
 

公益社団法人愛知県理学療法士会 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） 

       

4/1～4/7 月－日 第30回日本医学会総会2019中部 市民展示（鳥山・熊谷・三宅） 

4月7日 日 日本理学療法士協会組織運営会議（鳥山） 

4月22日 月 地域包括ケア推進委員会（熊谷） 

4月24日 水 期末監査（鳥山） 

4月27日 土 第1回理事会(鳥山・熊谷・三宅） 

4月28日 日 新入理学療法士研修会（鳥山・熊谷・三宅） 

5月26日 日 第27回愛知県作業療法学会開会式（鳥山） 

5月27日 月 地域ケア会議アドバイザー事業会議〈熊谷） 

5月28日 火 日本理学療法士協会議事運営委員会（鳥山） 

5/30～6/1 木－日 第22回国際福祉健康産業展ウエルフェア 2019（熊谷・三宅） 

6月2日 日 施設代表者研修（鳥山・熊谷・三宅）  第6回定時総会 第2回理事会（鳥山・熊谷・三宅） 

6月7日 金 東海北陸ブロック協議会理事会〈鳥山） 

6/8～6/9 土 日本理学療法士協会第48回定時総会（鳥山・熊谷・三宅） 

6月16日 日 第14回愛知県言語聴覚士会学術集会開会式（鳥山） 

6月22日 土 あいち医療福祉専門学校教育課程編成委員会・学校関係者評価委員会（鳥山） 

6月23日 日 協会指定管理者研修（初級）（熊谷） 

6月24日 月 地域包括ケア推進委員会（熊谷） 

6月28日 金 愛知県介護予防に関する市町村支援事業におけるアドバイザー（豊山町）（熊谷） 

6月29日 土 自民党名東区支部総会（鳥山） 

7月1日 月 公明党集会（三宅） 

7月13日 土 日本理学療法士協会労働環境委員会（鳥山） 

7月13日 土 第1回愛知県リハビリテーション専門職三団体協議会（鳥山・熊谷・三宅） 

7月14日 日 新人教育プログラム研修会（鳥山） 

7月14日 日 職域別役職者ワークショップ（生活期）〈熊谷） 

7月20日 土 第3回理事会（鳥山・熊谷・三宅） 

7月22日 月 地域ケア会議アドバイザー事業会議〈熊谷） 

8月4日 日 第1回ADL維持向上等体制加算研修（熊谷・三宅） 

8月10日 土 愛知県建築士会訪問（熊谷） 

8月26日 日 参議院議員 片山さつき政経セミナーin愛知 

8月26日 月 地域包括ケア推進委員会（熊谷） 

8月27日 火 東海懇話会「菅義偉内閣官房長官講演会」（鳥山） 

8月29日 木 自民党政策懇談会（鳥山） 

9月8日 日 喀痰吸引技術研修会 職域別役職者ワークショップ（地域包括ケア病棟）〈熊谷）  

9月14日 土 一般社団法人愛知県言語聴覚士会法人化記念講演・記念式典（鳥山・三宅） 

9月15日 日 職域別役職者ワークショップ（回復期）（熊谷） 

9月21日 土 日本理学療法士協会労働環境委員会（鳥山） 

9月21日 土 第4回理事会(鳥山・熊谷）  第56回日本理学療法学術研修大会第2回準備委員会（鳥山） 

9月27日 金 愛知県介護予防に関する市町村支援事業におけるアドバイザー（豊山町）（熊谷） 

9月30日 月 地域ケア会議アドバイザー事業会議〈熊谷） 

10月7日 月 地域包括ケアシステム推進委員会（熊谷） 

10月8日 火 第2回愛知県地域包括ケア評価指標検討会議（熊谷） 

10月17-18日 木・金 第23回日本医業経営コンサルタント学会愛知大会（鳥山） 

10月18日 金 日本理学療法士協会 半田一登氏旭日小綬章受賞を祝う会（熊谷・三宅） 

10月19日 土 在宅医療リハビリテーション推進研修会（熊谷） 



 

