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　介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が中心と

なって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参

画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支

え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果

的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもので

あり、多様な生活支援の充実、高齢者の社会参加と地域

における支え合い体制づくり、介護予防の推進、認知症

施策の推進、市町村・住民等の関係者間における意識の

共有と自立支援に向けたサービス等の展開、共生社会の

推進を進めていくことである。

　その一環として、平成27年度より地域における介護

予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケ

ア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へ

のリハビリテーション専門職等の関与を促進する「地域

リハビリテーション活動支援事業」が追加されることに

なった。この背景には、平成24・25年度市町村介護予

防強化推進事業（予防モデル）から、介護予防に対する

効果が得られ、リハビリテーション専門職に対する役割

が期待されてきた。介護予防は、高齢者が要介護状態等

となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化

の防止を目的として行うものであり、生活機能の低下し

た高齢者に対しての、単に高齢者の運動機能や栄養状態

といった心身機能の改善だけを目指すものではなく、日

常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、それ

によって一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組

を支援して、QOLの向上を目指すものである。

　リハビリテーション専門職等が、地域ケア会議等に参

加することにより、疾病の特徴を踏まえた生活行為の改

善の見通しを立てることが可能となり、要支援者等の有

する能力を最大限に引き出すための方法を検討しやすく

なる。また、通所と訪問の双方に一貫して集中的に関わ

ることで、居宅や地域での生活環境を踏まえた適切なア

セスメントに基づくADL訓練やIADL訓練を提供するこ

とにより、活動を高めることができ、住民運営の通いの

場において、参加者の状態に応じて、安全な動き方等、

適切な助言を行うことにより、生活機能の低下の程度に

かかわらず、様々な状態の高齢者の参加が可能となる。

　当会は、地域における介護予防の指導者育成の一環とし

て、リハビリテーション専門職が担う役割を明確化し、地

域における各職種のより一層活発な活動を促すことを目的

に、一般社団法人愛知県作業療法士会並びに愛知県言語

聴覚士会の協力のもとに、「地域リハビリテーション専門職

介護予防指導者育成事業」を各地域で開催している。

　機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけで

はなく、生活環境の調整や、地域の中に生きがい・役割

をもって生活できるような居場所と出番づくり等、高齢

者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランス

のとれたアプローチが重要であり、地域においてリハビ

リテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組

をしていかなければならない。

代表理事コラム

介護予防・日常生活支援総合事業
公益社団法人　愛知県理学療法士会　代表理事　鳥 山  喜 之

10月12日（水） 名古屋市在宅医療・介護連携推進会議
10月21日（金） 日本理学療法士連盟政策研修会
10月22日（土） 第31回東海北陸学術大会
10月26日（水） 名古屋市介護保険課
11月14日（月） いとう渉衆議院議員　がんばろうまいわたる会総会
11月16日（水） 大村ひであき昼食懇談会
11月18日（金） 愛知県表彰授賞式
11月18日（金） 愛知県医師会
11月18日（金） 愛知県医務国保課
11月19日（土） 愛知県理学療法士会理事会
12月　4日（日） 日本理学療法士協会理事懇談会
12月17日（土） あいち医療福祉専門学校教育課程編成委員会
12月28日（水） 平成28年度第2回人材育成対策本部会議

代表理事会務報告（平成28年10月12日～12月28日）
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　平成28年11月18日、鳥山喜之代表理事

が第68回愛知県表彰（知事表彰）を受賞しま

した。

　愛知県内の理学療法士としては初受賞であり

大変名誉な受賞であります。愛知県表彰とは地

方自治、産業、教育文化などの各分野において

功績が顕著な方（団体）に対する表彰で今回は

45人と3団体が受賞され、愛知県庁講堂にお

いて大村秀章知事より直接表彰を受けました。

理学療法が世間的に認知されてきた証でもあ

り、今後の我々の活動がなお一層注目を浴びる

きっかけとなる表彰となりました。

鳥山喜之代表理事が
第68回愛知県表彰を
受賞しました
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部局だより

