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第１７回 

社団法人 奈良県理学療法士会 

定期総会次第 

 

 

 

日  時 ： 平成２２年５月２２日（土）  午後２時３０分 受付 

                         午後３時００分 開会 

場  所 ： イオンモール橿原アルル イオンホール（ノース・モール３F） 

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  藤川 和仁 

２． 開会宣言  ：   事務局長    増田   崇 

３． 会長挨拶  ：  尾崎  文彦 

４．議長団選出 

５． 議    事  ： 

       第１号議案 平成２１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２２年度事業計画・予算案の承認に関する件 

       第３号議案 協会代議員会議提出議題に関する件 

       第４号議案 その他（一般質疑・要望） 

６． 閉会宣言 



第１号議案 

平成２１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２１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。  

昨年は、わが国の歴史に残る重大な出来事「政権交代」がありました。その歴史的瞬間

は平成 21 年８月 30 日に行われた第 45 回衆議院議員総選挙の開票直後でした。この政権交

代によって、どの様に変わるのでしょうか、国民にとって、医療界にとって、理学療法士

にとって、どう変わるのか？どう変えていくのか？今こそ一致団結して行動していかなけ

ればならないと感じています。それから、この選挙は本会にとっても歴史的なものとなり

ました。特別研修会など本会が初めて政治的活動を行った選挙でもありました。過去を振

り返えると、本会が職能団体として本格的に政治的活動をしたことはありませんでした。

正直なところ、しなくても大丈夫、もしくは知名度が低過ぎて、活動しても無駄と言うよ

うな状況でした。その意味では、一つの職業として、一つの団体として、認められてきた

証ではないでしょうか。だからこそ、会員一人ひとりがそのことを自覚し、その事に恥じ

ない言動を心がけなければなりません。そして、今こそ、理学療法の重要性・理学療法士

のすばらしさを政治的活動によって、しっかりとアピールしていかないといけないのです。

今回の選挙を通じて、色々な経験をさせていただき、会長としての重責を改めて感じまし

た。皆さんに感謝すると共に更なるご協力をお願いいたします。 

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 

総務部は計画以外に特別研修会の開催。会員管理部は会員増に対応し、個人情報管理、

郵送業務を、財務部は法人会計に適応させるよう検討。 

いつもお願いしておりますが、まだお済で無い会員の皆さんは、早急にクレジット機能

付き会員証を取得していただきますようにお手続きをお願いいたします。 

福利厚生部の企画に、多くの会員が参加してくださり、有意義な会員相互の交流の場と

なっております。 

２．社会局に関すること 

医療保険部・介護保険部は情報収集・公開を会員の期待に答えるよう努力しています。 

特にタイムリーな情報をホームページにアップされていました。 



社会福祉部もニュースに連載したものをホームページ用にアップしました。 

理学療法啓発部は啓発事業・公益事業について検討を重ねました。 

３．学術局に関すること 

  生涯学習部は日本理学療法士協会の新人教育プログラム・生涯学習基礎プログラム関

連の業務を遂行しました。 

研修部が開催した４回の研修会はどれも好評でした。 

学術誌部は「奈良理学療法学」を発刊。会員皆さんのご投稿をお願いいたします。 

４．広報局に関すること 

  ニュース編集部はより良いニュースを皆さんにお届けしています。 

会誌部は本会の年報・記録としての役割の充実に努めています。 

ホームページ管理部はとにかく迅速なアップを努めています。 

５．委員会に関すること 

①第１９回奈良県理学療法士学会は松村明子学会長、中村貴信準備委員長を中心に準

備委員会の努力により盛会裡に終えられました。 

②第１７回公開講座は中島陽準備委員長を中心に準備委員会の努力により盛会裡に終

えられました。今後、公益性を増す為には更なる工夫が必要と考えます。 

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。 

６．その他 

  理事会は継続して、公益法人制度改革に対する対応、政治的活動を含め連盟の必要性

などを審議しています。 

 

会長会務 

月/日/曜  用務  会場（場所）  

4/ 3 金 畿央大学 入学式 畿央大学（広陵町） 

 

4 土 白鳳女子短期大学 入学式 白鳳女子短期大学（王寺町） 

 

7 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） 

 

10 金 なら「介護の日」２００９ 実行委員会 第１回 大和郡山城ホール（大和郡山市） 

 

13 月 調整会議 事務所（香芝市） 

 

25 土 定例理事会 第１回 事務所（香芝市） 

5/ 10 日 県 ST会 嚥下食・口腔ケア用品サンプル展示会 県福祉パーク（田原本町） 



 

11 月 調整会議 事務所（香芝市） 

 

13 水 新人研修委員会 事務所（香芝市） 

 

20 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） 

 

22 金 なら「介護の日」２００９ 実行委員会 第２回 大和郡山城ホール（大和郡山市） 

 

23 土 第１６回定期総会 県社会福祉総合センター（橿原市） 

 

〃 定例理事会 第２回 県社会福祉総合センター（橿原市） 

 

27 水 第３８回（社）日本理学療法士協会定期総会・代議員会・役員講習会 東京国際フォーラム（千代田区） 

 

〃 全国都道府県士会会長懇親会 居酒屋（千代田区） 

 

28 木 第４４回日本理学療法学術大会・レセプション 東京国際フォーラム（千代田区） 

 

29 金 第４４回日本理学療法学術大会 東京国際フォーラム（千代田区） 

 

31 日 東出氏松塚氏行政書士、依頼・相談 東出行政書士事務所（広陵町） 

6/ 5 金 ブロック活動推進委員会 事務所（香芝市） 

 

14 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） 

 

15 月 調整会議 事務所（香芝市） 

 

26 金 研修会 第１回 畿央大学（広陵町） 

 

27 土 定例理事会 第３回 万葉ホール（橿原市） 

 

28 日 第１９回奈良県理学療法士学会・表彰状授与式  万葉ホール（橿原市） 

7/ 1 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） 

 

6 月 調整会議 事務所（香芝市） 

 

9 木 田野瀬衆議院議員秘書、太田氏面会 東大寺福祉療育病院（奈良市） 

 

12 日 新人教育プログラム １年次セミナー いかるがホール（斑鳩町）  

 

17 金 半田協会長による役員勉強会 事務所（香芝市） 

 

18 土 協会役員による代議員制度説明会 事務所（香芝市） 

 

〃 定例理事会 第４回 事務所（香芝市） 

 

22 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） 

 

29 水 新人研修委員会 事務所（香芝市） 

8/ 1 土 近畿ブロック委員会 第１回 新大阪丸ビル 本館（大阪市） 

 