10月19日 土 シルバーリハビリ体操指導士育成事業（鳥山） 

10月20日 日 日本理学療法士協会織運営協議会（熊谷） 

10月21日 月 中間監査（熊谷・三宅） 

10月26日 土 公明党愛知県本部団体懇談会（鳥山） 

10月26日 土 愛知県リハ専門職三団体合同情報伝達訓練参加（三宅） 

11月2日 土 名古屋市審査部会連絡協議会（鳥山） 

11月2日 土 愛知県リハ専門職三団体会長会議（鳥山） 

11月3日 日 静岡県理学療法士会創立50周年記念式典・祝賀会（鳥山） 

11月7日 木 職能局予防事業推進部会議（熊谷） 

11月9-10日 土・日 第35回東海北陸理学療法学術大会（鳥山・三宅）  

11月11日 土 伊藤渉衆議院議員を励ます会（鳥山） 

11月15日 金 ダイハツ株式会社安全運転講座依頼の対応（鳥山） 

11月16日 土 第5回理事会（鳥山・熊谷・三宅） 

11月18日 月 介護予防に関する市町村支援事業アドバイザー会議（熊谷） 

11月21日 木 愛知県国民医療推進会議（鳥山） 

11月23日 土 学校法人電波学園教育課程編成委員会（鳥山） 

11月23日 土 愛知県リハ専門職三団体協議会（鳥山・熊谷） 

11月24日 日 介護予防指導者育成事業全体会（鳥山・熊谷） 

11月24日 日 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 全体会 （熊谷） 

11月26日 火 愛知県医師会、愛知県庁（鳥山） 

11月30日 土 第56回日本理学療法学術研修大会第3回準備委員会（鳥山） 

12月8日 日 日本理学療法士協会理事懇談会（鳥山） 

12月8日 月 名古屋市立東部医療センター入院・診療棟開棟記念式典（鳥山・三宅） 

12月9日 火 地域包括ケアシステム推進委員会（熊谷） 

12月8日 日 新人教育プログラム（熊谷） 

12月13日 金 豊山町自立支援型地域ケア会議（熊谷） 

12月14日 土 東海病院管理学研究会（鳥山） 

12月23日 月 2019BCPワークショップ名古屋（三宅） 

1月20日 月 地域包括ケアシステム推進委員会（熊谷） 

1月25日 土 第6回理事会（鳥山・熊谷・三宅） 

1月25日 土 第56回日本理学療法学術研修大会第3回準備委員会（鳥山） 

1月25日 土 第 2 回 ADL 維持向上等体制加算研修会（熊谷） 

1月27日 月 第1回名古屋市在宅医療・介護連携推進会議（鳥山） 

2月1日 土 災害研修会（三宅） 

2月1日 土 創立40周年記念事業（鳥山・熊谷・三宅） 

2月1日 土 愛知県医師会 保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジウム（熊谷） 

2月3日 月 地域包括ケア推進委員会（熊谷） 

2月3日 月 公明党愛知県本部新春賀詞交換会（鳥山） 

2月8日 土 介護予防指導者育成事業地区研修会（熊谷） 

2月14日 金 筒井タカヤ県議講演会総会（鳥山） 

2月16日 日 医療経営戦略研究会 HM 研究会主催セミナー講演（鳥山） 

2月25日 火 愛知県在宅医療協議会（鳥山） 

3月31日 火 日本理学療法研修大会WEB会議(鳥山） 

 

２.公的委員派遣 14名 

 ・愛知県在宅医療推進協議会委員      鳥山喜之 

 ・愛知県介護保険審査会委員      鳥山喜之 

・名古屋市審査部会連絡協議委員      鳥山喜之 



 

・名古屋市在宅医療・介護連携推進委員     鳥山喜之 

・長久手市地域包括支援センター 

           及び地域密着型サービス等運営協議会委員    小幡匡史 

・碧南市障害者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 

・瀬戸市地域包括支援センター運営協議会委員    颯田季央 

・介護予報活動普及展開事業の愛知県アドバイザー                星野茂・熊谷泰臣・森本和宏 

壹岐英正・林尊弘・池野倫弘・

都築晃 

    ・介護予防専門職派遣システム検討会議委員     星野茂・青木一樹 

 

３．渉外 

（１）講師等派遣 5件 

  ・2019医療・教育・福祉・健康系オール学校ガイダンス    清島大資・小出悠介 

  ・愛知県人生の最終段階における医療体制整備事業人材フォローアップ研修会 都築晃 

  ・愛知県人生の最終段階における医療体制整備事業 相談力向上研修会  都築晃 

  ・愛知県診療放射線技師会Cherishnoの会研修会     池内健 

  ・海部郡蟹江町自立支援型地域ケア会議研修会     小幡匡史 

  ・名古屋市介護サービス事業者連絡研究会     鳥山喜之 

  ・東浦町ケアプラン事例検討会      都築晃 

  ・豊川保健所難病患者支援教室      林亮一 

  ・愛知県医師会「保健・福祉の連携強化に関するシンポジウム」              熊谷泰臣 

  ・愛知県建築士会「建築士と医療・介護専門家との連携推進事業」   熊谷泰臣 

 

