
 

平成26度事業報告 

１． 会務記録（代表理事・鳥山喜之） 

 4月22日(月) 災害対策委員会会議(士会事務局) 

 4月27日(土) 第1回士会理事会(TKP名古屋栄カンファレンスセンター) 

 4月27日(土) 士会新入会員オリエンテーション(TKP名古屋栄カンファレンスセンター) 

 5月10日(土) 日本理学療法士連盟会議(田町カンファレンスセンター) 

 5月18日(日) 第22回愛知県作業療法学会(東別院) 

  5月24日(土）  名古屋市立大学コミュニティ・ヘルスケア教育研究センター開所式 

 5月25日(日) 第1回公益社団法人愛知県理学療法士会定時総会(TKP名古屋名駅カンファレンスセンター) 

 5月28日(水) イエローカードシステムに係る成果報告会(愛知県医師会) 

 5月29日(木) 愛知県医務国保課(士会事務局) 

 6月 1日(日) 第9回愛知県言語聴覚士会学術集会(ウインク愛知) 

 6月 3日(火) 愛知県医務国保課(士会事務局) 

 6月 6日(金) 名古屋市在宅医療・介護連携推進会議(名古屋市公館) 

 6月 7日(土) 東海北陸ブロック理学療法士協議会(東京) 

 6月 7日(土) 日本理学療法士協会理事懇談会(東京) 

  6月 8日(日） 第43 回日本理学療法士協会定時総会(東京） 

 6月16日(月) 第1回地域医療再生に関する多職種連携協議会（愛知県医師会館） 

 6月22日(日) 業務推進部研修会(あいち福祉医療専門学校) 

 6月28日(土) 平成26年度第1回学会検討特別委員会(田町カンファレンスセンター) 

 6月28日(土) 日本理学療法士協会学会検討委員会(田町カンファレンスセンター) 

 7月 7日(月) 災害対策委員会会議(士会事務局) 

 7月13日(日) 地域包括ケアシステム推進委員会介護予防キャンペーン(アピタ長久手) 

 7月19日(土) 第2回士会理事会(TKP名古屋栄カンファレンスセンター) 

 8月 9日(土) 介護予防市町村支援事業実施に関する研修(TKPガーデンシティ永田町) 

 8月12日(火) 第2回地域医療再生に関する多職種連携協議会（愛知県医師会館） 

 8月18日(月) 災害対策委員会会議(士会事務局) 

  8月27日(水） トライデントスポーツ医療看護専門学校第1回教育課程編成委員会 

 9月 8日(月) 災害対策委員会会議(士会事務局) 

 9月16日(火) 健康福祉部愛知県風船バレーボール大会(日本ガイシホール) 

 9月16日(火) トライデントスポーツ医療看護専門学校第1回教育課程編成委員会 

 9月19日(金) 公明党意見交換会 

 9月23日(火) 日本理学療法士協会学会検討委員会(田町カンファレンスセンター) 

 9月26日(金) 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師教育課程修了式(愛知県看護協会) 

 9月27日(土) 星城大学リハビリテーション学院開学10周年記念式典(吹上ホール) 

10月 5日(日) 愛知県理学療法学会新人プログラム(名古屋学院大学白鳥学舎) 

10月 9日(木) 愛知県医務国保課 

10月19日(日) 愛知県理学療法士会公益社団設立記念式典 

10月21日(火) 第2回名古屋市在宅医療・介護連携推進会議 

10月24日(金) 名古屋市介護保険課(士会事務局) 

10月25日(土) 公明党愛知県本部団体懇談会 

10月27日(月) 第3回地域医療再生に関する多職種連携協議会 

11月 1日(土) 第191回東海病院管理学研究会(椙山大学) 

11月 7日(金) 愛知県医師会、愛知県医務国保課 

11月10日(月) 伊藤渉衆議院議員パーティ 

11月15日(土) 第30回東海北陸理学療法学術大会（静岡） 



 

11月16日(日) 第30回東海北陸理学療法学術大会（静岡） 

11月29日(土) あいち福祉医療専門学校教育課程編成委員会 

12月 7日(日) 日本理学療法士協会理事懇談会 

12月 8日(月) 第4回地域医療再生に関する多職種連携協議会 

 12月11日(日） 社会福祉法人サンライフ サンサンリゾート新栄竣工式 

 1月17日(土) 第5回士会理事会（TKP名古屋栄カンファレンスセンター） 

 1月18日(日) 愛知県理学療法学会新人教育プログラム 

 1月23日(金) あいち次世代ロボットフェスタ 

 1月26日(月) 災害対策委員会会議(士会事務局) 

