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第１８回 

社団法人 奈良県理学療法士会 

定期総会次第 

 

 

 

日  時 ： 平成２３年５月２１日（土）  午後２時３０分 受付 

                         午後３時００分 開会 

場  所 ： かしはら万葉ホール 研修室２ 

司  会 ： 事務局長   増田 崇 

 

 

議 事 次 第 

 

１．定足数確認 ： 会員管理部長  吉田 陽亮 

２． 開会宣言  ：   事務局長    増田   崇 

３． 会長挨拶  ：  会  長   尾崎  文彦 

４．議長団選出 

５． 議    事  ： 

       第１号議案 平成２２年度事業・決算及び監査報告の承認に関する件 

       第２号議案 平成２３年度事業計画・予算案の承認に関する件 

       第３号議案 平成２３年度・２４年度役員選出に関する件 

       第４号議案 選挙管理委員選出に関する件 

       第５号議案 定款の変更に関する件 

       第６号議案 細則・規程・申し合わせ事項の変更に関する件 

       第７号議案 その他（一般質疑・要望） 

６． 閉会宣言 



第１号議案 

平成２２年度事業・決算及び 

           監査報告の承認に関する件 

                               会長  尾崎 文彦 

総括報告 

平成２３年３月１１日に発生いたしました東日本大震災の被災者支援のために、（社）日

本理学療法士協会を通じて義援金を送りました。３月１９日の理事会にて決定し２２日に

振り込みました。その経緯は、２２日付の緊急連絡として本会ホームページに掲載しまし

た。また４月に全会員に同じものを郵送しました。今回の緊急事態に対しての対応には賛

否両論あるかと思いますが、ご理解とご支持をお願いいたします。 

さて本会事業に関しては、平成２２年度も局長、部長、委員長、部員そして委員の方々

の努力により、予定しておりました事業は無事終えることが出来ました。改めて感謝いた

します。  

今年度は奈良県のリハビリテーション三団体の連携のスタートの年になったと感じてい

ます。本会と作業療法士会と言語聴覚士会が合同で動き始めました。福利厚生部事業であ

るボーリング大会、なら介護の日２０１０でのリハビリテーション相談会、それから訪問

リハビリ実務者研修会です。リハビリテーションの専門職団体同志、切っても切れない間

柄であるはずなのに、過去には連携を持つ機会がありませんでした。全国レベルでもそう

ですが、一団体としてではなく、リハビリテーション三団体として活動することが重要で

す。今後も、それぞれの専門性は尊重しつつ、学術・職能の両面で連携していきたいと考

えています。 

それから、本総会では定款変更という最も重要な議案があります。本会は生まれ変わろ

うとしています。ニュースなどで進捗報告をしていますように、公益社団法人への移行を

進めています。ご理解とご支援をよろしくお願いいたします。 

各局、各部、各委員会は以下のごとく計画通りに行われました。 

１．事務局に関すること 

総務部、会員管理部、財務部は計画通りに遂行されました。 

諸般の事情により、会費納入クレジット会社が楽天カードに変更になりました。大変申

し訳ありませんが、変更や新規の手続きをお願いいたします。 

福利厚生部はボーリング大会に言語聴覚士会が参加しました。また中止となりましたが、

大阪城リレーマラソンへの参加も多数の申込がありました。 

２．社会局に関すること 



医療保険部、介護保険部、社会福祉部も計画通りに遂行されました。 

理学療法啓発部でジャンバーやのぼり旗や横断幕を作成しましたので、他の部・委員会 

で有意義に使用して頂きたいです。新しいリーフレットも活用してください。 

３．学術局に関すること 

  生涯学習部、研修部、学術誌部も計画通りに遂行されました。 

  非常に学術活動が盛んになり、全国学術大会でも本会の発表率が全国１位でした。 

４．広報局に関すること 

  ニュース編集部、会誌部、ホームページ管理部も計画通りに遂行されました。 

特に緊急な情報はホームページをチェックしていただきますようにお願いします。 

５．委員会に関すること 

①第２０回奈良県学会は増田崇学会長、藤川和仁準備委員長を中心に準備委員会の努

力により２日間開催で盛会裡に終えられました。 

②第１８回公開講座は中村貴信準備委員長を中心に準備委員会の努力により学会と同

時開催で盛会裡に終えられました。 

③新人研修委員会は３コース開催し、共に好評です。 

④専門領域勉強会管理委員会は５つの勉強会を管理、それぞれ活発に活動しています。 

⑤ブロック活動推進委員会は各ブロックで症例検討会を開催。それぞれ参加者も多く 

活発に検討されました。 

⑥表彰審査委員会は審査事業を行いました。 

⑦理学療法講習会準備委員会は平成２３年度開催に向け検討しました。 

⑧公益法人化推進委員会は煩雑な事務作業を進めています。 

 

会長会務 

月/日/曜  用務  会場（場所）  

4/ 3 土 畿央大学 入学式 畿央大学（広陵町） 

 

4 日 白鳳女子短期大学 入学式 白鳳女子短期大学（王寺町） 

 

〃 学校法人西大和学園 観桜会 白鳳女子短期大学（王寺町） 

 

6 火 奈良ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 入学式 阪奈中央リハ専門学校（四条畷市） 

 

11 日 自民党奈良県連 決起集会 奈良ロイヤルホテル（奈良市) 

 

12 月 調整会議 事務所（香芝市） 

 

22 木 なら「介護の日」２０１０ 実行委員会 第２回 大和郡山城ホール（大和郡山市） 

 

23 金 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

 

24 土 定例理事会 第１回 事務所（香芝市） 

5/ 10 月 調整会議 事務所（香芝市） 



 

19 水 なら新人研修システム『呼吸循環コース 初回 』 畿央大学（広陵町） 

 

20 木 なら「介護の日」２０１０ 実行委員会 第３回 県社会福祉総合センター（橿原市） 

 

22 土 第１７回定期総会 イオンモール橿原アルル（橿原市） 

 

〃 定例理事会 第２回 イオンモール橿原アルル（橿原市） 

 

26 水 第３９回（社）日本理学療法士協会定期総会・代議員会・役員講習会 長良川国際会議場（岐阜市） 

 

〃 全国都道府県士会会長懇親会 居酒屋（岐阜市） 

 

27 木 第４５回日本理学療法学術大会・レセプション 長良川国際会議場（岐阜市） 

 

28 金 第４５回日本理学療法学術大会 長良川国際会議場（岐阜市） 

6/ 5 土 近畿ブロック委員会 第１回  新大阪丸ビル（大阪市） 

 

6 日 新入会員オリエンテーション 万葉ホール（橿原市） 

 

〃 新入会員歓迎会 花惣（橿原市） 

 

9 水 田野瀬衆議院議員秘書、太田氏 来訪 東大寺福祉療育病院（奈良市） 

 

13 日 研修会 第１回 （代：増田） 県社会福祉総合センター（橿原市） 

 

14 月 調整会議 事務所（香芝市） 

 

26 土 脳外傷友の会 第１０回全国大会 開会式典 県文化会館国際ホール（奈良市） 

 

〃 定例理事会 第３回 事務所（香芝市） 

 

28 月 県薬剤師連盟の赤井会長・吉田事務代表、田野瀬議員の太田秘書と藤井参議院議員候補者の支援について協議 

   

橿原ロイヤルホテル（橿原市） 

 

29 火 奈良県障害者介護給付費等不服審査会総会・審査会 県庁（奈良市） 

7/ 7 水 県医師会ならびに医学会、総会・式典・懇親会 県医師会館（橿原市） 

 

〃 介護保険部公開シンポジウム 万葉ホール（橿原市） 

 

12 月 調整会議 事務所（香芝市） 

 

15 木 財務部会 かしの木園（橿原市） 

 

17 土 岸川典明 先生 食事会 居酒屋（橿原市） 

 

18 日 第２０回奈良県理学療法士学会・表彰状授与式  畿央大学（広陵町） 

 

19 月 第２０回奈良県理学療法士学会  畿央大学（広陵町） 

 

〃 第１８回公開講座 畿央大学（広陵町） 

 

21 水 なら新人研修システム『呼吸循環コース 最終回 』 高井病院（天理市） 

 

24 土 山本税理士、相談会 事務所（香芝市） 

 

〃 定例理事会 第４回 事務所（香芝市） 

 

26 月 奈良県障害者介護給付費等不服審査会 県庁（奈良市） 

8/ 1 日 新人教育プログラム １年次セミナー 福祉パーク（田原本町）  

 

7 土 近畿ブロック委員会 第２回 新大阪丸ビル（大阪市） 

 

16 月 田野瀬衆議院議員秘書、太田氏 来訪 東大寺福祉療育病院（奈良市） 

 

23 月 調整会議 事務所（香芝市） 

9/ 4 土 定例理事会 第５回 事務所（香芝市） 



 

〃 なら新人研修システム『装具・車いすコース 情報交換会』 居酒屋（奈良市） 

 

5 日 研修会 第２回 いかるがホール（斑鳩町） 

 

17 金 県公益法人改革個別相談会 県庁（奈良市） 

 

25 土 第 10回日本音楽療法学会 学術大会 神戸国際会議場（神戸市） 

 

27 月 調整会議 事務所（香芝市） 

 

28 火 奈良市保健福祉部介護認定課 小林氏、森本氏 来訪 東大寺福祉療育病院（奈良市） 

 

30 木 都道府県理学療法士会会長集会 愛媛県県民文化会館（松山市） 

 

〃 全国都道府県理学療法士会 会長会議・役員講習会 愛媛県県民文化会館（松山市） 

10/ 1 金 第４４回全国学術研修大会・レセプション 愛媛県県民文化会館（松山市） 

 

2 土 衆議院議員田野瀬良太郎君と明日の日本を語る会 シェラトン都ホテル大阪（大阪市） 

 

4 月 奈良県医療政策部 医療管理課 大平氏、小角氏 来訪 東大寺福祉療育病院（奈良市） 

 

6 水 なら新人研修システム『装具・車いすコース 最終回』 県総合リハセンター（田原本町） 

 