 （２）会議等出席 6件 

   ・海部医療圏在宅医療・介護連携支援センター会議      浅井絵美 

   ・ウェルフェア 2019開会式      鳥山喜之 

   ・第14回愛知県言語聴覚士会学術集会     鳥山喜之 

   ・第27回愛知県作業療法学会      鳥山喜之 

   ・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 

   ・愛知県地域包括ケア評価指標検討会議     熊谷泰臣 

   ・愛知県国民医療推進協議会役員会      鳥山喜之 

    

    

 （３）後援名義許可 ３０件 

   ・ 第6回日本呼吸理学療法学術大会 

・ 愛知医科大学呼吸理学療法セミナー 

・ 第9回動作解析と運動学実習 

・ 豊橋創造大学高度リハビリテーション人材育成センター開設記念講演会 

・ 第23回運動器系体表解剖セミナーＡコース 

・ 第21回日本医療マネジメント学会学術総会 

・ 全国リハビリテーション学校協会第６回東海ブロック教育部研修会 

・ 2019年度名古屋大学大学院医学系研究科（保健学）市民公開講座 

・ 第70回愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会 

・ 第８回桜山リハビリテーション研究会 

・ 第1回臨床実習指導スキルアップ研修会 

・ 第23回運動器系体表解剖セミナー（Bコース） 

・ 第10回東海呼吸ケア・リハビリテーション研究会講習会 

・ ベッドサイド実践講習会 



 

・第9回日本がんリハビリテーション研究会 

・ 第71回愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会 

・ 介護ロボットあいち・なごやフォーラム2019 

・ 第72回愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会 

・ 令和元年度 第2回卒後研修会 

・ 第2回臨床実習指導スキルアップ研修会 

・ 第2回皮膚褥瘡外用薬学会学術集会 

・ 第72回愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会 

・ 令和元年度 第2回卒後研修会 

・ 第2回臨床実習指導スキルアップ研修会 

・ 第2回皮膚褥瘡外用薬学会学術集会 

・ 第10回県民公開シンポジウム 

・ 保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジウム 

・ 令和元年度地域包括ケア委員会シンポジウム 

・ 第73回愛知県糖尿病療養指導研究会学術講演会 

・ 第28回星城大学リハビリテーション研究会 

 

  ４．事務局（局長：星野茂） 

＜総務部＞ 部長：池野倫弘 

１） 会員の入退会・異動（3月末日）  

会員数5,773名（うち自宅会員683名）  会員所属施設数932施設 

新入会員652名(新入会547名 異動入会 105名) 

退会会員353名（任意退会96名 異動退会112名 未納退会110名 休会経過退会35名） 

復会47名 休会196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2日（日）11時10分～11時40分（名古屋サンスカイルーム） 

   参加会員数 3,227名（委任状2,929通含む） 

 

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13日（土）16時～18時（東海医療科学専門学校）  参加者会員16名 

 

   ④第30回日本医学会総会2019中部 市民展示健康未来EXPO2019 

       3月30日（土）～4月7日（日）10時～17時（ポートメッセなごや） 参加会員のべ 203名  

         「脳卒中体験コーナー」「車椅子体験コーナー」 

 

   ⑤役員・部員研修会 

       9月14日（土）16時～18時（TKP名古屋栄カンファレンスセンター） 参加会員81名 

       ・講演  講師：小林寛和「スポーツ理学療法推進について 

第1回理事会 令和元年 4月 27日（土） TKP名古屋栄ンファレンスセンター 

第2回理事会（拡大）  6月 2日（日） 名古屋サンスカイルーム 

第3回理事会  7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  9月 21日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第5回理事会（拡大）  11月 16日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第6回理事会 令和2年 1月 25日（土） TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

第7回理事会  3月 27日（土） 電子会議室にて開催 



 

                        －他職種との関わりや競技会・選手支援の現状から考える－」 

       ・令和元年・2年度愛知県理学療法士会・学会の活動について 

⑥愛知県理学療法士会創立40周年記念式典・記念講演会 

    2月1日（土） 16時～20時（TKPガーデンシティ名古屋錦） 参加者 会員83名 来賓31名 

  記念講演会 講師：内山靖「理学療法士教育のこれまでとこれから」 

  式典  県知事祝辞 

愛知県知事表彰授与（2名） 小林孝誌氏  熊澤輝人氏 

愛知県理学療法士会表彰授与（1名）   平野孝行氏 

愛知県理学療法士会感謝状授与（3校）   

愛知医療学院短期大学・中部リハビリテーション専門学校・星城大学リハビリテーション学院 

     