 1月31日(土) 中部リハビリテーション専門学校同窓会「同友会」創立30周年記念祝賀会 

 2月 3日(火) 愛知県介護予防推進会議(星野副代表理事代理出席) 

 2月 6日(金) 第3回名古屋市在宅医療・介護連携推進会議（名古屋市医師会館） 

  2月14日(土） 地域と育む未来医療人「なごやかモデル」公開シンポジウム（名古屋市立大学） 

 2月16日(月) 第7回地域医療再生に関する多職種連携協議会（愛知県医師会館） 

 2月23日(月) 社会福祉法人サンライフ サンサンリゾート太古竣工式 

 3月 5日(木) 愛知県医務国保課 

 3月 5日(木) 東名古屋附属リハビリテーション学院卒業式 

 3月 6日(金) あいち福祉医療専門学校教卒業式 

 3月 6日(金) 星城大学リハビリテーション学院卒業式 

 3月 7日(金) 中部リハビリテーション専門学校卒業式 

 3月11日(水) 保険部介護報酬説明会（ウィンク愛知） 

 3月13日(金) トライデント医療看護専門学校卒業式 

 3月14日(土) 星城大学卒業式 

 3月14日(土) 愛知医療学院短期大学卒業式（星野副代表理事） 

 3月14日(土) 第6回士会理事会（TKP名古屋栄カンファレンスセンター） 

 3月19日(木) 東海医療科学専門学校卒業祝賀会 

 3月23日(月) 第8回地域医療再生に関する多職種連携協議会（愛知県医師会館） 

 
２．公的委員派遣 
   ①碧南市障害者総合支援法による障害程度区分認定審査会委員 山口愼也 
   ②一宮市地域包括支援センター運営協議会委員   長谷川祐一 
   ③名古屋市在宅医療・介護連携推進会議委員   鳥山喜之 
   ④地域再生に関する多職種連携協議会委員    鳥山喜之 
   ⑤愛知県介護保険審査会委員     岡西哲夫・鳥山喜之  
   ⑥愛知県介護予防推進協議会委員    鳥山喜之 
   ⑦半田市障がい者自立支援認定審査会委員    池田潤一 
３．渉外 

（１）講師派遣 

  ①ウェルフェア2014 Hondaブースリズム歩行アシスト  林泰堂・柳原南欧・長谷川隆史 
  ②愛知県看護協会研修会介護支援専門員試験対策講座講師  鳥山喜之 
  ③名古屋市シルバー人材センター講演会講師   荒谷幸次 
  ④あいち福祉医療専門学校教育課程編成委員   鳥山喜之 
  ⑤トライデントスポーツ医療看護専門学校教育課程編成委員  鳥山喜之 
  ⑥愛知県シルバーサービス振興会研修講師    熊谷泰臣 
  ⑦愛知県市町村振興協会家庭介護者等養成研修講師   小幡匡史 
  ⑧名古屋市介護サービス事業者連絡研究会研修講師   鳥山喜之 
  ⑨あいち次世代ロボットフェスタ講演会講師   鳥山喜之 



 