9 土 白鳳女子短期大学 真藤氏、中島氏 来訪 事務所（香芝市） 

 

〃 定例理事会 第６回 事務所（香芝市） 

 

18 月 なら「介護の日」２０１０ リハ相談会 ３団体打合会議  関西学研医療福祉学院（奈良市） 

 

22 金 部長委員長会議 かしの木園（橿原市） 

 

25 月 調整会議 事務所（香芝市） 

 

29 金 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

11/ 6 土 定例理事会 第７回 事務所（香芝市） 

 

12 金 厚生部 PTOTSTボウリング大会 富士ボウル（田原本町） 

 

13 土 なら「介護の日」２０１０ 県社会福祉総合センター（橿原市） 

 

14 日 研修会 第３回 高井病院（天理市） 

 

19 金 北和ブロック症例検討会 関西学研医療福祉学院（奈良市） 

 

20 土 和歌山県ＰＴ協会創立４０周年記念式典・祝賀会 ホテルアバローム紀の国（和歌山市） 

 

21 日 第５０回近畿理学療法学術大会 和歌山県民文化会館（和歌山市） 

 

〃 近畿ブロック委員会 第３回 和歌山県民文化会館（和歌山市） 

 

22 月 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

 

23 火 （社）日本理学療法士協会 臨時総会 六本木ベルサール（港区） 

 

26 金 中和ブロック症例検討会 畿央大学（広陵町） 

 

27 土 京都府ＰＴ士会創立４０周年記念式典・祝賀会 グランドプリンスホテル京都（京都市） 

12/ 1 水 公益法人化推進委員会 平井病院（橿原市） 

 

2 木 北和ブロック症例検討会 関西学研医療福祉学院（奈良市） 

 

6 月 調整会議 事務所（香芝市） 

 

14 火 ｱﾎﾞｯﾄﾊﾞｽｷｭﾗｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社 前田氏 来訪 東大寺福祉療育病院（奈良市） 

 

16 木 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

 

18 土 定例理事会 第８回 事務所（香芝市） 



1/ 4 火 調整会議 事務所（香芝市） 

 

15 土 近畿ブロック委員会 臨時 会長事務局長会議 新大阪丸ビル（大阪市） 

 

〃 定例理事会 第９回 事務所（香芝市） 

 

19 水 奈良介護の日実行委員会 第４回  奈良県経済倶楽部経済会館（奈良市） 

 

〃 公益法人化推進委員会 平井病院（橿原市） 

 

21 金 新年会 居酒屋（奈良市） 

 

28 金 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

 

29 土 第２回都道府県理学療法士会会長集会 東京医科歯科大学付属病院（文京区） 

2/ 4 金 なら専門領域勉強会管理委員会 畿央大学（広陵町） 

 

7 月 調整会議 事務所（香芝市） 

 

8 火 公益法人化推進委員会 平井病院（橿原市） 

 

12 土 砂川氏黄綬褒章受章記念祝賀会 ホテルニューオウミ（近江八幡市） 

 

17 木 奈良県ビジターズビューロー 近畿学会について相談 県文化会館（奈良市） 

 

〃 介護保険部情報交換会 万葉ホール（橿原市） 

 

20 日 拡大理事会 定例理事会 第１０回 事務所（香芝市） 

 

23 水 なら新人研修システム『在宅・訪問コース 最終回』 畿央大学（広陵町） 

 

25 金 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

 

26 土 リハ３団体合同 訪問リハ実務者研修会 畿央大学（広陵町） 

 

27 日 リハ３団体合同 訪問リハ実務者研修会 畿央大学（広陵町） 

3/ 4 金 研修会 第４回 県社会福祉総合センター（橿原市） 

 

6 日 白鳳女子短期大学 卒業式 白鳳女子短期大学（王寺町） 

 

8 火 調整会議 事務所（香芝市） 

 

9 水 奈良ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 卒業式 阪奈中央リハ専門学校（四条畷市） 

 

〃 公益法人化推進委員会 平井病院（橿原市） 

 

11 金 関西学研医療福祉学院 卒業式 県新公会堂（奈良市） 

 

〃 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

 

15 火 畿央大学 卒業式 畿央大学（広陵町） 

 

19 土 定例理事会 第１１回 事務所（香芝市） 

 

25 金 県公益法人改革個別相談会 県庁（奈良市） 

 

事業報告（各局・部・委員会） 

事務局                          局長  増田  崇 



総務部                          部長  中野 昌之 

１． 定款・定款細則および諸規定の運営 

２． 本会の登記に関する手続き 

３． 公文書・報告書などの発送・受領およびその管理 

４． 本会および関係業種の刊行物の受領 

５． 理事会・運営管理・議事録保管 

６． 総会等、本会会議の開催および議事録の作成・保管 

７． 奈良県への法人活動報告 

８． 備品および物品の管理 

９． 仮事務所の管理 

１０．公印管理 

１１．窓口業務 

 

会員管理部                       部長  吉田 陽亮 

１．会員管理事業 

２．会員・役員名簿作成事業 

 １）平成２２年１０月初旬に顧問および一般会員、賛助会員へ郵送 

３．挨拶状送付事業（年賀状郵送 ８５件）     

４．郵送事業（３０件） 

５．新入会員オリエンテーションの開催  

日程：平成２２年６月６日（日） 

  参加者：７１名 

  会場：かしはら万葉ホール レセプションホール 

６．慶弔に関する事業 

７．その他 

 

２２年度会員異動動向 

新入会員（８５名） 
  

 
山一株式会社 （賛助会員） 

  

 
沖野 裕大 （秋津鴻池病院） 山中 蘭 （土庫病院） 

 
田中 星等 （秋津鴻池病院） 大野 善之 （奈良春日病院） 

 
三浦 妹子 （秋津鴻池病院） 小沢 亜矢子 （奈良春日病院） 

 
吉川 博展 （秋津鴻池病院） 津村 愛 （奈良厚生会病院） 



 
熊田 直也 （おかたに病院） 植嶋 大晃 （奈良社会保険病院） 

 
中島 啓太 （おかたに病院） 上村 沙世 （奈良東病院） 

 
吉水 弘行 （おかたに病院） 松波 咲恵 （奈良東病院） 

 
稗田 奈緒 （介護老人保健施設 秋篠） 山田 寛子 （奈良東病院） 

 
泉谷 遼 （介護老人保健施設 アップル学園前） 奥 晋也 （西奈良中央病院） 

 
西 慶太 （介護老人保健施設 かぐやの里） 分部 聡 （西奈良中央病院） 

 
上田 昌弘 （介護老人福祉施設 和里） 髙橋 智史 （西の京病院） 

 
源 幸太郎 （介護老人保健施設 若草園） 瑞慶覧 朝樹 （西大和リハビリテーション病院） 

 
田巻 加津哉 （介護老人保健施設 やまのべグリーンヒルズ） 曽根 啓美 （西大和リハビリテーション病院） 

 
金森 真穂 （橿原リハビリテーション病院） 谷中 沙友里 （西大和リハビリテーション病院） 

 
福山 茂 （橿原リハビリテーション病院） 湯田 智久 （西大和リハビリテーション病院） 

 
玉井 梨紗 （株式会社 リハビリあ・える） 石垣 智也 （東生駒病院） 

 
鈴木 江奈 （倉病院） 泉 真里恵 （東生駒病院） 

 
中田 奈月 （済生会中和病院） 市川 雄基 （東生駒病院） 

 
松下 暢 （済生会奈良病院） 木村 幸平 （東生駒病院） 

 
荒川 鉄也 （沢井病院） 田中 秀憲 （東生駒病院） 

 
千葉 啓輔 （沢井病院） 田中 寛子 （東生駒病院） 

 
原 翔太 （沢井病院） 登日 聖貴 （東生駒病院） 

 
池谷 彰 （高井病院） 長崎 香奈 （東生駒病院） 

 
金井 奈緒子 （高井病院） 藤井 美帆 （東生駒病院） 

 
喜多 知恵美 （高井病院） 吉岡 理絵 （東生駒病院） 

 
西井 絢香 （高井病院） 山口 英美 （平尾病院） 

 
吉本 梨枝子 （高井病院） 赤松 綾子 （平成記念病院） 

 
下牧 可奈 （高の原中央病院） 坂田 直也 （平成記念病院） 

 
米田 佳世 （田北病院） 中元 恵 （平成記念病院） 

 
関 耕平 （田北病院） 中山 尚子 （平成記念病院） 

 
渡邊 拓巳 （田北病院） 西山 章太 （平成記念病院） 

 
喜多 和也 （通所リハビリテーション ぬくもり） 西浦 直樹 （松倉病院） 

 
西岡 照幸 （通所リハビリテーション ぬくもり） 築山 奈々 （山の辺病院） 

 
前田 将志 （通所リハビリテーション ぬくもり） 春名 未夏 （山の辺病院） 

 
田中 真人 （天理市立病院） 巽 匡 （阪奈中央病院） 

 
古松 健太  （東大寺福祉療育病院） 山口 弘佑 （阪奈中央病院） 

 
石原 晃司 （東朋香芝病院） 植村 昌央 （介護老人保健施設 そよ風荘） 

 
小馬 文子 （東朋香芝病院） 吉田 力 （自宅） 

 
城 崇之 （東朋香芝病院） 嶋田 陽太 （田北病院） 

 
北川 翔太 （土庫病院） 北林 佑介 （東朋香芝病院） 



 
中島 隆文 （土庫病院） 瀧井 一繁 （松倉病院） 

 
堀田 寛人 （土庫病院） 渡辺 愛未 （平成記念病院） 

     
県内異動（３４名） 

  

 
山尾 裕計 （吉田病院） ← こうあん診療所 

 

 
川畑 知博 （介護老人保健施設 サンライフ奈良） ← 介護老人保健施設 竹取の丘） 

 

 
上嶋 健太 （辻村病院） ← 松倉病院 

 

 
部屋 和世 （奈良県総合リハビリテーションセンター） ← 自宅 

 