職　能　局 業務推進部
部長　石田　悦二

　会員の皆様、遅ればせながら明けましておめでとうご

ざいます。

　新年を迎えて１ヶ月が経ちました。会員の皆様におか

れましては、新たな気持ちで業務に取り組まれていると

ともに新年度へ向けて着々と準備をされていることと察

します。

　さて本年は、いよいよ迫ってきました平成30 年度医

療保険並びに介護保険の同時改定に向けての『準備期

間』としての１年と考えられます。また地域包括ケアシ

ステムを見据えた『介護予防総合事業』も、それぞれの

地域で本格的に動き出していきます。それらのことを踏

まえて、本業務推進部におきましても引き続き他部局と

連携しながら、会員皆様への情報提供と更なるスキル

アップのお役に立てるような事業運営に努めてまいりま

す。

　まず研修会事業として、昨年7月に開催し大変好評で

した『リハビリテーション専門職の職域と社会保障制度』

の第2弾、また人材育成事業として地域包括ケア推進

委員会とともに『地域包括ケアおよび介護予防推進リー

ダー導入研修』および『介護予防指導者育成研修（仮）』

など、盛り沢山の事業を企画しております。詳細は随時、

士会ニュース・士会ホームページ等でお知らせいたしま

す。その際は周囲の方もお誘い合わせて是非奮ってご参

加ください。

　最後になりましたが本年も職能局業務推進部の活動

にご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。





職　能　局 保険部
部長　岡　季子

　新年あけましておめでとうございます。本年も宜しく

お願い致します。

　さて、2018 年医療介護報酬同時改定を控え、いろ

いろな情報が錯綜する中、現場ではより一層、危機感

を募らせておられることと思います。

　保険部では3月5日（日）ウィンクあいちで開催され

る第26回愛知県理学療法学術大会において、『職能局

保険部相談コーナー』を設け業務に関するQ&Aを行い

ます。可能な限り会員間での情報共有を図ることができ

ればと考えていますのでお気軽にお立ち寄り下さい。今

後とも保険部活動にご理解とご協力の程、宜しくお願い

致します。

社　会　局 健康福祉部
部長　竹内　有三

　新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞ

よろしくお願致します。早いもので1か月が過ぎました。

健康福祉部での今年度の活動も残すところあと2事業

となりました。（下記参照）

　健康福祉部では、理学療法士としてお役に立てること

を皆々様方に提供できるように活動（公益事業）を継続

して参ります。会員の皆様のご理解とご協力をお願い致

します。

　事業報告と今年度事業のお知らせです。

❖セカンドライフフェスタ 　参加報告
　平成28年10月22日（土）にさくら小学校で開催さ

れた「セカンドライフフェスタ」に出展しました。地域

住民の体力チェック（筋力・バランス・柔軟性・健脚度）

を実施し、測定結果に基づいて運動指導や助言を行い

ました。当日は、多くの地元の方が参加され、自分の身

体能力を確認されていました。

　多くの会員の皆様にご協力頂き、無事に事業を行うこ

とができました。本当にありがとうございました。理学

療法士の社会貢献の場としてよい機会になっています。

来年度も開催予定ですので、ぜひご参加下さい。
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❖今年度事業
地域サービス推進事業　

愛知県理学療法士会主催　三士会合同事業

内容：	介護現場における摂食・嚥下について

日時：	平成29年2月5日（日）

	 10：00 ～12：00　（受付9：30）

場所：	TKPガーデンシティ名古屋新幹線口

	 カンファレンスホール8A

スポーツ傷害予防講座

内容：	長久手市内スポーツ少年団所属選手、指導者、	

保護者を対象として、スポーツ傷害予防のため

のコンディションチェックおよびトレーニング方

社　会　局 ニュース編集部
部長　後藤　亮吉

　ニュースは年４回（5月、8月、11月、2月）発行い

たします。皆様の活動を士会ニュースでご紹介ください。

また、各部局・委員会の活動報告、研修会や求人情報

等の案内の確認にお役立てください。



法について助言・指導を行う。

日時：	平成29年2月26日（日）

	 13時00 ～15時00分

場所：	長久手市　杁ケ池体育館

❖来年度のお知らせ
　来年度も県内各地でスポーツ傷害予防教室、高野連メ

ディカルサポート、半田市セカンドライフフェスタ、地域

リハビリテーション研修会を行っていく予定です。

　随時県士会ニュース、ホームページや、DMなどでア

ナウンス致しますので、ご興味ある方は是非ご参加下さ

い。

社　会　局 広報部
部長　近藤　達也

広報誌「ぴたっ！とあいち15号」

を発行しました。愛知県内の高

等学校、社会福祉協議会、保健

センター、保健所、会員施設に

配布させていただきました。

　また、昨年末にはホームペー

ジから研修の申し込みができる

ようフォームを作成しましたの

でご活用下さい。
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特設委員会 災害対策委員会
委員長　西山　知佐

