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　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。

　平成28年7月2日・3日の2日間にわたり、ウインク

あいちで一般社団法人全国在宅療養支援診療所連絡会

主催の「全国在宅療養支援診療所連絡会第4回大会」が

野田正治先生（野田内科小児科医院院長）大会長の下開

催された。大会テーマは「多職種協働で支える在宅医療

のわ」である。実行委員は多職種で構成され、私も愛知

県理学療法士会として実行委員として、また、シンポジ

ウムの座長として参加した。構成は基調講演とシンポジウ

ムが主体で、その内容は、退院支援や在宅支援のための

医療・介護の連携や、高齢者の貧困と住まい、摂食・嚥下、

薬剤管理、在宅医療を支えるバックアップベッドの現状と

課題等で、多職種の役割とその支援の在り方などである。

参加者も約1,000名と多くの専門職が参加した。

理学療法士の参加も多く感謝したい。リハビリテーショ

ン関連職種として、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、並びに回復期リハビリテーション病棟の立場からリ

ハビリテーション専門医が、シンポジストとして、フレイ

ルと閉じこもりへのアプローチをテーマにシンポジウム

を行った。

　高齢者が閉じこもる要因として、腰痛、筋力・握力の

低下や歩行速度の低下、配偶者や友人との別れによる喪

失感、また、家の周囲の環境や近隣との付き合いが少な

いことなどがある。特に、長寿・高齢化の進展に伴い独

居高齢者が増加し、大都市ではその傾向が強く社会問題

となっている。また、要支援1・2認定者（軽度者）が大

幅に増加し、軽度者の原因疾患の約半数は、体を動か

さないことによる心身機能能低下と言われている。

　生活空間の狭小化は、生活機能の低下を生じ、寝たき

りや、認知症などの介護が必要な状態となっていく。在

宅の高齢者を30か月追跡した調査では、要介護認定の

発生率は、非閉じこもり高齢者は7.4%であったのに対し、

閉じこもり高齢者は25%と圧倒的に高くなった。理学

療法の目的は身体や精神の機能の回復ばかりでなく、身

の回りの動作の自立、家庭生活や社会生活が可能になる

など、総合的な支援を通して、QOL（生活の質）を高め

ることにある。　脳卒中や大腿骨頸部骨折等疾患に対す

る回復リハビリテーションでなく、閉じこもることで生じ

る心身機能低下や活動制限等状態が悪化していくことを

早期に捉え、水際でいかに防ぐことが、在宅でのリハビ

リテーションの重要な役割である。

代表理事コラム

全国在宅療養支援診療所連絡会第4回大会に参加して
公益社団法人 愛知県理学療法士会 代表理事　鳥山　喜之

4月16日（土） 日本理学療法士協会懲戒委員会
4月19日（火） 愛知県介護保険審査会総会
4月20日（水） 愛知県理学療法士会臨時理事会
4月24日（日） 平成28 年度新入会員オリエンテーション
5月15日（日） 第24回愛知県作業療法学会
5月21日（土） 臨時全国士会長・事務局長会議
5月22日（日） 平成28 年度リハビリテーション教育評価機構評価員研修
5月30日（月） 大村ひであき政経セミナー
6月　2日（木） 第19回国際福祉健康産業展～ウェルフェア2016
6月　5日（日） 第11回愛知県言語聴覚士会学術集会
6月10日（金） 愛知県理学療法士会臨時拡大理事会
6月20日（月） 愛知県在宅療養支援診療所連絡会
6月25日（土） あいち福祉医療専門学校教育課程編成委員会・学校関係者評価委員会

7月2・3日（土）（日） 全国在宅療養支援診療所連絡会第 4回全国大会

代表理事会務報告（平成28年4月16日～7月3日）



平成28年８月１日

3

部局だより

職　能　局 業務推進部
部長　石田 悦二

❖報告❖
　去る6月18日（土）、あいち福祉医療専門学校にて今

年度の業務推進部第1回研修会を開催し、36 名の方々

がご参加くださいました。

　テーマ『理学療法（士）のこれまでと、これから』第

3弾となる今回は、NPO法人愛知県理学療法学会理事

長で名古屋学院大学の青木一治先生にご講演いただき

ました。

　サブタイトルを『～とある理学療法士のつぶやき・・・

臨床・教育・管理・未来～』と題して、青木先生ご自身

の経験や思い出話しも交えて日本理学療法士協会・愛

知県士会の創設から現在に至るまでの歩み、学会参加

の秘話など、年代を追ってお話しされるなか、皆様大変

興味深く、時間の経過も忘れてしまうほど熱心に聴講さ

れていました。

　また、社会情勢とともに変化してきた理学療法士の状

況や現状にも触れられ、理学療法士の創世記を知る方

には懐かしく、経験の浅い方々には新鮮に感じ、参加さ

れたお一人おひとりがセラピストとしてのご自身を顧み、

将来に対して考える機会となったようです。

　参加者の方々からは、「協会の歴史や変遷について年

を追って知ることができて面白かった」、「日本のPT 教

育の未来について考えるきっかけになった」、「EIPとい

う考えを知ることができ、臨床における気付きや1つ1

つの経験をもっと重視していこうと感じた」など、多く

の感想・好評を頂きました。

　ご参加くださった皆様方には、業務推進部一同感謝申

し上げます。

　業務推進部では、今後も皆様のお役に立てるような

研修会や事業運営に努めてまいります。その際は他職種

の方々もお誘い合わせのうえ奮ってご参加くださいます

ようによろしくお願いいたします。

　

❖ご案内❖
　今年度も地域包括ケア推進委員会の協力のもと、『介

護予防推進リーダー・地域包括ケア推進リーダー導入研

修』を開催いたします。

　今年度は、地域包括ケアシステムの展開を踏まえて多

くの皆様に受講していただけるように、各リーダー導入

研修を各2回開催することといたしました。

　詳しくは、別頁の『平成28年度 介護予防推進リーダー・

地域包括ケア推進リーダー導入研修のご案内』をよくお

読みいただき、奮ってご参加ください。
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社　会　局 社会部
部長　石田　智大　

