャレンジ精神」、第3位「主体性」、第4位「協

調性」、第5位「誠実性」3と、3年連続して同様の順位

となっている。

　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ある。しかし、この

コロナ禍マスクの着用により表情がわからず、WEB研修

が多くなり、言葉によるコミュニケーションの割合が多く

なってきた。

　普段の会話で、「そんなつもりで言ったわけでないのに」

と言う場面に遭遇することがある。私たちは100％意思

疎通できることはない。どう話したかでなく、どう伝わった

か、相手がどう理解したかできまる。言葉は木霊で一度発

した言葉は戻せないことを認めなければならない。

　職務が明確するほど組織のタコツボ化が生じやすく、互

いに批判や避難することがある。従来の日本の社会は、

人の能力･実態に合わせて仕事の範囲が曖昧で互いに思

いやりを持って仕事をしていた。批判は非難となり憎しみ

を生じるが、思いやりは感謝となり絆（連帯感）となる。

患者さんはもちろん職員にも思いやりを持ってコミュニ

ケーションを図ってほしい。

　ある本に書いてあったが、下記内容が当てはまる職場は

要注意だそうだ。

□「おはよう」のあいさつがなく、みんな淡々と仕事をし

　ている。

□机が近い人でもメールでやり取りし、直接会話をしない。

□昼食は一緒に行かない。気がつくと自分の机で一人で

　食べている。

□深夜残業が続く人がいても声をかけない。

□困っている人がいても声をかけない。

□何度頼んでも、誰もきちんと対応してくれない。

□新しい事に参加してくれない。

□自分の役割や業務でないと、仕事を押し付けあっている。

□お互いにかかわれない、踏み込めない空気が漂っている。

　最後に、日本能率協会が2016年11月に行った、第

7回「ビジネスパーソン1000人調査」によると、仕事

上言われて最も嬉しい言葉は男女とも「ありがとう」が第

1位で、「感謝」の言葉であった。

代表理事コラム

コミュニケーションと感謝の気持ち
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2年10月1日～12月31日）

日　　程 内　　　　　　　容
10月　1日 木 愛知県高等学校体育連盟（愛知県教育会館）
10月11日 日 日本理学療法士協会組織運営協議会（zoom］
11月13日 金 伊藤渉衆議院議員秘書面会
11月14日 土 東海北陸ブロック協議会理事会（zoom）
11月19日 木 愛知県リハビリテーション専門職三団体協議会
11月21日 土 あいち医療福祉専門学校教育課程編成委員会（zoom）
11月21日 土 愛知県理学療法士会理事会（zoom）
11月29日 日 日本理学療法士協会新組織検討委員会（zoom）
12月　5日 土 東海在宅医療研究会役員会（zoom）
12月21日 月 豊田地域医療センター吉橋面会
12月27日 日 令和2年度施設代表者研修会（zoom）
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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

　管理業務推進部では先日（1月30日）の『職域別役

職者ワークショップ（急性期）』の開催を持ちまして、今

年度の事業を全て終了いたしました。

　今年度はコロナ禍におきまして、当初予定・企画して

いた事業が中止・開催方法の変更となってしまい、会員

の皆様には大変なご迷惑をおかけしてしまったこと、こ

の場をお借りしてお詫び申し上げます。

　そのような中でも『職域別役職者ワークショップ』に

ついては従来の対面・集合での開催からZOOMを使用

してのオンラインに変更、メインテーマを「オンライン

情報交換会」として開催いたしました。

　日々状況変化が激しい中での企画変更でしたが「生活

期」「回復期」「地域包括ケア病棟」「急性期」それぞれ

の職域とも多くの方がご参加くださいました。慣れない

開催方法ではありましたが、「オンラインを活用している

施設からの取り組み紹介（情報提供）」と「グループディ

スカッション」共に、参加者の皆様に喜んでいただけた

ことをスタッフ一同安堵しています。

　来年度からは４つの職域に加えて「教育」の職域を新

たに設けて、「顔の見える関係づくり・情報交換の場」を

より充実させたいと企画しています。その際はぜひとも

県内の大学・養成校の先生方にご理解ご協力いただき

たく、よろしくお願い申し上げます。

　さて、来年度の管理業務推進部が実施する事業につ

きましては、今年度中止となった事業（「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」、「ADL維持向上等体制加算に関する研修会」）も含