  祝賀会  

 

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 5,677名×200円＝1,135,400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、精算 

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 

４）ウェブ会議システムの準備 

 

＜生涯学習部＞部長：松田文浩 

１）新人理学療法士研修会（オリエンテーション）  

       4月28日（日）13時～17時（名古屋サンスカイルーム）  参加者 会員（入会予定者含む）420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 

  理学療法士の倫理・生涯学習新人教育プログラムの説明・診療報酬・介護報酬の仕組みについて 

  新人歓迎茶話会 

２）新人教育プログラム 

   7月14日（日）10時30分～16時20分（鯱城ホール）  参加会員428名 

   講師：鳥山喜之「協会機構と生涯学習システム」 

  講師：松田文浩「新人教育プログラムの概要」「人間関係及び接遇」 

  講師：山上潤一「リスクマネジメント」 

  講師：福岡大嗣「理学療法における関係法規」 

  講師：堀田昌志「理学療法と倫理」 

   9月1日（日）10時～14時（鯱城ホール）   参加会員439名 

  講師：松山太士「理学療法士のための医療政策論」 

  講師：谷本正智「クリニカルリーズニング」 

  講師：小田克成「ティーチングとコーチング」 

   10月13日（日）10時～15時10分（ウィルあいち） 

  講師：鋤柄和子「国際社会と理学療法」  参加会員351名 

  講師：伊藤直樹「生涯学習と理学療法の専門領域」 



 

  講師：小出祐「社会の中の理学療法」 

  講師：田島資子「統計方法論」 

   11月17日（日）10時～15時10分（鯱城ホール） 参加会員377名 

  講師：上村晃寛「一次救命処置と基本処理」 

  講師：鈴木由佳理「臨床実習指導方法論」 

  講師：片山脩「理学療法の研究方法論」「症例報告・発表の仕方」 

   12月8日（日）10時～16時20分（豊川市民病院） 参加会員199名 

  講師：熊谷泰臣・松田文浩「協会機構と生涯学習システム」 

  講師：上村晃寛「理学療法における関係法規」 

  講師：山上潤一「リスクマネジメント」 

  講師：鈴木由佳理「人間関係及び接遇」 

  講師：鈴木利行「理学療法と倫理」 

３） 症例検討会  令和2年3月1日（土）（藤田医科大学） 中止 

 

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） 

 6月2日（日）10時～16時（名古屋サンスカイルーム） 参加者 会員310名 会員外0名 

    講師：小林寛和「スポーツ理学療法の推進について 

   ～東京2020からアジア競技大会に向けて、アスレチックトレーナーと理学療法士～」 

    講師：田中まさし「理学療法士は全身あるのみ～今、すべき活動と将来に向けて」 

    ランチミーティング 

    士会からの報告及び意見交換会 

２）指定管理者研修（初級） 

  6月23日（日）13時～16時30分（あいち福祉医療専門学校）  参加者 会員33名 会員外0名 

    講師：星野茂「管理者ネットワークの必要性」 

    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）職域別管理者ネットワーク研修会 

  ・生活期  7月14日（日）10時～16時30分（あいち福祉医療専門学校） 参加者会員22名 会員外4名  

 

  講師：二村誠「生活期における教育・中央研修伝達」 

     「理学療法士が地域で活躍するために」 

  ワークショップ 

  ・地域包括ケア病棟 9月8日（日）10時～16時30分（あいち福祉医療源門学校） 

                              参加者会員21名 会員外3名 

       講師：斉藤良太「地域包括ケア病棟における組織体制」     

         講師：上野愛範「地域包括ケア病棟に求められる理学療法士の関わり方」 

  ワークショップ 

        

          ・回復期 9月15日（日）10時～16時30分（あいち福祉医療専門学校）  参加者 会員21名 会員外25名 

  講師：佐久間泰彦「地域リハビリテーションの理念に基づく、 

地域包括ケアにおける回復期の役割の理解」 

  講師：佐久間泰彦「退院に向けた円滑な回復期の医療提供体制」 

  ワークショップ 

  ・急性期 10月27日（日）10時～16時30分（あいち福祉医療専門学校）  参加者会員15名会員外0名 

  講師：飯田有輝「急性期に必要な理学療法提供体制の構築」 

  講師：平野明日香「急性期病棟の専従者が必要とする能力とその教育について」 

   



 