❖第19回国際福祉健康産業展
「ウェルフェア2016」

　去る6月2（木）～ 4日（土）にポートメッセなごや（名

古屋市国際展示場）にて第19回国際福祉健康産業展

「ウェルフェア2016」が開催されました。今年も名古屋

市（名古屋国際見本市委員会）から当士会に出展依頼が

あり、愛知県理学療法士会の公益事業として出展致しま

した。

　当士 会ブースには 3日間で 750 名（ウェルフェア

2016 総来場者数73,881名）の方に来場していただ

き、体力測定と運動・生活指導、腰痛予防体操および

療育・健康・介護予防等の個別相談会を実施致しました。

体力測定と運動・生活指導では、実際に柔軟性・筋力・

俊敏性を測定し、その結果を基に理学療法士が現在の

身体機能や今後の運動・生活についての指導を行いま

した。参加された方々は真剣に体力測定に取り組まれ、

指導にも熱心に耳を傾けておられました。 

　最後になりましたが、当日の協力スタッフとして多く

の会員の方々、および理学療法士養成校の学生の皆様

方にスタッフとして参加いただき、事故等もなく大盛況

のうち無事に終了することができましたが、当日のスタッ

フとして参加頂きました79名（3日間の延べ数：92名）

の会員の方々、および理学療法養成校38 名の学生の

皆様方。また、本事業にご協力いただきました健康福

祉部・小児福祉部・広報部の方々誠にありがとうござい

ました。心より御礼申し上げます。

　今回参加できなかった会員の皆様も、来年度は是非

ご参加・ご協力頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

NTT西日本東海病院　　　　 杉本　直樹
愛厚希全の里 山内　彬裕
愛知医療学院短期大学 清島　大資
あいち小児保健医療総合センター 朝日　利江
愛知医科大学病院 岡本　卓也 齋藤万都花 山本　将大
愛知県心身障害者コロニーこばと学園 鵜飼　宏和
愛知県青い鳥医療福祉センター 小笠　原徹
赤岩病院 影山　　卓
あさい病院 中村　郁美 藤井あかり
あんず通所リハビリテーション 服部　貴文
犬山病院 藤田　昇孝
岡崎共立病院 岡野　汐莉 加藤　　航 平沢　祐樹 福田大二郎
尾張温泉かにえ病院 高野　皓太 中村　亮介
介護老人保健施設たんぽぽ 古澤　和之
介護老人保健施設トリトン 今村　宣彦 亀谷　美紀
春日井整形外科 高橋　愛輝
可知病院 足立　延昭
蒲郡市民病院 小田　咲子 近藤　　愛
神谷内科整形外科 植木　康平
キョーワ訪問看護リハビリステーション
　　寄り添い屋東店 嶋本　尚恵

公立陶生病院 深津　恵実
公立西知多総合病院 西田　大介
厚生連海南病院 石田　智大
紘仁病院 市橋　範子 辻真　奈美
後藤整形外科 舟橋　茂樹
榊原整形外科 竹内　有三

佐藤病院 池野　祥太 栗林　友哉 鈴木　里帆 長嶺　雄太
村井富美代

【スタッフ】
　会員79名（3日間の延べ数：92名）、理学療法養成校38名
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敬称略（50音順）

三九朗病院 伊藤美和子 加藤　智久 竹内　仁美
自宅 小塚　景子
昭和八事訪問看護ステーション 野々垣和茂
星城大学リハビリテーション学院 中山　直輝 本保　　真
聖霊病院 早川　佳乃
千秋病院 塩屋沙也香
中部リハビリテーション専門学校 塚田晋太朗
辻村外科病院 杉浦　将太
東海医療科学専門学校 小出　悠介 近藤　達也
常滑市民病院 丸尾　典生
豊川さくら病院 小林　久能 中川　幸美 松本　典子 安形　康佑
豊橋整形外科　鷹丘クリニック 川口　聖史
豊橋整形外科江崎病院 纐纈　　悠
トライデントスポーツ医療看護専門学校 加藤　芳司
ナースコール在宅センター訪問サービス　尾頭橋 尾関　伸哉 矢田　旭輝
名古屋掖済会病院 中尾　弥歩 中川　　優
名古屋市立西部医療センター 市橋理恵子 熊澤　輝人
虹ヶ丘介護老人保健施設 木村　康人
日進おりど病院 千塚由有奈 高橋　亜希
藤田保健衛生大学病院 山下　千尋
ブラザー健康保険組合　老人保健施設瑞穂 岡　　季子
名南診療所通所リハビリテーション 高橋　英士
守山いつき病院 天木　良保 中島　将太
八事病院 水谷　純子
老人保健施設　アウン 山路　健太
老人保健施設ラ・ファミリア 坂口　貴俊

愛知医療学院短期大学（学生） 浅井　一輝 浅野　彰太 金子　龍馬 北原　果林
久野　千尋 後藤　真柚 新免　亜美 新美　茉琴
村山　翔太 村田　勇斗

星城大学リハビリテーション学院（学生） 青山　綾華 市川　和聖 伊藤もえり 植田　梨央
大森あかね 尾関　拓真 笹俣　克喜 佐野　礼実
菅　　真琴 鈴木　伸明 須山　裕季 竹市菜々花
竹内　伸吾 竹内　優介 谷口慎太郎 築山　香織
永江和佳奈 西堀　　佑 西脇　大介 朴　　将允
早川　将矢 東　　智己 町　　真由 枩浦　克昭
三尾　菜月 水谷　優斗

名古屋大学（学生） 岩田　真明 松永　直道
敬称略（50音順）
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社　会　局 健康福祉部
部長　竹内　有三　