　春の足音が近づいてまいりました。遅くなりましたが、

今年も災害対策委員会をよろしくお願いいたします。

◦	災害対策リーフレット

　県民の方々へ災害時の理学療法士の活動などを紹

介するために、リーフレットを作成しています。今後、

催事等で配布し、広く県民の方々に知っていただける

ように努めたいと考えております。

◦	災害対策研修会のお知らせ

　次年度も災害対策に関する研修会を開催する方向

で準備を進めております。

　皆さまの積極的なご参加をお待ちしております。

　今までは主に災害医療・災害対策等について関

心を持っていただきたく、講演を中心に企画・運

営を行ってきました。今後は災害現場や防災活動

等で活躍できる人材育成にシフトしていきたいと

考えております。

そのため、今回からは演習等を取り入れ、実際に

現場で活用できる内容構成にする予定です。

日時：	2017年7月頃

会場：	名古屋市内

内容：	熊本地震での災害支援活動報告、避難所		

	 運営ゲーム（HUG）の説明と演習

定員：	30名

＊	内容等は変更の可能性がございます。詳細につ

きましては、決まり次第本会ホームページや次

号ニュース等でお知らせします。

◦	災害対策チェック

ご自分の災害対策は大丈夫ですか？

災害対策に関心のある方も、そうでない方も、いま

一度ご確認下さい。

やるべきことは他にも多くあると思いますが、まずは

下記を参考に振り返ってみて下さい。

＊主に病院や施設等に勤務されている方へ

	 職場の事業継続計画（BCP）をご存知ですか？

	 有事の際に自分がどんな役割を与えられているの

かをご存知ですか？

＊主に在宅で活動されている方へ

	 自宅内の導線や家具の配置など、ご利用者の居

住環境に問題はないでしょうか？

	 有事の際のご利用者の避難および安全確保の方

法等について確認していますか？

＊全ての方へ

	 ご自宅近くの避難場所はご存知ですか？

	 ご家族間の安否確認について、事前に確認してい

ますか？

	 ご自分とご家族それぞれの非常持出袋を用意して

いますか？

　日本各地で様々な災害が起きていることは、既にご存

知のことと思います。私たちもいつ、どのような災害に

遭うかわかりません。

　最近発生した災害の中で、事前に策を講じておいたた

めに、被害を最小限に食い止めることができた所がある

と報告されています。私たちも自分の身を守り、職場や

地域で活躍するために、ぜひ対策を講じましょう。

　災害対策委員会は会の内外の方々と共に学び、活動

できるように努めますので、今後ともご理解・ご協力の

程よろしくお願い申し上げます。



ブロック局 名古屋ブロック
ブロック長　都築　晃

　名古屋ブロック長の都築晃です。今年度より名古屋ブ

ロックでは新しく東西南北４つの小ブロックにおいてそ

れぞれ研修会と症例検討を実施しました。多くの会員の

皆様にご参加いただき、ありがとうございました。次年

度も名古屋ブロックの活動にご協力とご参加を頂きます

よう、よろしくお願い申し上げます。
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特設委員会 地域包括ケア推進委員会
委員長　都築　晃

