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　平成29年11月17日、岡西哲夫先生が第69回愛知

県表彰（知事表彰）を受賞しました。  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）に対する表彰です。2年連続での理学

療法士の受賞は、我々の活動がなお一層注目されること

になることでしょう。

　さて、高齢化の進展に伴い疾病構造が変化していく中

で、「治す医療」から「治し、支える医療」への転換が求

められるとともに、「団塊の世代」が全て75歳以上とな

る平成37年（2025年）に向けて、地域包括ケアシス

テムの推進と医療機能分化・強化・連携に関する充実等

のより推進に向けて、制度の改定や整備が行われている。

　特に、平成30年度は、6年に一度の診療報酬と介護

報の同時改定のみならず、第7次医療計画・第7期介護

保険事業（支援）計画・第3期医療費適正化計画が、また、

平成20年4月より都道府県は後期高齢者医療制度の保

険者となっているが、新たに国民健康保険の財政責任主

体を都道府県に移管することにより、医療費分析などを

行う機能の強化等、都道府県の位置づけや役割を明確化

等、今後の医療・介護施策において極めて大きな節目と

なることは明らかである。

　平成30年度診療報酬改定並びに介護報酬改定の基本

方針として、地域包括ケアシステムの構築と、医療機能

の分化・強化と連携、介護と医療の役割分担と切れ目の

ない連携の推進等、また、リハビリテーション等アウト

カムに着目した評価や情報通信技術（ICT）を活用した

医療・介護ニーズの把握による、効率化・適正化による

制度の安定性・持続可能性の推進が求められる。

　また、医療と介護は対人サービスであり、質の高い人

材を継続・安定的に確保していくことが不可欠であり、

人材の育成、就業促進、勤務環境の改善等、質の高い人

材の確保に関する取組を進めることが重要である。また、

人材の育成に当たっては、医療及び介護を取り巻く環

境の変化に対応した継続的な研修体制等を整備するとと

もに、地域包括ケアシステムを構築する観点から、医療

及び介護の連携の核となる人材の育成を図りつつ、多職

種が連携して取り組む環境づくりを進めていくことが重

要である。その際には、医療及び介護の関係機関・団体

が相互の連携を密にして、利用者にとってわかりやすく

総合的な支援が行われる体制を確保することが重要であ

る。

代表理事コラム

平成30年度診療報酬・介護報酬同時改定に向けて
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　6日（金） 愛知県看護協会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
10月　8日（日） 日本理学療法士協会平成29年度組織運営協議会
10月27日（金） 平成29年度第1回名古屋市在宅医療・介護連携推進会議
10月30日（月） 愛知県理学療法士会中間監査
11月　3日（金） 公益社団法人静岡県理学療法士会設立記念式典
11月11日（土） 第33回東海北陸理学療法学術大会
11月13日（月） いとう渉衆議院議員　がんばろまいわたる会総会
11月16日（木） 愛知県国民医療推進協議会
11月17日（金） 大村ひであき昼食懇談会
11月18日（土） 第17回東海北陸作業療法学会・第25回愛知県作業療法学会
11月18日（土） 愛知県理学療法士会理事会
11月25日（土） あいち福祉医療専門学校教育課程編成委員会
11月25日（土） （公）愛知県医師会設立七十周年記念式典
12月　1日（金） 愛知県医師会長、愛知県医務国保課へ第27回愛知県理学療法学術大会出席のお願い
12月　2日（土） 平成29年度理事懇談会、賛助会員懇談会
12月　5日（火） 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会
12月16日（土） 東海在宅医療研究会
12月23日（土） 理学療法士労働環境委員会

代表理事会務報告（平成29年10月6日～12月23日）
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　平成29年11月17日、岡西哲夫先生が第69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昨年の鳥山喜之代表