5 水 なら新人研修システム『装具・車いすコース 初回』 畿央大学（広陵町） 

 

10 月 特別研修会 県社会福祉総合センター（橿原市） 

 

18 火 田野瀬良太郎氏 衆議院議員立候補 出陣式 橿原神宮森林公苑広場（橿原市） 

 

19 水 田野瀬良太郎氏 街頭 1,000人集会 近鉄八木駅（橿原市） 

 

23 日 臨時都道府県会長会議 東京国際フォーラム（千代田区） 

 

27 木 なら「介護の日」２００９ 実行委員会 第４回 県社会福祉総合センター（橿原市） 

 

31 月 調整会議 事務所（香芝市） 

9/ 4 金 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（橿原市） 



 

12 土 定例理事会 第５回 事務所（香芝市） 

 

16 水 なら「介護の日」２００９ 実行委員会 第５回 県社会福祉総合センター（橿原市） 

10/ 1 木 全国都道府県理学療法士会 会長会議・役員講習会 四日市市文化会館（四日市市） 

 

〃 全国都道府県士会会長会 懇親会 居酒屋（四日市市） 

 

2 金 第４４回全国学術研修大会・レセプション 四日市市文化会館（四日市市） 

 

3 土 第４４回全国学術研修大会 四日市市文化会館（四日市市） 

 

5 月 専門領域勉強会管理委員会 事務所（香芝市） 

 

〃 調整会議 事務所（香芝市） 

 

7 水 第 68回日本公衆衛生学会総会実行委員会（代：石橋） 県文化会館（奈良市） 

 

〃 なら新人研修システム『装具・車いすコース 最終回』（代：増田） 畿央大学（広陵町） 

 

11 日 研修会 第２回 いかるがホール（斑鳩町）  

 

15 木 なら「介護の日」２００９ 実行委員会 第６回 大和郡山城ホール（大和郡山市） 

 

16 金 奈良県障害者介護給付費等不服審査会総会 県文化会館（奈良市） 

 

〃 ブロック活動推進委員会 事務所（香芝市） 

 

17 土 定例理事会 第６回 事務所（香芝市） 

 

21 水 新人研修委員会 事務所（香芝市） 

11/ 2 月 なら「介護の日」２００９ 実行委員会 第７回 大和郡山城ホール（大和郡山市） 

 

4 水 介護保険部情報交換会 万葉ホール（橿原市） 

 

5 木 田野瀬衆議院議員秘書、太田氏面会 東大寺福祉療育病院（奈良市） 

 

6 金 調整会議 事務所（香芝市） 

 

11 水 なら「介護の日」２００９ 大和郡山城ホール（大和郡山市） 

 

12 木 南和ブロック症例検討会 イオンモール橿原アルル（橿原市） 

 

13 金 厚生部 PTOTボウリング大会 富士ボウル（田原本町） 

 

14 土 定例理事会 第７回 事務所（香芝市） 

 

19 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） 

 

21 土 近畿ブロック委員会 第２回・役員懇親会 神戸サンセンタープラザ（神戸市） 

 

22 日 第４９回近畿理学療法学術大会 神戸国際展示場（神戸市） 

 

25 水 調整会議 事務所（香芝市） 

 

26 木 なら「介護の日」２００９ 実行委員会 第８回 大和郡山城ホール（大和郡山市） 

 

27 金 中和ブロック症例検討会 畿央大学（広陵町） 

 

28 土 県臨床工学技士会一般社団法人設立記念式典 奈良ホテル（奈良市） 

12/ 5 土 山本税理士、相談会 事務所（香芝市） 

 

〃 定例理事会 第８回 事務所（香芝市） 

 

7 月 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） 

 

16 水 新人研修委員会 事務所（香芝市） 

 

20 日 公開講座 白鳳女子短期大学（王寺町） 



1/ 5 火 奈良県障害者介護給付費等不服審査会 県庁別館（奈良市） 

 

7 木 調整会議 事務所（香芝市） 

 

13 水 なら新人研修システム『在宅・訪問コース 初回』 王寺町やわらぎ会館（王寺町） 

 

15 金 新年会 よしの寿司（桜井市） 

 

23 土 定例理事会 第９回 事務所（香芝市） 

 

24 日 研修会 第３回 いかるがホール（斑鳩町）  

 

27 水 国立伊東重度障害者センター、中川氏面会 県総合リハセンター（田原本町） 

 

28 木 門脇相談役、医療功労賞表彰式・懇談会 奈良ホテル（奈良市） 

 

29 金 なら新人研修システム『在宅・訪問コース 情報交換会』 居酒屋（王寺町） 

2/ 1 月 調整会議 事務所（香芝市） 

 

12 金 田中和彦会員通夜参列 草津シティホール（草津市） 

 

13 土 臨時都道府県会長会議 自治労第一会館（千代田区） 

 

14 日 拡大理事会 定例理事会 第１０回 事務所（香芝市） 

 

18 木 県住みよい福祉のまちづくり推進協議会総会 県中小企業会館（奈良市） 

 

19 金 田野瀬良太郎関西政経フォーラム シェラトン都ホテル大阪（大阪市） 

 

24 水 なら新人研修システム『在宅・訪問コース 最終回』（代：増田） 王寺町やわらぎ会館（王寺町） 

 

26 金 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

3/ 4 木 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） 

 

5 金 なら「介護の日」２０１０ 実行委員会 第１回 大和郡山城ホール（大和郡山市） 

 

〃 研修会 第４回 万葉ホール（橿原市） 

 

6 土 白鳳女子短期大学 卒業式 （代：増田） 白鳳女子短期大学（王寺町） 

 

10 水 新人研修委員会 事務所（香芝市） 

 

20 土 定例理事会 第１１回 事務所（香芝市） 

 

23 火 畿央大学 卒業式 畿央大学（広陵町） 

 

25 木 県医療推進協議会 役員会 （代：石橋） 橿原観光ホテル（橿原市） 

 

26 金 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

 



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 

１２．特別研修会の開催 

   日時：平成２１年８月１０日（月） 

   会場：奈良県社会福祉総合センター 大ホール 

   講演：｢理学療法士の現状とこれからの展望について｣ 

        （社）日本理学療法士協会 会長 半田一登氏 

   講演：｢理学療法士等問題を考える議員連盟の活動報告｣ 

         理学療法士等問題を考える議員連盟 幹事長 田野瀬 良太郎氏 

 

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２０年９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 ８３件）     

４．郵送事業（２７件） 

５．新入会員オリエンテーションの開催 

  日程：平成２１年６月１４日（日） 

  参加者：８２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 

 