  ⑩愛知県訪問リハビリテーション連絡協議会研修会講師  鳥山喜之 
 （２）会議等出席 

  ①都道府県理学療法士会事務局長会議出席    加藤文之 

  ②倫理担当者研修会出席      坂口勇人 

  ③2014医療・教育・福祉・健康系オール学校ガイダンス出席  熊澤輝人・近藤達也 

  ④日本理学療法士協会選挙管理運営委員会出席   鈴木剛 

  ⑤日本理学療法士協会地域包括ケア推進に関する講習会出席  星野茂 

 （３）後援 

  ①第22回愛知県作業療法学会 

  ②第9回愛知県言語聴覚士会学術集会 

  ③第18回運動器系体表解剖セミナー 

  ④朝日高齢者福祉セミナー 

  ⑤地域リハビリテーション合同研修会inあいち 

  ⑥日本身体障害者補助犬学会第7回学術大会 

  ⑦合同会社gene開催セミナー 

  ⑧藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科卒後研修会 

  ⑨第50回愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会  

  ⑩名古屋大学大学院医学系研究科（保健学）市民公開講座 

  ⑪第51回愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会 

  ⑫全国重症心身障がい児デイサービス・ネットワーク設立総会 

  ⑬第52回愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会 

  ⑭愛知県歯科衛生士会第5回県民公開シンポジウム 

  ⑮あいち次世代ロボットフェスタ 

  ⑯全国リハビリテーション学校協会東海地区教育部会第9回研修会 

  ⑰中部リハビリテーション専門学校同友会創立30周年記念講演会 

  ⑱第24回日本障害者バドミントン選手権大会・名古屋 

  ⑲第5回脳損傷者ケアリング・コミュニティ学会愛知大会 

  ⑳第53回愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会 

  ㉑第4回ICUリハビリテーション研究会 

４．事務局（局長：加藤文之） 

＜総務部＞ 部長：池野 倫弘 

１）会員の入退会・異動 

   平成26年度新入会員 451名 復会8名  休会91名   

退会142名（未納退会89名含む） 休会経過退会152名 

      県外異動  転入 92名   転出96名 

3月末日現在  会員数4,774名（自宅会員747名）  施設数753施設 

２）諸会議運営    

 ①理事会開催 

第1回理事会 平成26年 4月 27日（日） TKP名古屋駅前カンファレンスセンター 

第2回理事会  7月 19日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第3回理事会  9月 20日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第4回理事会  11月 22日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第5回理事会 平成27年 1月 17日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第6回理事会  3月 14日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

 

 ②新入会員オリエンテーション 

4月27日（日）13時～16時（TKP名古屋駅前カンファレンスセンター） 



 

参加者 会員（入会予定者含む）255名 

 ③総会  5月25日（日）11時30分～12時15分（TKP名古屋栄カンファレンスセンター） 

 ④施設代表者研修会 5月25日（日）10時30分～14時30分 

参加者会員109名 参加者会員外2名（TKP名古屋栄カンファレンスセンター） 

・講演Ⅰ：植松光俊「平成26年度診療報酬改定の成果と今後の日本理学療法士協会の戦略 

～2025年に向けての地域包括ケアシステムにおける理学療法士の役割～」 

・施設代表者会議（ランチミーティング）及び診療報酬Q&A個別相談会 

・講演Ⅱ：山口和之「国政から見た理学療法士への期待と戦略」 

３）資料の収集、内外の文書処理 

＜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、精算 

３）予算作成、年度末会計処理 

４）資産の管理 

５．社会局（局長：熊澤輝人） 

＜社会部＞ 部長：石田智大 

 １）ウェルフェア2014 参加者 会員101名 会員外1092名（ポートメッセ） 公益１ 

 5月23日（金）～25日（日）8時30分～18時 

 来場者の体力測定と運動指導及び小児・健康づくり等の個別相談会を行う 

 ２）市民公開講座 公益３ 

 3月1日（日）13時～14時（名古屋国際会議場） 

 講師：池本竜則「長引く痛みの原因と対処法」 

 参加者 会員150名  会員外（一般）170名 

＜健康福祉部＞ 部長：荒谷幸次 

１） 高校野球連盟支援事業  公益１ 

4月27日（金）5月3日（土）（岡崎市民球場） 参加者 会員8名  会員外40名 

5月24.25日（土・日）（小牧市民球場） 参加者 会員8名  会員外40名 

7月29日（火）（小牧市民球場）30日（水）31日（木）（岡崎市民球場） 

参加者 会員14名  会員外80名 

   9月21.23日（日・祝）（小牧市民球場）  参加者 会員7名   会員外40名 

 ２）傷害予防教育推進事業 公益１ 

   ①6月22日（日）17時30分～19時30分（中部大学） 

 少年野球チームに対し、野球で起こりうる傷害の病態説明、予防方法について講義・実技形式で指導 

 講師：水谷仁一・竹中裕人・鈴木達也・矢澤浩成・森匡宏 

 参加者 会員12名 会員外120名 

   ②12月13日（土）14時30分～17時（トライデントスポーツ医療看護専門学校） 

 「足関節捻挫の予防とリハビリテーション」 

 講師：深谷泰士・銭田良博・山本昌樹 

 参加者 会員12名  会員外12名 

   ③11月9日（日）13時～16時（豊橋創造大学） 

 第1部「肩のスポーツ傷害に対する治療法   

第2部「みんなでチェック！肩の動きとケガ予防」 

 講師：小林素視・四ノ宮祐介・鳥居善哉・鈴木順平・吉村和樹・前納啓典・川口聖史・彦坂英伺 

 参加者 会員12名  会員外52名 

④ 第24回障害者バドミントン日本選手権大会コンディショニングサポート 

・事前講習会「障がい者スポーツ講習会」 

11月30日（日）10時～15時10分（愛知医療学院短期大学） 



 

