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１．会務記録（代表理事・鳥山喜之、三宅わか子、都築 晃）  

  

   月日 曜日     内容 

4月4日 日 日本理学療法士協会組織運営協議会（鳥山） 

4月8日 木 第1回愛知県介護予防指導者育成会議（都築） 

4月25日 日 第1回理事会（鳥山・三宅・都築） 

4月25日 日 新人オリエンテーション（鳥山・三宅） 

5月12日 月 第2回愛知県介護予防指導者育成会議（都築） 

5月20日 木 学習局会議（三宅） 

5月20日 木 大口町自立支援ケア会議（都築） 

5月31日 月 第3回愛知県介護予防指導者育成会議（都築） 

6月1日 火 第1回愛知県循環器病対策推進協議会(Web会議)鳥山 

6月2日 水 支部局支部長会議（都築） 

6月5日 土 日本理学療法士協会評議員定時総会（三宅） 

6月12日 土 日本理学療法士協会女性代議員情報交換会（三宅） 

6月13日 日 定期総会・第2回理事会（鳥山・三宅・都築） 

6月15日 火 学習局会議（三宅） 

7月1日 木 東海北陸ブロック理学療法士協議会理事会（鳥山） 

7月7日 水 第4回愛知県介護予防指導者育成会議（都築） 

7月10日 土 あいち福祉医療専門学校関係者評価委員会及び第1回教育課程編成委員会（鳥山） 

7月15日 木 大口町自立支援ケア会議（都築） 

7月17日 土 第3回理事会（鳥山・三宅・都築） 

7月26日 月 第5回愛知県介護予防指導者育成会議（都築） 

7月28日 水 自民党政策懇談会（鳥山） 

8月19日 木 日本理学療法士協会臨時全国士会長会議（鳥山） 

8月20日 金 第2回愛知県循環器病対策協議会（鳥山） 

8月25日 水 名古屋平成看護医療専門学校第1回教育課程編成委員会（鳥山） 

9月18日 土 第4回理事会（鳥山・三宅・都築） 

9月19日 日 第1回新人教育プログラム（鳥山・三宅） 

9月25日 土 リハ 3団体協議会（鳥山・三宅・都築） 

9月27日 月 第6回愛知県介護予防指導者育成会議（都築） 

9月30日 木 支部局支部長会議（都築） 

10月9日 土 第2回日本理学療法士協会組織運営協議会（鳥山） 

10月10日 日 生涯学習部新人教育プログラム第2回研修会（三宅） 

10月18日 月 第7回愛知県介護予防指導者育成会議（都築） 

10月23日 土 リハ 3団体協議会（鳥山） 

10月27日 水 名古屋支部懇談会（鳥山） 

10月28日 木 令和3年度中間監査（三宅・都築） 

10月30日 土 第37回東海北陸理学療法学術大会（鳥山） 

10月30日 土 第37回東海北陸理学療法学術大会 男女共同参画および働き方改革委員会会議（三宅） 

11月2日 火 日本理学療法士協会第1回選挙制度検討小委員会（鳥山） 

11月20日 土 あいち福祉医療専門学校第2回教育課程編成委員会（鳥山） 

11月20日 土 第5回理事会（鳥山・三宅・都築） 

11月21日 日 生涯学習部新人教育プログラム第3回研修会（三宅） 

11月25日 木 学習局卒前教育部養成校担当者会議（三宅） 

11月29日 月 愛知県庁介護予防指導者育成に関する次年度事業会議（都築） 



 