２１年度会員異動動向 

新入会員（８８名） 

石橋 雄介 (秋津鴻池病院)  林 秀美 (奈良東病院) 

岩田 朋子 (秋津鴻池病院)  東田 善行 (奈良東病院) 

大熊 真平 (秋津鴻池病院)  松中 理恵 (奈良東病院) 

河口 未季 (秋津鴻池病院)  吉田 哲史 (奈良東病院) 

嶋田 圭佑 (秋津鴻池病院)  大津 友見 (西の京病院) 

中西 利佳 (秋津鴻池病院)  吉田 直人 (西の京病院) 

野々村 剛 (秋津鴻池病院)  大門 恭平 (西大和リハビリテーション病院) 

福田 浩巳 (秋津鴻池病院)  尾川 達也 (西大和リハビリテーション病院) 

石倉 万理子 (おかたに病院)  尾崎 浩二 (西大和リハビリテーション病院) 

後藤 伸吾 (おかたに病院)  千葉 達矢 (西大和リハビリテーション病院) 

壷井 友紀 (おかたに病院)  角田 朋子 (阪奈中央病院) 

本田 篤司 (おかたに病院)  千葉 直人 (阪奈中央病院) 

前田 真利 (大倭病院)  中條 幸恵 (阪奈中央病院) 

中村 裕太朗 (介護老人保険施設 アンジェロ)  留守 正仁 (阪奈中央病院) 

中島 邦雄 (介護老人保健施設 光陽)  松本 恵 (阪奈中央病院) 

滝本 真奈美 (介護老人保健施設 奈良ベテルホーム)  森本 紗季子 (阪奈中央病院) 

東 康博 (介護老人保健施設 やまのべグリーンヒルズ) 加藤 達哉 (東生駒病院) 

垣内 望歩 (介護老人保健施設 リンク橿原)  川元 由香里 (東生駒病院) 

檀浦 こず恵 (介護老人保健施設 若草園)  楠本 夏未 (東生駒病院) 

黒田 竜平 (株式会社 あ・える)  倉持 右京 (東生駒病院) 

奥田 操穂 (市立奈良病院)  頭鬼 春菜 (東生駒病院) 

金光 智史 (市立奈良病院)  竹村 真樹 (東生駒病院) 

宮田 卓冶 (市立奈良病院)  田中 亜弥 (東生駒病院) 

井上 博嗣 (沢井病院)  樋本 静香 (東生駒病院) 

谷川 みゆき (高井病院)  三木 茉莉子 (東生駒病院) 

塩川 祐太 (高の原中央病院)  山本 晃久 (東生駒病院) 

徳野 未佳 (高の原中央病院)  米田 聖平 (平尾病院) 

大野 文 (東大寺福祉療育病院)  尾上 泰久 (平成記念病院) 

川田 浩司 (東朋香芝病院)  神保 彩子 (平成記念病院) 

﨑山 学 (東朋香芝病院)  楠元 美奈子 (平成記念病院) 



辰巳 昌嵩 (奈良春日病院)  中村 杏 (平成記念病院) 

西本 智子 (奈良春日病院)  横部 有美子 (平成記念病院) 

松下 知代 (奈良春日病院)  大江 美紀 (山の辺病院) 

山本 麻美 (奈良春日病院)  片岡 瑞穂 (山の辺病院) 

幸田 仁志 (奈良県総合リハビリテーションセンター)  玄 安季 (山の辺病院) 

黒瀬 健太 (奈良厚生会病院)  芝野 友伊 (山の辺病院) 

和田 拓也 (奈良厚生会病院)  須山 宏一 (山の辺病院) 

松田 強史 (奈良西部病院)  鶴谷 啓明 (山の辺病院) 

大藤 元理 (奈良東病院)  清塚 晋 (山本病院) 

﨑 泰子 (奈良東病院)  加藤 恵 (吉田病院) 

橋本 忠司 (奈良東病院)  富田 直哉 (吉田病院) 

有山 友子 (介護老人保健施設 アップル学園前) 泉 和也 (阪奈中央病院) 

小林 佑介 (阪奈中央病院) 大西 繁 (介護老人保健施設 かぐやの里) 

上東 剛志 (宇陀市立病院) 芦田 千代美 (自宅会員) 

 

県内異動（３２名） 

大久保 優 (西大和リハビリテーション病院) ← 市立奈良病院 

川端 健一 (辻村病院） ← 東朋香芝病院 

澤田 泰祐 (沢井病院) ← やわらぎクリニック 

濱條 浩子 (介護老人保健施設 ふれあい) ← 土庫病院 

東山 雅美 (服部記念病院) ← 平成記念病院 

枡 良充 (潮田病院) ← 橿原市障害者福祉センター うねびの里 

岩谷 剛 (介護老人保健施設 グランファミリア) ← 東生駒病院 

中川 和明 (土庫病院) ← 吉田病院 

比見 有紀子 (奈良東病院) ← 自宅 

藤田 浩之 (白鳳女子短期大学) ← 平成記念病院 

和田 善行 (自宅) ← 平成記念病院 

市村 牧子 (自宅) ← 西の京病院 

（旧姓 齋藤）   

芝地 倫子 (自宅) ← こうあん診療所 

 (旧姓：大宅)   

旦 尚敏 (奈良リハビリテーション専門学校) ← 田北病院  

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

紺谷 仁 (自宅) ← 介護老人保健施設 ルポゼまきの 

水流添 勇 (自宅) ← 訪問看護ステーション あすか田原本 

部屋 和世 (自宅) ← 奈良県総合リハビリテーションセンター 



寺田 昌弘 (土庫病院) ← 山本病院 

清田 建路 (西奈良中央病院) ← 山本病院 

塩井 篤 (自宅) ← 介護老人保健施設 若草園 

石井 泰 (介護老人保健施設 ならふくじゅ荘) ← 奈良東病院 

半田 学良 (潮田病院) ← 平成記念病院 

山口 鉄幸 (訪問看護ステーション かしの木) ← 訪問看護ステーション オードリー 

吉田 信也 (自宅) ← 阪奈中央病院 

竹内 雄一 (白庭病院) ← 東生駒病院 

西川 徹 (白庭病院) ← 東生駒病院 

佐竹 裕輝 (白庭病院) ← 東生駒病院 

久野 剛史 (白庭病院) ← 松倉病院 

吉岡 麻紗子 (自宅) ← 秋津鴻池病院 

小西 正朗 (自宅) ← 倉病院 

木村 祐介 (白庭病院) ← 東生駒病院 

 