めてすべてオンラインでの開催できるよう企画・検討し

ています。

　コロナ禍の状況ではありますが、来年度も皆様のお

役に立てるような事業運営を行っていく所存です。急な

変更等もあるかと思いますが、皆様には引き続きご理解

ご協力いただきたく、今後ともよろしくお願い申し上げ

ます。



職　能　局 予防事業推進部
部長　林　尊弘

　予防事業推進部では、右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、今年度から開始される5団体（理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、栄養士、歯科衛生士）の協働に向

けた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。なお、

今回の研修はコロナウィルス感染症拡大を考慮し、全会

場オンラインで開催することといたしました。

　詳細につきましては、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： 2021年2月 27日（土）

 13時から16時30分（12時半より受付開始）

西三河会場： 2021年2月 27日（土）

 13時から16時30分（12時半より受付開始）

東三河会場： 2021年2月 27日（土）

 13時から16時30分（12時半より受付開始）

尾 張 会 場： 2021年2月 28日（日）

 13時から16時30分（12時半より受付開始）

名古屋会場：2021年2月 28日（日）

 13時から16時30分（12時半より受付開始）

　※2月27日（土）は同日に3会場、2月28日（日）

は同日に2会場で開催いたします。
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ブロック局 局長　都築　晃

　こんにちは。ブロック局長の都築晃です。ブロックは

来年6月を目標に、３つの変化を進めています。

1）二次医療圏にあわせたブロック管轄市区町村再編

2）県内69市区町村に理学療法士会の相談窓口担当者

設置

3）組織名称変更

　今回は、「ブロック」名称を「支部・地区支部」へ変更

を検討していることをお知らせします。

　他医療系団体にて「ブロック」という名称は、東海北

陸や関東甲信など、「地方厚生局レベルをブロック」と

して使用しております。これにより愛知県理学療法士会

の地域組織名称について、他団体等から「わかりにくい」

という課題がありました。

　現在、愛知県内は５大ブロックにわかれているので、

「５支部」（名古屋、尾張、知多、西三河、東三河）とし、

さらに現在12ブロックは、二次医療圏名称＋「地区支部」

という名称に変更します。たとえば、尾張東部医療圏は

　例）

　　（現）尾張東ブロック

 →（新）「尾張東部地区支部」

　　（現）尾張東ブロック長・委員

 →（新）「尾張東部地区支部長・運営委員」

となります。現在検討段階にあり規約変更に関わるため、

今後正式にお知らせいたします。

　県民への「わかりやすい名称」は、将来の会員活動の

基盤となります。何卒ご理解、ご協力のほど宜しくお願

い申し上げます。



社　会　局 広報部
部長　清島　大資

　公益社団法人愛知県理学療法士会ニュースのペーパー

レス化についてのお知らせいたします。

　本号を持ちまして公益社団法人愛知県理学療法士会

ニュース（以下ニュース）の紙媒体での同封/発送を廃止

させていただくこととなりました。

　ニュースにつきましては、ペーパーレス化後も引き続

き愛知県理学療法士会のホームページよりご覧いただけ

ます。今までと変わらず年4回（2月・5月・8月・11月）

発刊の予定です。また発刊後は、日本理学療法士協会

のマイページに登録されたメールアドレスにて発行のお

知らせを送らせていただきます。今後も公益社団法人愛

知県理学療法士会の皆様に、当会部会からの案内や研

修会予定、求人情報など有益な情報をお届けできるよ

う努めてまいります。何卒ご了承くださいますようお願

い申し上げます。
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　日本理学療法士協会とダイハツ工業との共同事業である地域密着プロジェクトの健康安全運転講座を愛知県理学療