11月29日 月 第8回愛知県介護予防指導者育成会議（都築） 

12月2日 木 新生涯学習システム説明会（三宅） 

12月9日 木 東海北陸ブロック理学療法士協議会理事会（鳥山） 

12月11日 土 介護予防指導者育成事業 全体会 （都築） 

12月12日 日 新人教育プログラム第3回研修会（三宅） 

12月21日 火 日本理学療法士協会第3回選挙制度検討小委員会（鳥山） 

12月21日 火 学習局生涯学習局会議（三宅） 

12月22日 水 学習局卒前教育部会議（三宅） 

12月24日 金 第3回愛知県循環器病対策協議会（鳥山） 

1月16日 日 第2回ADL維持向上等体制加算研修会（都築） 

1月22日 土 第6回理事会（鳥山・都築） 

1月31日 月 第9回愛知県介護予防指導者育成会議（都築） 

2月13日 日 関連5団体会長懇談会（鳥山） 関連5団体理事意見交換会（都築） 

2月21日 月 支部局支部長会議（都築） 

2月21日 月 愛知県庁地域包括ケア推進にむけた自治体研修シンポジウム（都築） 

2月25日 金 名古屋平成看護医療専門学校教育課程編成委員会（鳥山） 

2月26日 土 職域別役職者ワークショップ（教育）（三宅） 

2月26日 土 介護予防指導者育成事業 地区別研修会 （都築） 

3月4日 金 学習局生涯学習部会議（三宅） 

3月5日 土 第7回理事会（鳥山・三宅・都築） 

3月7日 月 学習局卒前教育部会議（三宅） 

3月16日 水 診療報酬改定説明会（鳥山） 

3月28日 月 第10回愛知県介護予防指導者育成会議（都築） 

 
２. 表彰及び公的委員   

 ・第50回医療功労賞       山本佳司 

 ・愛知県表彰条例に基づく第73回愛知県表彰    青木一治 

 ・公衆衛生関係功労者に対する愛知県知事表彰         松野俊次 

 ・愛知県在宅医療推進協議会委員      鳥山喜之 

 ・愛知県循環器病対策推進協議会構成員          鳥山喜之 

 ・今後の名古屋市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀ-の役割検討に係る懇談会委員  熊谷泰臣  

 ３．渉外  

（１）講師等派遣  

   ・地域ケア推進会議研修講師      青木一樹 

 （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 

    ・名古屋市在宅医療・介護連携推進会議         鳥山喜之 

    ・介護予防専門職派遣システム推進会議     星野茂 

 （３）後援名義許可  

   ・第9回あいち小児在宅医療研究会 

   ・第11回、第12回桜山リハビリテーション研究会 

   ・日本リハビリテーション医学会市民公開講座 

   ・第3回愛知県理学療法士連盟 第1回研修会 

   ・保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジウム 

   ・日本転倒予防学会第8回学術集会 

   ・リハMAP体操～ゴールデンエイジの君たちへ～ 

   ・第58回日本臨床生理学会総会 



 

   ・第11回日本リハビリテーション栄養学会学術集会 

   ・第16回愛知県医療ソーシャルワーク学会 

   ・第30回日本臨床工学会 

    ・第15回日本医療マネジメント学会愛知県支部学術集会 

   ・介護ロボット等活用推進事業介護ロボットあいち・なごやフェスタ 2021 

   ・第29回愛知県作業療法学会 

   ・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3回特別講演会 

   ・第48回日本赤十字リハビリテーション協会学術集会 

   ・第42回臨床歩行分析研究会定例会 

   ・第69回日本理学療法学会 

   ・第22回日本言語聴覚学会 iｎ 愛知 

   ・第57回日本循環器病予防学術集会 

   ・第47回日本診療情報管理学会学術大会 

 （４）共催名義許可 

・愛知 JRAT第2回研修会 

 

  ４．事務局（局長：星野茂）   

＜総務部＞ 部長：清島大資 

1）会員の年間異動        

3月末日時点 会員数5,870名（うち自宅会員687名）  会員所属施設数971施設 

    新入会員483名 （新入会手続 393名 異動入会90名） 

    退会会員273名 復会会員25名  休会会員1,033名  

2）諸会議運営 

①理事会開催 

      

 

 

    

  

  

    

    

②愛知県リハビリテーション専門職三団体協議会会議 

9月25日（土）14時～15時30分（ウェブ）  参加者 会員13名 会員外 7名 

③連携活動事業（理学療法士の未来を考える会研修会 

   12月11日（土）18時～20時（ウェブ）      参加者 会員10名 会員外4名 

   1月7日（金） 15時～17時（自由民主党連合会会議室）   参加者 会員4名 会員外20名 

 

関連五団体会長会議 

2月13日（日）10時～12時（ウェブ） 参加者 会員4名 会員外12名 

②第8回定時社員総会 

6月13日（日）11時30分～12時（ウェブ及び対面：TKP名古屋栄カンファレンスセンター）  

・第1号議案 令和２年度事業・決算報告書の承認を求める件 

・第2号議案 令和３年度事業計画・予算の承認を求める件 

・第3号議案 令和３・４年度役員の選出について 

    

第1回理事会 4月 25日（日） ウェブ及び対面（安保ホール） 

第2回理事会 6月 13日（日） ウェブ及び対面（事務局） 

第3回理事会 7月 17日（土） ウェブ及び対面（事務局） 

第4回理事会 9月 18日（土） ウェブ及び対面（事務局） 

第5回理事会 11月 20日（土） ウェブ及び対面（事務局） 

第6回理事会 1月 22日（土） ウェブ及び対面（事務局） 

第7回理事会 3月 5日（土） ウェブ及び対面（事務局） 



 