転入会員（３０名） 

合谷 香織 (自宅) ← 大阪士会 

小西 賢 (奈良小南病院) ← 京都士会 

南川 貴宣 (阪奈中央病院) ← 大阪士会 

今中 美夏 (自宅) ← 三重士会 

小椋 理絵 (東生駒病院) ← 鹿児島士会 

小中 敬子 (阪奈中央病院) ← 大阪士会 

坂本 翠 (特別養護老人ホーム 美吉野園) ← 福岡士会 

髙橋 宣子 (自宅) ← 大阪士会 

橋本 雅史 (阪奈中央病院) ← 大阪士会 

福西 瑞穂 (自宅) ← 京都士会 

森本 友美 (自宅 ※休会中) ← 三重士会 

末吉 純子 (自宅) ← 大阪士会 

千代原 真哉 (東生駒病院) ← 福岡士会 

辻 晋啓 (サンライフ田原本) ← 大阪士会 

嵪司 芳久 (東生駒病院) ← 大阪士会 

池内 麻紀 (自宅) ← 大阪士会 

川渕 香苗 (自宅) ← 兵庫士会 

糸瀬 良祐 (済生会奈良病院) ← 大阪士会 

今村 友子 (東生駒病院) ← 大阪士会 

橘 秀和 (介護老人保健施設 佐保の里) ← 大阪士会 



花坂 光章 (自宅) → 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 

竹田 正志 (済生会御所病院) ← 大阪士会 

小林 功 (阪奈中央病院) ← 大阪士会 

藤本 昌央 (白鳳女子短期大学) ← 大阪士会 

三浦 健一 (奈良東九条病院) ← 大阪士会 

笹村 抄子 (自宅  ※休会中) ← 大阪士会 

髙石 崇彦 (介護老人保健施設 ももたろう) ← 京都士会 

日髙 瞳 (池田整形外科)  ← 宮崎士会 

吉田 千恵 (土庫病院) ← 愛知士会 

 

転出会員（３３名） 

石原 知絵 (吉本整形外科・外科病院) → 大阪士会 

 （旧姓 角田）   

岩下 篤司 (市立奈良病院() → 大阪士会 

浦栃 祐希 (高の原中央病院) → 島根士会 

野間 友二郎 (天理よろづ相談所病院 白川分院) → 滋賀士会 

丸尾 朝之 (介護付有料老人ホーム エリシオン真美ヶ丘) → 石川士会 

吉原 卓哉 (奈良春日病院) → 大阪士会 

石川 孝幸 (秋津鴻池病院) → 京都士会 

植田 繁子 (介護老人保健施設 アンジェロ) → 大阪士会 

坂口 侑花里 (秋津鴻池病院) → 和歌山士会 

西村 欣樹 (東生駒病院) → 京都士会 

本村 清二 (東朋香芝病院 リハビリテーション相談室) → 大阪士会 

野村 明 (山本病院) → 大阪士会 

松田 吾郎 (自宅 ※休会中) → 大阪士会 

 （旧姓 杉峰）    

宮﨑 祐 (重症心身障害児(者)学園・病院バルツァ・ゴーデル) 

  → 京都士会 

望月 愛 (秋津鴻池病院） → 愛知士会 

松下 菜穂子 (秋津鴻池病院） → 東京士会 

 (旧姓：笹倉)   

河手 正人 (介護老人保健施設 若草園) → 大阪士会 

大原 佳孝 (阪奈中央病院) → 大阪士会 

佐々木 基代 (池田整形外科) → 和歌山士会 

高田 美智子 (重症心身障害児(者)学園病院バルツァ・ゴーデル) 



 (旧姓：土屋)  → 愛知士会 

三宅 涼香 (阪奈中央病院) → 京都士会 

 (旧姓：和氣)    

吉岡 正行 (自宅) → 大阪士会 

小松 大哲 (済生会御所病院) → 和歌山士会 

川元 由香里 (東生駒病院) → 大阪士会 

加藤 亮平 (東生駒病院) → 神奈川士会 

中井 朋也 (奈良厚生会病院) → 東京士会 

徳野 未佳 (高の原中央病院) → 京都士会 

村上 恵子 (西奈良中央病院) → 大阪士会 

大林 舞 (東生駒病院) → 大阪士会 

松山 紘彰 (田北病院) → 大阪士会 

横山 京子 (高の原中央病院) → 大阪士会 

浦栃 真基子  (おかたに病院) → 島根士会 

鬼木 浩二 (奈良社会保険病院) → 京都士会 

 

休会（新規届のみ９名） 

鈴木 優希子 (奈良リハビリテーション専門学校) 

髙橋 宣子 (自宅) 

小山 啓永 (自宅) 

李 賢守 (済生会中和病院) 

淵脇 佳奈 (土庫病院) 

 (旧姓：西村) 

藤本 奈弓 (自宅) ← 兵庫士会 

(転入後に休会) 

榎本 忠彦 (自宅) 

井上 ゆかり (自宅) 

室田 都英 (土庫病院) 

 

復会（３名） 

酒井 直樹 (おかたに病院) 

柿木 千奈美 (自宅会員) 

松尾 浩行 (介護老人保健施設 ケアステージみみなし)  

  

退会（５名） 

真鍋 洋子 (おかたに病院) 



山本 奈都子 (阪奈中央病院) 

井上 久美 (介護老人保健施設 さんとぴあ榛原) 

嶋岡 敏明 (奈良春日病院) 

福井 亜希子 (自宅) 

 

会費未納による強制退会（３名） 

伊藤 茂朗     

生野 悟司   (介護老人保健施設 悠々の里) 

木村 吉寿   (田北病院) 

 

改姓（４名） 

宮脇 陵子 (旧姓：奥田) 

大平 由美 (旧姓：小松) 

中村 貴信 (旧姓：木下) 

芥川 美華 (旧姓：髙木) 

 

物故会員（１名）  

田中 和彦 (関西学研医療福祉学院) 

 

施設名称変更（１件） 

橿原市心身障害児訓練施設かしの木園 → 橿原市心身障がい児訓練施設かしの木園 

 

所属部署および電話・FAX番号変更（３件） 

奈良市役所  

  所属部署  介護福祉課   →  健康増進課 

  電話番号 0742-34-1111 → 0742-34-5129 

訪問看護ステーション かしの木 

   電話番号 0744-20-2550   →  0744-20-2299 

   FAX番号  0744-20-2228  →  0744-20-2550 

白鳳女子短期大学 

  理学療法学専攻 → 総合人間学科 リハビリテーション学専攻 

 