講師：鳥居昭久「障がい者スポーツの概要」 

講師：荒谷幸次「障がい者バドミントンとスポーツ障害」 

講師：安孫子幸子「物理療法とコンディショニング」 

・大会出場選手へのけがに対する応急処置・コンディショニングサポート・傷害予防教育 

12月13日～14日（土・日）（名古屋市稲永スポーツセンター）9時～18時 

参加者 会員15名 会員外43名 

⑤ 12月20日（土）9時～11時45分（尾張旭市市民会館） 

「スポーツ傷害講座－バスケットボール もっと激しく！もっと安全に！－」 

 講師：宮川博文・井上雅之・稲見崇孝  参加者 会員5名 会員外 76名 

⑥ 名古屋市障害者スポーツ指導員養成研修会（初級）講師派遣 

 1月31日（日）12時30分～14時30分（名古屋市障害者スポーツセンター） 

講師：荒谷幸次「障害の理解とスポーツ 身体障害」 

３） 愛知県風船バレーボール大会 公益１ 

9月16日（火）10時～15時（日本ガイシホール） 

参加者 会員57名 会員外 447名（参加チーム数30チーム） ボランティア学生52名  

４） 地域リハビリテーション研修会 公益１ 

2月7日（土）13時30分～16時（TKP名古屋栄カンファレンスセンター） 

講師：小笠原文雄「小笠原先生、一人で家で死ねますか？」 

「在宅での看取り（希望し・満足し・納得し）」の実際や「在宅緩和ケア」に必要なシステム作り、地

域の取り組みや在宅医療の可能性について 

 参加者 会員54名 会員外30名 

５） 健康増進事業 

半田市セカンドライフフェスティバル参加 公益１ 

11月23日（日）9時～16時（半田市立さくら小学校） 参加者 会員38名 会員外192名 

地域住民の体力チェック（筋力・バランス・柔軟性・健脚力）を行い、測定結果をもとに指導・助言を行

う 

＜小児福祉部＞ 部長：鵜飼宏和 

１） 「療育マップ～こどものリハビリ施設ガイド～」の作成 公益３ 

県内70施設情報をアンケートにて収集し、愛知県理学療法士会ホームページに掲載 

及び冊子の作成200冊、発送 

２）小児リハビリテーション公開講座 公益１ 

① 10月12日（日）10時～12時（TKP名古屋駅前カンファレンスセンター） 

講師：海老子里美「障害があるお子さんの栄養管理について」 

参加者 会員30名  会員外36名 

② 11月9日（日）10時～14時30分（TKP名古屋駅前カンファレンスセンター） 

「障害児者への地域サービスについて～制度と実際～（Ⅰ）」 

講師：熊谷豊「制度について」 

講師：西川いづみ「実際の活動について」 

参加者 会員60名  会員外40名 

③ 12月14日（日）10時～14時30分（TKP名古屋駅前カンファレンスセンター） 

「障害児者への地域サービスについて～制度と実際～（Ⅱ）」 

講師：坂井惠「制度について」 

講師：大南智幸「実際の活動について」 

参加者 会員40名  会員外50名 

３）こども福祉機器展～チャレンジドフェア2015～ 公益１ 

3月7日8日（土・日）10時～16時（あいち健康プラザ） 

出展企業23社   参加者 会員50名  会員外（来場者）300組（900名） 



 

＜広報部＞ 部長：近藤達也 

１） 広報・取材活動 ウェルフェア2014：5月22日～25日（金～日）（ポートメッセ名古屋） 

愛知県風船バレーボール大会：9月16日（火）（日本ガイシホール） 

チャレンジフェア2015：3月7・8日（土・日）（あいち健康プラザ） 

 