　地域包括ケア推進委員会担当理事の都築晃です。愛

知県委託事業：リハ専門職介護予防指導者育成事業の

地方会・全体会にのべ500名以上の多くの参加を頂き

誠にありがとうございました。

　現在「介護予防に関する市町村との相談窓口担当者」

を設置し、1月10日現在46市区町（県内69市区町村）

で決定（暫定含む）しており、担当者同士の定期情報交

換会も3月18日に予定しております。この窓口設置は

三療法士会の「リハビリテーション情報センター」機能

の一つになります。

　1月よりリハビリテーション情報センター事業の一環

として、県民・行政機関・一般企業及びリハビリテーショ

ン専門職の皆様からのご相談に愛知県理学療法士会・

愛知県作業療法士会・愛知県言語聴覚士会の会員がお

答えする「リハビリテーション電話相談」も開始しました。

お気軽にお電話ください。詳細は士会webにて。

依 頼 主：	愛知県海部郡飛島村民生部保健福祉課

依頼内容：	理学療法士募集　　

応募資格：	理学療法士の資格を有し、かつ普通運転

免許をもつ者

年　　齢：	制限なし　募集人員：2名以上

	 勤務開始時期：平成29年4月から

業務内容：下記①～③のすべて

①運動実践室での高齢者個別支援（60歳以上対象）

勤務日時：毎週月曜日～金曜日

	 （年末・年始・祝祭日は休み）

	 午前9時15分～午後3時30分

勤務場所：飛島村敬老センター

内　　容：	ストレッチング、マシン筋力トレーニング、

	 コンディショニング指導など

②訪問運動支援

　（支援対象者があれば。保健師等と同行）

訪問時間：記①の勤務時間内

③ケア会議への出席

　毎月第2水曜日4時～ 5時15分（祝祭日は日程変更）

　毎月第3水曜日3時～4時（祝祭日は日程変更）

開催場所：飛島村すこやかセンター

給与条件等詳細は下記まで。

【問い合わせ先】

　愛知県海部郡飛島村民生部保健福祉課　担当奥村

電話：0567-52-1001

行政から会員への協力依頼
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　4月14日16日に発生した熊本地震で被災された方々

には心からお見舞い申し上げます。

　このたび、県士会の災害対策委員として、JIMTEF（ジ

ムテフ／国際医療技術財団）災害対策医療研修を受講

させていただいた経緯からJRAT（大規模災害リハビリ

テーション支援関連団体協議会）として熊本県への支援

（ロジスティック業務）活動に参加してきましたので、報

告をさせていただきます。

【現地活動】

　活動時期は、地震発生後の2週間後の4月29日（金）

～ 5月8日（日）まで約10日間です。始発で名古屋駅

から新幹線で博多を経由して熊本まで、そこから市電と

徒歩で14時に熊本機能病院に入ることができました。

博多からの新幹線は速度を落として運行していました。

九州新幹線は同日から試運転が再開されたようで、乗

客は私含め数名しかいませんでした。

　私が参加した時期は混乱期から修復期への過渡期で、

DMATの活動も行われていました。（通常DMATは被

災直後～72時間程度が主たる活動時期と言われていま

す）今回の支援は避難所などでの活動ではなく、災害

対策本部（熊本機能病院内）での支援調整業務でした。

主な業務としては、①新規活動支援チームへのオリエン

テーション、エントリーシート作成②支援活動チームの

派遣先及び宿泊先調整③東京本部と現地調整本部（県

庁）、活動支援チーム間の調整及び記録④支援活動チー

ムの活動実績報告のとりまとめ⑤避難所情報の集約

⑥ミーティング等を行いました。

被災地支援は初めてで、どのように対応すればよいのか

不安でした。現地対策本部のスタッフにとってもどこの

誰が来るのかわからない不安もあったと思いますが、温

かく迎え入れてくださいました。

支援活動チームも活動本部も入れ替わりが多く、情報の

集約・共有・引継ぎの手段に悩みました。支援活動チー

ムがスムーズに活動できるように支援することがロジ業

務の柱だと実感しました。

【今後にむけて】

7月16日で熊本県におけるJRAT活動は終了し、「熊本

県復興リハビリテーションセンター」へ引き続くことに

なったそうです。

当時の現地活動本部本部長が、より早い段階で県内中

心の復興支援に切り替えていきたいと話をされていまし

た。

発災直後から時間経過とともに変化する被災地ニーズは

対応していくために現地が機能的に活動するにはやはり

現地の人たちの連携だと思います。

熊本県は全国的にも地域連携パスなどで有名です。平

時から医療・介護だけではなく各関係団体と連携ができ

ていたからこそ災害時でもスムーズな対応になったので

はないでしょうか。私たちも顔と顔の見える連携を意識

していきたいと思います。

当委員会も、災害医療や災害リハビリテーションの啓発

にむけて取り組んでいます。

「平時」から「非常時」を意識づけしていける研修企画

に取り組んでいきたいと思います。

地域で活躍する理学療法士

熊本地震支援活動報告
～「平時」から「非常時」を意識する！重要性を認識した支援活動～

社会医療法人愛生会　上飯田リハビリテーション病院　嶋 津  誠 一 郎
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　2016年9月、リオデジャネイロで開催されたパラリ