理事に次ぐ受賞であり、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

です。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。2年連続での理学療法士の受賞は、

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。

岡西哲夫先生が
第69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。

　昨年の師走から慌ただしいまま新年を迎え、すでに

1ヶ月が経ちました。

　今年度末にはトリプル改定ということもあり、会員の

皆様におかれましては新年度へ向けて着々と準備をされ

ていることとお察しします。

　さて業務推進部としましては、平成30 年度も引き続

き『管理者ネットワーク構築事業』として『協会指定管

理者研修（初級）』『職域（病期）別管理者ネットワーク

構築』に取り組んでまいります。今後の研修会について

は現在企画調整中ですので、詳細が決まりしだい県士会

ニュースやホームページでお知らせいたします。

　また協会指定管理者制度については、日本理学療法

士協会ＨＰ内の『会員の方へ→生涯学習について→協会

指定管理者』を、ご参照ください。

　会員の皆様におかれましては、愛知県における管理者

ネットワークの確立にむけて今後もご理解とご協力を賜

わりますよう、よろしくお願い申し上げます。

❖報告1
　12月2日（土）『協会指定管理者研修（初級）』を開

催しました。

　この研修会は当士会では初めての企画であり、講義・

グループディスカッション・発表・意見交換を通して、ご

参加くださった40名の方が新たに「協会指定管理者（初

級）」を取得されました。

　平成30 年度は2回の開催を予定しています。取得を

希望されている方は、前述の協会指定管理者制度をよく

お読みになり、ご自身が受講要件を十分満たしているこ

とを確認の上お申し込みください。

❖報告2
　1月6日（土）『管理者ネットワーク構築事業　第 4回

ADL 維持向上等体制加算に関する研修会』を開催し、

県内外から約50名の方がご参加くださいました。

　この研修会は過去3回にわたり急性期の療法士の方々

が“意見交換会”として開催してこられました。その尽

力されている様子に感銘を受け、今回から『職域別（急

性期）管理者ネットワーク構築事業』の位置づけとして

業務推進部が協力させていただくことになりました。

　平成30 年度も2回の開催を予定しています。急性期

病院で勤務されている方、ADL 維持向上等体制加算に

興味のある方など、ぜひご参加ください。
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職　能　局 倫理保険業務部
部長　宮嵜　友和

　新年あけましておめでとうございます。本年も宜しく

お願い申し上げます。

　今年は診療報酬、介護報酬の同時改定の年です。倫

理保険業務部では3月7日（水）に鳥山会長に講師をお

願いし、改定情報に関する研修会をTKP 名古屋西口カ

ンファレンスセンターで開催する予定です。詳細につき

ましては県士会ホームページでご案内致します。

　また、第27回愛知県理学療法学術大会（3月11日）

において、倫理保険業務部相談会ブースを設け業務に関

するQ&Aを行います。可能な限り会員間での情報共有

を図りたいと考えていますのでお気軽にお立ち寄り下さ

い。

今後とも倫理保険業務部の活動にご理解とご協力の程、

宜しくお願い致します。

職　能　局 予防事業推進部
部長　林　尊弘

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。本年もよろし

くお願い申し上げます。

　予防事業推進部では2月18日（日）の13 時から鯱

城ホールにて、介護予防指導者育成事業 第2回全体会

を開催いたします。この研修会では、地域包括ケアシス

テム構築に向けた全国的な動きおよび各協会の方向性

　新年あけましておめでとうございます。歳も明け早い

もので1か月が過ぎました。今年は医療・介護同時改正

が行われる歳でもあり、各施設様にとってもお忙しい1

年になることと思います。年々変化する情勢ではありま

すが、健康福祉部では、理学療法士として皆様方にお

役に立てることを変わらず提供できるように活動（公益

事業）を継続して参ります。会員の皆様のご協力あって

の事業と考えております。本年もどうぞよろしくお願い

致します。

❖今年度最終事業
　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： 介護福祉士等介護技術向上研修「認知症」につ

いて（仮称）

日時： 平成30年2月24日（土）　　　

場所： TKPガーデンシティ PREMIUM名古屋新幹線口

※詳細につきましてはHPをご参照ください。

について、日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、

日本言語聴覚士協会から先生方をお呼びし、ご講演い

ただきます。詳細につきましては、1月初旬に各会員の

先生方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。

❖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、地域リハビリテーション研修会

を行っていく予定です。

 　また、来年度におきましては、隔年開催される愛知

県風船バレーボール大会の年でもあります。冬季オリ

ンピック・サッカーワールドカップとスポーツに沸くこ

の年の開催でもありますので、健康福祉部としても盛

り上げて行きたいと思います。

 　皆様のご協力お待ちしております。（平成30年7月

頃よりボランティア募集予定）
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常設委員会 災害対策委員会
委員長　嶋津　誠一郎

　会員の皆さま、新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

【平成29年度活動報告】
3士会合同情報伝達訓練

　平成29年10月28日に昨年度に引き続き、3士会

の災害対策員会合同での情報伝達訓練を行いました。

　今回の想定被害は「昨夜深夜、太平洋沖を震源とす

る地震が発生。県から避難所支援へ依頼があった。3

療法士での体制を整理するための情報共有」の情報

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。

　多くのブロック関連事業へのご参加、ご協力をいただ

き誠にありがとうございます。当会ブロックは、二次医

療圏に近い市町村でブロックを形成しておりますが、厳

密には一致しておりません。地域医療構想や在宅医療介

護連携のなかで、今後ますます二次医療圏や、さらには

市町村単位の行政や医師会など多職種との関わりや会

議参加を求められることが増えると予想されます。今後

も勤務先施設等の地域、お住まいの地域ブロック活動

に関心を持っていただければ幸いです。よろしくお願い

申し上げます。

特設委員会 地域包括ケア推進委員会
委員長　都築　晃

　こんにちは。地域包括ケアシステム推進委員長の都

築晃です。

　関連する部局から、介護予防リーダーや予防指導者

育成研修、吸引研修や退院支援研修など皆様のもとへ

紹介されていると思います。愛知県からの委託や補助

事業を作業療法士会や言語聴覚士会と協力して推進し







社　会　局 広報部
部長　清島　大資

　明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、広報部ではトピックスに掲載頂いた岡西哲夫先

生の第69回愛知県表彰（知事表彰）を取材させていた

だきました。2年連続での理学療法士の受賞という快挙

を皆様にお伝えすることができました。

　また、1月に広報誌「ぴたっ！とあいち16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。ご一読いただけましたら、幸いと存じます。

