
 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人愛知県理学療法士会 

令和２年度事業報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１． 会務記録（代表理事・鳥山喜之、熊谷泰臣、三宅わか子） 

 

4月22日 水 臨床実習指導者講習会運営委員会（三宅） 

5月2日 土 事務局打合せ（熊谷） 

5月20日 水 2019年度監査（熊谷・三宅） 

5月21日 木 厚労省関係叙勲・褒章表彰推薦の打合せ（三宅） 

5月23日 土 事務局打合せ（熊谷） 

5月30日 土 事務局打合せ（熊谷） 

6月6日 土 日本理学療法士協会第49回定時総会（三宅） 

6月14日 日 第7回定時社員総会開催（書面表決）（鳥山・熊谷） 

6月15日 月 予防事業推進部運営会議（熊谷） 

6月17日 水 地域包括ケア推進委員会（熊谷） 

6月20日 土 第2回理事会(ウェブ）（鳥山・熊谷・三宅） 

6月27日 土 愛知県栄養士会訪問（熊谷） 

6月30日 火 臨床実習指導者講習会運営委員会会議（三宅） 

7月4日 土 名古屋医健スポーツ専門学校関係者評価委員会・教育課程構成委員会（熊谷） 

7月11日 土 あいち医療福祉専門学校教育課程編成委員会(ウェブ）（鳥山） 

7月11日 土 日本理学療法士協会女性代議員ミーテイング（三宅） 

7月15日 月 表彰委員会（愛知県表彰条例候補者）（三宅） 

7月18日 土 第3回理事会(ウェブ）（鳥山・熊谷・三宅） 

7月25日 土 愛知県リハビリテーション専門職三団体協議会(ウェブ）（鳥山・熊谷・三宅） 

8月1日 土 日本理学療法士協会組織運営協議会(ウェブ）（鳥山） 

8月8日 土 第4回理事会(ウェブ）（鳥山・熊谷・三宅） 

8月9日 日 第29回愛知県理学療法学会学術大会（三宅） 

8月9日 日 日本理学療法士連盟 理学療法士組織代表候補予定者選考委員会(ウェブ）（鳥山） 

8月26日 水 予防事業推進部運営会議（熊谷） 

8月26日 水 地域包括ケア推進委員会（熊谷） 

8月26日 水 名古屋平成看護医療専門学校教育課程編成委員会（鳥山） 

8月31日 月 表彰委員会表彰推薦者と打合せ（三宅） 

9月4日 金 事務局打合せ（三宅） 

9月5日 土 日本理学療法士連盟 第2回理学療法士組織代表候補予定者選考委員会(ウェブ）（鳥山） 

9月14日 月 臨床実習指導者講習会運営委員会（三宅） 

9月17日 木 表彰委員会（公衆衛生事業功労者）（三宅） 

9月19日 土 第5回理事会(ウェブ）（鳥山・熊谷・三宅） 

9月25日 金 表彰委員会（医療功労賞）（三宅） 

9月27日 日 日本理学療法士連盟 第3回理学療法士組織代表候補予定者選考委員会(ウェブ）（鳥山） 

9月28日 月 介護予防に関する市町村支援事業 愛知県アドバイザー養成研修会議（熊谷） 

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8日 木 事務局打合せ（三宅） 

10月9日 金 蟹江町自立支援型地域ケア会議打合せ（熊谷） 

10月11日 日 日本理学療法士協会組織運営協議会(ウェブ）（鳥山） 

10月11日 日 日本理学療法士協会臨時総会（熊谷・三宅） 

10月23日 金 臨床実習指導者講習会運営委員会企画部会議（三宅） 

10月28日 水 蟹江町自立支援型地域ケア会議（熊谷） 

10月28日 水 地域包括ケア推進委員会（熊谷） 

10月31日 土 愛知県理学療法士会災害研修会（三宅） 

11月8日 日 介護予防指導者育成事業 全体会（熊谷） 

11月8日 日 在宅医療リハビリテーション推進研修会（熊谷） 



 