ンピックに、日本選手団の一員として参加しました。北

京大会はボート競技の監督として、ロンドン大会は日本

パラリンピック委員会（JPC）本部トレーナーの一員と

しての参加だったのですが、今回は、そのトレーナーの

リーダーを任ぜられての参加だったので、プレッシャー

がとても大きくて心配でした。今、何とか責務を果たす

ことができて一安心しています。渡航前は、犯罪率や伝

染病などネガティブな情報が多くて、選手団一同、とて

も神経質になっていましたが、それなりの対策をしての

出発でもあり、またJPC本部スタッフのご尽力もあって、

選手団は大きなトラブルも無く無事に帰国することがで

きました。また、現地のボランティアの人たちも、大変

好意的で比較的快適な遠征であったと感じています。

　JPC本部トレーナーの役割としては、日本スポーツ

振興センターのハイパフォーマンスサポートセンター

（HPSC）の指定選手以外で、帯同トレーナーがいない

競技団体の選手に対するサポートが中心の予定でした。

リオデジャネイロパラリンピック参加報告
愛知医療学院短期大学　鳥 居  昭 久

実際には、リクエストに応じてどんな選手にでも対応す

る形でトレーナーサポートを展開しました。

　具体的業務としては、選手村のトレーナールームでは、

主に物理療法を用いての選手のメンテナンス、テーピン

グ、トレーニング指導を実施、競技会場や練習会場でも

テーピングや、ウォームアップやダウンの手伝い、動作

チェックやトレーニング指導などを実施しました。時に

は、事前には予想外の事態も有ったのですが、HPSCや、

メディカルルームの医師などと連携して、適切に対処す

ることができました。

　パラリンピックを頂点にした障がい者スポーツの世界

は、元来有している障害を理解できる理学療法士の力

がとても重要です。しかし、意外に理学療法士の参加が

少ないのも現状です。多くの理学療法士が、先ずは障が

い者スポーツを知っていただき、一緒にスポーツを楽し

む機会が増えると有り難いと感じています。今回の経験

を活かして、学生たちにも障がい者スポーツを更にたく

さん知ってもらおうと思っています。
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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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◉専門領域研究部
「専門・認定理学療法士取得相談会」