書面表決書 出席者
ウエブ
手上げ

計 書面表決書 出席者
ウェブ
手上げ

計

第1議案 3,337 5 42 3,384 0 0 0 0 1 3,385

第2議案 3,334 5 42 3,381 0 0 0 0 4 3,385

第3議案 3,335 5 42 3,382 0 0 0 0 3 3,385

無効 総数
反　　対賛　　成

 
 

３）連携活動事業 

①理学療法士の未来を考える研修会 

12月11日（土）18時～21時（事務局） 参加者 会員10名 会員外4名 

講師：星野茂「理学療法士の未来を考える＝理学療法士と愛知県理学療法士会の活動」 

講師：小幡匡史「理学療法士連盟の活動」 

②自民党愛知県連政調会勉強会 

1月7日（金）15時～17時（自由民主党愛知県連合会会議室） 参加者 会員4名 会員外20名 

講師：星野茂・小幡匡史 

4）資料の収集、内外の文書処理 

5）東海北陸理学療法学術大会支援事業  拠出金 5,978名×200円＝1,195,600円 

                           追加拠出金 5,979円×76円＝454,328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）Office365（Microsoft Teams）の管理・運営 

4）ウェブ会議・事業システムの準備、サポート 

5）愛知県理学療法士白書 ウェブアンケート実施及び集計作業 

 

＜災害対策部＞ 部長：嶋津誠一郎 

1）災害対策研修会 

11月27日（土）9時～12時（ウェブ：配信基地 事務局） 参加者 会員35名 会員外16名 

講師：浦野愛「災害時におけるNPOとリハビリテーション専門職種の協働の可能性」 

講師：浅野直也・村岡健史「リハビリテーションの実際 熱海土砂災害における静岡 JRATの活動」 

2）災害時情報伝達訓練 ※愛知県PT・OT・ST士会合同 

11月13日（土）12時～20日(土)12時       参加者 会員7名 会員外45名 

3）第2回愛知 JRAT研修会  ※ 愛知 JRATと共催      参加申込者239名 

2月26日（土）13時～16時30分（ウェブ：配信基地 事務局） 参加者 

講師：中橋亮平「愛知 JRATの活動マニュアルについて」 

講師：村岡健史「熱海市伊豆山地区土砂災害における静岡 JRATの活動①」 

講師：高橋博達「熱海市伊豆山地区土砂災害における静岡 JRATの活動②」 

講師：小早川義貴「災害医療と地域復興」 

 

＜ワーク・ライフサポート部＞ 部長：内藤貞子 

  １）アンケート調査事業 調査期間：10月1日～11月20日 結果をHPへ掲載 



 

2）施設訪問事業 

12月14日（火） 大府市の共和病院を訪問  

3）動画セミナー撮影 

・ワラサポ 10分動画セミナー 講師：寺本圭佑  

12月22日（水） 撮影、ユーチューブへアップ予定 

・会員向け動画セミナー 講師：古井由美子「メンタルヘルスケア①：若いスタッフ向け」 

3月3日（木）13時～16時 撮影、ユーチューブへアップ予定 

 

５．職能局（局長：熊谷泰臣） 

＜管理業務部＞ 部長：斎藤良太 

1）施設代表者会議（士会マネジメント研修） 

6月13日（日）10時～12時（ウェブ及び対面：ＴＫＰ名古屋栄カンファレンスセンター） 

 参加者 会員114名 会員外なし 

講師：斉藤秀之 「日本理学療法士協会の今後－協会・士会の連携と施設代表者の役割－」 

新生涯学習システム開始と施設代表者へのお願い 

2）協会指定管理者研修（初級） 

7月31日（土）13時30分～17時（ウェブ） 参加者 会員16名 会員外0名 

講師：星野茂「管理者ネットワーク構築の必要性」 

講師：熊谷泰臣「EPDCAの考え方とその必要性」 

ワークショップ 

3）初級・上級管理者ブラッシュアップ研修 

12月12日（日）13時～16時（ウェブ） 参加者 会員12名 会員外0名 

講師：松山太士・斎藤良太・佐久間泰彦「理論と実践から学ぶ後輩育成のコツ」 

 