財務部                         部長   布上 芳雄 

会議回数 １３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２０年度・２１年度未納 

31116 植田美奈 31140 大江和加奈 31438 大江直樹 46731 服部範行 

 

平成２１年度未納 

8689 奥田真由美 38398 東和成 58779 野田潔人 58812 安藤由佳 

9834 川原勲 41092 中村洋貴 58803 岩武知佳美 61985 柴田広昭 

11882 真鍋愛子 43517 梁川裕章 58808 加治屋地平 66691 清塚晋 

18650 上西香穂里 50299 千代原真哉 58809 加藤沙織 66694 留守正仁 

20660 赤松眞吾 52402 鎌田浩平 58811 玉置万馬 

 

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２１年６月１４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５３名、会員１７名  計７０名 

２）ボーリング大会（OT 士会合同） 

  開催日時：平成２１年１１月１３日 富士ボールにて開催 

  参加人数：４４名（総参加者６６名） 

３）新年会 

  開催日時：平成２２年１月１５日 よしの寿司にて開催 

  参加人数：２９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         ４件 

役員との連絡メール       ８件 

２．協会との連絡  

連絡メール           １４件 

３．会員への広報 

  ホームページへの掲載      ２件 

 

介護保険部                  部長   中村 貴信 

１．部会６回開催 

２．介護保険関係情報交換会１回開催 

１）第１回情報交換会 

日 時 ：平成２１年１１月 ４日（木） 午後７時～午後９時００分 

会 場 ： 万葉ホール 

テーマ ： 「介護保険分野で一番聞きたいこと、知りたいこと」 

内 容 ：発  表  「事前アンケート結果報告」 

            櫻井 公統 氏（介護老人保健施設アップル学園前） 

     アンケート結果考察発表 

      入所サービス：櫻井 公統 氏（介護老人保健施設アップル学園前） 

      通所サービス：阪本 光弘 氏（介護老人保健施設 鴻池荘） 

      訪問サービス：大脇 淳子 氏（介護老人保健施設 鴻池荘） 

   情報交換    テーマ：(１)入所サービスに関すること 

               (２)通所サービスに関すること 

               (３)訪問サービスに関すること 

参加者 ： ３６名（内部員 １５名） 

２）アンケート調査 

  介護保険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。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。 

 

社会福祉部                       部長  榮崎 彰秀 



１．部会４回開催 

２．奈良県理学療法士会会員への社会福祉制度に関する情報提供 

士会ホームページに、昨年度まで士会ニュースに掲載した内容を再度編集し掲載作業

を行なった 

 １）身体障害者手帳について 

 ２）自立支援法について 

 ３）各論 小児 

 ４）各論 脊髄損傷 

 ５）各論 頭部外傷 

 ６）各論 難病 

３．社会福祉制度の情報収集 

 

理学療法啓発部                     部長  岡本 敦 

１．部会７回開催 

２．理学療法の啓発活動 

１） 実施内容： 

理学療法週間の直前に各院所へ「グッズ（団扇、ウエットティッシュ）」、「ＰＴあ！」、 

「リーフレット」を配送。 

また、Ｈ２０年度に実施したアンケートで要望のあった院所に対しては「ＰＴあ！」、 

「リーフレット」を可能な限り希望部数を配送した。 

 ２）目的： 

（１）理学療法啓発部が管理している啓発用物品を士会員に紹介する。 

 （２）上記物品を利用していただき、院所個々に理学療法の啓発活動を実施していただ

く。 

３．理学療法週間関連事業 

       Ｈ２１年度公開講座（Ｈ２１．１２.２０開催）の会場にてパネル写真の展示、来場

者に対し「グッズ（ウエットティッシュ）」、「ＰＴあ！」、「リーフレット」を配布。 

４．Ｈ２２年度事業計画について部会を開催し検討。 

 

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２１年７月１２日、いかるがホール、参加人数６８名） 

２年次セミナー （平成２１年１０月２５日、いかるがホール、参加人数５５名） 

３年次セミナー （平成２２年２月２８日、いかるがホール、未実施） 

 単位認定業務（奈良学会） 

 修了証申請 （平成２２年１月３０日現在、２０名） 

 

研修部                          部長  上山 美樹 

１．部会 ４回開催 

２．研修会の開催 

１）第１回研修会 

日 時：平成２１年６月２６日（金）１９時００分～２１時００分 

会 場：畿央大学 ＫＢ０４教室 

テーマ：呼吸循環器障害の理学療法におけるクリニカルリーズニング 

講 師：田平 一行先生（畿央大学健康科学部） 

参加人数：１５０名（会員：１４８名 非会員：０名 学生：２名） 

２）第２回研修会 

日 時：平成２１年１０月１１日（日）１０時００分～１６時００分 

会 場：いかるがホール 研修室２～４ 

テーマ：足部・足関節の評価とアプローチから身体運動の変化をねらう 

～インソールの調整やテープの利用～ 

講 師：橋本 雅至先生（四条畷学園大学リハビリテーション学部） 

参加人数：６８名（会員：６７名 非会員：１名 学生：０名） 

３）第３回研修会 

日 時：平成２２年１月２４日（日）１０時００分～１６時００分 

会 場：いかるがホール 研修室２～４ 

テーマ：「システム障害としての歩行障害～足部を中心した認知運動療法～」 

講 師：高橋 昭彦先生（高知医療学院） 

  参加人数：８３名（会員：７７名 非会員：６名 学生：０名） 

４）第４回研修会 

日 時：平成２２年３月５日（金）１９時００分～２１時００分 

会 場：かしはら万葉ホール レセプションホール 

テーマ：リンパ浮腫に対する理学療法 

講 師：辰本 安里紗 先生（済生会中和病院） 



    藤村 愛子  先生（済生会中和病院） 

参加者：１４１名（会員：１２８名 非会員：１３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２２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 №１２３～№１２６ 計４回発行 

１２３号（５月１０日 発刊）６３０部 

１２４号（８月１０日 発刊）７００部 

１２５号（１１月５日 発刊）７００部 

１２６号（１月２０日 発刊）７００部 

 

会誌部               部長    堀口 元司 

１．奈良県理学療法士会会誌第１５号編集・発行 

２．奈良県理学療法士会会誌第１６号編集 

 

ホームページ管理部         部長   赤松 眞吾 

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 ５９件 

平成２１年６月～平成２２年１月末現在 

 