法士協会から東海市リハネットワークが依頼を受け、おおすが整形外科よりPT1人と健康運動指導士1人、ポシブル太

田川よりPT1人が参加し、11/24（火）に東海市にあります愛知ダイハツ東海店にて行いました。

　65歳以上の運転免許を持っている方を対象とし、回覧板と東海市社会協議福祉会による加木屋地区の自治会への宣

伝等により、15名の地域の方々に参加して頂きました。

　当日は、2グループに分かれ、PTによる体力測定

と実際の運転に必要な動きや機能と継続する為のスト

レッチ等の運動指導等の健康講座を行い、JAFによる

運転講座とサポートカー体験を各々約50分間の交代制

で行いました。

　愛知県では、東海市が初の試みとの事で、愛知ダイハ

ツの担当者や愛知県理学療法士協会との調整を行いな

がらプレイベントや準備をさせて頂き、当日も楽しく実

施させて頂けました。講座中や講座後にも参加された

方々も笑顔で「楽しかったです。」とのお声も頂きました。

　この講座が、「いくつになっても自由に移動できる自立

した生活」をサポートすることを活動の趣旨としており、

実際に参加された方々に受講して頂く中で、参加者のみ

ではなく協力頂いた方々にも自立した生活を維持させよ

うとする意欲を感じ取られ、地域とのつながりや企業と

の連携も体感でき、とても良い経験ができました。

　このような機会を提供して頂き、ご協力頂いた愛知ダ

イハツ株式会社様と東海市高齢者支援課、東海市社会

福祉協議会、愛知県理学療法士協会に感謝したいと思

います。

　今後も東海市リハネットワークとしても地域の皆様が、

住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる

ように、行政や地域との連携や繋がりを大切にしていき

たいと思います。

愛知ダイハツ株式会社との共同事業
地域密着プロジェクト「健康安全運動講座」を開催しました

東海市リハネットワーク代表
ポシブル医科学株式会社　ポシブル太田川　加納　弘崇
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NPO法人愛知県理学療法学会
＜学術局＞　学術誌部　部長　越 智 　 亮

第32巻２号

　愛知県理学療法学会誌第32巻2号をホームページに掲載しました。本号の掲載論文は下記の通りです。なお、例年

の2号に掲載される愛知県理学療法学術大会・学術大会賞受賞論文は、第29回学術大会の開催時期変更に伴い、第

33巻1号に掲載予定ですのでご了承ください。本学術誌はオープンジャーナルとなっていますので、ホームページ上で

どなたでも閲覧できます。ご覧くださいますようお願い申し上げます。

寄稿
土井剛彦 （国立長寿医療研究センター）

 「高齢者の歩行評価」

研究報告
石本聖依・他（名鉄病院）

 「形状記憶合金を用いた腰部サポーター装着による身体機能への効果―胸椎後弯角に着目して―」

田中敬大・他（犬山駅西病院）

 踏む、跨ぐ動作を加えたTimed Up & Go Test の検者内信頼性と基準関連妥当性」

内藤善規・他（豊橋市民病院）

 「主幹動脈閉塞や狭窄を伴う急性期脳梗塞患者の運動麻痺悪化に関する後方視的調査」

症例報告
近藤森海・他（さくらぎ整形外科）

 「膝関節前内側回旋不安定性が関与したと考えられる鵞足炎の一症例」

村上佳菜・他（名古屋共立病院）

 「運動療法の実施時期の違いが運動中の筋酸素飽和度に与える影響：症例検討による非透析日と透析後の比

較」
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 1月13日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づき、愛知県、岐阜県始め７府県に対し、緊急

事態宣言が発令されました。期間は2月7日（日）までです。発令に伴い、愛知県理学療法士会理事会にて、2月7日

までに予定されていた愛知県臨床実習指導者講習会の開催は中止と判断いたしました。

開催日程〈愛知県士会運営〉〈担当校/会場〉

第1回：1/16（土） ～ 17 （日）：日本福祉大学  中止

第2回：1/30（土） ～ 31 （日）：名古屋平成看護医療専門学校　中止

第3回：2/27（土） ～ 28 （日）：中部大学

第4回：3 / 4（木）  ～  5 （金）：星城大学

第5回：3 / 6（土）  ～  7 （日） ：東海医療科学専門学校（会場は東別院会館を予定）

第6回：3/13（土） ～ 14 （日）：国際医学技術専門学校

第7回：3/20（土） ～ 21 （日）：あいち福祉医療専門学校

〈養成校運営開催〉

第1回：2 / 6（土） ～  7 （日）：星城大学リハビリテーション学院　中止

第2回：2 / 6（土） ～  7 （日）：豊橋創造大学　中止

第3回：2/13（土） ～ 14 （日）：名古屋学院大学

第4回：3/20（土） ～ 21 （日）：藤田医科大学

第5回：3/27（土） ～ 28 （日）：名古屋医健スポーツ専門学校

　緊急事態宣言解除後に関しましては、講習会開催週の月曜日に開催の可否について、県士会HP上でお知らせいたし

ます。

　受講者をはじめ会員の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、コロナ禍における緊急な対応にご理解とご協力を賜

りますようお願い申し上げます。
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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、必ず確認のできるメールアドレス