        ・ADL維持向上等体制加算に関する研修会 

      ①8月4日（日）10時～16時 30分（星城大学リハビリテーション学院）   

参加者 会員40名 会員外0名  

   講師：井本亜維子・井本晶太「各病院の取り組み」 

     講師：平野明日香「加算の意義」  

   講師：山田実「サルコペニアの予防と取り組み」 

     ②1月25日（土）10時～16時30分（東海医療科学専門学校 参加者 会員4１名 会員外4名 

   講師：森本榮「理学療法士の挑戦 2040年に向けて」 

   講師：本田雄一「当院が考える専従療法士のあるべき姿と課題解決型専従療法士の育成」 

４）管理者資質向上研修事業  

初級・上級管理者ブラッシュアップ研修 

12月1日（日）10時～16時30分（東海医療科学専門学校）     参加者 会員32名 会員外0名 

  講師：松山太士「マネジメントの実践力を学ぶ」 

        

＜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 

①11月 10日（日）10時～16時（あいち福祉医療専門学校 参加者 会員２８名 会員外 22名 

    「地域で活躍する訪問リハビリテーション」 

       講師：永来努「自立支援に向けた取り組み」 

  ②11月 11日（日）10時～15時（あいち福祉医療専門学校） 参加者 会員36名 会員外 33名 

「地域課題～考える訪問リハビリテーション」 

講師：内田正剛「熊本県の地域課題と訪問リハビリテーションの関わり」 

２） 第10回訪問リハ・地域リーダー会議4月27日（土）～28日（日）（東京） 

出席 二井俊行・鈴木苑香 

３） 喀痰吸引研修会・・ 愛知県補助金事業 

 

①喀痰吸引に必要な基礎知識(講義)及び喀痰吸引技術研修（実技）  

   9月8日（日）10時～16時（あいち福祉医療専門学校） 参加者 会員16名 会員外 13名 

      講師：小林美和・水谷卓史・小松克弘・森一直・松永祐一吉田実那・段直樹・二井・俊行・嶋津誠一郎・ 

   10月27日（日）10時～16時（あいち福祉医療専門学校） 参加者 会員20名 会員外10名 

  講師：横山俊樹・土井ひとみ・奥村寛子・汲田佳央理・松山正植・二反田美紅・平澤純 

   2月29日（土） 中止 

 

②喀痰吸引機器貸出事業 シュミレーター2台の購入及び 6件貸出 

       

４） 在宅医療推進研修・・愛知県補助金事業 

 10月19日（土）9時30分～12時（ウィンクあいち） 参加者 会員38名 会員外10名 

   講師：寄本恵輔「神経難病のリハビリテーション<リスク管理と理学療法の意義>」 

 

   ５） 医療介護保険Q&A 3月29日予定  中止 

診療報酬改定説明会 3月27日予定 中止 

 

 

＜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  

9月15日（日）10時～16時 （東海医療科学専門学校）   参加者 会員33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 

10月13日（日）（東海医療科学専門学校） 参加者 会員39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24日（日）12時30分～16時30分（鯱城ホー）会員118名 会員外67名 

  講師：服部真治「介護予防・日常生活支援総合事業の再考～制度設計者の目線から～」 

  講師：中村一朗「リハビリテーション専門職の活動と総合事業を効果的に運営するコツ」 

  講師：原直利「自立支援型地域ケア会議におけるリハビリテーション専門職の役割」 

③地区別研修会 

2月8日（土）  西三河会場（安城市民会館） 参加者 会員15名 会員外13名 

2月8日（土）  知多会場（半田市民交流センター） 参加者 会員13名 会員外9名 

2月16日（日） 尾張会場（TKPガーデンシティ名駅西口） 参加者 会員22名 会員外15名 

2月29日（土） 東三河会場（豊橋市民センター） 中止 

2月29日（土） 名古屋会場（IMYホール） 中止 

④地区別研修検討会 

9月19日（木） 知多ブロック（星城大学）    参加者 会員84名 会員外 1名 

10月31日（木）尾張中部ブロック（一宮市民病院）  参加者 会員27名 会員外 0名 

11月14日（木）東三河ブロック（豊川市民病院）   参加者 会員66名 会員外 8名 

11月15日（金）尾張中部ブロック（済衆館病院）   参加者 会員21名 会員外 0名 

11月25日（月）尾張東部ブロック（愛知医科大学病院）  参加者 会員26名 会員外 0名 

11月27日（水）東三河・蒲郡地区（蒲郡市民病院）  参加者 会員６名  会員外 ４名 

12月2日（月）尾張東部ブロック（公立陶生病院）   参加者 会員24名 会員外 0名 

1月20日（月）名古屋地区（久屋大通）    参加者 会員10名 会員外 １名 

2月18日（火）名古屋・昭和区（名古屋大学医学部） 参加者 会員15名 会員外 8名 

  