２） ホームページ管理、求人広告・研修会案内・告知等の更新 公益２ 

３） 愛知県理学療法士会リーフレット作成 20,000枚 公益３ 

４） 広報誌「ぴたっとあいち2014第13号」23,000冊作成、自治体、保健センター、 

関連施設等へ発送 公益３ 

＜ニュース編集部＞ 部長：安本旭宏 

１） 愛知県理学療法士会ニュース編集・発行 公益２ 

会員及び他府県理学療法士会・養成校・関係団体へ送付 

No.173号（5月初旬発行4800冊） 

No.174号（8月初旬発行4900冊） 

No.175号（11月初旬発行4900冊）  

No.176号（2月初旬発行4900冊） 

６．職能局（局長：沼倉功） 

＜業務推進部＞ 部長：石田悦二 

  １）研修会 公益２ 

①第1回研修会 参加者  会員35名  会員外5名 

6月22日（日）13時30分～16時（あいち福祉医療専門学校） 

講師：鳥山喜之「理学療法（士）のこれまでと、これから」 

   ②地域包括ケアシステム推進リーダー導入研修会 

     （地域包括ケア推進リーダー及び介護予防推進リーダー） 

  11月30日（日）10時～15時（あいち福祉医療専門学校） 

  講師：星野茂・張本浩平・池野倫弘 

  参加者 会員120名  会員外1名 

③第2回研修会 参加者 会員32名  会員外3名 

 2月15日（日）10時30分～16時（あいち福祉医療専門学校） 

 講師：藤田正之「地域リハビリテーションと地域包括ケアシステム・現状と今後の動向」 

   講義及び模擬地域ケア会議 

２） 第5回訪問リハ・地域リーダー会議出席  梅田典宏 

5月16日（金）17日（土）（東京都タイム24） 

・訪問リハビリテーション振興委員会活動報告・今後の方向性 

・地方組織編成について  

・特別講演「地域包括ケア構築に向けた制度改正の動向と課題～退院支援の機能強化に着目して～」 

＜保険部＞ 部長：岡季子 

 １）日本理学療法士連盟リハビリテーション業務研修会及び山口かずゆき国政報告会出席 宮崎友和 

9月20日（土）21日（日）（東京都TKP田町カンファレンスセンター） 

・業務研修会１「地域包括ケアの推進とリハビリ～平成26年診療報酬改定で目指したもの」 

・業務研修会２「平成27年度介護報酬改定作業の動向とリハビリテーションに求められること」 

２）平成26年度医療保険制度改正による影響調査 

会員所属施設へ医療保険制度改正後の影響調査をアンケート様式でおこない、返戻情報や指導情報を調査

する 

３） 医療保険及び介護保険に関するQ&A事業 公益２ 

3月1日（日）10時～15時（名古屋国際会議場） 対応件数9件 

診療報や介護報酬に関する Q＆A を開催し、制度改正に関する情報の伝達や職場における様々な課題を共



 