三年が経過しましたが、次の三年においてもさらに進ん

だ研修等が組まれる予定です。次の同時改定もふくめ今

後は、地域医療構想や総合支援事業など、医療介護の

両分野をあわせた地域連携の知識がますます重要にな

ります。急性期や回復期等の医療職場に所属しながら、

予防事業や地域包括ケアなどを学ぶ機会にもぜひ足を

運んでいただければ幸いです。よろしくお願い申し上げ

ます。

送受信訓練を行いました。

今年度は士会員の方を対象とした方法も検討しました

が、連絡体制の構築が整備できず、役員を中心に行い、

6 割を超える方々の参加を頂きました。ありがとうご

ざいました。

≪抽出された課題≫

①「情報手段（情報ツール）の多様化への対応」

 今回は、PCからのメール機能を活用して情報送受

信訓練を行いました。

 しかし、メールがうまく送信（受信）されないケース、

転送されないケース、受信拒否のケースなどが見受
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常設委員会 白書委員会
委員長　壹岐　英正

　新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞ

宜しくお願い致します。

　当会では3年に一度「愛知県理学療法白書」を発行し



ており、次回は「2018年版」を発行いたします。

　つきまして、各施設概要についてのアンケート送付を

2018年6月ごろに予定しております。各地域における「地

域包括ケアシステム」」や「介護予防」に有用な情報に

もなりますので、ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。

けられました。

 そのような中、電話対応をいただいた方も見られま

した。訓練といえども参加者の災害に対する意識の

高さがうかがえました。

 余談ですが、熊本地震の際は発生直後より電話回線

がつながりにくい状況でしたが、LINEやフェイスブッ

ク、ツイッターはほぼ可能であったと言われていま

す。また、LINEの既読機能が東日本大震災をきっ

かけに付けられた機能だったことをご存知ですか？

②「事務局機能の分散化」

 現状では士会事務局は一つですが、この１か所が被

災した場合、当然事務局機能が失われることになり

ます。またシステムが破綻したことを想定すると、

紙ベースでの代用も検討していかなければなりませ

ん。

≪情報伝達訓練の目的≫

①自然災害時等非常時への意識をたかめる

②士会員の安否確認

　私たち理学療法士は、避難所や仮設住宅の環境設定、

不活発への働きかけなどに取り組むことができます。そ

のため、災害発生直後にリハビリテーション支援チーム

として速やかに体制を構築したいと考えています。有事

の際には士会員の協力なくして、災害支援体制の構築は

できません。平時の反復訓練が非常時の行動に活かさ

れます。

　2018 年度も災害への研修企画等を進めてまいりま

す。「部局だより」が皆様の職場や自宅での災害への意

識を高める工夫の一助となれば幸いです。
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　働き方改革特集