　健康福祉部では、今後下記の公益事業を行っていき

ます。ぜひご参加下さい。

❖高齢者および障がい者社会参加促進事業
　10月6日（木）に平成28年度愛知県風船バレーボー

ル大会を日本ガイシホールにて開催します。県内高齢者

および障がい者施設より、21チームの応募があり現在

準備を進めています。ボランティアスタッフを募集致し

ます。皆様よろしくお願い致します。

❖ボランティアスタッフ募集（HP 掲載中）

大会名： 平成28年度　愛知県風船バレーボール大会

日　程： 平成28年10月6日（木）

会　場： 日本ガイシホール

内　容： 参加チームのサポート

 風船バレーボール審判等

申し込み：

　①氏名（ふりがな）・生年月日（西暦）・会員番号

　②勤務先（自宅の方は自宅会員）・所属部署・勤務先

　　郵便番号および住所・電話番号

　③ご自宅の住所及び郵便番号（日当の関係にて必須）

　④E-Mailアドレス

　⑤最寄り駅（バス等を使用の場合はバス停名と最寄り

　　駅までの料金も記載してください）

　⑥Tシャツサイズを下記アドレスまでお願いします。

　締め切り8月21日（日）

❖スポーツ傷害予防事業
❖スポーツ傷害予防講座

　主に一般の選手、指導者を対象にスポーツ傷害予防

講座を行います。

　尾張北部ブロック： 8月予定

　尾張東部ブロック： 11月予定

　東三河ブロック： 11月予定 　豊橋創造大学

　名古屋東ブロック： 12月予定　トライデントトライデン

 トスポーツ医療看護専門学校（予定）

　詳細は、随時ホームページ等でお知らせします。

❖高校野球サポート

　愛知県高校野球連盟愛知県大会のメディカルサポート

を行っています。春期大会（5月）は、夏期大会（7月）

は既に終了致しました。サポート頂いた会員の皆様、お

疲れ様でした。次回は、秋期大会（9月）のサポートを

実施予定です。

❖健康増進事業
　今年も「半田市セカンドライフフェスティバル」で一

般の方々を対象に、体力チェック、運動指導を行います。

今年度は、11月に開催予定です。

　運営スタッフ参加者は、新人教育プログラムC-7「士会

活動・社会貢献」に申請予定です。ぜひご協力をお願い

します。

　詳細は、追って県士会ニュース、ＨＰ等でお知らせ致

します。
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社　会　局 小児福祉部
部長　鵜飼　宏和　

第21回小児領域の地域リハビリテーション公開講座
～障害への対応～

　愛知県理学療法士会小児福祉部では、障害のある子どもたちの地域生活を支援するために「小児領域の地域リハビリ

テーション公開講座」を下記日程にて開催することを計画いたしました。

　障害のある子どもたちと関わっておられる先生、今後関わっていきたいと考えておられる先生、子どもの地域生活に

興味のある先生方のご参加をお待ちしております。

記

1 講座予定

 （1）平成28年10月23日（日）　10：00 ～13：00

  「小児リハビリ実施施設の役割と協力 ～それぞれができること、補い合えること～」

   講　師 「病院の立場から」　豊橋市民病院　 理学療法士　神谷　　猛　先生

    「療育センターの立場から」

     愛知県三河青い鳥医療療育センター　理学療法士　深谷　佳希　先生

    「訪問リハの立場から」

    合同会社Loving Look代表　こども訪問看護ステーションじんおかざき

     理学療法士　安井　隆光　先生

   シンポジウム座長

     豊田市こども発達センター医療型児童発達支援センター施設長　松野　俊次　先生

 （2） 平成28年11月13日（日）　10：00 ～13：00

  「学校卒業時の進路決定、就労について」　

   講　師：愛知県立安城特別支援学校 　近藤　道弘　先生

    当事者による経験談

 （3）平成28年12月4日（日）　10：00 ～12：00

  「脳性麻痺の脊柱側弯について」　

   講　師：愛知県青い鳥医療療育センター センター長　栗田　和洋　先生

2　会　場 TKP名古屋栄カンファレンスセンター　7階　ホール7B

   名古屋市中区栄3-2-3名古屋日興證券ビル 

   地下鉄「栄」8番出口下車　徒歩5分　（下記地図参照下さい）

3　参加費 無料

4　参加申し込み方法

 【方　　法】 Eメールにて　（参加申込み、問い合わせともに）

     件名に“公開講座の件”と入力してください。パソコン、携帯電話からでも結構です。

 【記載事項】 下記参照下さい。（日本理学療法士協会員と協会員以外の方で、異なります。）

  ＊＊＊ 日本理学療法士協会員の方 ＊＊＊　※認定・専門、新プロ履修ポイント取得可能予定です。

   ①氏名（フリガナ）　②所属 (自宅会員の場合は「自宅」)  ③生年月日

   ④会員番号(8桁)　⑤参加講座[番号：（1）～（3）] 
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  ＊＊＊ 協会員以外の方 ＊＊＊

   ①氏名（フリガナ）　②職種　③施設名・市町村名　④参加講座[番号：（1）～（3）]

   ＊複数で申し込まれる方は代表者に○印を付けてください。

 【申込期限】 9月30日（金）まで

 【申込み先】 Eメールアドレス ： hirokazu_ukai@yahoo.co.jp 

    愛知県心身障害者コロニーこばと学園　鵜飼宏和

 【注意事項】

 　・ 業務多忙のため、電話でのお問い合わせはご遠慮下さい。

 　・ 申し込まれた方は、全員参加できる予定です。ご参加下さい。受付確認の返信はいたしませんので、ご了承下さい。

 　・ 参加人数を把握するために事前申し込みをさせていただいております。当日参加も可能です。

  お気軽にお越し下さい。日本理学療法士協会員の方は、会員証をお持ちください。

 　・ 事前に質問等がありましたら、参加連絡とともにEメールにてお知らせ下さい。

 【会場地図】

  所在地：〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄3-2-3　名古屋日興證券ビル

  名古屋市営地下鉄「栄」8番出口下車　徒歩5分
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社　会　局 広報部
部長　近藤 達也

『ウェルフェア2016』
　例年 5月に開催されていましたウェルフェアが6月2
日（木）～ 4日（土）となり、広報部では理学療法相談コー
ナーにおいて、来場された約50 名の方々から質問なら
びに相談に応じました。
　また、最近は質問の内容が具体的になってきており、
参加される方々が熱心に勉強されていると感じました。

【相談内容】
・ 脊椎の手術後の物理療法について（一般）
・ 訪問リハビリテーションの利用について（一般）
・ 足のむくみについて（一般）
・ 嚥下訓練について（医療・福祉）
・ 理学療法士になるためには（一般）
・ 股関節の手術で悩んでいる（一般）
・ 災害時に理学療法士会と連携できないか（医療・福祉）
・ 介護予防における機器をメーカーと協同で開発でき

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。会員の皆様の活動の紹介や各部局・委員会の
活動報告を掲載していきます。また、研修会や求人情報
等の案内の確認に利用ください。

ブロック局 名古屋ブロック長
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
ロックでは新しい変化を進めています。名古屋の東西南
北4つの小ブロックにおいてそれぞれ研修会を行います。
また2つのブロックにて症例検討（神経系と運動器）を
行います。専門領域分化に準じ多様な研修機会を会員
の皆様にご提供できるよう準備いたしております。今ま
さにご活躍されている先進的な講師による名古屋ブロッ
ク研修会と症例検討へ、ぜひご参加頂きますようよろし
くお願い致します。

ないか（メーカー）
・ ふくらはぎの体操を教えてほしい（一般）
・ デイサービスセンターで理学療法士を雇用したいが給

与の相場を教えてほしい（医療・福祉）
・ 県士会ニュース、ホームページに求人の掲載をしたが、

理学療法士が集まらない（医療・福祉）
・ 下肢装具を使用しているが、もう少し使いやすくなら

ないか（一般）
・ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の違いを教え

てほしい（一般）
・ 介護保険について教えてほしい（一般）
・ 子供を理学療法士にさせたいが、どのような大学に

行くといいか（一般）
・ 風船バレーに参加したい（医療・福祉）
・ 理学療法士会について（養成校学生）
　今年も多くの相談ならびに質問を受けさせていただ
き、来年のウェルフェアに向けて準備を進めてまいりま
す。





特設委員会 災害対策委員会
委員長　西山　知佐

❖災害対策研修会
　災害対策研修会は、諸事情により6月26日に繰り上

がり、会員の皆様に十分周知できず、ご迷惑をおかけし

ました。この場をもってお詫び申し上げます。

　また、当日ご参加いただいた皆様、ありがとうござい

ました。

❖愛知県の大規模訓練
　前回ニュースで8月6日（土）に県の大規模訓練が実

施されることをお知らせしましたが、諸事情により会員

の皆様の参加は見送りとなりました。しかし、これを機

に会員と会との情報伝達・共有について検討しておりま

す。具体化した場合には改めてご案内いたしますので、

よろしくお願いいたします。
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NPO法人愛知県理学療法学会

　平成 28 年 3月27日（日）藤田保健衛生大学におき
まして生涯学習部主催の症例検討会を開催いたしまし
た。18題の演題登録を頂き、活発な議論が出来ました。
審査の結果、下記3名の方が奨励賞を受賞されました。
今年度も生涯学習部主催の症例検討会を開催いたしま
すので、積極的な参加をお待ちしております。演題募集
の詳細につきましては、NPO法人愛知県理学療法学会
ホームページにて随時お知らせいたします。

奨励賞
○岡山彩乃 先生（鵜飼リハビリテーション病院）
 化膿性脊椎炎（L4、5）と多発性関節炎を併発した症

例を経験して　－上肢への負担量を考慮したアプロー
チ－

○田中利明 先生（旭労災病院）
 「HOT実施患者における酸素供給装置の検討」

教育局 生涯学習部
部長　松田　文浩

○深見帆香 先生（愛知県済生会リハビリテーション病
院）

 「左放線冠脳梗塞を発症し立ち上がり動作能力が低下
した症例について」

　3 名の先生方おめでとうございます．また，ご協力頂
きました皆様に感謝申し上げます。

特設委員会 地域包括ケア推進委員会
委員長　都築　晃

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。昨
年からの愛知県委託事業（介護提案の介護予防指導者
育成事業等）が今年も同規模の委託契約ができました。
医療提案分補助金事業も同様に期待できる状況にあり、
これは全国の士会でも数少ない事です。
　今年の事業は、県下すべてに「介護予防に関する市町
村との相談窓口担当者」を設置し療法士の地域組織等
を後方支援し「リハビリテーション情報センター」機能