11月13日 金 伊藤渉衆議院議員秘書面会（鳥山） 

11月14日 土 東海北陸ブロック協議会理事会(ウェブ）（鳥山） 

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（ウェブ）（鳥山・熊谷・三宅） 

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(ウェブ）（鳥山） 

11月21日 土 第6回理事会(ウェブ）（鳥山・熊谷・三宅） 

11月25日 水 臨床実習指導者講習会説明会（三宅） 

11月29日 日 日本理学療法士協会新組織検討委員会(ウェブ）（鳥山） 

11月30日 月 第2回介護予防に関する市町村支援事業 愛知県アドバイザー養成研修（熊谷） 

12月5日 土 東海在宅医療研究会役員会(ウェブ）（鳥山） 

12月5日 土 愛知県訪問リハビリテーション研修会（熊谷） 

12月17日 木 建築技術普及センター助成事業建築士と医療専門家の連携を考える会参加 愛知県建築士会（熊谷） 

12月21日 月 豊田地域医療センター面会（鳥山） 

12月23日 水 蟹江町自立支援型地域ケア会議（熊谷） 

12月27日 日 士会マネジメント研修（施設代表者研修会）(ウェブ）（鳥山・熊谷・三宅） 

1月10日 日 新人オリエンテーション（ウェブ)（鳥山・熊谷・三宅） 

1月11日 月 臨床実習指導者講習会委員長三役会議（三宅） 

1月16日 土 第7回理事会（拡大(ウェブ）（鳥山・熊谷・三宅） 

1月24日 日 喀痰吸引技術研修会動画収録（熊谷） 

1月25日 月 介護予防に関する市町村支援事業 愛知県アドバイザー養成研修会議（熊谷) 

1月25日 月 臨床実習指導者講習会委員長三役会議（三宅） 

2月1日 月 臨床実習指導者講習会委員長会三役会議（三宅） 

2月6日 土 愛知JRAT災害研修会（三宅） 

2月8日 月 臨床実習指導者講習会委員長会三役会議（三宅） 

2月13日 土 名古屋医健スポーツ専門学校関係者評価委員会・教育課程構成委員会（熊谷） 

2月14日 日 喀痰吸引技術研修会（熊谷） 

2月15日 月 日本理学療法士協会第2回新組織検討委員会(ウェブ） 

2月19日 土 九州ブロック男女共同参画等情報交換会（三宅） 

2月20日 土 事務局打合せ（熊谷） 

2月22日 月 臨床実習指導者講習会委員長会三役会議（三宅） 

2月24日 水 東海北陸ブロック男女共同参画等情報交換会（三宅） 

2月26日 金 名古屋平成看護医療専門学校教育課程編成委員会 

3月1日 月 臨床実習指導者講習会委員長会三役会議（三宅） 

3月6日 土 喀痰吸引技術研修会（熊谷） 

3月6日 土 建築技術普及センター助成事業建築士と医療専門家の連携を考える会参加 愛知県建築士会（熊谷） 

3月10日 水 要配慮者利用施設防災講習会（三宅） 

3月13日 土 第8回理事会(ウェブ）（鳥山・熊谷） 

3月14日 日 介護報酬改定説明会（鳥山・熊谷） 

3月14日 日 喀痰吸引技術研修会（熊谷） 

3月15日 月 東海北陸ブロック未来を語る会（三宅） 

3月15日 月 予防事業推進部運営会議（熊谷） 

3月18日 木 公明党中部方面部長秘書 面談（三宅） 

3月19日 金 建築技術普及センター助成事業建築士と医療専門家の連携を考える会参加 愛知県建築士会（熊谷） 

3月22日 月 介護予防に関する市町村支援事業 愛知県アドバイザー養成研修の会議（熊谷） 

3月26日 金 日本理学療法士協会理学療法士労働環境委員会(ウェブ）（鳥山） 

3月27日 土 日本理学療法士協会第3回新組織検討委員会(ウェブ）（鳥山） 

 

  

 



 

２. 表彰及び公的委員 

 ・第49回医療功労賞・中央表彰受賞     青山賢治 

 ・公衆衛生関係功労者及び栄養関係者功労者に対する愛知県知事表彰  森本和宏 

 ・愛知県障がい者スポーツ推進検討会議委員    熊澤輝人 

 ・愛知県介護予防に関する市町村支援事業アドバイザー   熊谷泰臣・星野茂・ 

         都築晃・池野倫弘・林尊弘 

         森本和宏・壹岐英正 

 ・愛知県在宅医療推進協議会委員      鳥山喜之 

 ・名古屋市介護認定審査会委員      鳥山喜之 

 ・半田市介護認定審査会委員      安井義雄・石川美穂・竹内有三 

         水谷由希恵・田中敦 

 ・半田市障がい支援区分認定審査会委員     池田潤一 

 ・碧南市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 

 ・長久手市医療・介護・福祉ネットワーク事業運営分科会委員   小幡匡史 

 ・岡崎市障がい者自立支援審査会委員     山本佳司・赤木充宏・安井隆光 

 ・名古屋市守山区介護認定審査会委員     中根純一 

  