４）職域別管理者ネットワーク構築事業 

①生活期：7月3日（土）14時～17時（ウェブ） 参加者 会員14名 会員外0名 

  講師：清水友章・斎藤良太・二村誠・佐久間泰彦  

②地域包括ケア病棟：9月25日（土）14時～17時（ウェブ） 参加者 会員7名 会員外2名 

        講師：斎藤良太・上野愛範・佐久間泰彦                            

  ③回復期：11月6日（土）14時～17時（ウェブ）  参加者 会員20名 会員外3名 

  講師：斎藤良太・熊谷泰臣・佐久間泰彦・二村誠 

④急性期：1月22日（土）14時～17時（ウェブ） 参加者 会員13名 会員外2名 

  講師：永田英貴・飯田有輝・森嶋直人・斎藤良太・佐久間泰彦 

⑤教育：2月26日（土）13時30分～17時30分（ウェブ） 参加者 会員17名 会員外0名 

講師：大塚圭・佐久間泰彦・二村誠・斎藤良太・三宅わか子・熊谷泰臣 

⑥ADL維持向上等体制加算研修会 

・第1回：9月18日（土）9時～16時（ウェブ） 参加者 会員49名 会員外5名 

講師：平澤純「重症COVID-19症例に対して集中治療室から始まるリハビリテーション 

         －急性期から退院後も続く呼吸機能障害－」 

取り組み報告：伊藤武久・寺谷晃寛・上村晃寛「3施設によるCOVID-19対策について」 

報告：平野明日香「ADL維持向上等体制加算について」 

講師：半田一登「急性期リハビリテーション専門職に求められる役割－コロナ禍における新たな働き方－」 

・第2回：1月16日（日）9時30分～16時10分（ウェブ） 参加者 会員18名 会員外2名 

講師：西川満則・大城京子「地域でつなぐACP－生活現場の事例から学ぶ－」 

報告：平野明日香「ADL維持向上等体制加算について」 

講師：都築晃・松下寛代「ACPを知る・考えてみる」 

グループワーク 

 

 



 

＜医療保険業務部＞部長：平野明日香 

1）在宅医療リハビリテーション推進研修会・・愛知県補助金事業 

12月12日（日）9時～12時（ウェブ：配信基地 事務局） 参加申込者 80名 

「COVID-19 に対するリハビリテーション〜急性期、回復期、⽣活期の連携はどうあるべきか〜」 

講師：飯田有輝「COVID-19 に対するリハビリテーションの現状と課題」 

講師：上村晃寛「急性期の現状と課題」 

講師：平野明日香「回復期の現状と課題」 

講師：山路健太「生活期（⽼健・デイ）の現状と課題」 

講師：稲垣圭亮「生活期（訪問）の現状と課題」 

講師：岩田健太郎「病態の理解とその対応 -病期別にやるべきこと-」 

シンポジウム「急性期、回復期、⽣活期の連携はどうあるべきか」 

 ２）喀痰吸引研修会・・愛知県補助金事業 

①喀痰吸引研修会 

・第1回：9月５日（日）10時～13時（ウェブ配信元：TKP名古屋ルーセント） 参加者 会員10名 会員外10名 

講師：小林美和・宮嵜友和・熊谷泰臣・二井俊行・嶋津誠一郎・段直樹・丹羽一秋 

・第2回：1月15日（土）10時～12時30分（ウェブ配信元 事務局） 参加者 会員18名 会員外7名 

講師：小林美和・二井俊行・嶋津誠一郎・丹羽一秋 

 ②喀痰吸引機器貸出事業 5件貸出 

  AOI名古屋病院、東海医療科学専門学校、愛知医科大学付属病院、 

      豊橋整形外科鷹丘クリニック、青和会中央病院 

３）診療報酬改定説明会 

    3月16日（水）19時～21時（ウェブ：配信基地 事務局）   

講師：鳥山喜之「診療報酬改定説明会」 質疑応答  

 

＜介護保険業務部＞部長：二井俊行 

１）訪問リハビリテーション実務者研修・・愛知県委託事業 

①１１月21日（日）13時～１６時（ウェブ：配信元 TKPガーデンシティプレミアム名古屋新幹線口） 

参加者 会員４５名 会員外１８名 

講師：張本浩平「訪問リハビリテーションとゴール設定」 

フリーディスカッション 

②1月23日（土）10時～16時（ウェブ：配信元 ㈱gene） 参加者 会員34名 会員外16名 

    「在宅生活のアセスメント～リハビリテーションのあり方と PT・OT・STの専門性～」 

講師：土井勝幸「私たちは在宅生活を本当に支援ｆできているのか？～医学モデルからの脱却～」 

講師：橋本建亮・間瀬浩之（作業療法士）・村瀬文康（言語聴覚士）「訪問リハビリテーションの失敗から学ぶ 

～多様な視点の必要性～」 

 グループディスカッション 

 ２） 介護施設等重症化予防リハビリテーション専門職育成事業・・愛知県委託事業 

①入所・通所施設等における「重症化予防・自立支援のための機能訓練の方法などを考える研修会 

12月10日（金）10時～16時（ウェブ 配信元 事務局） 参加者 会員9名 会員外91名 

講師：小幡匡史「重症化予防・自立支援のための機能訓練の方法について」 

グループワーク 

 