充実が主な目的となります。今年も各市町村での窓口担
当者設置説明会や研修会等を、三士会で協力し開催し
てゆきます。県下全域にて平成29年度新総合支援事業
へ移行され、平成 30 年同時改定を控え療法士の業務
～収入～生活に大きな変化が予想されます。地域包括
ケアにおける療法士への「期待」は大きく、資質向上～
職域拡大～行政や他団体との協力関係をさらに築き上
げ「期待」を「信頼」に変えられるよう、急性期～地域
～ポストリハ（予防）への最新の流れを学べる研修会へ、
ぜひ多くの参加をお待ちしております。
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愛知県士会・愛知県学会・協会主催の学会・研修会

◉平成28年度愛知県訪問リハビリテーション研修会
  主催 公益社団法人　愛知県理学療法士会
  協力 一般社団法人　愛知県作業療法士会
   愛知県言語聴覚士会
   愛知県訪問リハビリテーション連絡協議会

　当研修会では、訪問リハビリテーションの実務者育成を目標としており、訪問リハビリテーションの質および量を担
保していくために、今年度は、「活動、参加につなげるリハビリテーションの実践」を重要なテーマとして挙げております。
　また、本研修会の修了は、訪問リハビリ管理者育成研修会の受講要件になります。
　第1部、2部両日参加にて受講証を発行させていただきます。

日　　時 【第1部】平成28年9月　4日（日）10：00 ～ 16：00（受付開始9：30）
 【第2部】平成29年2月19日（日）10：00 ～ 16：00（受付開始9：30）
場　　所 独立行政法人 国立病院機構 名古屋医療センター 講堂（外来管理棟5階）
 地下鉄「市役所駅」1番出口より徒歩1分
 ※駐車場は、患者様のためのものです。公共交通機関をご利用ください。
内　　容 【第1部】
 　テーマ「活動・参加につながるリハビリテーションを目指して」
 　○基調講演　「活動・参加につなげる訪問リハビリテーションの理解と実践」
 　　訪問リハビリテーション振興財団　理学療法士　露木昭彰先生
 　○グループワーク「活動・参加へのリハビリテーション事例をまとめよう！
 　　明日から実践する活動・参加へのアクションプランを立てよう！」
 【第2部】
 　テーマ「活動・参加につなげるための地域連携と多職種連携」
 　〇グループワーク・事例共有「これぞ活動・参加の訪問リハビリテーション～」
 　〇講演「総合事業とリハビリテーション、どのように地域資源を活かせるか？」
 　　行政担当者（予定）
 　〇シンポジウム「退院時から在宅までの多職種連携」（予定）
 　　座長：愛知県理学療法士会　
 　　シンポジスト：愛知県医師会、看護師会等
参 加 費 無料
対　　象 PT・OT・ST・Ns　等　在宅医療・ケアに関わる職種
ポイント　各士会の履修ポイントになります。
定　　員 第1部・第2部ともに100名（定員となり次第、締め切りとさせていただきます。）
申 込 先  https://ssl.form-mailer.jp/fms/38845721375069
 上記申し込みフォームよりお申込下さい。下記のQRコードもご利用いただけます。
申込期間　平成28年7月10日～平成28年8月31日

研修会事務局 ㈱ジェネラス TEL: 052-238-5496　FAX: 052-238-5497
  E-mail :aichi-hr@generous.co.jp　担当：梅田　加藤
  ※お問い合わせはできるだけメールにてお願いします。
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◉平成28年度 NPO法人愛知県理学
療法学会　第2回研修会のご案内

日　　　時： 平成28年9月19日（月・祝）
 10：00 ～ 13：30（受付開始9：30）
会　　　場： ウィルあいち（名古屋市東区上堅杉町）
 3階大会議室
テ　ー　マ： 「運動と循環－リスク管理と

知っておきたい薬の知識－」
プログラム： 講演1：10：00 ～ 11：30
 　伊藤猛雄先生
 　　（日本福祉大学健康科学部　医師）
 　「理学療法士に必要な薬理学

－循環を調節する薬理作用－」
 講演2：11：40 ～ 13：10
 　河野裕治先生
 　　（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 PT）
 　「血圧・心拍数を理解する

－病態評価からリスク管理まで－」
申　　　込： 不要（直接会場へお越しください）
参　加　費： 無料
お問い合わせ： 名古屋市立大学病院
 リハビリテーション部　山下
 TEL：052-851-5511（病院代表）

◉平成28年度 介護予防推進リーダー・
地域包括ケア推進リーダー導入研修のご案内

【介護予防推進リーダー導入研修会】
　※以下のいずれか1日のみの受講です。
＜第1回＞

日　時：平成28年9月25日（日）
 10時～ 16時（受付9時30分）

＜第2回＞
日　時：平成28年11月13日（日）
	 10時～ 16時（受付9時30分）
会　場：（両日共）あいち福祉医療専門学校 講堂
 （金山総合駅南口より徒歩5分）
定　員：各日程80名（先着順、定員に達し次第締

め切りとさせていただきます）

【地域包括ケア推進リーダー導入研修会】
　※以下のいずれか1日のみの受講です。
＜第1回＞

日　時：平成28年9月11日（日）
	 10時～ 16時　（受付9時30分）

＜第2回＞
日　時：平成28年10月2日（日）
	 10時～ 16時　（受付9時30分）
会　場：（両日共）あいち福祉医療専門学校 講堂
 （金山総合駅南口より徒歩5分）
定　員：各日程80名（先着順、定員に達し次第締

め切りとさせていただきます）
【申し込み方法（介護予防推進リーダー・

地域包括ケア推進リーダー共通）】
　受講申し込みは、日本理学療法士協会マイページより
　行ってください。

※受講資格： ①新人教育プログラムが終了している事。
  ②e-ラーニングの受講もしくは受講免
  　除申請がされている事。
※注意事項
　本導入研修には、各リーダー登録をされていること

が前提となります。
　本導入研修は、事前に「受講申し込み」がなければ

受講できません。
　「受講申し込み」は日本理学療法士協会マイページ

より実施してください。
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◉平成28年度名古屋ブロック研修会
名古屋北ブロック主催

履修ポイント：現在申請中
 ※研修会当日はPCによる受付となりますので、
	 　必ず会員証をご持参下さい。
日　時： 平成28年10月9日（日）
 13:30 ～ 16:45（受付13:10 ～）
会　場： ウインクあいち（愛知県名古屋市中村区名駅4

丁目4-38）1203会議室
参加費： 無料
内　容： 研修会テーマ 「地域包括ケア病棟における取り

組みと課題及び今後の展望」
講　師： ① 大井 慶太  先生（鵜飼病院）
  ② 白上 昇  先生（総合上飯田第一病院）
  ③ 松山 太士  先生（八千代病院）
対　象： 愛知県理学療法士会会員または介護、医療に従

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:20161009）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。