　男女共同参画等検討委員会では、会員相互がライフワー

クと就労環境についての情報交換の場、環境整備の支援

を目的に士会ニュースによる情報提供を企画しました。

　この度、平成28年豊田市はたらく人がイキイキ輝く事

業所イキイキ大賞を受賞された合同会社P-BEANS（豊

田市）の取り組みについて取材し、実際にそこで働くスタッ

フや、代表者の想い、イキイキ働くことができるための仕

組みなど、お話を伺いましたのでご報告します。

個々のワークライフバランスを大切に
　 まずは自分の家族を一番に大切にす

る。そうすることで目の前の利用者

さんをもっと大切にすることができ

る。スタッフにはそのような理念の

もと働いていただいております。

　 そのために大切なことは上司が率先

して会社の制度を利用して家族との

時間を作っていくことです。これによりスタッフへ制度利

用を促し、休みがとりやすい雰囲気を作っていると考えて

います。

　また定期的なイベントを通し、各スタッフの家族や利用

者様のご家族とも顔の見える関係性づくりをしています。

　また、ランクアップノートという評価シートを使用し、各

スタッフは会社での目標とプライベートの目標も設定して

もらい、自分の家族を大切にしながら仕事に取り組み、振

り返ることができるような仕組み作りをしています。

　各スタッフとは毎月1回の面談や、普段のコミュニケー

ションを通して、個々のワークライフバランスの考え方を

大切に、それをどうしたら実現できるかをスタッフひとりひ

とりと共に考え、必要に応じて調整をしています。

女性リーダーが仕事を楽しみながら輝く
　 会社の立ち上げから関わらせていた

だいていますが、当事業所に　入職

してさらに理学療法士のという　仕

事が楽しくできるようになりました。

　 自分の色や強みを生かした事業展開

などいろいろ気軽に提案もしやすく、

常に坂元代表をはじめスタッフのみ

なさんと普段のコミュニケーションからアイデアを出し合え

る雰囲気があります。

　現在はリーダーとして新しいプロジェクトの立ち上げにも

関わらせていただいています。

　女性がこれからもリーダーとして輝いていくためには、

仕事とプライベートが両立できる職場環境づくりが必要と

考えています。

　今後は就労できるデイサービスをまずここ豊田市から増

やしていき、高齢者や障がい者の方がよりイキイキとした

生活を送ることができる世の中を作っていきたいと考えて

います。

自分の理想を実現できる職場
　 自分の家庭をまず一番に大切にする

という会社の理念も各スタッフに浸

透しており、家庭の都合でお休みす

る際もお互い気を遣うことなく会社

の制度や、有給休暇も取得すること

ができています。

　 スタッフの少ない時には、管理職の

皆さん、スタッフ間で協力し合える雰囲気と仕組みがあり

とても働きやすく感じています。

　当事業所は比較的医療連携の多い事業所です。急性期、

回復期からの在宅復帰支援や、在宅看取りなど多職種連

携を通して自分の理想のケアマネジャー像を確立すること

ができました。

　今後も利用者さんに寄り添った在宅支援や、ご希望され

る最期のコーディネートができる医療連携に強い居宅介護

支援事業所を目指していきたいと思います。

特設委員会
男女共同参画等検討委員会
委員長　三宅　わか子
取材者　寺本　圭佑・三次　園子

会社名：合同会社　P-BEANS
http://www.p-base.co.jp

理学療法士
小川真生さん

定期的に開催される社内イベントの様子

代表社員
坂元玲介さん

介護支援専門員
柴山裕子さん
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寄　　稿
鈴木重行（名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻）

 「ストレッチングの科学　－ 推奨される評価方法－」

研究報告
竹中　裕人（医療法人三仁会あさひ病院リハビリテーション科）

　「少年野球選手の投球障害新規発症率と関連要因」第26回愛知県理学療法学術大会　学術大会賞受賞論文

髙津　志歩（医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院リハビリテーション科）

　「当院においてリハビリテーションを行った骨転移患者の転帰に関わる要因の検討」

菱川　法和（鵜飼リハビリテーション病院リハビリテーション部）

　「回復期脳卒中患者に対する認知関連行動アセスメントの評価者間信頼性の検討」

米持利枝（第一なるみ病院リハビリテーション科）

　「脳卒中片麻痺患者におけるトイレ動作の自立に対する立位バランスの影響」

野嶋　治（豊橋創造大学保健医療学部）

　「ショートフットエクササイズによる運動介入が動的内側縦アーチ高に及ぼす影響」

藤山　裕晃（名古屋ハートセンターリハビリテーション部）

　「心臓血管外科術後患者の術後回復過程における肺活量の推移に関する記述研究」

症例報告
野中　雄太（いえだ整形外科リハビリクリニック）

　「Struthers’arcadeでの尺骨神経絞扼により肘内側部痛を呈した一症例　－超音波画像診断装置を用いて－」

石川　康伸（医療法人田中会西尾病院リハビリテーション室）

　「回復期リハビリテーション病棟における重症型ギラン・バレー症候群の一例　－下肢筋力と立位バランス能力

の臨床経過に着目して－」

嶋　尚哉（豊川市民病院リハビリテーション技術科）

　「変形性膝関節症に対するDouble level osteotomy前後の理学療法」

第29巻2号

愛知県理学療法学会誌第29巻1号をホームページに掲載しました。本号の掲載論文を紹介させて
頂きます。ご存知の方も多いと思いますが、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。
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第27回
愛知県理学療法学術大会

特定非営利活動法人 愛知県理学療法学会
T H E  A I C H I  S O C I E T Y  F O R  P H Y S I C A L  T H E R A P Y

医療法人三仁会あさひ病院大会事務局：
〒486-0819 春日井市下原町字村東2090番地 公益社団法人 愛知県理学療法士会共　催：特定非営利活動法人 愛知県理学療法学会主　催：