 
中谷 充志 （関西学研医療福祉学院） ← 沢井病院 

 

 
表 則子 （やわらぎクリニック） ← 自宅 

 

 
幸 秀和 （自宅） ← やわらぎクリニック 

 

 
後藤 健一 （天理よろづ相談所病院 白川分院） ← 天理よろづ相談所病院  

 

 
生井 大 （田北病院 訪問リハビリテーション） ← 東大寺福祉療育病院 

 

 
上村 昌弘 （介護老人保健施設 ロイヤルフェニックス） ← 西の京訪問看護ステーション かがやき 

 

 
神野 渉 （西の京訪問看護ステーション かがやき） ← 西の京病院 

 

 
佐々井 栄美 （西の京病院） ← 西の京訪問看護ステーション かがやき 

 

 
前谷 朱美 （自宅） ← 橿原リハビリテーション病院 

 

 
檀浦 こず恵 （おかたに病院） ← 介護老人保健施設 若草園 

 

 
鎌田 慎之祐 （高の原中央病院） ← 吉田病院 

 

 
関戸 生 （通所リハビリテーション ぬくもり） ← 平成記念病院 

 

 
吉田 直人 （ライフケア 訪問看護ステーション） ← 西の京病院 

 

 
杉本 貴明 （自宅） ← 介護老人保健施設 もののみの郷 

 

 
松吉 由揮 （自宅） ← 平成記念病院 

 

 
清塚 晋 （東生駒病院） ← 山本病院 

 

 
眞鍋 愛子 （介護老人保健施設 シルバーケアまほろば）  ← 済生会中和病院 

 

 
石井 泰 （自宅） ← 介護老人保健施設 ならふくじゅ荘 

 

 
牛尾 誠太郎 （自宅） ← 奈良小南病院 

 

 
大串 みどり （自宅） ← 東生駒病院 

 

 
上東 剛志 （自宅） ← 宇陀市立病院 

 

 
濱田 友梨 （自宅） ← 秋津鴻池病院 

 

 
宮脇 陵子 （高の原中央病院） ← 西奈良中央病院 

 

 
紺谷 仁 （稲田病院） ← 自宅 

 

 
渡邊 泰 （リハビリトゥモロー香芝） ← リハビリトゥモロー 

 

 
辻 寧 （高の原リハビリセンター） ← 片桐民主診療所 

 

 
阪本 充弘 （自宅） ← 秋津鴻池病院 

 

 
坂田 直也 （介護老人保健施設 竹取の丘） ← 平成記念病院 

 



 
赤松 綾子 （国保中央病院） ← 平成記念病院 

 

 
近藤 裕美 （自宅） ← 南和病院 

 

      
転入会員（２９名） 

   

 
中西 真衣子 （介護老人保健施設 花橿） ← 大阪士会 

 

 
岡田 彰一 （おかたに病院） ← 京都士会 

 

 
大西 徹郎 （高の原リハビリセンター） ← 埼玉士会 

 

 
鵜久森 治 （自宅） ← 京都士会 

 

 
宮本 愛 （白庭病院） ← 大阪士会 

 

 
杉本 圭 （阪奈中央病院） ← 大阪士会 

 

 
宮永 庸平 （阪奈中央病院） ← 大阪士会 

 

 
脇 信治 （沢井病院） ← 大阪士会 

 

 
寺前 美里 （介護老人保健施設 ふれあい） ← 大阪士会 

 

 
松井 隼人 （東朋香芝病院） ← 大阪士会 

 

 
久保田 岳志 (重症心身障害児(者)学園病院バルツァ・ゴーデル） ← 滋賀士会 

 

 
久保田 裕美 （訪問看護ステーション ひまわり奈良） ← 滋賀士会 

 

 
下間 庸子 （自宅） ← 福岡士会 

 

 
仲川 安弘 （自宅） ← 大阪士会 

 

 
塩見 和哉 （リハビリ訪問看護ステーション ルピナス） ← 大阪士会 

 

 
井上 良太 （奈良県立医科大学付属病院） ← 大阪士会 

 

 
森本 宗之 （訪問看護ステーション かしの木） ← 大阪士会 

 

 
山本 一平 （こうあん診療所） ← 大阪士会 

 

 
花井 千尋 （自宅） ← 埼玉士会 

 

 
倉賀野 景子 （介護老人保健施設 奈良ベテルホーム） ← 和歌山士会 

 

 
田中 研志 （国立病院機構 奈良医療センター） ← 大阪士会 

 

 
喜多 彬光 （田北病院） ← 大阪士会 

 

 
片山 学 （国立病院機構 奈良医療センター） ← 大阪士会 

 

 
清水 恒良 （平成記念病院） ← 三重士会 

 

 
藤原 奈々子 （土庫病院） ← 大阪士会 

 

 
下村 武貴 （田北病院） ← 三重士会 

 

 
西山 直輝 （市立奈良病院） ← 滋賀士会 

 

 
田中 耕嗣 （奈良県立五條病院） ← 大阪士会 

 

 
土居 勝彦 （奈良リハビリテーション専門学校） ← 兵庫士会 

 

      
転出会員（３３名） 

   

 
滝本 真奈美 （介護老人保健施設 奈良ベテルホーム） → 大阪士会 

 

 
尾崎 浩二 （西大和リハビリテーション病院） → 兵庫士会 

 



 
松下 祥子 （西大和リハビリテーション病院） → 大阪士会 

 

 
平松 佑一 （東朋香芝病院） → 京都士会 

 

 
鳥羽 正太 （国立病院機構奈良医療センター） → 兵庫士会 

 

 
山本 温子 （郡山青藍病院） → 京都士会 

 

 
戸口 淳子 （沢井病院） → 大阪士会 

 

 
古手川 登 （西大和リハビリテーション病院） → 大阪士会 

 

 
今 恒人 （高の原リハビリセンター） → 大阪士会 

 

 
坂井 智子 （田北病院） → 京都士会 

 

 
高橋 一幸 （こたけ整形外科） → 大阪士会 

 

 
松井 香織 （山の辺病院） → 大阪士会 

 

 
村田 佳子 （橿原リハビリテーション病院） → 大阪士会 

 

 
川原 勲 （白鳳女子短期大学） → 大阪士会 

 

 
濱條 浩子 （介護老人保健施設 ふれあい） → 東京士会 

 

 
門林 一博 （池田整形外科） → 大阪士会 

 

 
笘谷 直樹 （高井病院） → 大阪士会 

 

 
大堀 隆則 （自宅） → 大阪士会 

 

 
池内 麻紀 （自宅） → 京都士会 

 

 
富田 純也 （沢井病院） → 大阪士会 

 

 
冨田 さえ子 （天理よろづ相談所病院） → 福井士会 

 

 
吉田 力 （自宅） → 大阪士会 

 

 
森 由隆 （自宅） → 東京士会 

 

 
黒田 竜平 （株式会社 リハビリあ・える） → 兵庫士会 

 

 
鹿内 さやか （高井病院） → 兵庫士会 

 

 
鵜久森 治 （自宅） → 京都士会 

 

 
村崎 由希子 （潮田病院） → 兵庫士会 

 

 
真銅 倫子 （平井病院） → 沖縄士会 

 

 
生熊 丈嗣 （介護老人保健施設 奈良ベテルホーム） → 静岡士会 

 

 
面谷 知一 （奈良友紘会病院） → 大阪士会 

 

 
水野 智仁 （奈良県総合リハビリテーションセンター） → 新潟士会 

 

 
岩田 朋子 （秋津鴻池病院） → 大阪士会 

 

 
梛野 浩司 （西大和リハビリテーション病院） → 大阪士会 

 

      
休会（新規届のみ １１名） 

   

 
多田 優子 （奈良東病院） 

   

 
平井 慎子 （自宅） 

   

 
西川 万喜 （自宅） 

   



 
関戸 生 （通所リハビリテーション ぬくもり） 

   

 
花井 千尋 （自宅） 

   

 
樋者 直美 （西奈良中央病院） 

   

 
下間 庸子 （自宅） 

   

 
近藤 裕美 （自宅） 

   

 
日髙 紋佳 （奈良リハビリテーション専門学校） 

   

 
井上 智子 （自宅） 

   

 
壷井 友紀 （おかたに病院） 

   

      
復会（４名） 

   

 
松田 晴子 （原医院） 

   

 
真銅 倫子 （平井病院） 

   

 
田中 耕嗣 （奈良県立五條病院） 

   

 
尾崎 由美 （奈良県立医科大学付属病院） 

   

      
退会（４名） 

    

 
佐々木 隆 （関西学研医療福祉学院） 

   

 
銅銀 由紀 （国立病院機構 奈良医療センター） 

   

 
辻 晋啓 （介護老人保健施設 サンライフ田原本） 

   

 
株式会社メリコ （賛助会員） 

   

      
会費未納による強制退会（４名） 

   

 
植田 美奈 （自宅） 

   

 
大江 和加奈 （自宅） 

   

 
大江 直樹 （奈良東病院） 

   

 
服部 範行 （山の辺病院） 

   

      
改姓（１１名） 

   

 
才穂 文 （東大寺福祉療育病院） 

   

 
（旧姓：大野） 

    

 
岸浦 有美子 （平成記念病院） 

   

 
(旧姓：横部） 

    

 
宇野 実加 （東生駒病院） 

   

 
（旧姓：米田） 

    

 
吉川 安里紗 （済生会中和病院） 

   

 
（旧姓：辰本） 

    

 
藤村 愛子 （済生会中和病院） 

   



 
（旧姓：的場） 

    

 
清田 真紀 （阪奈中央病院） 

   

 
（旧姓：中平） 

    

 
治田 梓 （高の原中央病院） 

   

 
（旧姓：中西） 

    

 
河野 真弓 （辻村病院） 

   

 
（旧姓：天野） 

    

 
三戸部 陽子 （東生駒病院） 

   

 
（旧姓：三ツ家） 

    

 
宮下 淳子 （秋津鴻池病院） 

   

 
（旧姓：大脇） 

    

 
近藤 裕美 （自宅） 

   