　　　※ 応募者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

◉名古屋東ブロック研修会
日　時： 平成28年11月20日（日）
 13:30 ～ 16:40（受付13:10 ～）
会　場： 今池ガスビル7階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： メインテーマ「卒前・卒後教育を考える」
 講演1　　13:30 ～ 15:00 
 　「OSCEを用いた臨床実習教育の

取り組みについて」
 　講師：トライデントスポーツ医療看護専門学

校理学療法学科　加藤　芳司 先生
 講演2　　15:10 ～ 16:40
 　「回復期から地域で求められる

臨床教育のあり方」
 　講師：医療法人珪山会リハビリテーション部

副部長　岡田　壮市 先生
（認定単位・ポイント）
　新人教育プログラム　c-7　士会活動・社会貢献
　履修ポイント　教育・管理理学療法専門分野　a認定
　（臨床教育）d専門

（参加申し込みについて）
　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 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。

　本導入研修の受講は、新人教育プログラムを終了さ
れている方で、なおかつe-ラーニングの受講又は免
除申請をされている方に限ります。

　詳しくは、マイページの地域包括ケア推進リーダー
制度をご確認下さい

　⑤日本理学療法士協会マイページにて各自申請・受
講状況の確認をして下さい。

　詳しくは公益社団法人愛知県理学療法士会ホーム
ページの『地域包括ケア』をご確認下さい。

【問い合わせ先】
　公益社団法人 愛知県理学療法士会 事務局
　E-mail：office@aichi-pt.jp
　「地域包括ケアシステム推進リーダーについて」と

してお問い合わせ下さい。

下さい。 
応募期間：平成28年8月3日（水）～ 10月3日（月）
問い合わせ・応募先：
 上飯田リハビリテーション病院
 リハビリテーション科　川瀬宛 
 E-mail：pt_nagoyakita@yahoo.co.jp
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応募期間：平成28年10月17日（月）～
11月17日（木）まで

＜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　蒲田寛朗宛 
　　E-mail：nagoyahigashiPT@gmail.com

◉平成28年度名古屋ブロック研修会
名古屋南ブロック主催

履修ポイント：現在申請中
 ※研修会当日はPCによる受付となりますので、
	 　必ず会員証をご持参下さい。
日　時： 平成29年1月9日（月）
 13：30 ～ 16：30（受付13：15 ～）
会　場： 栄ガスビル　5階　会議室501
 愛知県名古屋市中区栄三丁目15-33
参加費： 無料
内　容： ①13：30 ～ 15：00　特別講演
 テーマ：「変形性膝関節症に対する理学療法」
 　講　師：名古屋大学医学部附属病院

リハビリテーション部　加古 誠人先生
 ②15：00 ～ 16：30
 　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介護、医療に従

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：20160401）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。

　　　※応募者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
下さい。

申込期間：平成28年12月1日（木）～
平成28年12月31日（土）

問い合わせ・応募先：
 藤田保健衛生大学病院
 リハビリテーション部　加藤正樹 宛
 e-mail：ptnagoyaminami@gmail.com

◉平成28年度
名古屋ブロック研修会・症例検討会

名古屋西ブロック主催
履修ポイント：現在申請中
日　時： 平成29年2月12日（日）
 13：30 ～ 16：45（受付13：10 ～）
会　場： ウインクあいち
 （愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38）
 11階　1102会議室
参加費：無料
内　容： ①13：30 ～ 15：00　特別講演
テーマ： 「脳血管障害者の歩行再建（仮）」
 　講　師： 藤田保健衛生大学病院

リハビリテーション部　平野 明日香 先生
  ②15：15 ～ 16：45
 　神経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29年1月4日（水）～

平成29年1月31日（火）まで
 メールの件名に「研修会参加」、本文に①～⑦を

記載し、下記の宛先にお申し込みください。
 ①所属 ②会員番号 ③氏名 ④氏名のフリガナ
 ⑤メールアドレス　⑥西暦表示の生年月日（例：

20141208）⑦新人教育プログラム終了の有
無

　　※	応募多数の場合には返信させていただくことが
ありますが、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。

2）神経理学療法の症例検討会の演題応募方法
応募期間：平成28年12月1日（木）～

平成29年1月31日（火）まで
 メールの件名に「症例検討会演題応募」、本文に

上記の①～⑦、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
すようお願いいたします。
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◉第26 回 愛知県理学療法学術大会
会　　　期： 平成29年3月5日（日）
会　　　場： 愛知県産業労働センター ウインクあいち
 〒450-0002 
 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
 TEL 052-571-6131
テ　ー　マ： 「理学療法の本質と未来予想図」
担当ブロック： 名古屋ブロック
大　会　長： 石田 和人（名古屋大学）
副 大 会 長： 野嶌 一平（名古屋大学）
準備委員長： 野々垣 聡（愛知県青い鳥医療療育センター）
大会事務局： 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　理学療法学講座内
 〒461-8673
 名古屋市東区大幸南一丁目1番20号
運営事務局： 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

＜演題発表要項＞
　　・発表内容は原則として神経理学療法をテーマと

したものに限ります。
　　・ 発表形式は口述発表、発表時間は5分以内です

（時間厳守）。発表終了1分前にベル1回、終了
時にベル2回でお知らせします。ベル2回後は
速やかに発表を終了してください。質疑応答は
5分程度を予定しています（演題数による変更
あり）。

　　・ 動画やアニメーションの使用は可能ですが、事
前に各自で動作確認をお願いいたします。

　　・ 当日はご自身のパソコンでプレゼンテーション
を行っていただきますので、ご持参ください。

　　・ スライドの進行は演者自身で行い、質疑応答や
セッションの進行は座長の指示に従ってくださ
い。

<宛先＞
 中部労災病院　中央リハビリテーション部
 　長谷川宛
 　　e-mail：churourehabu@gmail.com

	募集要項
発表形式： 口述発表およびポスター発表。詳細は後日

HPアップ予定の募集要項をご参照ください。
演 題 数： 100題を予定
募集期間： 平成28年10月11日（火）
 14時～ 11月9日（水）14時　時間厳守
応募資格： 筆頭演者は以下の条件を満たすことが必須で

す。
　　　  1. NPO法人愛知県理学療法学会の会員である

こと
　　　  2. 会員以外の方は、平成29年2月末日までに

入会手続きを完了される方
応募方法： Web登録のみとなります。
　　　  1. 第26回愛知県理学療法学術大会HP（後日

アップ予定）の演題募集へアクセスし、案内
に従って登録を進めてください。

　　　  2. アカウント登録の際に入力されたEメールア
ドレス宛てに登録完了通知が自動送信されま
す。メールアドレスの入力ミスにご注意くだ
さい。

抄録原稿：口述発表、ポスター発表ともに演題名は全角
40字以内、抄録本文は800字以内で作成し
てください。詳細は後日HPアップ予定の抄
録作成要領をご参照ください。

新人教育プログラム：
 発表者は「C-6症例発表」の単位を認定しま

す。
 その他の講演に関する単位の読み替えについ

ては現在検討中です。
履修ポイント（新人教育プログラム修了者）：
 参加：10ポイント　発表：5ポイント加算
※詳細については、後日郵送のプログラム・抄録集もし
　くはHPをご覧ください。

＜演題登録に関する問い合わせ先＞
　第26回愛知県理学療法学術大会 学術局　高松 泰行
　E-mail： gakujyutsu_apta26@be.to
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その他の研修会