有する 

４） 平成27年度介護保険制度改正説明会 公益２ 

3月11日（水）19時～21時（ウィンクあいち） 参加者 会員225名 会員外5名 

講師：鳥山喜之「介護報酬改定情報説明会」 質疑応答 

７．ブロック局（局長：小川智也） 

＜名古屋ブロック＞部長：都築晃 

１） ブロック内名簿作成と配布 

２） 名古屋ブロック研修会 公益２ 

① 8月24日（日）13時30分～16時45分（ウィンクあいち）参加者 会員59名  会員外2名 

 講師：林 尊弘「転倒の一時予防における地域介入の可能性」 

② 10月12日（日）13時～16時（栄ガスビル） 参加者 会員80名 会員外0名 

 講師：加藤正樹「ロボットが変えるリハビリテーション～運動療法を振り返りながら～」 

 講師：阿部友和「ロボット工学が変えるリハビリテーション～二関節筋の運動制御～」 

③ 1月18日（日）9時30分～16時30分（栄ガスビル） 参加者 会員102名 会員外0名 

 講師：谷本正智「実践 脳卒中の理学療法アプローチ」 

 症例検討１ 

 講師：深谷泰士「理学療法に必要な超音波エコー所見と整形外科テスト：上肢編」 

 症例検討２ 

④ 2月22日（日）10時～15時（あいち福祉医療専門学校）   参加者 会員120名 会員外0名 

 地域包括ケアシステム推進リーダー導入研修会 

（地域包括ケア推進リーダー及び介護予防推進リーダー） 

 講師：星野茂・張本浩平・小幡匡史 

＜尾張ブロック＞部長・宮原利博 

１） ブロック内名簿作成と配布 

２） 尾張ブロック症例検討会・研修会 公益２ 

① 尾張西部ブロック症例検討会 参加者 会員53名 会員外0名 

7月23日（水）18時15分～21時45分（津島リハビリテーション病院） 

  ・発表者：宮下真由美「Pusher syndrome及び左半側空間無視を呈した症例」 

  ・発表者：森田睦美「大腿骨転子部骨折患者が歩容改善に難渋した症例」 

② 尾張西部ブロック研修会   参加者 会員40名 会員外8名 

  11月9日（日）9時～12時（津島リハビリテーション病院） 

  講師：二井俊行「生活を支える訪問リハビリテーション～入院生活からおさえておきたいポイント～」 

③ 尾張ブロック研修会 参加者 会員70名 会員外2名 

  1月18日（日）10時30分～16時30分（公立陶生病院） 

・尾張東部・北部ブロック担当症例をみんなで考える会 

・発表者：日比野幹成・吉田可苗「急性期から回復期へのつながりについて 

－脳卒中片麻痺患者の一症例を通じて－」 

  ・発表者：鈴木優太「高齢な頚椎損傷者の方の痛みに関して」 

・尾張ブロック研修会 

講師：長谷川昌弘・星野高志 

「新人PT必見！脳卒中片麻痺患者への実際の評価と治療＆ビデオ解説」 

④ 尾張西部ブロック症例検討会 参加者 会員53名 会員外0名 

2月18日（水）18時15分～21時30分（津島リハビリテーション病院） 

 ・発表者：伊倉茜「運動失調と感覚障害により日常生活に解除を要した症例 

～在宅復帰に向けての家族指導～」 

・発表者：野村隼大「脳梗塞により弛緩性麻痺、 

高次脳機能障害を呈し治療介入に難渋した症例」 



 

  ・発表者：佐藤諒一「貧血により臥床を強いられ廃用をていした症例 

～転倒リスク軽減を目指して～」 

  ・発表者：小西和貴「重度運動麻痺に加え首下がりが生じ 

移乗・トイレ作動の介助量が増大した症例」 

⑤ 尾張中部症例検討会 参加者 会員37名 会員外0名 

1月30日（金）19時～21時（稲沢市民病院） 

＜知多ブロック＞部長・飯田文彦 

１） ブロック内名簿作成と配布 

２） 知多ブロック研修会・症例検討会 公益２ 

①研修会6月14日（土）18時～21時（アイプラザ半田）  参加者 会員81名 会員外16名 

  講師：江西一成「脳卒中理学療法の基礎」 

②症例検討会9月25日（木）19時～21時（半田市立半田病院）参加者 会員 46名 会員外2名 

  ・発表者：石田浩之「当院におけるＴＫＡ・ＵＫＡ術後成績について」 

  ・発表者：佐野貴洋「受傷後2週間臥床し、離床時に難渋した椎体圧迫骨折の１症例」 

③症例検討会11月27日（日）19時15分～21時（半田市立半田病院） 

参加者 会員57名 会員外3名 

  ・発表者：松本弘史「圧迫骨折後胸椎後彎に対して 

姿勢改善を目的にアプローチした1症例」 

  ・発表者：戸澤のぞみ「注意障害を伴う左片まひ患者の歩行獲得に向けて」 

  ・発表者：前園彩音「座位バランスの評価 

～急性期脳卒中患者に対して簡便に使用できる評価法“FIRST”について～」 

④研修会2月1日（日）14時～17時（半田市福祉文化会館） 参加者 会員97名 会員外11名 

  講師：岡西哲夫「下肢関節の疾患に対する運動学習的アプローチ」 

⑤症例検討会3月5日（木）19時15分～21時（半田市立半田病院） 

  ・発表者：横井一輝「重度な両側OAにたいして片側TKAを施行した症例」 

  ・発表者：黒部洋輔「予防給付利用者の「生活のひろがり」に着目したアプローチ」 

  ・発表者：李英根「在宅復帰に影響を与える因子（当院の重症例を通じて）」 

＜西三河ブロック＞部長・酒井元生 

１） ブロック内名簿作成と配布 

２） 研修会・症例検討会 公益２ 

① 第1回西三河ブロック研修会・症例検討会 

2月7日（土）14時～17時（岡崎市民病院） 参加者 会員92名 会員外0名 

講師：浅野昭裕「四肢外傷の単純X線像の読み方 partⅡ 拘縮の予防と治療の対象を捉える」 

症例検討会（4例） 

② 第2回西三河ブロック研修会 

3月14日（土）14時～17時（刈谷豊田総合病院） 参加者 会員83名 会員外5名 

講師：加藤聡之「療法士が知っておきたい臨床データのポイント」 

症例検討（各種疾患に関するもの3症例） 

＜東三河ブロック＞部長・伊藤淳 

１） ブロック内名簿作成と配布 

２） 研修会・症例検討会 公益２ 

① 症例検討会12月7日（日）13時30分～15時（豊川市民病院）参加者 会員47名 会員外3名 

  ・発表者：真田将太「大腿骨内側上顆骨折に対する内固定術後に 

著名な膝関節屈曲可動制限見られた一症例」 

  ・発表者：佐藤謙次「両変形性股関節症を有し、右人口股関節全置換術を施術した1症例」 

  ・発表者：鈴木章仁「左視床出欠により右片麻痺をていした一症例 

      －ボツリヌス療法を踏まえた入院中の対応と投与前後での比較－」 



 