 ３．渉外 

（１）講師等派遣  

   ・第2回日本在宅医療連合学会大会セラピスト限定ワーク企画   野々山紗矢果・稲垣圭亮 

 

 （２）会議等出席  

    ・学校法人セムイ学園教育課程編成委員会     熊澤輝人 

    ・学校法人電波学園評価委員会・編成委員会     鳥山喜之 

    ・名古屋平成看護医療専門学校教育課程編成委員会                    鳥山喜之 

    ・名古屋医専教育課程編成委員      宮嵜友和 

    ・名古屋市在宅医療・介護連携推進会議     鳥山喜之 

    

 （３）後援名義許可    

   ・豊橋創大学高度リハビリテーション人材育成センター第2回特別講演会 

   ・介護ロボットあいち・なごやフォーラム2020 

   ・第15回日本医療マネジメント学会愛知県支部学術集会 

   ・第2回日本在宅医療連合学会大会 

   ・第10回日本在宅看護学会学術集会 

   ・第24回運動器系体表解剖セミナー 

   ・全国リハビリテーション学校協会第7回東海ブロック教育部研修会（中止） 

   ・第1回OSCE研修会 

   ・第9回桜山リハビリテーション研究会 

   ・第30回日本臨床工学会 

 

 （４）共催名義許可  

・ 愛知JRAT第1回研修会 

 

  ４．事務局（局長：星野茂） 

＜総務部＞ 部長：池野倫弘 

１）会員の年間異動        

3月末日時点 会員数5,825名（うち自宅会員661名）  会員所属施設数964施設 

    新入会員548名 （新入会手続 411名 異動入会137名） 

    退会会員345名 



 

（任意退会112名 異動退会134名 未納退会41名 休暇経過退会58名） 

復会会員71名  休会会員861名  

 

２）諸会議運営    

   ①理事会開催 

      

 

 

    

  

  

    

    

 

 

②第6回定時社員総会 6月14日（日）11時～12時（書面表決）  

   ・第 1号議案  令和元年度事業・決算報告書の承認を求める件 

 ・第2号議案  令和2年度事業計画・予算の承認を求める件 

 ・第3号議案  令和２・３年度選挙管理委員の選出について 

 

  
賛  成 反  対 

無効 総数 
書面表決書 出席者 計 書面表決書 出席者 計 

第1議案 3,287 10 3,297 10 0 10 9 3,316 

第2議案 3,285 10 3,295 12 0 12 9 3,316 

第3議案 3,288 10 3,298 9 0 9 9 3,316 

 

③愛知県リハビリテーション専門職三団体協議会会議 

    ・7月25日（土）15時～16時30分（ウェブ会議）  参加者会員10名 会員外 6名 

   ・11月19日（木）19時～21時（ウェブ会議）   参加者会員10名 会員外 9名 

 

３）資料の収集、内外の文書処理 

 

４）東海北陸理学療法学術大会支援事業  拠出金 5,864名×200円＝1,172,800円 

 

＜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、 

３）予算作成、年度末会計処理 

４）資産の管理 

 

＜情報管理部＞ 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・運営、オフィス 365への移行の準備 

４）ウェブ会議・事業システムの準備、サポート 

 

＜生涯学習部＞部長：松田文浩 

第1回理事会 5月 16日（土） ウェブ会議 

第2回理事会 6月 20日（土） ウェブ会議 

第3回理事会 7月 18日（土） ウェブ会議 

第4回理事会 8月 8日（土） ウェブ会議 

第5回理事会 9月 19日（土） ウェブ会議 

第6回理事会 11月 21日（土） ウェブ及び対面（ TKP名古屋栄カンファレンスセンター） 

第7回理事会 1月 16日（土） ウェブ及び対面（ TKP名古屋栄カンファレンスセンター） 

第8回理事会 3月 13日（土） ウェブ及び対面（ TKP名古屋栄カンファレンスセンター） 



 