 
（旧姓：坂本） 

    

      
部署名変更および住所・電話番号変更（1件） 

   

 
奈良ニッセイエデンの園  （賛助会員） 

   

 
医療技術事務課   ← 総務課  

 

 
〒636-0071 

 
← 〒636-0071 

 

 
北葛城郡河合町高塚台１-８-１   北葛城郡河合町高塚台１-８-２ 

 

 
0745-33-2222 ← 0745-33-2211 

 

      
施設住所変更（２件） 

   

 
酒井医療株式会社 （賛助会員） 

   

 
〒565-0853  ← 〒564-0053  

 

 
大阪府吹田市春日３－２０－８   大阪府吹田市江の木町２７－１５ 

 

 
大床義肢 （賛助会員） 

    

 
〒639-1045  ← 〒639-1042  

 

 
奈良県大和郡山市小林町西１－４－７   奈良県大和郡山市小泉町４４６－２８ 

 

      
施設名称変更（1件） 

   

 
リハビリトゥモロー 

 
← リハビリデイサービス リハビリトゥモロー 

 

      
所属部署名変更（１件） 

   

 
橿原市役所 

    

 
障がい福祉課 地域活動支援センター ← 在宅支援課 橿原市障がい者支援センター 

 

 



財務部                          部長  布上 芳雄 

会議回数 １５回開催 

１．財産・会計業務 

２．予算・決算業務 

３．会費徴収業務 

４．資産管理業務 

 

〔 会費未納者リスト 〕 

平成２１年度・２２年度未納 （５名） 

8689 奥田真由美 42825 堀内友貴 50299 千代原真哉 

58811 玉置万馬 58812 安藤由佳 

 

平成２２年度未納 （２４名） 

11528 小竹亜季 13889 森田剛史 19380 井上夏子 30539 難波宏之 

30562 森田健三 33719 仁藤威 40847 御宮知常喜 41114 香山陽子 

42619 上田真也 42851 合谷香織 43517 梁川裕章 43706 山尾裕計 

44135 楠本英雄 52404 加川健太 52405 松岡弘樹 52407 植草亜紀 

58820 田中満勝 58826 八石明 59276 芝地倫子 66579 須山宏一 

66694 留守正仁 69394 上東剛志 73381 喜多和也 73408 泉真里恵 

 

福利厚生部                       部長  細川 彰子 

１．会議開催 ５回 

２．福利厚生部事業 

１）新入会員歓迎会   

開催日時：平成２２年６月６日 新人オリエンテーション後に「花惣」にて開催 

  参加人数：新入会員４７名、会員１８名  計６５名 

２）ボーリング大会（OT 士会、ST 士会合同） 

  開催日時：平成２２年１１月１２日 「富士ボウル」にて開催 

  参加人数：５４名（OT３７名、ST１４名 計１０５名） 

３）新年会 

  開催日時：平成２３年１月２１日 「味楽座」にて開催 

  参加人数：２５名 

４）傷害保険管理 



 

社会局                          局長  佐藤  豪 

医療保険部                       部長  江村 修二 

１．情報収集 

   会員からの質問      ３件 

２．協会との連絡 

   協会からの連絡メール   ２件 

３．会員への広報 

   ホームページへの掲載   １件 

 

介護保険部                       部長  中村 貴信 

１．部会７回開催 

２．介護保険公開シンポジウム開催 

１）第１回公開シンポジウム 

日 時：平成２２年７月７日（水） 午後７時～午後９時００分 

会 場：万葉ホール 

テーマ：「同行訪問における住宅改修のポイント」 

ｼﾝﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ：湯川 直紀 先生（いこいの家訪問看護ステーション） 

     佐藤  豪 先生（田北病院 訪問リハビリテーション） 

     中谷 充志 先生（関西学研医療福祉学院） 

参加者 ： ８６名（内部員 １５名） 

３．アンケート調査 

  訪問リハビリテーションに関する意識調査および業務内容、体制等について実施した。

回答数は４８件であり内容は、情報交換会で報告し、ディスカッションの資料とした。 

４．訪問リハビリテーション等に関する情報交換会開催 

 １）第１回情報交換会 

日 時：平成２３年２月１７日（木） 午後７時～午後９時００分 

会 場：万葉ホール 

テーマ：「施設実地指導(リハビリ分野)の実施状況報告」 

西川 誠 先生（介護老人保健施設 リンク橿原） 

「訪問リハに対するアンケート結果報告」 



三浦 摩純 先生（介護老人保健施設 大和田の里） 

 グループ毎の情報交換 

    参加者：４５名（内部員１４名） 

 

社会福祉部                       部長  榮崎 彰秀 

１．部会４回開催 

２．社会福祉制度に関する情報収集と情報提供 

士会ホームページに添付している内容「社会福祉部便り」を、再度確認し更新及び変

更を行い、掲載作業を行った。 

 １）巻頭言 

２）身体障害者手帳について 

 ３）自立支援法について 

 ４）各論 小児 

 ５）各論 脊髄損傷 

 ６）各論 頭部外傷 

 ７）各論 難病 

 ８）編集後記 

 

理学療法啓発部                   部長  岡本  敦 

１．部会 ９回開催 （H２３／３／３１現在） 

２．Ｈ２２年度の奈良県理学療法士学会・公開講座会場にて理学療法啓発活動実施。 

   以下の活動用グッズを新規作成し利用および配布した。 

    ① パネル展示用写真のリニューアル 

② パネル展示会場で利用する物品作成 

１） 横断幕作成 

２） のぼり作成 

３） スタッフジャンパー作成 

    ③ 奈良県理学療法士会のロゴ入りボールペン作成（２０００本） 

３．新リーフレット作成作業を行った。（Ｈ２３年４月に完成予定） 

４．「病院・診療所施設の概要に関するアンケート調査」を実施。 

 



学術局                          局長  石橋 睦仁 

生涯学習部                       部長  佐藤 剛介 

新人教育プログラムセミナー開催 

１年次セミナー （平成２２年８月１日、県営福祉パーク、参加人数７３名） 

２年次セミナー （平成２２年１１月１日、県営福祉パーク、参加人数５４名） 

３年次セミナー （平成２３年３月１３日、県営福祉パーク、未実施） 

単位認定業務（奈良学会） 

修了証申請 （平成２３年１月２０日現在、６名） 

 

研修部                          部長  上山 美樹 

１．部会 ５回開催 

２．研修会の開催 

１）第１回研修会 

日 時：平成２２年６月１３日（日）１４時００分～１６時００分 

会 場：奈良県社会福祉総合センター 研修室 B 

テーマ：「患者と向き合うためのコミュニケーションスキル」―患者との初回の出会い方― 

講 師：大野 奈津子先生（天理よろづ相談所病院 臨床心理士） 

参加人数：３９名（会員：３４名 非会員：５名 学生：０名） 

２）第２回研修会 

日 時：平成２２年９月５日（日）１０時００分～１６時００分 

会 場：いかるがホール 研修室 

テーマ：「股関節機能障害に対する理学療法」 

講 師：建内 宏重先生（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻） 

参加人数：１１５名（会員：１０９名 非会員：６名 学生：０名） 

３）第３回研修会 

日 時：平成２２年１１月１４日（日）１０時００分～１６時００分 

会 場：高清会 高井病院 東館ホール 

テーマ：「肩と股関節をしっかりみる」 

講 師：吉尾 雅春先生（千里リハビリテーション病院） 

  参加人数：１５９名（会員：１４６名 非会員：９名 学生：４名） 

４）第４回研修会 

日 時：平成２３年３月４日（金）１９時００分～２１時００分 



会 場：奈良県社会福祉総合センター 

テーマ：「スポーツ整形外科疾患における理学療法の実際」 

講 師：和田 哲宏先生（田北病院） 

参加者：５１名（会員：５０名 非会員：１名 学生：０名） 

 

学術誌部                        部長  松尾  篤 

１．学術誌部 部会 ３回 

２．学術誌の編集から発刊 

１）雑誌名：「奈良理学療法学」発刊日：平成２３年３月 

３．その他 

１）ニュース、HP への原稿募集案内 

 

広報局                          局長  松村 明子 

ニュース編集部                   部長  水野 智仁 

奈良県理学療法士会ニュース №１２７～№１３０ 計４回発行 

１２７号（平成２２年 ４月１０日 発刊） ７００部 

１２８号（平成２２年 ７月２０日 発刊） ８００部 

１２９号（平成２２年１０月２０日 発刊） ８００部 

１３０号（平成２３年 １月３１日 発刊） ８００部 

 

会誌部                          部長  堀口 元司 

１．奈良県理学療法士会会誌第１６号編集・発行 

２．奈良県理学療法士会会誌第１７号編集 

 

ホームページ管理部                部長  赤松 真吾 

１．奈良県理学療法士会 ホームページ更新  新着掲載記事 総数 ８５件 

平成２２年２月～平成２３年１月末現在 



 

各委員会 

第２０回奈良県理学療法士学会準備委員会 

学 会 長  増田  崇 

準備委員長  藤川 和仁 

１．会議５回開催 

２．第２０回奈良県理学療法士学会の開催 

 １）日 時：平成２２年７月１８日（日）～１９日（月・祝） ２日間 

 ２）会 場：畿央大学（冬木記念ホール および E１０４教室） 

 ３）テーマ：「未来に繋げる理学療法 ～臨床に役立つ基礎知識～」 

 ４）内 容： 

① 一般演題発表：２７題 

② 特別講演 

・内部障害領域「肺炎に対する理学療法」 

講 師：岸川 典明 先生（愛知医科大学病院リハビリテーション部） 

   ③ モーニングセミナー 

・整形外科領域「膝関節の理学療法 ～機能解剖学的観点からの治療戦略～」 

       講 師：榮崎 彰秀 先生（奈良西部病院）  

・小児領域「発達の捉え方 ～正常児はなぜ正常に発達するのか～」 

       講 師：尾崎 文彦 先生（東大寺福祉療育病院） 

     ・中枢領域「Evidence＆Science に基づく神経リハビリテーション」 

       講 師：松尾 篤  先生（畿央大学） 

   ④ 機器展示 

     ・川村義肢株式会社 

       短下肢装具 ゲイトソリューション 

     ・大和ハウス工業株式会社 

       ロボットスーツＨＡＬＴＭ  

５）参加者：２７９名（うちスタッフ６２名） 

 