＜小児・障がい福祉事業部＞部長：鵜飼宏和 

1）小児・障がい事業部研修会 

12月12日(日)９時30分～１２時30分（ウェブ 配信元：安保ホール） 参加者 会員39名  

講師：江川和郎「障害者総合支援法、障害福祉サービスの概要」 

講師：松野俊次「障害福祉サービスにおけるリハビリテーションの役割」 

 

 



 

＜介護予防事業部＞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 

10月31日（日）10時～16時 （JPタワーNagoya Hall & Conference）   参加者 会員23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28日（日）10時～16時（ウェブ：配信元 事務局） 参加者 会員28名 会員外0名 

講師：星野茂・都築晃 （講演動画配信） 

2）地域リハ専門職介護予防指導者育成事業・・・愛知県委託事業 

①全体会（ウェブ 配信元：事務局） 

12月11日（土）13時～16時30分（ウェブ） 参加者 会員39名 会員外68名 

講師：青木一樹「愛知県の介護予防の取り組みについて」 

講師：飛田英樹・山口智晴（作業療法士会）・山本徹（言語聴覚士会）・山岡由理子(栄養士会) ・ 

有松ひとみ（歯科衛生士会）「各職種の介護予防・地域包括ケアの取り組みについて」 

講師：岡持利亘「埼玉県の介護予防事業の取り組みと人材育成について」 

②地区研修会（ウェブ:配信元 TKP） 

     ・講演:「基礎から学ぶ専門職としての地域への関わり方 

～急性期から生活期まで把握しておくべき地域の知識～」 

・グループワーク: 「各地域における社会資源について」 

2月19日(土) 13時～16時 名古屋・尾張地区同時配信 名古屋地区 参加者 会員7名 会員外16名 

            尾張地区   参加者 会員5名 会員外9名 

2月26日（土) 13時～16時 知多・西三河・東三河地区同時配信 

  知多地区  参加者 会員6名 会員外4名 

  西三河地区 参加者 会員１７名 会員外16名 

  東三河地区 参加者 会員5名 会員外11名 

   地区別講師 名古屋：林尊弘、後藤零、太田倫、佐久間大輔、山本絵美 

  尾張：伊藤健太、中川雄樹、杉浦竜太、渡邉良太、野口泰司、岡田荘司、村瀬文康、野田知子 

  西三河：中川雄樹、纐纈良、青木一樹、棚橋惟、園部智子、近藤由香 

  知 多：野口泰司、中野好治、都築晃、角田一樹、天野剛 

  東三河：伊藤健太、渡邉良太、佐藤謙次、星野茂、石田望、朝岡義博、倉橋有里 

③地区別研修検討会（東三河・知多支部合同）ウェブ 

    計8回（6/13，7/18，8/25，6/29，10/27，11/29，1/25，2/24） 

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23日（日） 10時～12時（ウェブ） 参加者 歯科衛生士会員18名 会員外6名 

 「サービス担当者会議と地域ケア会議における多職種連携の実際」 

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29日（土）13時～15時（ウェブ） 参加者ST士会会員２0名 会員外0名 

 「地域ケア会議等において、言語聴覚士が必要な知識、視点を学ぶ」 

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9日（日）10時～16時（ウェブ） 参加者OT士会会員６１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 

3月3日（木）18時～20時４0分（ウェブ） 参加者 栄養士会会員１１２名 会員外・他職種39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 

    定期勉強会・指導者支援・養成講座・普及  のべ 53名派遣 

  



 

  ４）第1回シルバーリハ体操指導士養成講師認定講習会  

    12月10日（金）～11日（土）（大垣情報工房）  浅井絵美、岡田壮司参加 

  ５）愛知県アドバイザー会議 10回開催（4/8・5/12・5/31・7/7・7/26・9/27・10/18・11/29・1/31・3/28） 

 

＜産業保健事業部＞部長：古田博之 

1）アンケート事業 次年度に結果を発表 

2）啓蒙活動 企業勤労者の「働く」が変わる ポスター作製 1,000部 

3）腰痛予防 動画作成 ユーチューブへ公開予定 

3月20日（日）14時～17時（事務局） 撮影 講師：古田博之・榊原和真 

4）オンデマンド健康セミナー 第3回中日健康デー「腰痛を考える」 

3月18日(金)～28日（月） （オンデマンド） 

講師：古田博之  腰痛に対する考え方、予防体操やストレッチ等を紹介 

 