１）新人理学療法士研修会（オリエンテーション） （ウェブ研修会）  ※NPO愛知県理学療法学会と共催 

       1月10日（日）10時～11時30分  参加者 卒業生124名 養成校 17校 教員30名 

    日本理学療法士協会・愛知県理学療法士会・愛知県理学療法学会入会案内 

  協会組織と窓外学習制度について 

  卒業校報告会 11時30分～ （養成校毎） 

２）新人教育プログラム 中止 

    

３）症例検討会  令和2年3月14日（日）10時～12時（ウェブ配信）  参加者会員45名 会員外0名 

     4グループ  計23名症例発表 

 

５．職能局（局長：熊谷泰臣） 

＜管理業務推進部＞ 部長：石田悦二 

 １）施設代表者研修（士会マネジメント研修） 

 12月27日（日）9時～13時（ウェブ） 参加者 会員163名 会員外なし 

    講師：斎藤秀之・星野茂 

  コロナ禍における今年度の事業状況・来年度の報告制・地区ブロックの再編・臨床実習指導者講習会他 

 ２）職域別管理者ネットワーク研修会 

  ・生活期  10月24日（土）13時30分～17時30分（ウェブ） 参加者会員9名 会員外0名  

  講師：石田悦二・斎藤良太・二村誠・佐久間泰彦  

  ・地域包括ケア病棟 12月12日（日）13時30分～17時30分（ウェブ）参加者会員12名 会員外0名 

       講師： 石田悦二・斎藤良太・二村誠・佐久間泰彦・上野愛範 

                                

  ・回復期 11月28日（土）13時30分～17時30分ウェブ）  参加者 会員9名 会員外0名 

  講師： 石田悦二・斎藤良太・二村誠・佐久間泰彦・嶋津誠一郎 

  ・急性期 1月30日（日土13時30分～17時30分（ウェブ）  参加者会員19名 会員外0名 

  講師： 石田悦二・斎藤良太・二村誠・佐久間泰彦・飯田有輝・平野明日香・森嶋直人 

       ・ADL維持向上等体制加算に関する研修会 中止 

  急性期病院およびADL維持向上等体制加算導入病棟担当者へのアンケート調査（66施設あて） 

  管理職・一般職員向けの意識調査、専従・専任向けの意識・状況調査、業務内容、情報収集項目、 

  評価測定項目、カンファレンス状況、課題について 

            

＜保険業務推進部＞部長：二井俊行 

１） 訪問リハビリ実務者研修・・愛知県委託事業 

①12月 5日（土）10時～16時（ウェブ） 参加者 会員19名 会員外 16名 

    「地域包括ケアシステムと知己共生社会～リハビリテーション専門職のあるべき姿を自ら示そう～」 

       講師：村瀬文康・鈴木苑香・山内正美・堀田眞弥・太田崇 

  「改めて自助の促進とは」「第7期介護福祉計画の振り返りと第8期の見通し」 

 

  ②3月 6日（土）14時～16時（ウェブ） 参加者 会員18名 会員外 23名 

 「コロナ禍での訪問リハの役割について～令和3年に我々に求められること」 

 講師：二井俊行「令和3年度介護報酬改定の概要と生活期リハビリテーションについて」 

講師：山内正美「コロナ禍における訪問領域での新しい活動と参加の考え方」 

講師：村瀬文康「コロナ禍での自立支援の重要性について」 

 

２） 喀痰吸引研修会・・ 愛知県補助金事業 

①喀痰吸引研修会 

  講師：小林美和・宮嵜友和・熊谷泰臣・二井俊行・段直樹・丹羽一秋・伊藤実那 （安保ホール） 

 ・ウェブ研修会用動画撮影 1月24日（日）10時～12時30分  



 

 ・第1回研修会 2月14日（日）10時～12時30分（ウェブ及び対面）   参加者 会員・会員外 計23名   

 ・第2回研修会 3月6日（土）10時～12時30分（ウェブ及び対面）   参加者  会員15名 会員外 9名 

 ・第3回研修会 3月14日（日） 10時～12時30分（ウェブ及び対面）  参加者 会員12名 会員外 12名 

  

 ②喀痰吸引機器貸出事業 シュミレーター1台の購入及び 3件貸出 

       

３） 在宅医療推進研修・・愛知県補助金事業 

 11月8日（日）10時～12時（ウェブ及び対面研修・名古屋国際会議場） 参加者 会員20名 会員外18名 

   講師：武井誠司「リハビリマネジメントの効果的な実践とその工夫」 

   講師：二井俊行「通所系サービスの時代における変化とその工夫」 

  