株式会社 オフィス･テイクワン
〒451-0075 名古屋市西区康生通2-26 TEL：052-508-8510／FAX：052-508-8540

運営事務局：

後 　　  援：愛知県、名古屋市、公益社団法人愛知県医師会、一般社団法人名古屋市医師会、公益社団法人愛知県看護協会、一般社団法人愛知県作業療法士会、愛知県言語聴覚士会、
社会福祉法人愛知県社会福祉協議会、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会、一般社団法人愛知県医療法人協会、一般社団法人愛知県病院協会、中日新聞社

http://www.cs-oto.com/apta27/URL：E-mail：apta27@cs-oto.com

2018年3 11日月 日会 期

愛知県産業労働センター ウインクあいち
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-38

会 場

医療法人三仁会あさひ病院
横地 正裕大会長

理学療法の未来への

課題と道程
－理学療法の本質と未来予想図partⅡ－

シンポジウム
質問アクセス

学術大会
HPアクセス

PROGRAM

理学療法の未来への課題と道程－地域包括ケアの担い手として－

理学療法の未来への課題と道程－治療者として－
（有限会社セラ・ラボ）山口 光國 先生

松井 一人 先生（公益社団法人日本理学療法士協会理事 有限会社ほっとリハビリシステムズ）

理学療法の未来への課題と道程－教育・研究者として－
鈴木 重行 先生（名古屋大学大学院医学系研究科）

理学療法士の未来への課題と道程－理学療法士に期待すること－
猪田 邦雄 先生（医療法人三仁会理事・顧問 名古屋大学名誉教授）
丹波 ちひろ 先生（医療法人純正会訪問看護ステーション太陽・高蔵寺管理者）
鈴木 信行 先生（患医ねっと代表）

特別企画
シンポジウム

講演2

講演3

講演1

愛知県士会・愛知県学会・協会主催の学会・研修会
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第34回 
東海北陸理学療法
学術大会

2018年10月27日 ･28日
三重県総合文化センター
畠中  泰彦   鈴鹿医療科学大学

公益社団法人 日本理学療法士協会
東海北陸ブロック理学療法士協議会
一般社団法人 三重県理学療法士会

会 期

会 場

大会長

主 催

担 当

Essential & Helpful
～本質と有用性の追求～

大 会
テーマ

http://thpt34.umin . jp/大会
H P

演題募集期間演題募集期間
2018年
5月7日（月）12時から
6月29日（金）14時まで

2018年
5月7日（月）12時から
6月29日（金）14時まで
詳細は大会ホームページをご確認下さい詳細は大会ホームページをご確認下さい
【お知らせ】
●本大会より抄録集の配布は参加者のみとなります。
●抄録集は大会ＨＰよりご覧いただける予定です。
●演者・参加者へのご案内など、大会の情報はＨＰへ
随時更新していきます。ご確認をお願いいたします。

【お知らせ】
●本大会より抄録集の配布は参加者のみとなります。
●抄録集は大会ＨＰよりご覧いただける予定です。
●演者・参加者へのご案内など、大会の情報はＨＰへ
随時更新していきます。ご確認をお願いいたします。
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◉平成29年度名古屋ブロック研修会・
症例検討会（名古屋東ブロック主催）