⑤愛知県言語聴覚士会事業「地域包括ケア推進リーダー研修会」 

   （＊愛知県言語聴覚士会へ運営委託） 

11月30日（土）10時～16時（IMYホール） 参加者ST士会会員 50名 

     講師：太田崇「自立支援型地域ケア個別会議においてリハ専門職に求められること」 

       「地域包括ケアの推進について」 

       「地域包括ケアシステムとは～言語聴覚士向け」 

  

⑥愛知県作業療法士会事業「作業療法士に向けた地域包括ケアに資する人材育成研修会」 

  （＊愛知県作業療法士会へ運営委託） 

12月15日（日）10時～16時（藤田医科大学）  参加者OT士会会員 50名 

     講師：太田崇「地域包括ケアの概要 地域ケア会議について」 

    講師：朝岡義博「豊川市の地域ケア個別会議の経過と現状」 

    講師：山内正美「名古屋市の地域ケア個別会議の経過と現状」 

    ワークショップ 

 

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シルバリハビ体操指導士養成事業 

10月19日（土）13時～15時（岩倉市総合体育文化センター）  

講師：太田仁史 

参加者 計154名 （一般市民・リハビリ専門職 行政職員） 

②キックオフプレ啓発事業 7回  



 

講師：籾内真二 

対象者：保健センター職員・介護予防教室参加者 

      ③3級指導士養成講習会 8回  

講師：籾内真二・佐藤晃嘉 

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 2019 参加者 会員59名 会員外672名 

 5月30日（木）～６月１日（土）9時～17時（ポートメッセなごや）  

 来場者の体力測定と運動指導及び療育・健康づくり等の個別相談会を行う 

 ２） 介護予防健康増進キャンペーン 

 ７月14日（日）9時30～16時３０分（アピタ長久手店） 参加者 会員23名 会員外120名 

 筋力測定（ミュータス・握力計・メジャー）・個別健康相談・リーフレットの配布 

 

＜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 4月28日（日）5月2日（木）（岡崎市民球場）   参加会員8名   

高野連メディカルサポート 7月25日（木）～31日（水）（小牧市民球場・岡崎市民球場）    参加会員20名 

高野連メディカルサポート 6月8日（金）～10日（土） （刈谷球場）   参加会員4名   

高野連メディカルサポート 7月25日（木）～31日（岡崎市民球場・小牧市民球場）  参加会員20名 

高野連メディカルサポート 9月22日、28日（土）（岡崎市民球場・小牧市民球場）  参加会員8名 

  

  ２） スポーツ傷害予防教室 

     ①7月18日（木）13時～15時（半田東高校） 参加者 会員5名 会員外28名 

  講師：八重代連太郎・辻真・新郷淳志・鈴木沙都子・奥出祐輔 

   「ケガの予防とカラダ作り」「PWUプレウォーミングアップ」 

 

②10月19日（金）12時～14時（新城東高等学校）  参加者 会員2名 会員外 250名 

      第2回学校保健委員会「けがの予防とテーピング講習会」 

講師・吉村和樹・川口聖史「スポーツをたのしむためにやってほしいこと」 

 

③12月15日（日）14時～17時（株式会社ゼニタ）  参加者 会員４名 会員外14名 

    講師：銭田良博・山本昌樹・深谷泰士 

「スポーツ障害なんでも相談-スポーツ競技種目、部位、なんでもOK-」 

 

④12月8日（日）8時～12時（豊橋創造大学） 参加者 会員13名 会員外38名 

   

⑤12月21日（土）17時30分～19時（あさひ病院） 参加者 会員4名 会員外 45名 

    春日井市少年野球教室 

     講師：森匡宏・竹中裕斗・澤田悠介・高橋愛輝 

 

３） スポーツ理学療法研修会 

① 11月3日（日）9時～18時（TKP名古屋栄）参加者 会員48名 会員外0名 

講師：宮川博文「委員会、士会におけるスポーツ理学療法の概要」 

講師：平野佳代子「スポーツ現場における理学療法士の活動」 

講師：飯田博己「スポーツ現場に求められるスキル① 

-愛知県高校野球連盟メディカルサポート事業を通じて- 

          講師：水田洋平「スポーツ現場にも止められるスキル② -空手国際大会メディカルサポートを通じて-」 

             講師：北村麻衣子・加藤将「障がい者スポーツへの理学療法士の関わり」 

② 2月9日（日）8時30分～18時30分（東海医療科学専門学校） 参加者 会員45名 会員外 0名 



 