   ４） 介護報酬改定説明会  

       3月14日（日）14時～16時（ウェブ）  参加者 会員  85名  会員外  19名 

   講師：鳥山喜之「介護報酬改定 情報説明会」 質疑応答 

 

＜予防事業推進部＞部長：林尊弘 

    １） 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  

12月13日（日）10時～16時 （ウェブ及び対面・TKP名古屋新幹線口）   参加者 会員38名 会員外0名 

    講師：林尊弘・小幡匡史   

②地域ケア会議推進リーダー導入研修 

11月29日（日）10時～16時（ウェブ及び対面・TKP名古屋駅前） 参加者 会員50名 会員外 0名 

  講師：星野茂・都築晃 

 

     ２） 地域リハ専門職介護予防指導者育成事・・愛知県委託事業 

①地域ケア会議アドバイザー事業会議 5回開催（ 5/27・7/22・9/30・11/18・1/20） 

 

②全体研修会   

        11月8日（日）12時30分～16時分（ウェブ及び対面：名古屋国際会議場） 

                                 参加者 対面 18名 ウェブ 125名 

  講師：井上明「愛知県の介護予防の取り組みについて」 

  愛知県作業療法士会・愛知県言語聴覚士会・愛知県栄養士会・愛知県歯科衛生士会 

  各団体より講師 「各団体の介護予防の取り組むについて」 

  講師：戸澤真由美「通いの場における感染対策について」 

 

③地区別研修会 

   ・配信ビデオ撮影 1月30日（土）12時～16時（TKP新幹線口） 

  ・地区研修会 （ウェブ）    

  2月27日（土）13時～16時30分 知多・西三河・東三河地区同時配信 

  2月28日（日）13時～16時30分 尾張・名古屋地区同時配信 

    講師：松本小牧「介護予防事業における各専門職への期待」 

    講師：都築晃「介護予防事業における各専門職の役割と実際」 

    グループワーク 1「自立支援型地域個別ケア会議ロールプレイ」 

         グループワーク 2「コロナ禍における通いの場の開催方法について」 

 

④愛知県歯科衛生士会事業  ※愛知県歯科衛生士会へ運営委託 

  1月31日（日） 12時～15時（ウェブ）  参加者 歯科衛生士会員41名 会員外 0名 

 「地域包括ケアシステムにおける歯科衛生士の役割 地域ケア会議での多職種連携」 

  



 

⑤愛知県言語聴覚士会事業   ※愛知県言語聴覚士会へ運営委託 

   1月23日（土）13時～16時（ウェブ） 参加者ST士会会員 30名 会員外0名 

     「地域包括ケア推進リーダー研修 コロナ禍における自立支援とは」 

  

⑥愛知県作業療法士会事業   ※愛知県作業療法士会へ運営委託 

 1月17日（日）10時～16時（ウェブ）  参加者OT士会会員 77名 会員外0名 

「作業療法に向けた地域包括ケアに資する人材育成研修会」 

 

    ⑦愛知県栄養士会    ※愛知県栄養士会へ運営委託 

 2月21日（日）13j時50分～16時30分（ウェブ） 

       参加者 栄養士会会員 108名 会員外・他職種 34名 

 「摂食・嚥下リハビリテーションと予防」 

 

3） 岩倉市シルバーリハビリ体操推進事業・・岩倉市委託事業 

①リーフレット作成事業   1000部 

②全国オンラインフェスティバル・養成講習会・指導士会  

 

６．社会局（局長：熊澤輝人） 

＜健康増進部＞ 部長：竹内有三 

   １） ウェルフェア 2020 中止 

   ２） 介護予防健康増進キャンペーン  中止 

  

＜スポーツ支援部＞ 部長：石田智大 

   １）高校野球連盟支援事業   

高野連メディカルサポート 7月26日（日）～8月2日（日）（岡崎市民球場）  参加会員12名  会員外なし 

高野連メディカルサポート 9月26日（土）～27日（日）（小牧市民球場・刈谷球場）  参加会8名 会員外なし 

  

   ２） スポーツ傷害予防教室 

     中日新聞 健康DAY 3月13日（土）～14日（日）（事前申込ウェブ・定員100名） 

   講師：岡戸敦男「健康のためのランニング ケガなく走り続けるコツを知ろう！」  

 