６．学習局（局長：三宅わか子） 

＜生涯学習部＞部長：松田文浩 

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

4月5日（日）13時30分～15時 （ウェブ：配信基地 安保ホール）  

参加者 215名 養成校18校 教員27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案内 

・協会組織と窓外学習制度について 

・卒業校報告会 15時～ （養成校毎に分かれて開催） 

2）新人教育プログラム 

①9月19日（日）10時～16時20分（ウェブ：配信基地 安保ホール） 

講師：鳥山喜之「協会機構と生涯学習システム」      認定者138名 

講師：松田文浩「新人教育プログラムの概要」        認定者138名 

講師：山上潤一「リスクマネジメント」                認定者141名 

講師：鈴木利行「理学療法と倫理」                  認定者144名 

講師：松田文浩「人間関係および接遇」              認定者144名 

講師：佐藤健二「理学療法における関係法規」       認定者145名 

②10月10日（日）10時～14時（ウェブ：配信基地 安保ホール） 

講師：上村晃寛「一時救命処置と基本処置」         認定者86名 

講師：小出祐「社会の中の理学療法」              認定者82名 

講師：高橋健太「ティーチングとコーチング」         認定者80名 

③11月21日（日）10時～15時10分（ウェブ：配信基地 事務局）  

講師：伊藤直樹「生涯学習と理学療法の専門領域」    認定者94名 

講師：片山脩「理学療法の研究方法論」             認定者84名 

講師：鋤柄和子「国際社会と理学療法」              認定者80名 

講師：土山和大「統計方法論」                    認定者72名 

④12月12日（日）10時～15時10分（ウェブ：配信基地 事務局） 

講師：堀田昌志「クリニカルリースリング」             認定者87名 

講師：小川克巳「理学療法士のための医療政策論」    認定者75名 

講師：鈴木由佳理「臨床実習指導者方法論」         認定者67名 

講師：小田克成「症例報告・発表の仕方」            認定者65名 

⑤2月13日（日）10時～16時20分（ウェブ：配信基地 事務局） 

講師：星野茂「協会機構と生涯学習システム」       認定者55名 

講師：松田文浩「新人教育プログラムの概要」         認定者55名 

講師：山上潤一「リスクマネジメント」           認定者51名 

講師：鈴木利行「理学療法と倫理」                  認定者48名 

講師：松田文浩「人間関係および接遇」              認定者51名 



 

講師：佐藤健二「理学療法における関係法規」        認定者48名 

 

3）症例検討会 

1月22日（日）9時30分～11時30分 運営リハーサルおよび発表者への事前説明 

1月23日(日)9時30分～15時30分（ウェブ：配信基地 事務局）  3グループ  計24名症例発表 

2月4日(金)19時45分～20時15分（ウェブ：配信基地 事務局）  1名症例発表 

                                  参加者 37名 

4）共催セミナー ※賛助会員・日本新薬株式会社と共催 

1月28日（金）19時～20時30分（ウェブ：配信基地 事務局） 参加者 55名 

講師：田中由希子「筋ジストロフィー症とリハビリテーション」 

講師：服部文子「筋疾患診療の実際～デュシェンヌ型筋ジストロフィーを中心に～」 

   ５）新生涯学習システム説明会（ウェブ開催） 

     3月24日（木）  東三河支部  講師：星野茂 

 

＜卒前教育部＞部長：近藤達也 

  1)臨床実習指導者講習会運営に係る諸活動 

  中央研修会参加：佐藤貴徳、田中和彦 

  ウェブ開催に向けた練習会への参加：大塚圭、平野明日香 

  ２）入会説明会   訪問者：内山靖（協会副会長）・星野茂・近藤達也   計 6校 訪問 

  2月21日（月） 東海医療科学専門学校、あいち福祉医療専門学校、理学作業専門学校、 

            東名古屋病院附属リハビリテーション学院   

  2月24日（木） 国際医学技術専門学校  

  3月 3日（木） 星城大学リハビリテーション学院      

 

７．社会局（局長：池野倫弘） 

＜社会事業部＞ 部長：竹内有三 

1）介護予防推進キャンペーン 中止 

2）第9回中日健康フェア 2021 

8月29日（日）13時～14時10分（ウインクあいち） 

講師：平野佳代子「健康に歩こう！病気やケガを防ぐための基礎知識 

             自身の身体に向き合って無理なく“健康に歩く”ためのポイント」  

3）中日新聞主催「リアルのススメ」 みんなでパラスポーツのススメ 

12月19日（日）13時～16時45分（TKPガーデンシティプレミアム名駅西口）  

 ボッチャの体験教室  参加者 会員8名  一般参加者 ３８名 

  