◉中部リハビリテーション専門学校
同窓会「同友会」

夏のナイトセミナー①
日　時： 平成28年8月25日（木）

 19：00 ～ 20：30（18：30 ～受付開始）

内　容： フリーソフト「ImageJ」などを活用した動作

分析

講　師： 塚田　晋太朗　先生（中部リハビリテーション

専門学校）

会　場： 中部リハビリテーション専門学校　5階講堂　　　

受講費： 同友会入会5年以内；無料、同友会入会6年以降；

500円、会員外；1,500円

定　員： なし

申込先： 不要（直接会場へお越しください）

締　切： なし

夏のナイトセミナー②
日　時： 平成28年8月29日（月）

 19：00 ～ 20：30（18：30 ～受付開始）

内　容： 脳卒中リハの機能回復への挑戦

 －神経科学の最新知見から－

講　師：石田　章真　先生（名古屋市立大学大学院

 医学研究科　脳神経生理学分野）

会　場： 中部リハビリテーション専門学校　5階講堂　　　

受講費： 同友会入会5年以内；無料、同友会入会6年以降；

500円、会員外；1,500円

定　員： なし

申込先： 不要（直接会場へお越しください）

締　切： なし

夏のナイトセミナー③
日　時： 平成28年9月1日（木）

 19：00 ～ 20：30（18：30 ～受付開始）

内　容： 運動器リハビリテーションにおける超音波診断

装置の活用法

講　師： 福吉　正樹　先生（名古屋スポーツクリニック）

会　場： 中部リハビリテーション専門学校　5階講堂

受講費： 同友会入会5年以内；無料、同友会入会6年以降；

500円、会員外；1,500円

定　員： なし

申込先： 不要（直接会場へお越しください）

締　切： なし

夏のナイトセミナー④
日　時： 平成28年9月7日（水）

 19：00 ～ 20：30（18：30 ～受付開始）

内　容： 動作解析における加速度計の活用方法

講　師： 後藤　寛司　先生

 （豊橋創造大学　保健医療学部　理学療法学科）

会　場： 中部リハビリテーション専門学校　5階講堂　　　

受講費： 同友会入会5年以内；無料、同友会入会6年以降；

500円、会員外；1,500円

定　員： なし

申込先： 不要（直接会場へお越しください）

締　切： なし

夏のナイトセミナー⑤
日　時： 平成28年9月9日（金）

 19：00 ～ 20：30（18：30 ～受付開始）

内　容： 筋骨格モデルを用いた最適動作を創造するシ

ミュレーション技術

 －理想的な運動技能の獲得を目指して－

講　師： 横田　紘季　先生（愛知医科大学大学院　医学

研究科　基礎医学系　解剖学講座）

会　場： 中部リハビリテーション専門学校　5階講堂

受講費： 同友会入会5年以内；無料、同友会入会6年以降；

500円、会員外；1,500円

定　員： なし

申込先： 不要（直接会場へお越しください）

締　切： なし

夏のナイトセミナー⑥
日　時： 平成28年9月20日（火）

 19：00 ～ 20：30（18：30 ～受付開始）

内　容： 脳卒中リハのエビデンスをつくる

 －データーベース（JARD）を

活かしたリハ医学研究－
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◉第1回 藤田保健衛生大学：地域包括ケア
研究フォーラム開催のお知らせ

日　時： 2016年8月27日（土）

 12：00 受付開始

 13：00 ～ 研究フォーラム開始

 18：10 ～懇親会

会　場： 藤田保健衛生大学

生涯教育研修センター 2号館4階

参加費： 事前登録2,500円 当日3,000円 ＊学生無料

 懇親会2,000円（学生1,000円）

テーマ： 「団地×行政×大学の協力による地域包括ケア

とその可能性」

シンポジウム：

 「急性期病院から在宅への退院調整と医療

 ～看護～介護連携」

 「リハ専門職に求められる在宅医療

～介護事業所との連携」ほか

教育講演：小児訪問リハ、新総合支援事業と予防～地域

ケア会議～地域組織化、終末期リハの可能性、

ふじたまちかど保健室での生活支援　

対　象： 医療～介護関係、大学、行政、企業、学生、地

域包括ケアに関心のある方

　たくさんのご参加をお待ちしております。詳しくは

HPをご覧ください。

http://www.fujita-hu.ac.jp/~chuukaku/8504/39_

5773bc03d6c01/index.html

◉第59回 愛知県糖尿病療養指導研究会
学術講演会

日　時： 平成28年9月 18日（日）

 13：00 ～ 16：20 （開場12：30）

内　容： テーマ「糖尿病は検査の病気

～検査を知って療養指導に役立てよう！～」

 一般講演

 　1.検査結果の見方について

 　　－基準範囲、臨床判断値ってなに？－

 　2.検査の疑問に答えよう！

 　　－血液検査・尿検査編－

 　3.検査の疑問に答えよう！

 　　－生理検査編－

 特別講演

 　「糖尿病治療　おさえておきたい最新の話題」

講　師： 一般講演

 　1.安城更生病院臨床検査技術科　岡田元

 　2.岡崎市民病院臨床検査室　夏目久美子

 　3.豊橋市民病院中央臨床検査室　手嶋充善

 特別講演　豊橋市民病院糖尿病・内分泌内科

 　　　　　部長　山守育雄

会　場： 名古屋大学医学部附属病院　1号館地下会議室 

（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。

　　　○ 本研修会は、参加により（公社）日本理学療法

講　師： 杉山　統哉　先生（中部ろうさい病院）

会　場： 中部リハビリテーション専門学校　5階講堂

受講費： 同友会入会5年以内；無料、同友会入会6年以降；

500円、会員外；1,500円

定　員： なし

申込先： 不要（直接会場へお越しください）

締　切： なし

主　催： 中部リハビリテーション専門学校

 同窓会「同友会」

 愛知県理学療法士会（後援依頼申請中）
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士協会専門理学療法士ならびに認定理学療法