   ３) 東京オリパラ事前研修会 

    3月7日（日）9時～10時30分（ウェブ）  参加者 会員18名 会員外なし 

    講師：小林寛和「教材を使用した学習について」 

    講師：平野佳代子「急性期対応」 

    講師：水田洋平「テーピング」 

    講師：北村麻衣子「障がい者スポーツ」 

 

４）愛知県スポーツ局との打ち合わせ 令和3年度障がい者スポーツ事業について 

 

＜小児福祉部＞ 部長：鵜飼宏和 

１） 第25回小児領域の地域リハビリテーション公開講座 

2月14日（日）10時～12時（ウェブ） 参加者 会員 30名 会員外 4名 

   講師：深谷佳希「肢体不自由のお子さんへの適切なサポートとは」 

   講師：柴田大輔「重度心身障害のある方、お子さんとの関わりの実際」  

 

２） こどもの福祉機器展 チャレンジドフェア情報室開設 

3月1日（月）～3月31日（水）ウェブ公開 

 



 

＜広報部＞部長：清島大資 

１） ホームページリニューアル 求人広告・研修会案内・お知らせの掲載、研修会申込集約 

２） 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.197月（5月第1週発行5,800冊） 

No.198号（8月第1週発行5,800冊） 

No.199号（11週発行6,000冊） 

No.200号（2月第1週発行6,100冊） 

   ３）広報誌 ぴたっとあいち 編集・発行・関係団体への送付 5,800部 

   ４）愛知県理学療法士会ロゴマークのリニューアル 公募の結果新ロゴ決定 

  

７．ブロック局（局長：都築晃） 

＜名古屋ブロック＞部長：加藤正樹 

 ・名古屋ブロック 会議開催 

 ・名古屋東ブロック研修会 11月15日（日）  中止 

 

＜尾張ブロック＞部長：宮原利博 

 ①尾張中部ブロック 

  市町村別施設代表者意見交換会 

   ・一宮市 11月26日（木）19時～20時 （シビックホール）   8施設代表者参加 

   ・清須市 11月13日（金）19時～19時40分 （ウェブ）     5施設代表者参加 

   ・岩倉市 11月27日（金）20時～21時 （岩倉病院）       6施設代表者参加 

   ・北名古屋市 2月19日（金）19時30分～20時20分（ウェブ）  4施設代表者参加 

 

 ②尾張東部ブロックオンライン情報交換会  2月14日（日）10時～11時 参加者 11施設代表者 

 

＜知多ブロック＞部長：畔上和久 

 

＜西三河ブロック＞部長：酒井元生 

 3月27日（土）14時～17時（ウェブ ）参加者 会員19名 会員外 2名 

   講師：松山太士「他者とのコミュニケーション・会議のファシリテーションに必要な思考法の理論と実践」 

   グループワーク 

   

＜東三河ブロック＞部長：内藤貞子 

 ①東三河ブロック研修・交流会（ウェブ） 

   11月12日（木）19時～20時 参加者 会員24名 会員外 なし 

   講師：都築晃「ブロック局の現状と今後について」 

   ブレイクアウトルームを利用した情報交換 

 ②東三河ブロック症例検討会 

1月30日（土）12時30分～16時30分（ウェブ） 参加者 会員26名 会員外3名 

症例検討 6題 

 

８．リハビリテーション情報センター（部長：小幡匡史）・・・愛知県補助金事業 

   １）市区町村ネットワーク運営補助金事業 

ネットワークへ補助金交付 10市区町村 

瀬戸市、尾張旭市、津島市、弥冨市、豊明市、碧南市、西尾市、清須市、東海市、知多郡武豊町 

２）リハビリテーション情報センター 

①情報センターホームページ運営・管理  

②情報センターホームページ携帯版作成 



 

③電話相談 年間 22回実施  

 ④リハビリテーション実態調査アンケート 会員所属955施設へ送付、情報センターデータの更新 

  7月「新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う理学療法士の働き方への影響調査」 

  3月「リハビリテテーション実態調査アンケート」 

⑤在宅体操ネット配信及びDVD作成 「肩痛の方に向けた自宅でできる自主トレーニングの内容」 

        「小児体操」 

        「腰痛の方に向けた自宅でできる自主トレーニングの内容」 

⑥「介護予防のための地域ケア個別会議手引き」作成  1，350冊 

 