  講師：飯田博己「投球障害のとらえ方と理学療法-実技資料-」 

  講師：大橋朗「上肢スポーツ障害に対する評価・対応（総論）」 

  講師：平野佳代子・水田洋平「スポーツ選手に必要な急性期対応」 

  講師：宮川博文「愛知スポーツ理学療法研修会理論 実技概論」 

4) 東京オリパラ・アジア競技大会参画事業 

① ラグビーサモアチームコンディショニングサポート（井戸田整形外科名駅スポーツクリニック・名古屋東急ホ

テル） 

8/22,9/12,9/21,9/26,10/1,10/3,10/4 18時～21時 参加者会員のべ 69名  

② 全日本バレーボール協会メディカルチェック 

2月8日（土）12時～17時（デンソー幸田製作所） 参加者 会員8名 中学女子選手 50名 

 

＜小児福祉部＞ 部長：鵜飼宏和 

１） 小児領域の地域リハビリテーション公開講座 

① 10月6日（日）10時～12時（TKP名古屋栄カンファレンスセンター） 参加者 会員30名 会員外21名 

 講師：水谷真「インスルーシブ防災と地域の助け合い-すべての人に配慮した防災対策」 

② 11月24日（日）10時～12時（TKP名古屋栄カンファレンスセンター）参加者 会員70名 会員外80名 

 講師：中山千佳「子どもの育ちを支援する遊びについて-医療保育専門士の立場から－」 

③ 10月6日（日）10時～12時（TKP名古屋栄カンファレンスセンター） 参加者 会員30名 会員外21名 

 講師：深谷佳希「肢体不自由児の地域生活をサポートするための多職種連携」 

 講師：加藤賢吾「地域の学校への障がい児の就学・進学をサポートする多職種連携のあり方」 

 

２） こどもの福祉機器展～チャレンジドフェア 2020～ 

3月7日～8日（土・日）10時～16時（あいち健康プラザ）  中止 

 

＜広報部＞ 部長：清島大資 

１） ホームページ管理、運営  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.193号（5月第1週発行5,700冊） 

No.194号（8月第1週発行5,800冊） 

No.193号（11週発行5,900冊） 

No.194号（月第1週発行5,900冊） 

   ３）広報誌 ぴたっとあいち 編集・発行・関係団体への送付 5,000部 

  

７．ブロック局（局長：都築晃） 

＜名古屋ブロック＞部長：加藤正樹 

 会議開催 

＜尾張ブロック＞部長：宮原利博 

 ①尾張北部ブロック研修会 

9月8日（日）14時～17時（名古屋徳洲会総合病院） 参加者 会員37名 会員外0名 

    講師：江西一成「脳血管障害の理学療法における障害像の把握と課題」 

    症例検討 3題 

 ②尾張西部ブロック症例検討会・研修会 

 1月25日（日）12時30分～17時30分（海南病院） 参加者 会員53名 会員外 0名 

   講師：三田村信吾「膝関節の機能解剖」 

   講師：藁科秀紀「TKA後リハビリテーションに必要な基礎知識」 

   講師：片岡亮人「TKA後リハビリテーションの実際」 

   症例検討8題 

 ③尾張東部ブロック研修会 



 

 3月22日（日） 中止 

＜知多ブロック＞部長：飯田文彦 

 ①1月30日（木）19時15分～20時45分（半田市立半田病院） 参加者 会員61名 会員外3名 

   症例発表2題 

＜西三河ブロック＞部長：酒井元生 

 ①12月1日（日）14時～17時10分（刈谷豊田総合病院）参加者 会員95名 会員外 2名 

   講師：中宿伸哉「足関節・足部の機能解剖と運動療法の展開」 

   症例発表 4題 

 ②2月8日（土）14時～17時10分（宇野病院）参加者 会員49名 会員外 0名 

   講師：二井俊行「訪問リハビリテーションにおけるリスクとその対応について」 

  症例発表  5題  

＜東三河ブロック＞部長：内藤貞子 

 ①東三河ブロック症例検討会 

2月1日（土）13時～17時（豊川市民病院） 参加者 会員83名 会員外23名 

理学療法10題 作業療法2題 言語聴覚療法2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 

①リハビリテーション情報センター全体会議・情報交換会  

・第1回6月30日（日）13時30分～15時30分（安保ホール） 市町村窓口担当者参加 54名   

・第2回 2月1日（土）13時30分～15時30分（TKPガーデンシティ名古屋） 市区町村窓口参加35名 

  ・各地区の前年度の活動報告のまとめ 

  ・ホームページの求人サイトについて 

  ・今年度の事業計画について 

  ・ネットワーク活動の後方支援について 

  ・好事案紹介（介護予防教室、地域ケア会議） 

  