 履修ポイント

症例検討会発表者：

　　新人教育プログラム　「C-6　症例発表」

特別講演参加：

　　新人教育プログラム「C-2　運動器疾患の理学療法」

履修ポイント（終日参加）：

　　運動器理学療法専門分野　a.認定（運動器） e.専門

日　時： 平成30年2月18日（日）

 13：30 ～ 16：40（受付13：10 ～）

会　場： 今池ガスビル7階プラチナルーム（旧・A会議室）

 〒464-0850

 名古屋市千種区今池一丁目8番8号

参加費： 無料

内　容： ①13：30 ～ 15：00　特別講演

 　テーマ：「Clinical reasoningを用いた評価

 　と治療」

 　講師：よしだ整形外科クリニックリハビリ

  テーション科　古田 博之 先生

 ②15：10 ～ 16：40

 　運動器理学療法の症例検討会

対　象： 愛知県理学療法士会会員または医療、介護に従

事する方

１）参加申し込み方法

申込期間：平成30年1月9日（火）～

平成30年2月10日（金）まで　

 下記の宛先にメールにて 

 ①所属 ②会員番号 ③氏名 ④氏名のフリガナ 

⑤西暦表示の生年月日（例：20161208）

 ⑥メールアドレス ⑦新人教育プログラム終了

の有無を明記してご応募下さい。

　　　※応募多数の場合はこちらからご連絡させていた

だきますが、原則として参加登録確認の返信は

控えさせていただきます。悪しからずご容赦く

ださい。

◉平成29年度名古屋ブロック研修会・
症例検討会（名古屋北ブロック主催）

 履修ポイント

症例検討会発表者：

　　新人教育プログラム「C-6　症例発表」

特別講演参加：

　　新人教育プログラム「C-1　神経系疾患の理学療法」

新プロ修了者：

　　履修ポイント　なし

日　程： 平成30年2月11日（日）9：00 ～ 12：00

会　場： ウインクあいち

 （名古屋市中村区名駅4-4-38）1204会議室

参加費： 無料

テーマ： 特別講演「脳卒中片麻痺患者の運動学習と装具

療法について」

 鵜飼リハビリテーション病院　中橋 亮平 先生

（理学療法士）

スケジュール：

 特別講演 9：00 ～ 10：30、

 症例検討会 10：30 ～ 12：00

対　象： 愛知県理学療法士会会員または医療、介護に従

事する方

申し込み方法：

 下記の宛先にメールにて ①所属 ②会員番号 ③

氏名 ④氏名のフリガナ ⑤西暦表示の生年月日

（例：20141208）⑥メールアドレス　を明

記してご応募下さい。

　　　※応募多数の場合はこちらからご連絡させていた

だきますが、原則として参加登録確認の返信は

控えさせていただきます。悪しからずご容赦く

ださい。

応募期間：平成30年1月9日（火）～ 2月8日（木）

まで

応募先： 上飯田リハビリテーション病院　川瀬修平宛  

E-mail：pt_nagoyakita@yahoo.co.jp

※症例検討会の演題応募につきましては名古屋ブロック

会員を対象に郵送にて案内を送付いたします。
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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」について

・相談会開催時間：

　　平成30年3月11日（日） 10：00 ～ 15：00

　＊第27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

２）運動器理学療法の症例検討会の演題応募方法

応募期間：平成29年12月1日（金）～

 平成30年1月31日（水）まで

 メールの件名に「症例検討会演題応募」、本文

に上記①～⑦および⑧演題名を記載し下記の宛

先にご応募ください。応募から3日以内に返信

メールを送らせていただきます。

 もしも返信がない場合は、お手数ですが再度

メールをいただきますようよろしくお願い致し

ます。

応募先・連絡先：

 トライデントスポーツ医療看護専門学校理学療

法学科　神邊俊宏 宛

 E-mail：nagoyahigashiPT@gmail.com

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、taki.msy@nifty.com（中京病院・

瀧　昌也）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30年2月26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：

 中京病院リハビリテーションセンター

 瀧　昌也

 TEL：052-691-7151
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◉AKA－博田法　地域技術研修コース
日　時： 平成30年2月25日（日）

 9：30 ～ 16：30（受付9：00 ～）

内　容： AKA-博田法とANT（関節神経学的アプローチ）

の基礎

講　師： 日本AKA医学会PT・OT会認定：指導者1名、

他指導スタッフ 数名

会　場： 名古屋市総合リハビリテーションセンター

 （ 地 下 鉄 名 城 線「 総 合 リ ハ ビ リ セ ン タ ー」

下 車 1 番 出 口　 徒 歩 す ぐ。 駐 車 場 あ り ）　　　　　　　

受講費： 会員：1,2000円・非会員：1,4000

円（昼食代含）

定　員： 18名（先着順：PT・OTのみ、定員になり次

第締め切らせていただきます）

申込方法：必要事項を明記しPCメールまたは葉書・

FAXでお申し込み下さい。携帯電話からのメー

ルはご遠慮下さい。

 件名：AKA地域技術研修コース　申し込み

 記入事項：①氏名 ②勤務先 ③連絡先　④職種

 申込み先・問合せ先：

  E-mail  aka_aichi@yahoo.co.jp

  （清水が対応）

  〒467-8622

  名古屋市瑞穂区弥富町蜜柑山1－2

  名古屋市総合リハビリテーションセン　 

 ター　萩原　康仁 宛

  FAX 052-835-3724

　　　※お申込み確認後、参加決定しましたら折り返し

入金先を案内させて頂きます。

主　催：日本AKA医学会PT・OT会

 その他：詳細は当会ホームページ

 （http://akaptot.com/　）でも確認できます。

◉第65回 愛知県糖尿病
療養指導研究会 学術講演会

日　時：平成30年3月18日（日）　13：00 ～ 16：

20 （開場12：30）

内　容： テーマ「糖尿病の運動療法とスポーツ栄養」

　　講演1.　糖尿病とスポーツ栄養

　　講演2.　糖尿病患者の下肢慢性創傷に対するリハビ

リテーションアプローチ

　　特別講演.　糖尿病運動療法における最新の知見：

理論と指導方法

講　師： 講演1.　至学館大学健康科学研究所特別研究員　

管理栄養士・公認スポーツ栄養士　森田　有貴

 講演2.　星城大学リハビリテーション学部

 准教授　林　久恵

 特別講演.　名古屋大学名誉教授

 あいちみずほ大学学長　佐藤　祐造

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

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。

　　　　○本研修会は、参加により（公社）日本理学療

法士協会専門理学療法士・認定理学療法士（内

部全領域）資格取得および更新に関わる履修

ポイントとして、参加5ポイントが取得でき

ます（研修会番号：29-451）。参加時にPT

協会会員番号が必要ですので、必ずご準備く

ださい。

その他の研修会
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会員の皆様へ事務局からのお知らせ

　今年度の会費納入につきまして未納の方は大至急納入をお願いいたします。（日本理学療法士協会より送付されま
した納付書をご利用ください）
　年度内会費未納になりますと、会員資格の一時停止（配布物の停止や研修会・学術大会への参加、演題登録等が
できなくなり参加費も非会員扱いとなります。）などの処置がとられ、一定期間を過ぎますと未納退会となりますので
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
格等の認定資格はすべて失効し再入会されましても復活はしません。また、次年度より会費前納制度が開始され、次
年度会費納入期限が平成30年3月31日となります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。学術大会など事前決済におきましても振
り込み手数料はかかりません。登録には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。