のお知らせ
・相談会開催時間：

 　平成29年3月5日（日） 10：00 ～ 15：00

 　＊第26回愛知県理学療法学術大会内で開催します。

 　＊1名あたりの相談時間は約15分間です。

・相談および当日受付場所：

 　ウインクあいち2階ホワイエ・相談コーナー

 　＊第1会場の入口前になります。

 　＊当日受付も同場所です。

・対象：来年度以降に専門・認定理学療法士の取得を進

めようと考えている会員 

・相談内容の例：

 　例） 認定理学療法士のシステムがよく分からないの 

 で教えて下さい。

 　例） 専門理学療法士のメリットがよく分からないか 

 ら教えてほしい。　など

・定員：40名

・参加費：無料

・申込方法：（できる限り事前申込をお願いします）

　事前申込

 下記の（1）～（5）を記載して、メールにて申込し

て下さい。

 （1） 氏名・ふりがな

 （2） 所属施設

 （3） 所属施設の電話番号

  （自宅会員は自宅電話番号）

 （4） メールアドレス

 （5） 相談内容

  例）認定理学療法士取得までの流れを教えて

  　　ほしい。

  例）専門理学療法士のメリットを教えてほし

  　　い。　など

 　申込先は、murase@my.email.ne.jp

 　（相生山病院・村瀬政信）です。

 　件名は、「専門・認定理学療法士相談会申込」とし

 　て下さい。

 　携帯電話アドレスからの申し込みは不可といたしま

 　す。

 　事前申込締切は、平成29年2月27日（月）

 　12：00 までです。

 　後日メールで相談の時間帯を決定します。

　当日申込

 事前申込されていない方は、当日申込が可能です。

 定員超過の場合は受付を締切りますので、できる限

り事前申込をお願いします。

 当日申込者は、当日10：00 ～ 13：00に当日申

込者受付までお越し下さい。

 当日受付時に相談の時間帯を決定します。

・問い合わせ先：

 相生山病院リハビリテーション科　村瀬政信

 TEL：052-878-3711
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その他の研修会

◉藤田臨床動作分析講習会
日　時： 平成29年2月11日（土）～ 12日（日）

内　容： 寝返り・起き上がりの評価と治療

 揺れる＋腹臥位での腹式呼吸 

講　師： 冨田昌夫

 　（藤田保健衛生大学医療科学部客員教授）

 杉山智久（藤田保健衛生大学医療科学部　講師）

 宇佐見和也（国立長寿医療研究センター）

会　場： 藤田保健衛生大学医療科学部７号館

 （リハビリテーション学科棟）204教室

受講費： 15,000円

定　員： 60名

申込先： 入力ホーム

 http://fm.sekkaku.net/mail/1180577425/

締　切： 平成29年2月4日

主　催：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

その他： 昼食は各自持参でお願いします。

◉第61回 愛知県糖尿病
療養指導研究会 学術講演会

日　時： 平成29年4月 2日（日）

 13：00 ～ 16：20 （開場12：30）

内　容： テーマ「在宅における糖尿病の運動療法と妊娠

糖尿病のための食事療法」　　

◉機能解剖から紐解く
股関節へのアプローチ

日　時： 平成29年2月19日（日）

内　容： 股関節は下肢と体幹をリンクする関節であり、

二足で起立・歩行を行うヒトにおいては、重要

な運動器となります。

今回のセミナーでは、股関節に関する解剖学および運

動学に基づいた基礎知識（機能解剖）を整理した上で、

変形性股関節症を中心とした病態および病態運動学、

さらにはこれらの内容をベースとした運動療法の概念

を紹介いたします。

＊＊＊本セミナーで学べる内容＊＊＊

1．股関節の機能解剖

2．股関節の病態および病態運動学

3．関節の運動療法（レビューを含め）

＊＊＊ このセミナーを学んで得られること ＊＊＊

基礎知識が増える/明確になる→自信がつき臨床技

術が高まる

股関節の解剖学、運動学の最新の知見を整理し、股

関節の機能障害の評価、治療方法が身につく

股関節を中心とした運動療法のアプローチの幅が広

がる

　臨床例）

　・変形性股関節症

　・大腿骨近位部骨折（大腿骨頸部骨折）の方

「検証された知見」が臨床技術を支える

＊＊＊ こんな方にオススメ！ ＊＊＊

股関節周囲の解剖学、運動学に自信の無い方、自信

を深めたい方

臨床力を高めるために基礎知識が必要だと気付いて

いる方

今まで学んだ知識をアップデートしたい方

股関節疾患のリハビリをされている方

講　師： 山﨑敦先生（文京学院大学　教授）

会　場： 東別院会館　椿

受講費： 通常→11,880円

 早割→9,720円

定　員： 40名（先着順）

申込先： https://session-therapist.jimdo.com/

yamasaki-hip-tokai/

 こちらの申し込みページよりお申込み下さい。

締　切： 平成29年2月17日まで

主　催： SESSION
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◉第4回 日本呼吸ケア・
リハビリテーション学会　東海地方学会