各委員会 

第１９回奈良県理学療法士学会準備委員会 

学 会 長  松村 明子 

準備委員長  中村 貴信 

第１９回奈良県理学療法士学会の開催 

日時：平成２１年６月２８日（日） 

会場：かしはら万葉ホール（レセプションホール・研修室２） 

テーマ：「高齢者の生活機能を評価する」 

内容： 

１．一般演題 １８演題 

２．特別講演 

   「高齢者の生活機能を評価する」 

    －活動的な地域生活の評価と E-SAS－ 

    講師：原田 和宏 先生（吉備国際大学） 

参加者：２２４名（うちスタッフ２５名） 

 

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 

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．特別講演・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・依頼 

 

表彰審査委員会           委員長   堀口 元司 

１．表彰式準備・運営 



・平成１９年度奈良県理学療法士会功労賞 

功労賞    門脇 明仁会員（県立奈良病院） 

・平成１９年度奈良県理学療法士会学術奨励賞 

学会長賞   岩下 篤司会員（市立奈良病院）  

新人賞    富田 純也会員（沢井病院）           

※ いずれも第１９回奈良学会にて表彰 

２．表彰審査 

・平成２０年度奈良県理学療法士会学術奨励賞  

学会長賞 新人賞については、第１９回奈良学会準備委員会よりの推薦を受け２月

中に審査し、３月の理事会へ答申予定。 

・奈良士会からの推薦を受け門脇明仁会員を奈良県に推薦した結果、奈良県の医療功

労賞を受賞された。 

・平成２１年度のその他の賞については推薦がなかった。 

 

新人研修委員会            委員長   増田 崇 

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２１年５月２０日～平成２１年７月２２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３５名 

  講  師     田平 一行（畿央大学）      ３回 

           岡本 敦 （天理よろづ相談所病院）１回 

           江村 修二（高井病院）      ２回 

           和田 善行（自宅会員）      １回 

           田岡 久嗣（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２１年８月５日～平成２１年１０月７日（全９回） 

１９：００～２１：００ 畿央大学 

  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２６名 

  講  師     森本 和彦（天理よろづ相談所病院白川分院）  ２回 



           森本 久雄（県総合リハビリテーションセンター）１回 

           堀内 成浩（県総合リハビリテーションセンター）２回 

           水野 智仁（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）１回 

           大窪慎一郎（県総合リハビリテーションセンター）２回 

３．「在宅・訪問」コース 

  平成２２年１月１３日～平成２２年２月２４日（全７回） 

１９：００～２１：００ 王寺町やわらぎ会館 

  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１９名 

  講  師    佐藤  豪（田北病院訪問リハビリテーション）１回 

木下 貴信（介護老人保健施設オークピア鹿芝）２回（内シンポ２） 

          堀  義範（訪問看護ステーションかしの木） １回 

          岩山 邦彦（関西学研医療福祉学院）     １回 

          中谷 充志（沢井病院）           ２回（内シンポ１） 

          櫻井 公統（アップル学園前）        ２回（内シンポ２） 

 

第１７回公開講座準備委員会     準備委員長  中島 陽 

日 時 平成２１年１２月２０日（日） １４：００～１７：００ 

会 場 白鳳女子短期大学 大講義室 

内 容 テーマ：「市民スポーツの今後」 

    講 演：「生涯スポーツと人づくり・町づくり」  

        根木 慎志 氏（シドニーパラリンピック 男子車いすバスケットボールﾁｰﾑ主将） 

        「けがをしないためのトレーニング」 

        後藤 桂 氏（白鳳女子短期大学  リハビリテーション学専攻専任講師） 

来場者数 ７０名 

・準備委員会を２度開いた。 

・一般市民の来場者は７名。あとは学生と士会役員であった。 

・新聞チラシ折り込み、新聞広告、周辺自治体への後援・ポスター掲示・チラシ設置を

してもらったが、市民の参加にはつながらなかった。 

 

専門領域勉強会管理委員会          委員長  森本 和彦 



奈良県理学療法士会専門領域勉強会を発足させ、その管理・運営を行った。 

１．委員会 ３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２１年度は、奈良県理学療法士会スポーツ理学療法勉強会が新たに登録され、これま

でに登録されている勉強会と合わせて５つの勉強会が活動した。また、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４２回（Ｈ２１．４～Ｈ２２．３） 

参加人数：２～６人 

 

・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） 

月１回の定例会に加え、奈良士会会員対象に以下の講習会を行った。 

奈良北和整形外科リハビリテーション勉強会第２回特別講習会 

日 時：平成２１年５月２４日（日）１３時３０分～１７時００分 

テーマ：肩関節の理学療法 

講 師：見田 忠幸先生（岡波総合病院） 

参加者：４６名 

 新人向け講習会 

  日 時：平成２１年７月２６日（日）１３時４５分～１７時００分 

  テーマ：手関節の理学療法 

  講 師：榮崎 彰秀先生（奈良西部病院） 

  参加者：２６名 

症例報告会２００９ 

日 時：平成２１年９月６日（日）１０時００分～１７時００分 

特別講演：膝関節の理学療法 講師：小野 正博先生（おおすみ整形外科） 

一般演題発表 

①大腿骨骨幹部骨折後、膝関節拘縮を呈した症例（唄大輔 PT 平成記念病院） 

②膝蓋骨骨折の一症例（山田哲也 PT 奈良西部病院） 

③肩関節前方脱臼後の一症例（山本晃久 PT 東生駒病院） 



④右下肢 X 脚に対して THA を施行後難渋している一症例（森芳郎 PT 松倉病院） 

⑤足関節果部骨折の一症例（榮崎彰秀 PT 奈良西部病院） 

  参加者：７３名 

 新人向け講習会 

  日 時：平成２２年３月７日（日）１３時４５分～１６時００分 

テーマ：股関節の理学療法 

講 師：小野 正博先生（おおすみ整形外科） 

  参加者：６５名 

 

・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） 

今年度２回勉強会を開催。メンバー同士の勉強に加え県内のネットワーク作りも検討し

ている。 

第１回勉強会  

日 時：平成２１年８月２１日（金）１９時００分～２１時００分 

テーマ：２・３か月の正常発達 

参加者：２３名 学生１名 

第２回勉強会 

日 時：平成２１年１２月１８日（金）１９時００分～２１時００分 

テーマ：６・９か月の正常発達 

参加者：１５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 田岡久嗣（天理よろづ相談所病院） 

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。勉強会回数は９回。第１５回３学会合同呼吸療法認定試験では、受験者１０名のうち

９名合格した。 

 