① 平成29年度会費納入について

　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、今後研修会案内などにつきまして経費節減のため、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、よろしくご協力をお願いいたします。

② 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。
　士会ニュースなどは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。

③ 所属先登録・変更のお願い

　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事務局までご一報ください。

④ 一般会員からの情報提供・ニュース投稿のお願い

　今回、あいおいニッセイ損保様のご厚意により、愛知県理学療法士会・愛知県理学療法学会会員の方は団体扱い
となり保険料の割引が受けられることとなりました。詳細は別記事に記載の担当者にお問い合わせください。

⑤ 会員福利厚生サービス開始のお知らせ

　平成30 年度新人オリエンテーションを平成30 年 4月29日（日）の実施したします。詳細は別途告知させていた
だきますが、ご承知おきください。

⑤ 平成30年度新人オリエンテーション開催決定

　平成28年度分年会費未納会員の方は現在、会員資格が一時停止となっており、ニュース等の配布物の停止、研修会・
学術大会の演題登録及び参加時のポイントなどの付与停止等の措置が取られております。（研修会参加費も会員外扱
いとなります）
＊3月に行われます愛知県理学療法学術大会参加費も非会員（理学療法士）扱いとなります。
　未納会員の方は早急に会費納入をお願いいたします。なお、振込の際は専用の振込用紙が必要となりますので日本
　理学療法士協会会費担当へ請求をしてください。
　尚、今年度中に納入されない場合は未納退会の処理をさせて頂きます。

＜平成28年度会費未納の方へ＞
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2018年度より、事業年度が開始する4月以前に、会費を納入いただくことになりました。 

             2018年3月27日引落 
 

               2018年3月上旬より振込用紙順次発送予定 
 

 今までは6月末までに当年度会費を納入していただければ、会員としての権利をすべて行使いただくことが可能でし

たが、2018年からは年度開始前の3月末までに納入がなかった場合は、4月より会員権利全面停止とさせて

いただきます。また、6月末までに納入がなかった方は会員資格喪失により退会となります。ご注意ください。 

楽天カード 口座振替 

引落登録のない方 

＜4月以降の異動が決定した方＞ 
（特に県外へ異動される方） 

 

2018/1/1以降、お早めに異動申
請をお手続きください。 
（2/20までに申請された方は異動先の士会所属
としてご請求します） 

会員の皆様へご協力のお願い 
＜2018年度の休会・復会・退会

を希望される方＞ 
 

2018/1/1～2/20にお手続きを
お願いします。 
（2/21～4/1の手続きは、年会費引落後に返金
となる場合がございます。） 

＜振込でお支払されている方＞ 
 

決済方法を楽天カードもしくは口
座振替へご変更ください。 
請求書が発送されてから納入期限までの期間
が今までより短くなります。納入忘れのないよ
う、お早めに引落への切替えをお願いします。 

詳細は、日本理学療法士協会HPの「年会費」ページまたはFAQよりお問合せください。 

会　　員　　動　　向

（平成29年9月1日～平成29年10月31日）　

　総会員数　 5,518名（平成29年8月31日現在）

施 設 会 員 施設会員　4,684 名

自 宅 会 員 自宅会員　　834 名

新 入 会 43名

県 外 異 動 （他県→愛知県） 6名

県 外 異 動 （愛知県→他県） 6名

復 会 2名

休 会 4 名

退 会 4 名

　本年もよろしくお願いいたします。皆さまに関

心を持っていただけるように色々な企画を考えて

いきたいと思います。今年も士会ニュースをよろ

しくお願いいたします。

ニュース編集部　部長　後藤　亮吉

編 集 後 記
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平成27年10月以降保険始期用 

愛知県理学療法士会会員の皆さまへ 

加入手続き時に保険料の 
ご用意は不要！ 

 
 ご契約時に保険料を準備する必要はなく、キャッシュレ

スでの契約が可能です。保険料の払込みは原則２か月
後からの口座振替となります。 

保険料がオトク！ 
 
 
 集団扱の分割払契約は、一般の分割払契約にかかる

分割割増がありません。また、集団扱一括払契約は一
般契約の一時払に比べて５％割安です。 
※種目によっては上記と異なります。 

業務中の危険（従業員災害、自動車事故、建物損壊・什器商品損害、ＰＬ事故、請負工事中の損害賠償事故、 
        施設に起因した損害賠償事故、機械設備の損壊、災害休業中の利益損失 等） 
業務時間外の危険（マイカー自動車事故、建物損壊・家財破損、ケガ 等） 