  ・発表者：山本彩乃「左被殻出欠により右片麻痺、 

高次脳機能障害を呈し訓練に難渋した一症例」 

  ・発表者：笠原礼音「くも膜下出血発症後に高次機能障害を呈し歩行の獲得に難渋した症例」 

  ・発表者：原侑里「脊柱管狭窄症術後に下肢のしびれ、頭重感を呈し歩行障害を生じた症例 

          －歩行能力向上、復職にむけて－」 

② 地域包括ケアシステム推進リーダー導入研修会 

   10月26日（日）10時～15時（豊川市民病院） 参加者 会員129名 会員外 1名 

   講師：星野茂・小幡匡史 

・地域包括ケア推進コース「地域ケア会議と理学療法士の役割」「地域ケア会議模擬会議」 

・介護予防推進コース「介護予防事業企画グループワーク」「模擬介護予防事業ロールプレイ」 

「常設委員会」 

８．組織委員会（委員長：片岡寿雄） 

   会議日当、役員報酬導入に伴い、規約を改定 

９．表彰委員会（委員長：山本佳司） 

 医療功労賞受賞  藤田正之氏（医療法人仁医会） 

10．白書委員会（委員長：西山知佐） 公益３ 

 2015年度版愛知県理学療法白書作成の準備及びアンケートの実施 

11．選挙管理委員会（委員長：鈴木剛） 

 平成27.28年度役員選挙 投票日3月1日（日）8時30分～14時（名古屋国際会議場） 

 登録会員数4837名中 投票者数519名（投票率10.7％） 

 理事候補者11名 ⇒ 理事10名選出、監事立候補者2名 ⇒ 監事2名選出 

「特設委員会」 

12．法人設立委員会  

 公益法人設立記念講演会 記念式典・祝賀会 参加者  会員115名  会員外32名 

 10月19日（日）10時～14時30分（TKPガーデンシティ名古屋） 

 講師：伊藤健一・鳥山喜之「地域包括ケアシステムと理学療法士への期待」 

 講師：伊藤渉・半田一登「国政から見た理学療法士への期待」 

13．災害対策委員会（委員長：鳥山喜之） 

１）研修会 公益３ 

 ①6月8日（日）9時30分～12時30分（伏見ライフプラザ）参加者 会員47名 会員外88名 

災害対策研修会「リハビリテーション領域における災害支援の課題」 

  講師：水尻強志「超高齢社会における大規模災害とリハビリテーション」 

  講師：清山真琴「被災地でも『その人らしく』生きるためには」 

  

 ②10月18日（土）14時～17時30分（AP名古屋） 参加者 会員14名 会員外3名 

  災害医療に関する研修会 

災害時にどのように考え動けばいいのかをJMATから講師を招聘、グループワークを中心とした研修を

行い、リハビリテーションの役割を検討 

講師：小早川義貴・小塚浩 

  ２）東海北陸ブロック災害対策担当者会議出席 西山知佐 

 11月16日（日）14時～15時（静岡市民文化会館） 

 ・各県での災害対策に関する活動状況報告 

 ・今後の東海北陸ブロックでの災害対策への対応について 

  ３）第2回JIMTEF災害医療研修アドバンスコース出席 加藤純 

 2月14日（土）9時～17時（JICA東京） 

 ・国際人道支援に学ぶ支援方策、本邦における災害医療コーディネイト、等 

14.地域包括ケアシステム推進委員会（委員長：池野倫弘） 



 