第２１回奈良県理学療法士学会準備委員会 

学 会 長  森本 和彦 



準備委員長  堀内 成浩 

１．会議７回開催 

１） 準備委員の選出 

２） 開催日程の決定 

３） 会場の選定・予約 

４） パネルディスカッション・セミナー講師選出・依頼 

５） 趣意書発行 

６） 演題募集・抄録原稿依頼 

７） 査読者選出 

８） 座長選出 

 

表彰審査委員会                  委員長  堀口 元司 

１．表彰式準備・運営 

第２０回奈良県理学療法士学会において表彰式を執り行った 

表彰内容 

① 奈良県理学療法士会学術奨励賞表彰 

学会長賞  高取 克彦会員 （畿央大学） 

新人賞   喜多 頼広会員 （西大和リハビリテーション病院） 

② 奈良県医療功労賞表彰状授与 

門脇 明仁会員 （県立奈良病院） 

２．委員会  開催なし 

 

新人研修委員会                  委員長  増田  崇 

委員会開催（４回開催） 

なら新人研修システム 講習会開催 

１．「呼吸・循環」コース 

  平成２２年５月１９日～平成２２年７月２１日（全１０回） 

１９：００～２１：００ 畿央大学・高井病院 

  コーディネーター 田平 一行（畿央大学） 

  受講者３４名（修了証発行 ２２名） 

  講  師     田平 一行（畿央大学）       ２回 

           田岡 久嗣（天理よろづ相談所病院） １回 



           村上 利恵（高井病院）       ２回 

           和田 善行（自宅会員）       ２回 

           岡本 敦 （天理よろづ相談所病院） １回 

           増田 崇 （奈良県立五條病院）   ２回 

           岩下 徳彦（フジレスピロニクス） 補助１回 

２．「装具・車いす」コース 

平成２２年８月４日～平成２２年１０月６日（全９回） 

１９：００～２１：００ 畿央大学・県総合リハセンター 

コーディネーター 堀内 成浩（県総合リハビリテーションセンター） 

  受講者２９名（修了証発行 １３名） 

  講  師     堀内 成浩（県総合リハビリテーションセンター）１回 

           梅本 康明（県総合リハビリテーションセンター）２回 

           柳澤 和彦（県総合リハビリテーションセンター）１回 

           山田 哲也（奈良西部病院）           １回 

           久野 剛史（白庭病院）             １回 

           伊藤 英登（県総合リハビリテーションセンター）２回 

           五十嵐 隆（川村義肢 奈良営業所）      １回 

３．「訪問リハビリテーション」コース 

  平成２３年１月１２ 日～平成２３年２月２３日（全７回） 

１９：００～２１：００ 畿央大学 

  コーディネーター 中村 貴信（介護老人保健施設オークピア鹿芝） 

  受講者 １４名（修了証発行 ７名） 

  講  師     佐藤  豪（田北病院訪問リハビリテーション）２回 

中村 貴信（介護老人保健施設オークピア鹿芝）３回 

           堀  義範（訪問看護ステーションかしの木） １回 

           中谷 充志（関西学研医療福祉学院）     ２回 

           櫻井 公統（アップル学園前）        ３回 

 

第１８回公開講座準備委員会      準備委員長  中村 貴信 

１．会議２回開催  

２．第１８回公開講座の開催 

  日 時：平成２２年７月１９日（月） １３:３０～１５:３０ 

会 場：畿央大学 冬木記念ホール 

テーマ：「力のいらない介助術」～ 介助する側・される側どちらも幸せな福辺流介助術 ～ 



講 師：福辺 節子 先生（福辺節子介護リハビリテーション研究所） 

来場者：２３０人 

 

専門領域勉強会管理委員会          委員長  田平 一行 

奈良県理学療法士会専門領域勉強会の管理・運営を行った。 

１．委員会 １回開催 

２．奈良県理学療法士会専門領域勉強会の管理・運営方法の検討 

３．奈良県理学療法士会専門領域勉強会への登録募集、登録作業 

４．各勉強会活動の支援 

平成２２年度は、下記の５つの勉強会が活動した。奈良士会会員を対象とした勉強会も開

催された。 

奈良県理学療法士会専門領域勉強会 

・呼吸器循環器系勉強会  代表 田平一行（畿央大学） 

メンバー各々が自分のテーマについて勉強し、必要に応じて症例や研究計画の検討、

発表前の予演会、文献抄読などを実施した。 

活動日時：毎週火曜日１９：００～２１：００、合計４３回（H２２．４～H２３．３） 

参加人数：３～１４人 

本年度の業績 

学会発表 

第４５回日本理学療法士学会学術大会：６演題 

第５０日本呼吸器学会学術講演会：１演題 

第２０回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会：８演題 

第６５回日本体力医学会：２演題 

第１６回心臓リハビリテーション学会学術集会：１演題 

第１６回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会：１演題 

第３２回日本呼吸療法医学会学術総会：１演題 

第２０回奈良県理学療法士学会：１演題 

論文 

田平一行：胸部外科手術後の呼吸理学療法．呼吸器&循環器ケア 9(6), 26-33, 2010 

有薗信一：【ズームアップ!写真でわかる急性期呼吸理学療法】 胸郭可動域練習．呼

吸器ケア 8(2),  161-166, 2010 

増田崇：開腹手術後．呼吸器ケア 9(1),  45-50, 2011 



・奈良北和整形外科リハビリテーション勉強会  代表 榮崎彰秀（奈良西部病院） 

勉強会 NO タイトル 場所 講師 日付 参加

人数 

第 20 回定例会 

（第 30 回目） 

  

肩関節拘縮の基礎治療-後方・下方支

持組織- 

白庭病院 久野剛史ＰＴ H22.4.22 

  

  

27 

  

  頚椎椎間板ヘルニアの一症例 奈良県総合リハセンター 大窪慎一郎 PT 

上腕骨頸部骨折の一症例 奈良西部病院 榮崎彰秀ＰＴ 

第 3 回特別講習会 股関節の理学療法 岡波総合病院 見田忠幸ＰＴ H22.5.16 63 

第 21 回定例会 

  

  

肩関節拘縮の基礎治療-前方・上方支

持組織- 

奈良西部病院 山田哲也 PT H22.6.17 

  

  

19 

  

  大腿骨顆上骨折の一症例 平成記念病院 唄 大輔 PT 

プチレクチャー「指拘縮の診かた」 奈良西部病院 榮崎彰秀ＰＴ 

第 22 回定例会 

  

  

肩関節レントゲンの診方 おおすみ整形外科 小野正博ＰＴ H22.7.15 

  

  

23 

  

  

腱板断裂の一症例 奈良県総合リハセンター 大窪慎一郎ＰＴ 

プチレクチャー「足関節の診かた」 奈良西部病院 榮崎彰秀ＰＴ 

第 23 回定例会 

  

  

肩甲胸郭関節について 奈良県総合リハセンター 大窪慎一郎ＰＴ H22.9.16 

  

  

12 

  

  

バネ指後拘縮の一症例 奈良西部病院 松田強史ＰＴ 

プチレクチャー 

（上腕筋収縮・fat padについて） 

奈良西部病院 榮崎彰秀ＰＴ 

症例報告会 

（第 35 回目） 

症例報告会 2010     H22.10.17 

  

100 

  特別講演「肩関節の理学療法」 京都下鴨病院 小野志操 PT 

第 24 回定例会 

  

  

肩関節の触診① 白庭病院 久野剛史ＰＴ H22.11.18 

  

  

23 

  

  

変形性膝関節症の一症例 

（痛みに対して） 

奈良西部病院 松田強史ＰＴ 

プチレクチャー（膝蓋支帯エコー動態） 奈良西部病院 榮崎彰秀ＰＴ 

第 7 回講習会 2010年度新人向け講習会①～足関節

拘縮治療～ 

奈良西部病院 榮崎彰秀ＰＴ H22.12.12 41 

第 25 回定例会 

  

肩関節拘縮の一症例 平成記念病院 徳田光紀ＰＴ H23.1.20 

  

22 

  左大腿骨頚部骨折後の一症例 西大和リハビリテーション病院 湯田智久ＰＴ 

第 26 回定例会 

  

  

肩関節の触診② 奈良西部病院 山田哲也ＰＴ H23.2.17 

  

  

20 

  

  

凍結肩を呈されＲＯＭ改善に難渋して

いる１症例 

西の京病院 坂元健一ＰＴ 

プチレクチャー（ＣＲＰＳについて） おおすみ整形外科 小野正博ＰＴ 

第 8 回講習会 2010年度新人向け講習会②～腰椎の

評価と治療～ 

おおすみ整形外科 小野正博ＰＴ H23.3.20   



・発達障害児・者勉強会 代表 古川 智子（関西学研医療福祉学院） 

第４回 

日時：２０１０年４月１６日（金）１９：００～２１：００ 

場所：関西学研医療福祉学院 南館 

内容：「１歳児の食事動作を通して」 

参加者：１７名 学生３名 

第５回 

日時：２０１０ 年８月２０日（金）１９：００～２１：００ 

場所：関西学研医療福祉学院 南館 

内容：「障害について」 

講師：大西 繁先生（介護老人保健施設 かぐやの里） 

参加者：２５名 

第６回 

日時：２０１０年１２月１７日（金）１９：００～２１：００ 

場所：関西学研医療福祉学院 南館 

内容：「経験するってどういうこと」感覚統合について学ぶ 

講師：中路 純子先生（中部大学生命健康科学部作業療法学科） 

参加者：２５名 学生３名 

 