②ネットワークへ補助金交付 17市区町村 

 名古屋市緑区・北区・中川区、一宮市、瀬戸市、尾張旭市、津島市、弥冨市、豊明市、碧南市、 

西尾市、豊田市、小牧市、清須市、東海市、知多郡武豊町・東浦町 

③介護予防関連冊子作成  県内市町村及び包括支援センターへ「健康寿命を延ばそう」を配布 

      希望施設へその他介護予防関連冊子を送付 

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電話相談 年間 17回実施  

 ③リハビリテーション実態調査アンケート 会員所属933施設へ送付、情報センターデータの更新 

④在宅体操ネット配信及びDVD作成 名古屋市南区及び緑区の 55施設へ発送 

希望施設への発送受付 

 

  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 6回 東山地区 14回 中部地区14回 中央地区15回 

 西部地区 13件 作野地区13回 桜井地区 16回  延べ 106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 138名派遣 

  

「常設委員会」 

１１．組織委員会（委員長：坂口勇人） 



 

   規約改定の検討 

１２．表彰委員会（委員長：三宅わか子） 

第71回愛知県表彰の推薦 加藤文之氏 

     愛知県知事表彰の推薦 小林孝誌 氏・熊澤輝人 氏 

     愛知県理学療法士会功労賞の推薦 平野孝行 氏 

     愛知県理学療法士会感謝状の推薦 愛知医療学院短期大学・中部リハビリテーション専門学校・星城大学リハ

ビリテーション専門学校 

１３．白書委員会（委員長：張本康平）  

 愛知県理学療法白書2018－理学療法における公益性と学術の深化－ 発行900冊及び関係機関への送付 

１４.災害対策委員会（委員長：張本康平） 

   １）ＪＩＭＴＥＦ災害医療研修受講生派遣 

  6月15日（土）～16日（日） 第12回ベーシックコース   西田崇人・江頭直哉  

  9月21日（土）～22日（日） 第13回ベーシックコース  天木良保 

  1月18日（土）～19日（日） 第12回アドバンスコース  西田崇人・江頭直哉・天木良保 

   ２）災害情報伝達訓練（愛知県作業療法士会・愛知県言語聴覚士会と共同開催）   

10月26日（土）9時～13時（星城大学リハビリテーション学院）参加者 会員9名 会員外 OT 1名 ST 2名 

   ３）災害研修会 

2月1日（土）11時～17時（中部リハビリテーション専門学校）参加者 会員22名 会員外 7名 

  講師：和泉謙二「災害時の備え・発災時の取り組み～平時に何を考えるべきか」  

 講師：河嶌譲「災害時のメンタルヘルスケア」 

「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）働き方に関する研修会   

11月16日（土）18時～１9時30分（TKP名古屋栄カンファレンスセンター）参加者 会員48名 会員外 0名 

 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」 

    ２）働き方に関する施設訪問取材及び愛知県理学療法士会ニュースへ掲載  

医療法人尽誠会老人保健施設尽誠苑（愛知県豊橋市） を訪問・取材 

  

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  6回 (4/22・6/24・8/26・10/7・12/9・2/3) 

 

１７.臨床実習指導者講習会運営委員会（委員長・坂口勇人） 

１）第44回臨床実習指導者講習会 （藤田医科大学） 

 11月2日（土）9～3日（日） 参加者会員93名 会員外7名 

 2）第81回臨床実習指導者講習会 （名古屋学院大学） 

 12月21日（土）～22日（日）  参加者会員112名 会員外5名 

3) 第96回臨床実習指導者講習会 （星城大学リハビリテーション学院）  

 1月18日（土）～19日（日） 参加者会員88名 会員外5名 

4) 第107回臨床実習指導者講習会 （中部リハビリテーション専門学校） 

 1月28日（火）～29日（水）  参加者会員103名 会員外0名 

5) 第121回臨床実習指導者講習会 （豊橋創造大学） 

 2月8日（土）～9日（日）  参加者会員95名 会員外0名 

 

１８．第56回日本理学療法学術研修大会準備委員会 

      2021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） 



 

     次回役員選挙の検討 