のご登録をお願いします。

　今後、研修会連絡等などにつきましては、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

ご協力をお願いします。

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 会員所属先登録・変更のお願い

　会費納入方法を楽天カード又は口座振替の登録にご協力をお願いいたします。会員管理システムによる学術大

会等有料研修の事前申込による参加費払いにも活用でき士会運営の効率化もはかれますのでぜひご協力をお願い

いたします。支払い方法の確認･変更は日本理学療法士協会マイページからお願いします。

③ 楽天カード・口座振替による会費納入登録のお願い

　郵送先のご希望につきましては、会員個人へお送りする郵送物に限っており、施設代表者宛に施設所属の全会

員への回覧を依頼するため郵送物をお送りする場合は、施設へお送りすることとなります。何卒ご理解いただき

ますようお願いいたします。

　施設代表者に変更がある場合は、現在の施設代表者のマイページ「施設情報登録」のところで変更が可能とな

ります。詳しくは日本理学療法士協会HPの各種異動届➡FAQ・お問合せをご参照ください。

④ 施設代表者の方へのお願い

　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広報部又は事務局ま

でご一報ください。

⑤ 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

（令和2年9月1日～令和2年10月31日）　

総会員数　5,985名（令和2年10月31日現在）

施設会員 5,312名（所属施設 971施設）

自宅会員 673名

県外異動 （他県→愛知県） 16名

県外異動 （愛知県→他県） 18名

新 入 会 61名

復 会 2名

休 会 6名

退 会 1名

　愛知県理学療法士会ニュースのペーパーレス化

についてお知らせしてきましたが、本号をもって

紙面での発刊を終了します。今後も会員の皆様に

有益な情報をお届けできるよう工夫して参りたい

と思います。

広報部　副部長　後藤　亮吉

編 集 後 記
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◀求 人情 報▶◀求 人情 報▶◀求 人情 報▶

介護老人保健施設　サン・くすのき
●所 在 地 〒462-0011 名古屋市北区五反田町111番地
●電話番号 052-901-8210
●募集人数 1名

●希望条件 非常勤
　勤務日数週４回（要相談可）
　勤務時間9：50 ～16：00（要相談可）

●担 当 者 早川・木村
●ホームページ http://www.kusunokihp.or.jp/

医療法人　米津会　米津老人保健施設
●所 在 地 〒445-0803 西尾市桜町4丁目31番地（名鉄西尾線　桜町前駅　徒歩1分）
●電話番号 0563-54-4771
●募集人数 理学療法士　2名
●希望条件 【常勤】勤務時間：8：30-17：30

 年間休日：115日（法人休暇含む）
 基 本 給：210,000円  
 資格手当：30,000円
 そ の 他：通勤手当（上限30,000円）住宅手当、家族手当、日祝日手当有
 　　　　　昇給有、賞与有（年2回）

●担 当 者 総務課　柳しのぶ
●ホームページ http://www.yonezu.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 採用担当　奥村
●ホームページ http://ultras.co.jp  ※ＨＰ採用に特典有！

常滑市民病院
●所 在 地 〒479-8510 愛知県常滑市飛香台3丁目3番地3
●電話番号 0569-35-3170
●募集人数 3名程度
●希望条件 常勤
●担 当 者 管理課　安島
●ホームページ http://www.tokonamecityhospital.jp/
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◀求 人情 報▶◀求 人情 報▶◀求 人情 報▶

医療法人正進会　名古屋泌尿器科病院
●所 在 地 〒454-0818　名古屋市中川区松葉町5丁目34番地
●電話番号 052-352-1222
●募集人数 理学療法士 1名

泌尿器科の専門病院です。入院患者のADL維持のため、リハビリが必要です。リハ
ビリ室あり。

●希望条件 月曜日～金曜日　午後2～4時間の勤務（午前の勤務も可能です）
週2～3日の勤務も可能
パート時給　2,000円　交通費支給

●担 当 者 小倉亮治（事務長）
●ホームページ www.nagoya-uro.or.jp

公益財団法人　豊田地域医療センター
●所 在 地 〒471-0062 愛知県豊田市西山町3丁目30番地1
●電話番号 0565-34-3000
●募集人数 1
●希望条件 常勤
●担 当 者 在宅医療支援センター　訪問リハビリ　宮澤直美
●ホームページ http://www.toyotachiiki-mc.or.jp

医療法人なるみ会　第一なるみ病院
●所 在 地 〒456-0006 名古屋市緑区細口一丁目210番地
●電話番号 052-876-8361
●募集人数 1名
●希望条件 常勤
●担 当 者 人事課　村瀬　　リハビリ：渡辺
●ホームページ https://www.narumikai.or.jp/

名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院
●所 在 地 〒467-8622 名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山1番地ﾉ21
●電話番号 052-835-3811
●募集人数 2名
●希望条件 常勤
●担 当 者 総務部総務課　中村
●ホームページ http://www.nagoya-rehab.or.jp/
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