会　期： 2017年4月8日（土）

 9：45 ～ 17:30 予定

 講演1.高齢糖尿病患者に対する運動療法

 　　　－在宅での介入を中心に－

 講演2.当院の妊娠糖尿病患者指導と課題

 特別講演.妊娠糖尿病の栄養管理と栄養指導

講　師： 講演1.石川県済生会金沢病院　済生会金沢訪

問看護ステーション　理学療法士　古矢泰子

 講演2.半田市立半田病院　栄養科副主幹　粕

壁美佐子

 特別講演.　愛知学泉大学　家政学部家政学科　

准教授　浅田英嗣

会　場： 名古屋大学医学部附属病院　中央診療棟3階講

堂 （名古屋市昭和区鶴舞65：JR中央線「鶴舞」

駅を下車し、名大病院口改札を出て徒歩約5分）

受講費： 愛知県糖尿病療養指導研究会会員　無料

 その他参加者　1,000円

定　員： 200名

申込先： 事前に申し込みの必要はありませんので、参加

ご希望の方は当日会場まで直接お越し下さい

締　切： 特にありません

主　催： 愛知県糖尿病療養指導研究会

共　催： 公益社団法人　愛知県臨床衛生検査技師会

後　援： 公益社団法人　愛知県理学療法士会

その他： ○糖尿病療養指導士の方に対しては、認定更新

のための研修会として2群1単位が認定される

予定です。

 ○問合せ先：

 愛知県糖尿病療養指導研究会事務局

 医療法人社団喜峰会東海記念病院　藍川智津

（mail：aichicde2003@yahoo.co.jp）、また

は医療法人三仁会あさひ病院リハビリテーショ

ン科　横地正裕（TEL：0568-85-0077）

会　場： 名古屋大学医学部 基礎研究棟4階 第4講義室

 〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町65番地

会　長： 小川 智也

 （公立陶生病院 中央リハビリテ－ション部）

事務局： 公立陶生病院 中央リハビリテ－ション部 内

 第4回 日本呼吸ケア・リハビリテ－ ション学

会東海地方学会 事務局

 〒489-8642 愛知県瀬戸市西追分町160 番地

 TEL 0561-82-5101

 FAX 0561-82-9139

 E-mail:jsrcr4@yahoo.co.jp

参加費： 2,000円、学生無料（院生を除く）

参加予定人数：200名

参加職種：医師、看護師、理学療法士、臨床工学士、栄

養士、言語聴覚士など

企画一覧

　特別講演Ⅰ　（ランチョン形式）

　　小山 珠美 先生（JA神奈川県厚生連 伊勢原協同病

院　看護部（摂食嚥下担当））

 「包括的食支援のススメ！～呼吸器疾患患者の

食べるを支えるために～」

　特別講演Ⅱ

　　神津 玲 先生（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

医療科学専攻）

 「重症呼吸不全に対する呼吸リハビリテーショ

ン」

　指定演題「実践報告」

　　永谷 元基 先生（名古屋大学医学部附属病院 リハビ

リテーション部）

 「呼吸器疾患における地域医療連携　－名古屋

大学医学部附属病院と名古屋逓信病院における

呼吸リハビリテーションの連携を通して－」

 　小林 千穂 先生（慢性呼吸器疾患看護認定看護師：新

潟勤労者医療協会 下越病院　看護部）

    「呼吸器看護外来における看護師の役割」

一般演題



No.184	 THE	AICHI	PHYSICAL	THERAPY	ASSOCIATION	NEWS

14

◉第29回日本ハンドセラピィ学会
学術集会

日　時： 2017年4月28日（金）、29日（土）

内　容： モーニングレクチャー、教育講演Ⅰ・Ⅱ、シン

ポジウム、一般演題（口述、ポスター）、機器

展示

講　師： 中尾　悦宏先生（中日病院副院長　整形外科・

名古屋手外科センター統括部長）

 面川　庄平先生（奈良県立医科大学　手の外科

学講座教授）

 渡邉　健太郎先生（名古屋掖済会病院副院長　

整形外科・リウマチ科部長）

会　場： 名古屋国際会議場　

 〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町1番1号

受講費： 事前受付　会員6,000円　非会員9,000円　

 当日受付　会員7,000円　非会員10,000円

 　　 ※ 28日から参加される場合、第60回日本手外

科学会学術集会の参加費が必要となりますので

ご了承ください。

定　員： なし

申込先： 第 29 回日本ハンドセラピィ学会学術集会

ホームページにて事前受付を行っております。

（URL:http://meeting29.jhts-web.org）

締　切： 事前登録の受付終了は29年3月31日までで

す。

 当日受付も行っております。

主　催： 一般社団法人日本ハンドセラピィ学会

共　催： 一般社団法人日本手外科学会

後　援： 日本肘関節学会、公益社団法人日本理学療法士

協会、一般社団法人日本作業療法士協会、公益

社団法人愛知県理学療法士会、一般社団法人愛

知県作業療法士会
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①	平成28年度会費納入について
　今年度の会費納入につきましてカード決済登録