◆企業（事業主）さまならびに従業員さまの保険も 
                 「集団扱制度」 の対象となります！ 
－大切な事業経営・企業の財産・従業員さまのさまざまな「危険」を「損害保険」でお備えください－ 

集団扱制度対象保険種類（主なもの） 

タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕 
（積立型基本特約セットパーソナル総合傷害保険） 
 

      （※１）（※２） 

 ☆このチラシは概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず「各保険商品のパンフレット」および「重要事項のご説明 契約概要のご説明・ 
      注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約)」(注)をご用意していますので、必要に 
   応じて引受保険会社のホームページでご参照ください。もしくは、取扱代理店・扱者または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点に 
      つきましては、取扱代理店・扱者または引受保険会社にお問合わせください。(注)保険種目により冊子の名称は異なります。 
 
 

タフ・クルマの保険 
（個人総合自動車保険） 

パーソナル自動車保険 
タフビズ事業用自動車総合保険 

（一般総合自動車保険） 

など 

タフビズ賠償総合保険 
タフビズ業務災害補償保険 
施設所有（管理）者賠償責任保険 
生産物賠償責任保険 
請負業者賠償責任保険 
機械保険 

など 

タフ・住まいの保険（家庭総合保険） 

地震保険（※2）（単独でのお引き受けはできません） 

タフビズ事業活動総合保険（事業活動総合保険） 

   

など 

（※1）払込方法は月払のみとなり、 
    一般の月払（口座振替）の 
    場合と比べ割安な保険料と 
    なっています。 
（※2）5％割安の対象となりません。 

〔引受保険会社〕 

じゅう 

 
 
 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
名古屋支店 名古屋第二支社 
 〒453-6117 名古屋市中村区平池町4-60-12 
                                 グローバルゲート17F 
    TEL 052-563-9419  FAX 052-563-9473 

 

 取扱代理店・扱者： 八木 勝也 
 
    TEL 090-1109-0059 

お問合わせ先 

（2015年11月承認）GB15H011186 

引受保険会社 
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◀ 求 人 情 報 ▶◀ 求 人 情 報 ▶

やよい整形クリニク
◦所 在 地 〒443-0021愛知県蒲郡市三谷町一丁目42
◦電話番号 0533-66-2121
◦募集人数 2人
◦希望条件 常勤・非常勤問わず
◦担 当 者 院長　川澄本明
◦ホームページ http://www.yayoiseikei.com/

静清リハビリテーション病院、
静岡リウマチ整形外科リハビリ病院

◦所 在 地 〒420-0823　静岡県静岡市葵区春日2-12-25
◦電話番号 054-653-0710（採用担当）
◦募集人数 20名
◦希望条件 常勤
◦担 当 者 医療法人社団アール・アンド・オー法人事務局

総務部　課長代理　鈴木行宏
◦ホームページ http://www.r-and-o.jp/recruit/ptotst/

重症児デイサービス　ふれ愛あーる
◦所 在 地 〒457-0862　名古屋市南区内田橋二丁目17番5号

シャトーレ三栄Ⅱ　1階店舗A
◦電話番号 090-1560-3139
◦募集人数 1人
◦希望条件 常勤・非常勤
◦担 当 者 人事担当　山田

医療法人並木会 介護老人保健施設 メディコ春日井
◦所 在 地 〒463-0048　名古屋市守山区小幡南3-17-31　B-3
◦電話番号 0568-88-6000
◦募集人数 1名
◦希望条件 非常勤
◦担 当 者 杉浦秀明（事務課）、水谷知博（リハビリテーション科）
◦ホームページ http://www.namiki.or.jp/kasugai/
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◀ 求 人 情 報 ▶◀ 求 人 情 報 ▶

株式会社ゼニタ　リハビリテーション部門
◦所 在 地 愛知県名古屋市中区新栄3-20-28　ライフ＆シニアハウス千種4F
◦電話番号 052-238-3380
◦募集人数 10人
◦希望条件 不問　※詳しくは当社HPをご覧ください「ゼニタ」で検索

当社HP　http://www.zenita.jp
◦担 当 者 銭田 良博　　株式会社ゼニタ 本部

訪問看護ステーション　E-haert
◦所 在 地 〒490-1211 愛知県あま市篠田居島32番地3-B
◦電話番号 052-462-00057
◦募集人数 3名（女性1名、男性2名）
◦業務内容 訪問リハビリテーション業務全般、地域への教室開催、新事業立ち上げ、

など「地域」に興味がある方々のご応募をお待ちしています！
勤務：9 ～18時（勤務時間相談可）月給28万～、各種保険あり、賞与
は事業所実績、人事考課による【法人内他事業所実績：4カ月分】非常勤：
時給1500円～、勤務時間相談可（1日1時間～、週に1日～相談可能）

◦担 当 者 人事課　西里
◦ホームページ ホームページ：http://tenderheart.co.jp/
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