・３学会合同呼吸療法認定士取得に向けた勉強会 代表 坂本雅尚（平成記念病院）  

日時：毎月不定期の金曜日 １９：３０～２１：００ 

場所：奈良県理学療法士協会事務所 

会員：２１名 

呼吸療法認定士試験に向けて、講習テキストに沿い各メンバー持ち回りで勉強会を行った。 

 内容 担当 

１月 スケジュール調整  

２月 呼吸管理に必要な解剖・整理 田岡 

３月 親睦会  

４月 呼吸不全の病態と管理 岡谷病院 

５月 血液ガスの解釈 奈良東病院 

６月 肺機能検査 臨床工学技士 

７月 酸素療法 河村 

８月 親睦会  

９月 人工呼吸の基本構造・保守と医療ガスの基礎 丸岡 

１０月 人工呼吸とその適応 東生駒病院 

１１月 模擬テスト  

１２月 試験問題の確認  

試験結果：第１６回３学会合同呼吸療法認定試験受験者４名、うち３名の合格者 

 



・スポーツ理学療法勉強会  代表 福本貴彦（畿央大学） 

○勉強会 

第１回 

日時：２０１０年６月２７日（日）１３：００～１６：００ 

場所：畿央大学 Ｃ棟３Ｆ 運動療法実習室（奈良県北葛城郡広陵町馬見中４-２-２） 

内容：「サポート事業の説明と実績報告、確認事項について」 

 （田北病院 和田哲宏先生） 

   「メディカルサポートで必要なアイシング技術」 

 （清恵会第二医療専門学院 松山紘彰先生） 

「熱中症の知識と対処法」、「創傷への対応」 

 （大手前病院 岡本典子先生） 

・新企画：ディスカッション「こんなときどうする？？」 

参加者：２９名（初参加８名：１年目 ７名、２年目 １名） 

第２回 

日時：２０１０年１１月２８日（日）１３：３０～１６：００ 

場所：畿央大学  Ｃ棟３Ｆ 運動療法実習室（奈良県北葛城郡広陵町馬見中４-２-２） 

内容：『膝前十字靱帯損傷後の理学療法』 

「膝関節の機能解剖」（畿央大学 福本貴彦先生） 

「ACL 再建術と後療法の基礎」（済生会奈良病院 貞岡洋希先生） 

参加者：２８名（初参加５名：１年目 ２名、２年目 １名、１０年目以上 ２名） 

※本勉強会は専門理学療法ポイント制度（県士会後援勉強会）のポイント対象勉強会 

第３回 

日時：２０１０年２月２７日（日）１３：００～１６：００ 

場所：畿央大学  Ｃ棟３Ｆ 運動療法実習室（奈良県北葛城郡広陵町馬見中４-２-２） 

内容：症例検討：投球障害肩を呈した一症例 

 講師：高井悠二先生（田北病院） 

   報告：奈良県高校野球連盟選抜チーム タイ遠征帯同報告 

 講師：福本貴彦先生（畿央大学） 

参加者：１９名 

※本勉強会は専門理学療法ポイント制度（県士会後援勉強会）のポイント対象勉強会 

 

ブロック活動推進委員会           委員長  藤川 和仁 

ブロック別症例検討会の開催を中心に事業を行った。 

１．委員会 １回開催 



２．各ブロック会議 

  北和ブロック １回 

  中和ブロック ２回 

  南和ブロック ２回 

３．ブロック別症例検討会開催 

  北和ブロック 

第１回 

日 時：平成２２年１１月１９日（木）１９時００分～２１時００分 

会 場：関西学研医療福祉学院 

演 題 

「在宅復帰に難渋した高次脳機能障害を呈する左片麻痺患者の一症例｣  

       演者：石垣 智也（東生駒病院）   

｢水頭症により高次脳機能障害を呈した一症例｣ 

       演者：木村 幸平（東生駒病院） 

「左大腿骨転子間骨折後、左足関節に疼痛が出現した患者様の 

歩行に対するアプローチ｣ 

       演者：田中 寛子（東生駒病院） 

「疼痛軽減を試みた関節リウマチの一症例｣  

       演者：田中 秀憲（東生駒病院） 

「人工股関節置換術後の外来のアプローチについて｣  

       演者：藤田 恵梨子（西の京病院） 

「左大腿骨頚部骨折を受傷した一症例 ～歩行へのアプローチ～｣  

       演者：下牧 可奈（高の原中央病院）   

参加者：６３名 会員（北和ブロック４５名 中・南和ブロック４名、学生１４名） 

   第２回 

日 時：平成２２年１２月２日（木）１９時００分～２１時００分 

会 場：関西学研医療福祉学院 

演 題 

「右視床出血により左片麻痺を呈した一症例｣  

       演者：登日 聖貴（東生駒病院）   

｢脳幹出血により右片麻痺をきたした一症例に対するアプローチについて｣ 

       演者：長崎 香奈（東生駒病院） 

「脳幹梗塞により左片麻痺を呈した症例｣ 

       演者：泉 真里恵（東生駒病院） 

「視床出血発症後、歩行障害を呈した一症例｣  

       演者：吉岡 理絵（東生駒病院） 



「左視床出血により歩行困難を呈した一症例｣  

       演者：市川 雄其（東生駒病院） 

参加者：２９名 会員（北和ブロック２５名 中・南和ブロック４名） 

中和ブロック 

日 時：平成２２年１１月２６日（金）１９時００分～２１時００分 

会 場：畿央大学 Ｌ棟１０３教室 

演 題 

     ｢大腿骨転子部骨折を受傷しすくみ足を呈したパーキンソン病患者｣ 

       演者：湯田 智久（西大和リハビリテーション病院） 

｢脳梗塞により歩行障害を呈した患者に対して 

TENS と自転車エルゴメータを施行した一例｣ 

           演者：瑞慶覧 朝樹（西大和リハビリテーション病院）   

｢右視床出血を呈した症例｣ 

           演者：岸浦 周平（東朋香芝病院） 

「Gait Solution の底屈制動の違いによる歩容の変化についての検討」 

演者：市川 桂子（天理よろづ相談所病院） 

「外傷性馬尾神経損傷を呈した症例に対する理学療法の経験」 

演者：大森 智香子（高井病院） 

参加者：４７名（中和ブロック３９名、北・南和ブロック８名） 

南和ブロック 

日 時：平成２２年１０月２８日（木）１９時００分～２１時００分 

会 場：イオンモール橿原アルル３階 イオンホール 

演 題 

     ｢抗がん剤副作用により末梢神経障害を呈した症例｣ 

       演者：黒田 竜平（リハビリあ・える） 

｢右脛骨近位端粉砕骨折を呈した骨癒合不良の 79 歳男性｣ 

       演者：西山 章太（平成記念病院）   

｢小脳出血を呈した症例｣ 

       演者：中山 尚子（平成記念病院） 

参加者：５３名（南和ブロック３１名 北･中和ブロック２２名） 

４．ブロック運営に関する課題の検討 

５．ブロック活動の支援 

 

選挙管理委員会              選挙管理委員長  小川  孝 



日本理学療法士協会による平成２２・２３年度代議員役員選挙の実施 

１．地方選挙管理委員会 

１）立候補者の受付、選出 

２）立候補者の取りまとめと中央選挙管理委員会への報告 

３）立候補者の公示、選挙公報 

４）選挙結果の告示 

２．中央選挙管理委員会 

１）代議員選挙の公示及び定数の公示 

２）選挙実施 

３）選挙結果の報告 

３．社団法人奈良県理学療法士会役員の任期満了に伴う平成２３年、２４年度役員選挙の 

実施 

１）告示による立候補者の受付け(自薦、他薦) 

 

理学療法講習会検討委員会          委員長  石橋 睦仁 

１．昨年度より、日本理学療法士協会研修部より近畿ブロック協力スタッフの要請があり

理事の石橋が担当者として会議出席。 

１）今年度参加会議 

（１） ８月２２日（日）場所；関西労災病院 

（２） １１月２１日（日）場所；和歌山県民文化会館 

２．委員会メンバー 

１）委員長：石橋睦仁 

２）委 員：赤松（奈良リハ）先生、峯松（畿央大学）先生、中島→藤本（白鳳女子短大）先生、

古川（関西学研医療福祉学院）先生、増田（新人研修委員会） 

３．検討内容 

１）メーリングにて、来年度実施可能な理学療法講習会（基本偏）の検討を行った。 

４．検討結果 

 １）協会研修部主催の講習会を担当 

（１）講習会名：肩関節の解剖と理学療法 

（２）講  師：信原病院 立花 孝 先生 

（３）開催日時：平成２３年９月４日（日）９時～１８時 

（４）会  場：畿央大学 冬木記念ホール 

（５）主 催 者：（社）日本理学療法士協会研修部 

（６）担  当：（社）奈良県理学療法士会 



（７）参加人数：２００名 

（８）参 加 費：２，０００円 

（９）収支は基本として参加費で賄う。 

２）来年度は本会主催の講習会を企画・検討する。 

５．名称変更 

１）理学療法士講習会準備委員会へ名称変更：第１１回理事会にて承認。 

 

公益法人化推進委員会             委員長  増田  崇 

奈良県との個別相談会への参加（２回） 

会議 ４回開催 

公益社団法人への移行認定へ向け、定款・細則・規程等の整備、公益事業等の事業仕分け、

会計書類の整理・変更作業等を行った。 

 

公的委員会報告 

奈良県住みよい福祉のまちづくり推進協議会      

委員  尾崎 文彦 

本年度は開催されていません。 

 

奈良県医療推進協議会              委員  尾崎 文彦 

この協議会の目的は、奈良県民の健康の増進と福祉の向上を図るため、奈良県における医

療・介護・保健及び福祉行政の拡充強化をめざし、積極的に諸活動を推進することです。 

役員会は平成２３年３月２３日（水）に予定されていましたが、延期されました。 

 

奈良市地域保健推進協議会           委員  尾崎 文彦 

本年度は開催されていません。 

 