以外の方には、順次払込票が日本理学療法士協会

から届いています。未払いの方は早急に納入をお

願いいたします。1年以上会費未納になりますと、

会員資格の一時停止（研修会・学術大会への参加、

演題登録ができなくなります）などの処置がとら

れ、未納退会となる場合がありますのでご注意く

ださい。未納退会となりますとこれまでの新人教

育プログラム・生涯学習ポイント・専門、認定理

学療法士資格等の認定資格は失効し再入会されま

しても復活はしませんのでご注意ください。

　自動的に毎年会費の支払いができる楽天カード

登録をお勧めいたします。お手持ちの楽天カード

を登録することも可能です。楽天カードをお持ち

でない会員は日本理学療法士協会マイページより

お申込み・支払設定をしていただきますと支払更

新手続きも自動で可能となりますので是非ご利用

ください。

②会員情報への
　メールアドレス登録のお願い
　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。）

＜会員の皆様へ事務局からのお知らせ＞

③所属先登録・変更のお願い
　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。職場の異動、自宅

住所等の変更も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。特に入会時

等、所属施設の登録がされていない場合がありま

すので一度ご確認ください。尚、平成29年2月

から士会ニュースなどは個人発送となり自宅への

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ご検討

ください。

④一般会員からの情報提供・
　ニュース投稿のお願い
　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

れる方は是非事務局までご一報ください。ご協力

をお願いします。
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士会ニュース等個人発送を開始しました
　平成29年2月から士会ニュース等会員個人配布郵送物の個人発送を開始しました。これにより勤務先会員の方

も郵送物を自宅へ配送することが可能になりました。また、所属会員が多い施設の方にはご迷惑をお掛けしており

ました仕分けの手間も解消されると思います。

　変更には会員ご自身で手続きを日本理学療法士協会マイページから実施が必要となります。下記に説明を記載し

ましたので郵送先の変更を希望される方は手続きをお願いします。

また、併せてメールマガジンの配信も行えますので手続きをお願いします。

　尚、ログインにはパスワードが必要になりますのでお忘れの方は日本理学療法士協会までお問い合わせください。

（変更手順）

　①日本理学療法士協会HPトップページのマイページをクリック

　②ログイン画面からパスワードの入力

　③メニューの会員管理⇒会員情報確認・更新⇒更新画面へ（右端）をクリック

　④郵送物送付先で希望の送付先を選択（更新画面中段辺りにあります）



平成29年２月１日
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会　　員　　動　　向

（平成28年9月1日～12月15日）　

　総会員数　	5,319名（平成28年12月31日現在）

施 設 会 員 施設会員　4,419名　（所属施設　789施設）

自 宅 会 員 自宅会員　888名

新 入 会 52名

県 外 異 動 （他県→愛知県） 12名

県 外 異 動 （愛知県→他県） 11名

休　　 会 9名

退　　 会 10名
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Memo



平成29年２月１日
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◀求 人情 報▶◀求 人情 報▶

あしたば訪問看護ステーション
◦所 在 地 〒愛知県春日井市出川町4-1-27
◦電話番号 0568-53-1220
◦募集人数 若干名
◦希望条件 常勤		非常勤	問わず　　春に名古屋市守山区にオープン予定
◦担 当 者 竹内		千草
◦ホームページ ashitaba-kango.com

咲楽リハビリ訪問看護ステーション
◦所 在 地 〒481-0002		北名古屋市片場大石47
◦電話番号 0568-26-5862
◦募集人数 若干名
◦希望条件 常勤・非常勤問わず
◦担 当 者 土田

中部メディカル 訪問看護ステーション
◦所 在 地 〒463-0048　名古屋市守山区小幡南3-17-31　B-3
◦電話番号 052-792-9802
◦募集人数 若干名
◦希望条件 常勤、非常勤問わず
◦担 当 者 熊澤
◦ホームページ http://chubu-med.com/
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