士（代謝）資格取得および更新に関わる履修ポ

イントとして、5ポイント（大項目2-6）が取

得できる予定です（現在申請中）。参加時にPT

協会会員番号が必要ですのでご準備ください。

　　　○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）

◉AKA－博田法　地域技術研修コース
日　時： 平成28年10月1日（土）

 14：00 ～ 17：00、

 2日（日）　9:30 ～ 16:30

内　容： 上肢症状に対するAKA-博田法

 （詳細は当会ホームページでも確認できます。　

http://akaptot.com/）

講　師： 日本AKA医学会理学・作業療法士会認定：指

導者1名、他指導スタッフ 数名

会　場： 東海医療科学専門学校（http://www.tokai-

med.ac.jp/kagaku/access/）

 名古屋市中村区名駅南2-7-2

 （名古屋駅から徒歩13分）

受講費： 1.5日コース（非会員18,000円 2日目の昼

食代含）・1日コース（非会員14,000円 昼食

代含）

 ※会員受講費は別設定

定　員： 18名（先着順：理学療法士・作業療法士）

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希望コース（1.5日コースまたは1日コース）

 ②氏名 ③勤務先 ④連絡先　⑤職種　⑥会員・

非会員

 申込み先・問合せ先：

 E-mail  aka_aichi@yahoo.co.jp

◉受動歩行の理論　～歩行支援機
ACSIVEの理論と臨床応用～

日　時： 10月16日（日）　13:00 ～ 17:00

内　容： ロボティクスは、一部の研究者のための“特別

な考え方”ではありません。一見、特別に思え

るこの考え方は、実は、私たち臨床家に大いに

役立ちます。当会ではこの分野でご活躍の専門

家をお招きし、臨床に役立つ考え方を分かりや

すく、説明します。

 今回は歩行支援機ACSIVEの開発者である佐

野明人教授をお招きし、講演と試着体験会を開

催します。また、意見交流会も開催し、臨床家

の皆様の屈託のない意見を伺いたいと思ってい

ます。開発者と直に会話のできる貴重な機会で

すので、奮ってのご応募をお待ちしております。

 今後、当会は定期的に、臨床家のためのロボティ

クス講座“フレンドリーロボティクス”講座を

開催する予定です。

講　師： 佐野明人　先生

 　（国立大学法人名古屋工業大学　機械工学専

攻　教授）

 阿部友和　先生

 　（星城大学リハビリテーション学部　研究員、

 　（株）フィジカルイノベーションズ代表取締役）

 （株）今仙技術研究所、（株）ナンブ

会　場： 金山研修センター

 愛知県名古屋市中区正木3 ‐ 7－15

受講費： 5,000円（税込）

 参加費は当日お支払いください

定　員： 80名（先着順）

 〒467-8622

 名古屋市瑞穂区弥富町字蜜柑山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

締　切： 平成28年9月23日（金）定員になり次第締

め切らせていただきます。

主　催： 日本AKA医学会理学・作業療法士会
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申込先： 東海臨床リハビリテーション研究会メール

 tourinrehaken@gmail.com

 件名：10月フレンドリーロボティクスセミナー

申込

 本文：①氏名（よみがな）

 ②所属先

 ③職種（経験年数）

締　切：定員に達し次第，終了いたします。

主　催：東海臨床リハビリテーション研究会

その他：詳細は当会ホームページでも確認できます。

 http://tourinrehaken.wix.com/trrkhp

◉株式会社gene主催セミナー①
『呼吸器ケア・リハをする人のための

基礎技術～聴診・打診・触診を中心に～』

日　時： 2016年8月7日（日）

 10：00 ～ 16：00（受付9：30 ～）

内　容： フィジカルアセスメントを行う上で非常に有効

な方法を先生からご教授頂きます。

 ▪講義内容

 　・座学

 　　聴診部位の確認

 　　呼吸器疾患における聴診の意義

 　　嚥下障害における聴診の意義

 　　副雑音の意味

 　・実技

 　　呼吸音の確認

 　　嚥下音の確認

 　　誤嚥スクリーニング検査、胸部・頚部聴診

 　　法（CCA）

 　　同時に胸腹部の打診・触診

 　　グループディスカッション症例検討など

 　※ご注意※

 　　実技がございますのでTシャツをご着用

 　　の上、聴診器をご持参下さい

 本セミナーはグループワークにて講義を進行致

します。

 ご理解の上、ご参加下さいます様お願い申し上

げます。

講　師： 井上登太先生

 （みえ呼吸嚥下リハビリクリニック院長

 グリーンタウン呼吸嚥下ケアプラニング代表取

締役社長、NPOグリーンタウン呼吸嚥下研究

グループ理事長・医師）

会　場： IMYホール6階第3会議室

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 50名

申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致しま

す。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 株式会社gene（愛知県士会後援依頼申請中）

◉株式会社gene主催セミナー②
『膝関節・股関節の人工関節置換術後の運動療法の考え方』

日　時： 2016年9月11日（日）

 10：00 ～ 16：00（受付9：30 ～）

内　容： 人工関節置換術後の理学療法に必要な人工関節

のメカニズムについて講義を行い、術後理学療

法のあり方について解説をしたい。人工関節特

有の関節運動学を再現するための治療介入や、

運動連鎖の再構築を図り身体運動における協調

性の獲得を目指す理学療法アプローチについて

言及する。

講　師： 石井慎一郎先生（神奈川県立保健福祉大学保健

福祉学部リハビリテーション学科教授・理学療

法士）

会　場： 名古屋国際会議場4号館3階会議室431+432

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 120名

申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致しま

す。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 株式会社gene（愛知県士会後援依頼申請中）
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◉株式会社gene主催セミナー③
『ウィメンズヘルス～

尿失禁・骨盤臓器脱に対するアプローチ～』

日　時： 2016年9月19日（月・祝）

 10：00 ～ 16：00（受付9：30 ～）

内　容： 尿失禁や骨盤臓器脱などの骨盤底機能障害は妊

娠・出産や加齢などによる骨盤底筋群の脆弱化

により惹起され、女性のQOLを著しく阻害す

る疾患である。欧米においてこれらの骨盤底機

能障害に対するリハビリテーションの有効性は

既に明らかになっており、治療が積極的におこ

なわれている。一方で、日本においてはセラピ

ストが骨盤底機能障害に対する評価や治療につ

いて詳しく学ぶ機会はほとんどないのが現状で

ある。臨床現場で患者から悩みを打ち明けられ、

困った経験のあるセラピストも多いのではない

だろうか。本セミナーでは女性の骨盤底機能障

害を診療するにあたって必要となる基礎知識、

具体的な評価方法、実際の治療アプローチにつ

いて、これまで明らかになっているエビデンス

に基づき解説する。

 〈講義内容〉・骨盤底の解剖学・骨盤底機能障害

の病態・骨盤底機能障害の評価・治療アプロー

チ（骨盤底筋トレーニング、生活指導を中心に）・

最新のトピックス

　　　【※ご案内※】

　　　・男性のご参加も可能でございます・実技も含ま

れますので、動きやすい服装をご用意ください

講　師： 井上倫恵先生（名古屋大学大学院医学系研究科

助教・理学療法士）

会　場： 名古屋国際会議場1号館3階会議室131+132

受講費：12,500円（税込）

定　員： 50名

申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致しま

す。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 株式会社gene（愛知県士会後援依頼申請中）

◉株式会社gene主催セミナー④
『神経科学から考えるパーキンソン病の

リハビリテーション』

日　時： 2016年9月22日（木・祝）

 10：00 ～ 16：00（受付9：30 ～）

内　容： パーキンソン病は緩徐進行性神経疾患であり,

その病態が基底核以外にも多系統に及ぶMulti-

systemdiseaseとして捉える必要がある。パー

キンソン病のリハビリテーションにおいては、

「目的志向型トレーニング」と「進行予防,病期

に応じるためのトレーニング」が重要となる。

 本講義では,最新の神経科学の知見に基づき,患

者の呈する様々な症状の背景にある病態をどの

ように捉えるか解説する。リハビリテーション

の主要な治療対象となる運動機能障害に対し

て、残存すると考えられる神経機構を利用して

どのように治療をデザインしていくのかについ

て、無動に対する介入戦略（Externalcue,cog

nitivestrategy,feedforward,feedback 制御）

などを例に挙げながら述べる。さらに,緩徐進

行性疾患におけるリハビリテーションの効果の

捉え方,病期に応じた治療の考え方について述

べ,疾患進行抑制効果の可能性などについても

触れる。

講　師： 岡田洋平先生（畿央大学健康科学部理学療法学

科准教授・理学療法士）

会　場： 名古屋国際会議場2号館3階会議室232+233

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 60名

申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致しま

す。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 株式会社gene（愛知県士会後援依頼申請中）
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◉株式会社gene主催セミナー⑤
『側弯症に対する治療的運動療法の考え方と