  ９.安城市地域リハビリテーション活動支援事業・・安城市委託事業 

 安祥地区 17回 明祥地区 5回 東山地区 7回 中部地区6回 中央地区10回 

 西部地区 17件 作野地区14回 桜井地区 15回  会議3回 同行訪問29回  延べ 123回派遣 

 

 １０.リハビリテーション専門職派遣事業・・名古屋市委託事業 

    名古屋市内地域サロンへ派遣 延べ 17名派遣 及び全体会議 

 

 １１.健康運転講座  ※ダイハツ工業株式会社共同事業 

 11月24日（火）12時～16時（愛知ダイハツ東海店）  

 参加者 会員3名 会員外1名 一般市民19名 ダイハツ・JAFスタッフ 10名 

 参加者の体力測定・運動指導及び JAFの安全運転講習 

  

「常設委員会」 

１１．組織委員会（委員長：坂口勇人） 

   組織の再編及び規定整備 

 

１２．表彰委員会（委員長：三宅わか子） 

    １）第49回医療功労賞受賞・中央表彰受賞     青山賢治氏 

   ２）公衆衛生関係功労者に対する愛知県知事表彰受賞  森本和宏氏 
     
１３．白書委員会（委員長：張本浩平）  

 愛知県理学療法白書2021発行の準備 アンケート項目についての協議 

 

１４.災害対策委員会（委員長：張本浩平） 

   １）7月豪雨被災地視察 （東栄町役場、豊根村役場、新城市役所） 災害現場の調査、行政からの情報収集 

   

   ２）災害対策研修会   

10月31日（土）16時～17時（ウェブ） 参加者 会員51名 会員外 OT 3名 ST 4名 

講師：河嶌譲 「DPAT（歳額は県精神医療チーム）の役割～災害時のメンタルケア～」 

 

   ３）愛知 JRAT研修会  ※ 愛知 JRATと共催 

2月6日（土）13時～16時30分（ウェブ） 参加者 会員51名 会員外  名 

  講師：津金慎一郎「愛知 JRATの活動①」  

 講師：細川秀一「愛知 JMATの活動と JRATとの連携」 

 講師：近藤国嗣「これからの JRAT」 

 講師：浅野直也「愛知 JRATの活動②」 

「特設委員会」 

１５.男女共同参画等検討委員会（委員長：宮嵜友和） 

    １）働き方改革セミナー「医療職で考える 私の最高のキャリア選択とは？」 

オンライン公開 3月24日（水）～31日（水） 



 

 講師：高木綾一「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」 

    

  

１６．地域包括ケアシステム推進委員会（委員長：青木一樹） 

地域包括ケア関連事業についての協議（ウェブ）  3回 (6/1，8/26，10/28) 

 

１７.臨床実習指導者講習会運営委員会（委員長・坂口勇人） 

１）臨床実習指導者講習会 （日本福祉大学） 

 1月16日（土）～17日（日） 中止 

２）臨床実習指導者講習会 （名古屋平成看護医療専門学校） 

       1月30日（土）～31日（日） 中止 

    ３）臨床実習指導者講習会（中部大学） 

 2月27日（土）～28日（日）   中止 

 ４）第317回臨床実習指導者講習会 （星城大学） 

 3月4日（木）～5日（金）  参加者会員25名 会員外5名 欠席0 

５) 第318回臨床実習指導者講習会 （東別院会館・担当：東海医療科学専門学校）  

 3月6日（土）～7日（日） 参加者会員19名 会員外2名 欠席5名 

６) 第329回臨床実習指導者講習会 国際医学技術専門学校）  

 3月13日（土）～14日（日）  参加者会員24名 会員外9名 欠席3名 

    ７）第345回臨床実習指導者講習会（あいち福祉医療専門学校） 

 3月20日（土）～21日（日）   参加者会員22名 会員外4名 欠席4名 

 

１８．第56回日本理学療法学術研修大会準備委員会 

      令和3年6月18・19日 開催準備  辞退 

      告知用チラシ作成・企画打ち合わせ会議 8回開催 （準備委員会は協会経費で開催） 

 

「その他」 

１９．選挙管理委員会（委員長：江本達也） 

     ・令和3・4年度役員選挙告知  

     ・立候補者 理事13名 のため選挙の実施、当選者10名の確定 

 