＜スポーツ支援部＞ 部長：石田智大 

1）高校野球連盟支援事業   

メディカルサポート 5月1日（土）・2日（日）（岡崎市民球場）             参加者 会員8名  会員外0名 

メディカルサポート 6月12日（土）・13日（日）（刈谷球場・岡崎市民球場）  参加者 会員9名 会員外0名 

メディカルサポート 7月27日（火）・29日（木）・31日（土）（岡崎市民球場・小牧市民球場）  

参加者 会員16名 会員外0名  

メディカルサポート 10月3日（日）・９日（土）（小牧市民球場・岡崎市民球場） 参加者 会員7名 会員外0名 

メディカルサポート 10月30日（土）・31日（日）・11月３日（水）・6日（土）・7日（日）（岡崎市民球場・刈谷ト球場） 

参加者 会員24名 会員外0名 

2）スポーツ傷害予防教室 

①6月１日（火）14時～15時（愛知県立国府高等学校） 参加者 教員生徒 約920名 会員 2名 

講師：高橋拓也・川口聖史「捻挫の怖い正体とは」 

②7月15日（木）１３時30分～16時（愛知県立半田東高等学校） 参加者 会員5名 会員外30名 

講師：奥出祐輔・辻真・新郷淳・鈴木沙都子・木口巳稲 



 

「ケガの予防とカラダ作り・ストレッチを理解しよう・ストレッチ実技」 

③10月15日（金）13時～14時（愛知県立新城有教館高等学校） 参加者 会員３名 会員外0名 

講師：川口聖史・纐纈悠・伊藤舞佳 

④11月28日（日）8時～13時（豊橋創造大学） 参加者 会員8名 会員外15名 

講師：川口聖史・纐纈悠・松本洸希・小林龍樹・赤谷拓海・藤井京夢・山野翼・高橋七海 

    「走チーム１速い選手に」 

3)第60回中日本フェンシング選手権大会メディカルサポート事業 

 6月12日（土）・13日（日）8時～18時（スカイホール豊田） 参加者 会員9名 会員外99名 

  事前講師：加納昭広 

  講師：平野佳代子・水田洋平・山田圭介、佐藤真樹、柴田智仁、河合紗都子、出田浩之、吉原圭祐、宮地傭祐 

4）研修会「『生涯スポーツ』に理学療法士が関わる意義～10年後を見据えた提案～」 

9月4日（土）19時～20時30分（ウェブ） 参加者 役員・部長・委員長・支部長 74名 

講師：梶村政司 

5）障がい者スポーツ推進事業 

インクルワークショップ三河会場 10月3日（土）・17日(土)・30日（日）10時～16時（豊橋総合スポーツセンター） 

参加者 会員3名 会員外17名 

6）東京オリンピック・パラリンピックへのボランティア参加における費用補填事業     

 ・パラリンピックテコンドーサポート 出田浩之 

    ・オリンピックウェイトリフティングサポート 工樂義孝    以上 2名 

7）東京2020オリンピック・パラリンピック大会活動報告会 

3月21日（月）10時～13時（ウェブ：配信基地 事務局）  

活動報告：平野佳代子・北村麻衣子・宮地庸祐・加藤真弓・尾関圭子・打田健人・出田浩之  

  グループ毎質疑応答 

8）動画作成事業 

・岡戸敦男 「ランニング講座」 

・平野佳代子 「ウォーキング講座」  

     3月19日（土）・20日（日）10時より事務局にて撮影、配信予定 

9） ユニフォーム作成（シャツ・ハーフパンツ・ジャケット） 

 

＜小児地域保健部＞ 部長：鵜飼宏和 

1）小児地域保健部・東三河支部合同オンライン研修 

10月15日（金）20時～21時30分（ウェブ） 参加者 会員 61名 会員外 0名 

講師：神谷秀明「学校スポーツトレーナー活動の紹介」 

2）第26回小児領域の地域リハビリテーション公開講座① 

2月6日（日）10時～13時（ウェブ） 参加申込者193名 

講師：藤田紀昭・北村麻衣子「障がいとスポーツのある生活 ～競技スポーツからレクリエーションまで～」 

 