具体的な進め方』

日　時： 2016年9月25日（日）

 10：00 ～ 16：30（受付9：30 ～）

内　容： 側弯症の運動療法に日本では決まった治療法は

ありません。また、運動療法は保険診療の適応

ではないため臨床で対応することは多くありま

せん。しかし、実際の世の中には側弯症で悩ま

れている方も多いです。その方たちが適切な情

報を得ることなしに放置、または様々な民間療

法に助けを求めています。一方ドイツではシュ

ロス法という保険適応の運動療法があり、欧米

でも広がりを見せています。

 今回は、理学療法士の視点かつシュロスセラピ

ストの立場として、側弯症について皆様にお伝

えすることによって、側弯症への運動療法の可

能性を世の中に広める一助になれたらと思って

います。臨床でも原疾患ではなくとも、既往と

して側弯症をお持ちの方へのアプローチとして

参考になれたらと思います。

講　師： 中村尚人先生（株式会社P3代表取締役・理学

療法士）

会　場： 名古屋国際会議場2号館3階会議室234

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 60名

申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致しま

す。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 株式会社gene（愛知県士会後援依頼申請中）

◉株式会社gene主催セミナー⑥
『痛みの脳内機構とニューロリハビリテーション』

日　時： 2016年10月10日（月・祝）

 10：00 ～ 16：00（受付9：30 ～）

内　容： 患肢の不使用が長引くと、感覚入力や運動出力

が減少し、それに伴い対応する脳内の体部位再

現領域が狭小化する。この狭小化の程度と痛み

の強さは相関する。このように、慢性痛と脳

の機能不全には関連がみられ、それに対する

ニューロリハビリテーションが積極的に開発さ

れている。

 痛みが慢性化すると末梢の原因よりも、脳の機

能不全の様相が強くなる。これが痛みの認知的

あるいは情動的側面である。例えば後頭頂葉が

機能不全をきたすと、身体イメージ低下といっ

たneglect-likesyndromeを引き起こす。一方、

島皮質、前帯状回、内側前頭前野は疼痛の情動

的側面に関与する。現に、社会的痛み（心の痛み）

を感じた場合にも活性化する。特に疼痛の主観

的強度とこれら活動は強い相関を示す。こうし

た領域が過活動を起こすと、それを制御する背

外側前頭前野の機能不全につながり、それに伴

いうつ等の精神症状を引き起こし、それにより

慢性化が継続するといった悪循環が考察されて

いる。このように疼痛の認知的あるいは情動的

側面は、慢性的な脳の機能不全として捉えられ

る。したがって、これら脳機能を再組織化させ

て行くニューロリハビリテーションが必要であ

ることは言うまでもない。

 本講演では痛みおよび鎮痛の脳内機構を解説

し、神経科学に基づいた痛みのニューロリハビ

リテーションの具体例を示して行く。

講　師： 森岡周先生（畿央大学健康科学部理学療法学科

教授・理学療法士）

会　場： 電気文化会館5階イベントホール

受講費： 12,500円（税込）

定　員： 100名

申込先： 株式会社geneホームページよりお願い致しま

す。

締　切： 定員になり次第締め切り

主　催： 株式会社gene（愛知県士会後援依頼申請中）
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① 平成28年度会費納入について
　本年度の会費が未納の方は、払込票にて至急お支払
いをお願いいたします。なお、使用期限が過ぎた払込
票での振込はできません。再発行をお申し出ください。
1年以上会費未納になりますと、会員資格の一時停止
などの処置がとられる場合があ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。お手持ちの楽天カードを登録す
ることも可能です。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。）

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。

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。

＜会員の皆様へ事務局からのお知らせ＞

会　　員　　動　　向

（平成28年3月1日～ 6月30日）　

　総会員数　 5,155名（平成28年6月30日現在）

施 設 会 員 施設会員　4,278名　（所属施設　787施設）

自 宅 会 員 自宅会員　877名

新 入 会 153名
（H27年度入会 6名　H28年度入会 147名）

県 外 異 動 （他県→愛知県） 42名

県 外 異 動 （愛知県→他県） 44 名

復 会 11名

休　　 会 50名

退　　 会 82名



平成28年８月１日

23

Memo



No.182	 THE	AICHI	PHYSICAL	THERAPY	ASSOCIATION	NEWS

24

Memo



平成28年８月１日

25

Memo



No.182	 THE	AICHI	PHYSICAL	THERAPY	ASSOCIATION	NEWS

26

◀求 人情 報▶

こま訪問看護ステーション
◦所 在 地 〒468-0022 愛知県名古屋市天白区高島1-1001-9
◦電話番号 052-838-7797
◦募集人数 2 ～ 3名

◦希望条件 非常勤（天白区・緑区を中心に訪問初めての方や、短時間の勤務
にも対応させて頂きます）

◦担 当 者 代表  横田

医療法人メディフォー　介護老人保健施設メディケア栄
◦所 在 地 〒460-0008　名古屋市中区栄五丁目7番25号
◦電話番号 052-262-7070
◦募集人数 １名
◦希望条件 常勤
◦担 当 者 船崎　宏海（事務長）
◦ホームページ http://msakae.medifore.jp/

小石整形外科クリニック
◦所 在 地 〒440-0858　愛知県豊橋市つつじが丘1-8-8
◦電話番号 0532-63-8120
◦募集人数 若干名

◦希望条件 常勤・非常勤（勤務条件については当院の規定による）
※今秋開院予定の為、新規スタッフを募集中

◦担 当 者 準備室　水谷
◦ホームページ http://koishi.or.jp/

医療法人しろみ会　城見整形外科クリニック
◦所 在 地 〒462-0847　名古屋市北区金城2-12-5
◦電話番号 052-981-7738
◦募集人数 若干名

◦希望条件

常勤または非常勤
・リハビリに特化した通所リハビリテーションでの勤務です。
・有給休暇消化率90%以上、研修費補助充実。
　当院が指定するセミナーは無料で受講（レッドコードなど）

◦担 当 者 事務部　林
◦ホームページ http://www.shiromi-seikei.jp
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◀求 人情 報▶

合同会社 iLIFE
◦所 在 地 〒509-6116

岐阜県瑞浪市南小田町1-31　ファミーユワカマツ205号室
◦電話番号 0572-44-8727
◦募集人数 2名
◦希望条件 常勤・非常勤
◦担 当 者 近藤宏江（人事担当）
◦ホームページ http://ilife-llc.com/

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/

 ① 訪問看護ステーション　グラシア医療法人　昭新会 ② デイケアセンター　フィロス
◦所 在 地 ①〒470-2105　知多郡東浦町大字藤江字山敷139-8

②〒470-2104　知多郡東浦町大字生路字門田96-2
◦電話番号 ①0562-84-6725　　②0562-82-1066
◦募集人数 ①②若干名
◦希望条件 ①理学療法士　常勤及び非常勤（勤務時間等の勤務形態は、相談に応じます。

②理学療法士　非常勤（勤務時間等の勤務形態は、相談に応じます。）
◦担 当 者 ①小林真矢　訪問看護ステーション　グラシア

②藤井由紀美　デイケアセンター　フィロス
◦ホームページ http://www.shousinkai.com
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