・スポーツ理学療法勉強会  代表 福本貴彦（畿央大学） 

 奈良士会会員対象に以下の勉強会を開催。勉強会メンバーは学会、研究会での発表も行っ

た。また、高校野球などのメディカルサポートにも関わっている。 

第１回勉強会 

日 時：平成２１年７月５日（日）１３時００分～１６時００分 

テーマ：アイシングの理論と実際（座学、実習） 講 師：畿央大学 福本貴彦 

昨年度高校野球メディカルサポート報告 講 師：田北病院 和田哲宏 

参加者：２４名 

第２回勉強会 

日 時：平成２１年１１月８日（日）１３時００分～１６時００分 



テーマ：テーピングの理論と実際（座学、実習） 

講 師：（座学）畿央大学 福本貴彦 （実習）済生会中和病院 野田文平 

参加者：３４名 

第３回勉強会 

日 時：平成２２年２月２０日（土）１３時００分～１６時００分 

テーマ：膝関節のテーピング（奈良県高校野球メディカルサポートの事例を用いて） 

講 師：田北病院 和田哲宏 

参加者：１１名 

 

ブロック活動推進委員会           委員長  森本 和彦 

ブロック活動が開始となり、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 ３回開催 

２．各ブロック会議 

  北和ブロック ２回 

  中和ブロック ２回 

  南和ブロック ４回 

３．ブロック別症例検討会開催 

  北和ブロック 

日 時：平成２１年１１月１９日（木）１９時～２０時４０分 

会 場：関西学研医療福祉学院 

演 題 

１．「肺塞栓を合併した大腿骨頚部骨折の一症例  

     演者：塩川 祐太（高の原中央病院）   

２．｢大脳皮質基底核変性症 ～進行疾患へのアプローチ～｣ 

     演者：西村 忠士（西の京病院） 

参加者：５１名 会員（北和ブロック４９名 中・南和ブロック２名） 

 

  中和ブロック 

日 時：平成２１年１１月２７日（金）１９時００分～２１時１０分 

会 場：畿央大学 Ｌ棟１０３教室 

演 題 

１．「脛腓骨近位端骨折に封入体筋炎を合併した症例」 

     演者：平田 直希（奈良友絋会病院） 

２．「大腿骨頸部外側骨折後、圧迫骨折を受傷し、長期入院を余儀なくされている



一症例について」 

     演者：今西 理恵（奈良友絋会病院） 

３．「右大腿骨顆上開放性粉砕骨折を受傷した症例について」 

     演者：尾田 亮平（高井病院） 

４．「断端側下肢に皮膚・筋の石灰化を有する下腿切断の一症例」 

     演者：野田 潔人（天理よろづ相談所病院白川分院） 

５．「頸椎症性脊髄症によりバランス障害をきたした一症例」 

     演者：尾川 達也（西大和リハビリテーション病院） 

参加者：５０名 会員４５名（中和ブロック３６名、北・南ブロック９名） 

非会員５名（ＯＴ２名、学生３名） 

 

南ブロック 

日 時：平成２１年１１月１２日（木）１９時００分～２０時３０分 

会 場：イオンモール橿原アルル３階 イオンホール 

演 題 

１．｢急性硬膜下血腫と右脛腓骨折を同時に呈した症例｣ 

     演者：尾上 泰久（平成記念病院）   

２．｢両変形性股関節症を呈した症例｣ 

     演者：中川 大樹（リハビリ あ・える） 

参加者：６１名 会員５９名（南和ブロック４２名 北･中和ブロック１７名） 

非会員２名（学生１名 無所属１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 

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２１年、２２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) 

２) 立候補届の受理、締め切り 

３) 役員選挙に関する広報 

４) 定例総会における役員人事の承認(無投票当選による) 

 



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 

この協議会は｢奈良県住みよい福祉のまちづくり条例｣にもとづいて設置。その目的は障

害者や高齢者等をはじめすべての県民が、安全で快適に生活できる豊かで住みよい地域社

会を実現することを目的として、県、市町村、事業者及び県民が一体となって総合的かつ

効果的に住みよい福祉のまちづくりを推進することである。 

平成２２年２月１８日（木）午前１０時３０分～、県中小企業会館にて 

第１４回総会が開催。 

１．平成２０年度事業実績報告について 

   総会開催、住みよい福祉のまちづくりの普及・啓発、参加体験型ユニバーサルデザ

イン教室開催、基金の活用実績（鉄道駅バリアフリー化設備）、条例に基づく届出・

報告の実績、 

２. 平成２１年度事業報告について 

  目標・事業・基金の活用計画などの報告。 

３．福祉のまちづくりの今後のあり方について 

  これまでの取り組み（条例と関係法令、施策と成果）、先進事例（岐阜県高山市、 

三重県伊勢志摩地域、熊本県）、今後の方向性 

 ４．その他（質疑応答、意見交換） 

 

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：平成２２年３月２５日（木）午後６時～、橿原観光ホテルにて。 

議題１. 各構成団体の役員交代に伴う本協議会役員名簿の修正について 

       ２. 最近の医療情勢について 

       ３. その他 

後期高齢者医療制度、医師・医療スタッフ不足への対応、統合医療、子ども手

当等様々な問題に対して幅広く意見交換が行われ、今後２０年から３０年を見据

えた対応を真剣に考え取り組んでいく必要性を確認された。 

 



奈良市保健所保健事業連絡協議会      委員  尾崎 文彦 

本年度は未開催。 

 

なら介護の日２００９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。実行委員会８回開催。 

日 時：平成２１年１１月１１日（水）午後１時～４時 

会 場：やまと郡山城ホール（大ホール、展示室） 

  参加者：約５００人 

  内 容：奈良介護大賞表彰、記念講演会、親守唄・歌会、プレゼント抽選会、 

      展示コーナー、相談コーナー 

 

奈良県介護実習・普及センター 

運営委員会 機器専門部会            委員  佐藤 豪 

この会議は、２つの目的で開催されるもので、運営委員会はセンターの事業運営について、

その適正かつ円滑な推進を図るために設置されたものである。機器専門部会は、センター

の介護機器普及事業の円滑な実施を図るため、優良な機器の選考、展示方法の検討を行う

部会である。 

 開催日時は、平成２２年３月４日（木）午後２時から、介護実習･普及センター福祉住宅

体験館２階研修室で行われた。 

 運営委員会では、事業報告において各事業の集計結果やアンケート結果が提示された。 

機器専門部会では、展示されるまでの手続き方法と、新たに展示されたセニアカー、ポー

タブルトイレ、入浴介護用品等の機器についての説明と展示が行われた。 

 また、この会議の資料や議事録はホームページで公開されるとの報告があった。 

 

奈良県地域医療等対策協議会  



脳卒中ワーキンググループ           委員  西田 宗幹 

 １０月２日に開催された第４回地域医療等対策協議会において「地域医療再生計画」の

計画案しめし、当初１００億円の予算であったが２５億円に計画が変更になったが、会議

での意見を踏まえ厚生労働省に計画を提出した。 

 