3）第26回小児領域の地域リハビリテーション公開講座② 

2月27日（日）10時～13時（ウェブ） 参加申込者197名 

講師：安井隆光・伊藤亜木 

「訪問リハと外来通所リハそれぞれの意義・適応と現場の対応力 

  ～重度身体障がいのお子さんへの対応は？発達性協調運動障害のお子さんへの対応は？～」 

4）こどもの福祉機器展 チャレンジドフェア情報室 ウェブサイト作成 

 

＜広報部＞部長：後藤亮吉 

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  

会員所属施設代表者及び他府県理学療法士会・養成校・関係団体へ送付 

・No.201号（5月発行） ペーパーレス化で冊子発行なし 



 

・No.202号（8月発行 1,100冊 施設代表者・関係団体へ送付 

・No.203号（11月発行1,100冊） 施設代表者・関係団体へ送付 

・No.204号（2月発行 1,100冊） 施設代表者・関係団体へ送付 

3）広報誌 ぴたっ！とあいち 編集・発行 

愛知県内高等学校および関係団体へ送付 

・No.20号（1月発行 5,000冊） 

  ４）メール通信 会員あてに研修会等の情報を送信 

  ５）新ロゴの特許庁への登録 

 

８．支部局（局長：都築晃） 

＜名古屋支部＞部長：上原徹 

名古屋支部研修会・症例検討会 

3月6日（日）9時～12時（ウェブ：配信基地 事務局） 参加申込者300名 

 講師：牧芳昭「脳卒中患者の歩行練習とロボットリハビリテーション」 

 症例検討会講師：川瀬修平 症例発表4題 

 

＜尾張支部＞部長：宮原利博 

一宮市施設代表者意見交換会 

3月3日（木）18時30分～20時（ウェブ） 参加者 10施設の施設代表者 

 

＜知多半島支部＞部長：畔上和久 

 

＜西三河支部＞部長：酒井元生 

   西三河支部研修会 

11月14日（日）9時～12時（ウェブ：配信基地 事務局） 参加申込者294名  

講師：赤羽根良和「夜間痛肩に対する見方と理学療法～拘縮を中心に～」 

講師：中宿伸哉 症例検討 

   

＜東三河支部＞部長：内藤貞子 

  東三河支部症例検討会・交流会 

1月29日（土）13時～16時40分（ウェブ） 参加者 会員37名 会員外10名 

症例発表9題 

 

９．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）介護予防専門職派遣システム運営事務局委託事業 

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965施設へ送付、情報センターデータの更新 

⑤自宅会員アンケート 自宅会員640名へ送付 

 

3）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 6市区町村 

瀬戸市、尾張旭市、豊明市、碧南市、西尾市、安城市 

 

１１．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 

      安城市地域会場へ 延べ 150名派遣 

 



 

１２.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 28回訪問 のべ 100名派遣 及び全体会議、説明会3回 

 

１３.健康安全運転講座  ※ダイハツ工業株式会社共同事業 

①6月21日（月）13時～16時（愛知ダイハツ安城店）  参加者 一般14名 会員2名 職員1名 

講師：小久保充・長谷川昌弘 

 ②11月8日（月）13時～15時（愛知ダイハツ犬山店） 参加者  

講師：颯田季央・中村翔 

③11月15日（月）13時～15時（愛知ダイハツ豊川店） 参加者 一般20名 

講師：山本由香・宮下大典・内藤貞子 

④11月22日（月）13時～15時（愛知ダイハツ豊川インター店） 参加者 一般14名 

講師：塩野谷優太・山本実・内藤貞子 

  

「常設委員会」 

１４．組織・事業検討委員会（委員長：大塚圭） 

  規定整備 

 

１５．表彰委員会（委員長：宮嵜友和） 

 各賞受賞者推薦 

①愛知県理学療法士会功労賞5名（星野茂・小川智也・岸川典明・三宅わか子・熊谷泰臣） 

②公衆衛生関係功労者に対する愛知県知事表彰（松野俊次） 

③愛知県表彰条例に基づく第72回愛知県表彰（青木一治） 

④愛知県理学療法士会永年会員 203名 

⑤第50回医療功労賞（山本佳司） 

     

１６．地域包括ケア推進委員会（委員長：青木一樹） 

 地域包括ケア関連事業についての会議開催 4回（7/15・8/3・10/6・11/10） 

 

「特設委員会」 

１７．2026アジア競技大会支援委員会（委員長：熊澤輝人）  

 

１８．国際活動等推進検討委員会（委員長：野々垣聡） 

   国際活動に関するアンケート、他団体との連携の検討 

 

「その他」 

１９．選挙管理委員会（委員長：角谷幸宏）  

 