なら介護の日２０１０実行委員会       

委員  尾崎 文彦 

平成２０年７月に厚生労働省が１１月１１日を「介護の日」と制定したことに伴い、行

政、ＮＰＯ、専門職団体などで実行委員会を構成し企画・運営。２回目。実行委員会５回。 

日時：平成２２年１１月１３日（土）  午前１０時～午後４時 

会場：奈良県社会福祉総合センター 

  内容：①奈良介護大賞の発表と表彰 

②家族と共に楽しんで食べられる高齢者のためのレシピコンクール入賞者表彰 

③記念講演会（田辺鶴瑛さんの介護講談：ほっとけ心でアッパレ介護） 

④親守唄・歌会 

⑤展示ブース、相談コーナー 

  本会は相談コーナーにおいて、奈良県作業療法士会と奈良県言語聴覚士会と共同で、 

リハビリテーション相談会を担当しました。 

 

奈良県介護実習・普及センター運営委員会 

委員  佐藤 豪 

平成２３年２月２５日（１４：００～１５：３０）奈良県介護実習・普及センターにて、

２２年度の運営委員会が行われた。 

 議題は、１ 福祉機器展示普及事業について 

     ２ 平成２２年度事業実施状況について 

     ３ 平成２３年度事業計画について 

     ４ その他 

であった。福祉機器展示事業について、新たに展示になった福祉用具の説明を実際にデモ

ンストレーションを行いながら実施された。事業報告・計画については、講座数、受講者

数も増加しており、今後も充実した講座を開催していきたいとの報告があった。また、新

商品についての展示方法や修理方法の在り方、普及センターの PR の方法について活発な意

見交換がおこなわれた。 

 

３団体合同訪問リハビリテーション実務者研修会 

運営委員会                        委員  佐藤 豪 



平成２３年２月２６（土）、２７（日）の２日間、畿央大学において理学療法士会、作業

療法士会、言語聴覚士会合同の訪問リハビリテーション実務者研修会が初めて開催された。 

 参加者は、５２名で修了証発行となった全課程修了者は４５名であった。この研修会は、

協会から３団体合同で実務者レベルでの研修会を県単位で開催してほしいとの要望を受け、

開催されたものである。この研修会では、主にリスク管理と連携をキーワードとして、１

０時間のプログラムで行われた。奈良県下における訪問リハビリテーションについて、他

職種との意見交換も行われ、新鮮な研修会であったと考える。今後は、この研修会をきっ

かけとしてネットワークを築きながら、より充実した訪問リハビリテーションサービスが

展開できるように、来年度以降も継続していきたいと考えている。 

 

脳外傷友の会第１０回全国大会２０１０ in なら

実行委員会                       委員  西田 宗幹 

 奈良脳外傷友の会あすかが事務局となり、同会会員、医師、PT、OT、ST、NPO 日本脳

外傷友の会等で実行委員会を構成、企画・運営。実行委員会は３回開催し、内２回に参加

した。全国大会もスタッフとして運営に参加した。 

  日 時：平成２２年６月２５日（金）～２６日（土）午前９時３０分～午後５時 

  会 場：奈良文化会館 国際ホール他 

  参加者：約６００名 

  内 容：記念講演、事業報告、活動発表展示、ワークショップ等 

 

第６回奈良高次脳機能障害リハビリテーション講習

会実行委員会                     委員  西田 宗幹 

 社団法人日本損害保険協会助成事業として、奈良脳外傷友の会あすかが事務局となり、

同会会員、医師、PT、OT、ST 等で実行委員会を設立し、企画・運営。実行委員会は２回

実施。講習会もスタッフとして当日の運営に参加した。 

  日 時：平成２３年１月２９日（土）午後２時～５時 

  会 場：なら１００年会館 中ホール 

  参加者：約２００名 

  内 容：高次脳機能障害に関わる医師、自立訓練センター職員、当事者からの講演 



 

奈良県生活習慣病予防対策推進委員会    

委員  石橋 睦仁 

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療保険者により実施されている特定健康

診査及び特定保健指導を中心とした生活習慣病予防対策のあり方について検討すること、

並びに、生活習慣病の早期発見を目的とする健診審査の実施状況や制度管理の状況を把

握・評価し、市町村、医療保険者及び健診実施機関に対し、専門的な見地から適切な指導

を行うとともに、健診に従事するものの資質向上を図り、もって健診が効果的かつ効率的

に実施されることを目的として、今年度設置された。会議は平成２３年 1 月１４日に開催

され、県の「健やかに生きる構想」についての説明や、生活習慣病の予防にかかる特定健

診等の状況報告、脳卒中患者の調査（昨年度までの奈良県脳卒中評価委員会実施）報告な

ど行われ、今後の生活習慣病予防対策の検討が行なわれた。 

 

奈良県介護予防支援委員会           委員  石橋 睦仁 

 本委員会は奈良県内の適切な介護予防サービス及び予防給付等の提供体制を整備するた

めに設置されたものである。 

今年度、委員会は開催されなかった。 

 

高次脳機能障害支援体制検討委員会    委員  松村 明子 

平成２３年３月１８日県庁にて、高次脳機能障害支援センターのＨ２２年度事業報告が

行われた。事業内容として、高次脳機能障害の診断に関しての相談が７５０件以上と群を

抜いて多く、次いでリハビリ・就労に関しての相談となっていた。支援センターが奈良県

の高次脳機能障害に対しての診断を担っている。 

 また、２０～４０歳代の男性の相談が多く、就労に関してのコーディネート求められて

いる。高次脳機能障害の原因疾病として脳挫傷が圧倒的に多いが、１０～２０歳代の男性

の割合が高く、実際の相談状況と食い違う傾向にあり、高次脳機能障害者の就労が問題と

なっている。 

 病院で理学療法士として働いていると、身体障害に随伴する高次脳機能障害を診る機会

はあるが、高次脳機能障害が主となる方に対してリハビリテーションを提供する場が少な

く、また働く環境も整備していく必要がある。



平成２２年度監査報告 

監事  北村  亨 

中俣 悦雄 

中間監査報告 

会務監査  日時場所  平成２２年１０月２２日 １９：００～２０：３０ かしの木園 

            平成２２年１１月６日   １５：００～１５：３０ 士会事務所 

財務監査  日時場所  平成２２年１１月１２日 １９：３０～２０：３０ かしの木園 

 

監査結果 

１）上半期の事業は概ね順調に執行されている。 

２）証拠書類等について監査の結果、予算の執行は順調に推移し、財産は適正に管理運営

されている。 

 

意見および指導 

１）各部各委員会の議事録は適正に作成、管理されている。 

２）予算の執行は財務部と各部が連携をとり、迅速に行われていた。 

３）会費徴収作業は、従来の「口座引き落とし」が終了し、クレジットカード払いに移行

中のためか、中間監査時点での未納者がやや多い印象であった。財務部には引き続き

努力していただくとともに、各院所においても速やかな会費の納入に協力いただける

ように働きかけをお願いいたします。 

４）あらたに「公益法人化推進委員会」が設置され１１月から活動開始予定となった。確

実かつ速やかな準備作業が必要なため、委員の方々には鋭意努力をお願いいたします。 

以上 



期末監査 

会務監査  日時場所   平成２３年２月２０日 １０：３０～１２：００ 士会事務所 

財務監査  日時場所   平成２３年３月２９日 １９：３０～２１：３０ かしの木園 

平成２３年４月９日  １０：００～１３：３０ かしの木園 

 

監査結果 

１）会務監査について 

 ①各部各委員会ともに年間事業計画に基づき順調に事業が遂行された。 

 ②各部各委員会理事会の運営記録、会議録等は概ね適正に管理・保存されていた。 

 

２）財務監査について 

 ①会費納入は順調に行われていた。 

 ②予算の執行、支払いは迅速かつ正確に行われ、帳簿・通帳・現金および証拠書類は適

正に管理運営されていたと認める。 

 

意見および指導 

 １）各部各委員会は民主的かつ精力的に運営されており、今後も継続して努力されたい。 

２）公益法人への移行を踏まえ、財務部の会計業務ならびに決算報告・予算案等の作成

作業効率化に向けて、財務部、理事会、各部各委員会で前年度に引き続きご検討い

ただきたい。 

３）協会の契約クレジットカードが変更中であるため、会費徴収業務で混乱が起こらぬ 

よう、財務部には引き続き努力していただきたい。また各院所においても会員一人 

ひとりが速やかに会費納入いただけるように、全会員の協力をお願いいたします。 

以上 



第２号議案 

平成２３年度事業計画・予算案の承認に関する件 

会長  尾崎 文彦 

平成２３年度も局長、部長、部員、委員長、委員の方々を中心に、計画、承認された事

業をしっかりと遂行していきます。 

平成２２年度総括でも報告させていただきましたように公益社団法人への移行に動いて

おります。公益社団法人となるためには、色々な条件があります。が、基本的には、今ま

で以上に、自分達の研鑽だけでなく、その研鑽された結果が保健・医療・福祉の分野で役

立たなくてはいけません。そして広く県民に貢献する事業をもっともっと増やしていかな

くてはならないのです。非常に大変な事ではありますが、そのような公益性を高めること

こそが、我々理学療法士の価値、知名度、将来性を高めてための、近くて遠い・遠くて近

い道のりだと確信しています。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。 

それから、具体的な事業計画は出せていませんが、東日本大震災の支援活動としまして、

支援活動が一時的なものにならないように、本会イベントごとに継続的な募金活動をする

予定です。当然ながら、状況が変われば、支援の仕方も変わっていくと思われます。その

都度、本会として最大限の出来ることを検討し行動していきます。皆さん、日常業務で大

変だとは思いますが、ご協力よろしくお願いいたします。 

毎年も書かしていただきますが、本会事業は役員のみで出来ることは一つもなく、また

役員もあくまでボランティアであり、その活動には限界があります。会員一人ひとりの自

覚と積極的な行動なしには何も変わりませんし、何も始まりません。会員一人ひとりが、

未来の理学療法士、未来の奈良県理学療法士会のために何を残せるのかを考えていただき

ますようお願いいたします。 

 