  １）愛知県健康福祉部在宅医療拠点推進事業中間発表会   

 4月17日（月）14時～16時45分（愛知県自治研修所） 坂口勇人・池野倫弘 

 10月31日（金）10時30分～17時（愛知県自治研修所） 池野倫弘 

２）日本理学療法士協会介護予防推進リーダーモデル導入研修   

5月10日（土）9時30分～17時（三田NNホール） 星野茂・張本浩平 

5月18日（日）9時30分～17時（東京 田町カンファレンスルーム） 池野倫弘・小幡匡史 

３） 愛知県健康福祉部地域包括ケアモデル事業説明会 

6月30日（月）13時～16時30分（ウイルあいち） 池野倫弘 

４） 愛知県健康福祉部地域包括ケアモデル事業活動成果報告会 

西三河地区：3月27日（金）13時30分～16時40分（刈谷市産業振興センター） 山田洋平 

尾張地区 ：3月23日（月）13時～16時30分（ウィルあいち） 池野倫弘 

５） 全国一斉介護予防推進キャンペーン 7月13日（日）11時～16時（アピタ長久手店） 公益３ 

リーフレットの配布及び個別健康相談・体組成計を使った体力分析を行う 

参加者 会員25名 会員外 800名 

６） 愛知県健康福祉部在宅医療従事者能力向上研修 

最新の知見・行政の取り組み・医師会の活動・グループディスカッション 

・名古屋地区 7月20日（日）13時30分～17時45分（名古屋市医師会館）  7名出席 

・三河地区  7月26日（土）14時～18時15分（豊川市勤労福祉会館）  8名出席 

 ・海部・尾張地区 8月3日（日）13時30分～17時45分（名古屋市医師会館） 5名出席 

７） ＮＰＯ法人プライマリ・ケア教育ネットワーク主催 

「都市部における「地域包括ケアシステム」を考える」 池野倫弘 

7月27日（日）14時～17時30分（名古屋大学附属病院） 

８） 日本理学療法士協会及び愛知県理学療法士会の地域包括、介護予防への取り組みの広報 公益３ 

冊子「理学療法士は運動のコーディネーターとしての町づくりに参画します」 

冊子「介護予防？何をどう予防するんだ？」 

2冊を363行政及び会員所属施設（751）へ送付 

９） 地域包括ケアシステム推進リーダー導入研修 公益３ 

9月20日（土）17時～18時30分（TKP名古屋栄カンファレンスセンター） 

「地域包括ケア推進リーダー導入研修」講師・星野茂 参加者 会員30 

11月22日（土）17時30分～18時30分（TKP名古屋栄カンファレンスセンター） 

「介護予防推進リーダー導入研修」講師・池野倫弘 参加者 会員30名 

１０）岡崎市での地域ケア参画についての説明会 岡崎市訪問リハビリテーション協議会 

12月9日（火）18時30分～20時（岡崎共立病院） 星野茂・池野倫弘・山田洋平 

 

 



 

平成２６年度事業報告（公益目的事業及び共益事業） 

 

【公益１】理学療法を通じて県民の健康増進、疾病及び傷害の予防並びに高齢者及び障害者支援等に資する事業 

（１）保健福祉事業 ウェルフェア2014 

（２）高齢者及び障害者社会参加促進事業 愛知県風船バレーボール大会 

（３）スポーツ傷害予防事業 傷害予防教育推進事業３回 

（４）高校野球連盟支援事業 高校野球連盟支援事業９日間実施 

（５）健康増進事業 半田市セカンドライフフェスティバル 

（６）地域リハビリテーション支援事業 地域リハビリテーション研修会 

（７）子どもの福祉機器展（チャレンジドフェア） こども福祉機器展～チャレンジドフェア2015～ 

（８）小児領域の地域リハビリテーション公開講座 小児リハビリテーション公開講座 

【公益２】理学療法士等の学術技能の向上に関する事業 

（１）業務推進研修 研修会３回 

（２）医療保険・介護保険等に関する研修 平成27年度介護保険制度改正説明会 

（３）保険部相談会 医療保険及び介護保険に関するQ&A事業 

（４）ブロック研修会 名古屋ブロック研修会４回、尾張ブロック５回、 

知多ブロック５回、西三河ブロック２回、 

東三河ブロック２回 

（５）機関誌「愛知県理学療法士会ニュース」の発行 愛知県理学療法士会ニュースNo.173号～No.176号 

（６）ホームページによる情報発信 研修会案内・告知等の更新 

（７）リハビリテーションに貢献する関連団体との連絡

及び協力に関する事業 

愛知県理学療法学術大会 

日本理学療法士協会及び愛知県理学療法士会の地域包

括、介護予防への取り組みの広報 

【公益３】理学療法及び理学療法士等の啓蒙啓発に関する事業 

（１）啓蒙啓発事業 市民公開講座 

療育マップ作成 

愛知県理学療法士会リーフレット作成 

広報誌「ぴたっとあいち2014第13号」 

災害対策研修会２回 

地域包括ケアシステム推進リーダー導入研修会 

全国一斉介護予防推進キャンペーン 

（２）「愛知県理学療法白書」の発行 2015 年度版愛知県理学療法白書作成の準備及びアンケ

ートの実施 

【共益】愛知県内に勤務又は居住する理学療法士等の福利厚生及び業務支援 

・新入会員オリエンテーション 

・施設代表者研修会 

・平成26年度医療保険制度改正による影響調査 

・公益法人設立記念講演会 記念式典・祝賀会 

 