奈良県脳卒中評価委員会             委員  石橋 睦仁 

健康寿命の延伸を目的に健康なら２１推進会議が平成１３年に発足し、脳卒中評価委員

会はその専門部会に位置づけられ、脳卒中対策の効果的実施および脳卒中情報システム事

業の効果的かつ効率的な推進を目的に事業展開を行っている。平成２１年１０月１９日

（月）に会議が行われ、昨年度実施された脳卒中患者調査の結果報告と今年度の調査につ

いて審議した。この調査は毎年県内の病院約６０施設にアンケートを行い、脳卒中発症患

者状況等の現状を把握し、脳卒中予防対策の基礎資料とすることを目的としている。調査

結果および議事録は県ホームページに掲載され、県民に配布されるパンフレット等に反映

されている。 

 

奈良県地域医療等対策協議会 

急性心筋梗塞ワーキンググループ      委員  石橋 睦仁 

今年度、会議は開催されなかったが、奈良県地域医療再生計画への「急性心筋梗塞の医

療提供体制」素案として昨年度から検討していた内容を書類確認、意見交換をメールにて

行い、奈良県地域医療等対策協議会へ提出した。 

その結果は平成２２年４月施行の奈良県保健医療計画へ反映される。 

 

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が、資料にて平成１８年度から２１年度の各市町村

の介護予防事業に関する取組状況と各市町村への介護予防事業実施に関するアンケート調

査結果および２２年度の奈良県長寿社会課介護予防支援事業について確認した。 



尚、来年度早々に委員会開催予定である。 

 

高次脳機能障害支援体制検討委員会    委員  松村 明子 

平成１９年度より「高次脳機能障害支援普及事業」の検討を行う会として、「高次脳機能

障害支援体制検討委員会」に参加してきた。平成２０年１０月１日より奈良県総合リハビ

リテーションセンター内に『奈良県高次脳機能障害支援センター』が開設されている。 

平成２２年３月１５日に開設後の活動状況報告と医療機関への高次脳機能障害に対して

のリハビリに関するアンケート調査報告が行われた。 

センターの活動状況は増加しており、支援コーディネーターの増員となっている。利用

者は診断を目的とした２０～５０歳男性が多い。 

アンケート調査に関しては、神経内科・脳外科・リハビリテーション科・精神科・内科・

外科の診療科を有している県内７５病院に対して行われた結果、４７病院からの回答があ

り、高次脳機能障害に対してリハビリを実施している病院は１９病院であった。 

今後、医療機関・センター・就労支援機関・福祉機関等の連携を図り、就労につなげて

いくネットワーク作りが必要となっている。 



第２号議案 

平成２２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２２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。 

本会も７００名を越える団体となり、知名度も団体規模も益々成熟して行かなくてはな

りません。この事は今まで以上に重い責任を負うことを意味しています。会員一人ひとり

が理学療法士であることに誇りと自覚をもって行動して頂くことを期待します。 

本会の活動も、定款で定められている目的、「会員の人格、倫理及び学術技能を研鑽し、

理学療法の普及向上を図るとともに県民医療・保健及び社会福祉の発展に寄与すること」

を果たすべく全力を尽くして行きたいと考えます。皆さんからのご意見や要望、アイデア

がありましたら、どんどんお寄せいただけたらと思います。 

それから、大きな節目として、公益社団法人取得に向けて具体的に進めていかなければ

なりません。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。 

昨年度も書かしていただきましたが、本会活動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．情報収集 

  引き続き社会資源の情報を収集する 

２．会員への情報提供 

 

理学療法啓発部 

１．Ｈ２２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．Ｈ２２年度の公開講座会場で利用する物品を新規作成ならびに更新を行う。 

   更新予定：パネル写真の一部リニューアル、リーフレットは改定を検討。 

新規作成：パネル展示会場で利用する物品 

① 横断幕作成 

② のぼり作成 

③ 部員が着用するスタッフジャンパー作成 （５０着を予定） 

    ①～③は県士会の各部が利用できるような共通のデザインを採用する予定。 

３．各院所にアンケート調査を行う。 

   アンケート内容：各院所の特徴等を調査し、士会で管理する。 

（具体的なアンケート項目は理事等と協議し決定する） 

 

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：平成２２年６月上旬 

２）第２回研修会：平成２２年１０月上旬。 

３）第３回研修会：平成２３年１月中旬～下旬。 

厚生部主催新年会と連携。土曜日午後開催予定。 

４）第４回研修会：平成２３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２３年２月 

２．その他 

１）ニュース・HPへの原稿募集案内 

 

広報局 

ニュース編集部             



平成２２年度「奈良県理学療法士会ニュース」発行予定（年４回） 

 №１２７   平成２２年 ４月中旬発行予定 

 №１２８   平成２２年 ７月中旬発行予定 

 №１２９   平成２２年 １０月中旬発行予定 

№１３０   平成２３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 

１．奈良県理学療法士会 ホームページ更新 

 

各委員会 

第２０回奈良県理学療法士学会準備委員会 

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 １０１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：２９題（予定） 

２）特別講演 

 ・内部障害領域「呼吸器感染症に対する理学療法」 

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 ～正常児は何故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） 

 

第２１回奈良県理学療法士学会準備委員会 

学会長として森本和彦氏が推薦され、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．表彰審査 

 

新人研修委員会 

平成２２年度は、２１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 田平一行（畿央大学） 

２．「装具・車いす」コース（全８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 中村 貴信（介護老人保健施設オークピア鹿芝） 

 

第１８回公開講座準備委員会      準備委員長  中村 貴信 

平成２２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、「力のいらない介助術」をテーマに公開講座を開催する。 

 

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 

日本理学療法士協会による代議員役員選挙の実施(予定) 

１．地方選挙管理委員会の役割 

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の役割 

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．平成２３・２４年度役員選出における選挙の準備 

 

※代議員選挙の概要は不確定な部分があり内容及び役割が決定次第順次遂行していく予定。 



第３号議案 

協会代議員会議提出議題に関する件 

                              代議員  尾崎 文彦 

                                   石橋 睦仁 

本会ホームページにて会員から公募いたしましたが、特にありませんでした。 

また理事会でも検討の結果、議題案はあがらなかったため、今年度の協会代議員会議提

出議題はなし、とします。 

 

 

 

第４号議案 

その他（一般質疑・要望） 

 第１号議案から第４号議案以外の内容について、質疑・要望を受け付けます。 

 