事務局 

総務部 

１． 定款・定款細則および諸規定の運営 

２． 本会の登記に関する手続き 

３． 公文書・報告書などの発送・受領およびその管理 

４． 本会および関係業種の刊行物の受領 

５． 理事会・運営管理・議事録保管 

６． 総会等、本会会議の開催および議事録の作成・保管 



７． 奈良県への法人活動報告 

８． 備品および物品の管理 

９． 仮事務所の管理 

１０．公印管理 

１１．窓口業務 

 

会員管理部 

１．会員管理事業 

２．会員・役員名簿作成事業  

３．挨拶状送付事業     

４．郵送事業 

５．新入会員オリエンテーションの開催 

６．慶弔に関する事業 

７．その他 

 

財務部 

１．財産・会計業務 

２．予算・決算業務 

３．会費徴収業務 

４．資産管理業務 

５．新公益法人会計基準移行準備 

 

福利厚生部 

１．新入会員歓迎会開催 

２．福利厚生部事業開催 

３．傷害保険管理 

 

社会局 



医療保険部 

１．情報収集 

２．協会との連絡 

３．会員への広報 

 

介護保険部 

１．介護保険に関する情報収集および情報提供 

２．介護保険に関する勉強会等に関して検討 

３．相談窓口 

 

社会福祉部 

１．社会資源の情報収集と情報提供を行う。 

 

理学療法啓発部 

１．Ｈ２３年度 公開講座準備委員会と理学療法啓発部の事業協力の体制作りを行う。 

２．「病院・診療所施設の概要に関するアンケート調査」の集計 

・ データーベース作成 

・ 運用方法ならびに今後の更新作業等について検討を行う。 

３．Ｈ２２年度作成したグッズ等の管理および利用方法の具体案を検討。 

４．理学療法週間に行うイベント（川柳、イメージキャラクター募集等）の企画。 

 

学術局 

生涯学習部 

新人教育プログラムセミナー開催 

１年次セミナー （未定） 

２年次セミナー （未定） 



３年次セミナー （未定） 

単位認定業務（奈良学会） 

修了証申請 

 

研修部 

１．部会の開催 

 １）年間６回程度部会を開催し、研修会の計画などを検討する。 

２．研修会の開催 

１）第１回研修会（予定） 

  日時：平成２３年６月１２日（日） ９時００分～１２時００分 

  会場：高清会 高井病院 東館ホール 

  講師：岡田 洋平先生（畿央大学） 

２）第２回研修会：平成２３年１０月上旬。 

３）第３回研修会：平成２４年１月中旬～下旬。 

４）第４回研修会：平成２４年３月上旬。 

 

学術誌部 

１．学術誌編集・発刊 

１）誌名：「奈良理学療法学」 

２）投稿原稿の受付から査読、印刷、発刊 

３）発刊予定：平成２４年２月 

４）その他：電子化申請、ニュース・ＨＰへの投稿論文の募集案内 

 

広報局 

ニュース編集部 

平成２３年度「奈良県理学療法士会ニュース」発行予定（年４回） 

№１３１   平成２３年 ４月中旬発行予定。 

№１３２   平成２３年 ７月中旬発行予定。 

№１３３   平成２３年１０月中旬発行予定。 



№１３４   平成２４年 １月中旬発行予定。 

 

会誌部 

１．奈良県理学療法士会会誌第１７号編集・発行 

２．奈良県理学療法士会会誌第１８号編集 

 

ホームページ管理部 

１．奈良県理学療法士会 ホームページ更新 

 

各委員会 

第２１回奈良県理学療法士学会準備委員会 

第２１回奈良県理学療法士学会の開催 

 １．日 時：平成２３年６月２６日（日） 

 ２．会 場：いかるがホール（大ホール および 小ホール） 

 ３．内 容： 

１）一般演題発表：２１題 

２）パネルディスカッション 

・「理学療法における急性期・回復期・維持期の連携を考える」 

パネリスト：田岡 久嗣  先生（天理よろづ相談所病院） 

    柳澤 和彦  先生（奈良県総合リハビリテーションセンター） 

    佐藤  豪   先生（田北病院） 

    増田  崇   先生（奈良県立奈良病院） 

    吉田 陽亮  先生（平井病院） 

    谷川 みゆき 先生（高井病院） 

    上田 昌弘  先生（介護老人福祉施設 和里） 

       進行役：細川 彰子  先生（済生会中和病院） 

           堀内 成浩    （第２１回奈良県理学療法士学会準備委員長） 

           丸岡  満      （第２１回奈良県理学療法士学会準備委員） 

３）教育セミナー 



    ・「人工膝関節の理学療法」 

     講師：西尾 直行 先生（香芝旭ヶ丘病院） 

   ・「姿勢の評価と治療」～メカニカルストレスに対する反応の視点から～ 

     講師：浅田 啓嗣 先生（鈴鹿医療科学大学） 

 

第２２回奈良県理学療法士学会準備委員会 

学会長として泉 秀行氏が推薦され、理事会承認を得た。 

委員、期日、およびテーマは今後決定する。 

 

表彰審査委員会 

１．表彰式準備・運営 

２．各種表彰審査 

 

新人研修委員会 

平成２３年度は、２２年度までの３コースを引き続き開催する予定です。 

なら新人研修システム 講習会開催予定 

１．「呼吸・循環」コース （全１０回予定） 

  コーディネーター 和田 善行（自宅） 

２．「装具・車いす」コース（全９回予定） 

  コーディネーター 堀内 成浩（奈良県総合リハビリテーションセンター） 

３．「訪問リハビリテーション」コース（全８回予定） 

  コーディネーター 中谷 充志（関西学研医療福祉学院） 

 

第１９回公開講座準備委員会      準備委員長  赤松 真吾 

平成２３年度、一般住民（特に介護職、看護職、リハビリテーション関係者・家族、介護

を受けている方）に対し、公開講座を開催する。テーマについては、昨年に引き続き「介

護術」に関するものを検討中。 



 

第２０回公開講座準備委員会      準備委員長  廣池 裕美 

平成２４年度に一般住民に対して公開講座を開催予定です。詳細は検討中ですが、理学療

法啓発部と連携をはかる予定です。 

 

専門領域勉強会管理委員会 

１．奈良県理学療法士会専門領域勉強会への登録の推進 

２．奈良県理学療法士会専門領域勉強会の管理 

３．各勉強会活動の支援 

 

ブロック活動推進委員会 

１．委員会、ブロック会議の開催 

２．ブロック別症例検討会の開催 

３．ブロック活動の検討 

４．ブロック活動の支援 

 

選挙管理委員会 

１．社団法人奈良県理学療法士会役員の任期満了に伴う平成２３年、２４年度役員選挙の

実施 

１）立候補届の受理、締め切り 

２）役員選挙に関する広報 

３）定例総会における役員人事の承認 

 

理学療法講習会準備委員会 

１．委員会メンバー 

１）委員長：石橋睦仁 



２）委 員：赤松（奈良リハ）先生、峯松（畿央大学）先生、藤本（白鳳女子短大）先生、古川

（関西学研医療福祉学院）先生、増田（新人研修委員会） 

２．近畿ブロック協力スタッフ会議出席 

３．運営講習会 

 １）協会研修部主催の講習会を担当 

（１）講習会名：肩関節の解剖と理学療法 

（２）講  師：信原病院 立花 孝 先生 

（３）開催日時：平成２３年９月４日（日）９時～１８時 

（４）会  場：畿央大学 冬木記念ホール 

（５）主 催 者：（社）日本理学療法士協会研修部 

（６）担  当：（社）奈良県理学療法士会 

（７）参加人数：２００名 

（８）参 加 費：２，０００円 

（９）収支は協会研修部が行う。 

４．検討内容 

 １）来年度開催可能な、本会主催の講習会を検討（企画）する。 

 

公益法人化推進委員会 

会議開催予定（回数等未定） 

 

公益社団法人への移行認定に向けた準備を行う。 

 

総会にて定款変更案承認後速やかに移行申請手続きを行い、 

平成２３年度中の移行申請を予定している。 



第３号議案 

平成２３年度・２４年度役員選出に関する件 

                           選挙管理委員  小川 孝 

                                   松村 直樹 

                                   和田 祥武 

 （社）奈良県理学療法士会定款第１３条により平成２３年３月１０日、会長、理事、監

事の役員選挙の公示を行い、平成２３年４月１１日に立候補を締め切りました。士会定款

第１１条および細則により、第１８回総会において平成２３年・２４年度の士会役員を選

出します。 

 

立候補者氏名 

 会長候補 定数１ 

   尾崎 文彦（東大寺福祉療育病院） 

監事候補 定数２ 

  北村 亨 （奈良県立五條病院） 

中俣 悦雄（済生会御所病院） 

理事候補 定数７～９ 

  増田 崇 （奈良県立奈良病院） 

  石橋 睦仁（高の原中央病院） 

佐藤 豪 （田北病院 訪問リハビリテーション） 

松村 明子（西の京病院） 

西田 宗幹（秋津鴻池病院） 

  廣池 裕美（南和病院） 

田平 一行（畿央大学） 

  中村 貴信（介護老人保健施設 オークピア鹿芝） 

 

 

第４号議案 

選挙管理委員選出に関する件 

 （社）奈良県理学療法士会細則により、総会において正会員の中から選挙管理委員を



選出します。任期は平成２３年・２４年度の２年間です。 

 

 

第５号議案 

定款の変更に関する件              会長  尾崎 文彦 

公益社団法人への移行認定へ向けて新定款案の承認をお願いいたします。なお、これらは

奈良県や法務局の指導で現行の内容を損なわない程度の軽微な修正があることも含めて承

認をお願いいたします。 

 

 

第６号議案 

細則・規程・申し合わせ事項の変更に関する件 

                              会長  尾崎 文彦 

公益社団法人への移行認定へ向けて新細則案、新規程案、新申し合わせ事項案の承認をお

願いいたします。なお、これらは奈良県や法務局の指導で現行の内容を損なわない程度の

軽微な修正があることも含めて承認をお願いいたします。 

 

 

第７号議案 

その他（一般質疑・要望） 

 第１号議案から第６号議案以外の内容について、質疑・要望を受け付けます。 

 


