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第２０回 

公益社団法人 奈良県理学療法士協会 

定期総会次第 

 

 

 

日  時 ： 平成２５年５月１８日（土）  午後２時３０分 受付 

                         午後３時００分 開会 

場  所 ： 桜井市まほろばセンター 第３・４研修室 

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２４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２５年度事業計画・予算案の承認に関する件 

       第３号議案 平成２５年度・２６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 

６． 閉会宣言 



第１号議案 

平成２４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２４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。そして今期２年の役員任期が終わりました。

役員の皆さん、改めて感謝申し上げます。 

本会は公益社団法人への移行に向けての準備を足掛け５年頑張ってきました。その努力

の甲斐あって平成２５年３月１９日に認定書を頂きました。今までの活動の公益性が高い

事が認められたのです。今後益々の公益事業を積み重ねていかなくてはなりません。 

理学療法士が理学療法を通じて、県民の医療・保健・福祉の増進に寄与する為には、個

人として、団体として、どうしていく事が大切なのか、今一度考えてください。 

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、福利厚生部は計画通りに遂行されました。 

会費納入用に楽天カードのご利用をお願いいたします。 

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、理学療法啓発部は計画通りに遂行されました。

診療報酬・介護報酬の同時改定の情報交換会を４月１１日に開催しました。 

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。 

  協会と連携して登録やポイント申請などのＩＴ化に努めました。 

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。 

公益法人移行に伴うホームページのリニューアルを準備しました。 

５．委員会に関すること 

①第２２回学会は泉秀行学会長、岡本敦準備委員長の努力で盛会裡に終えました。 

②第２３回学会は田平一行学会長、福本貴彦準備委員長を中心に準備が進んでいます。 

③表彰審査委員会は審査事業を行いました。 

④新人研修委員会は３コース開催し、共に好評です。 

⑤第２０回公開講座は廣池裕美準備委員長の努力で盛会裡に終えました。 



⑥第２１回公開講座は佐藤豪準備委員長を中心に準備が進んでいます。 

⑦専門領域委員会では、６つの勉強会が活発に活動しています． 

⑧ブロック活動推進委員会は各ブロックでの症例検討会を計画しましたが、新プロの

制度変更の影響が大きく、中和と南和では応募がありませんでした。 

⑨選挙管理委員会は平成２５年度、２６年度の役員選挙の準備をしました。 

⑩公益法人化推進委員会は苦労の末に、平成２５年２月に申請できました。 

 

会長会務 

月/日/曜  用務  会場（場所）  

4/ 1 日 自民党奈良県連  「絆と結束の集い」 奈良ロイヤルホテル（奈良市) 

 

2 月 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

3 火 畿央大学  入学式 畿央大学（広陵町） 

 

5 木 公益法人化推進委員会  申請書類班会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

8 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     〃    

 

10 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） 

 

〃 関西学研医療福祉学院  入学式 (代理：石橋） 県新公会堂（奈良市） 

 

11 水 医療保険部・介護保険部  合同情報交換会 畿央大学（広陵町） 

 

14 土 定例理事会  第１回 事務所（香芝市） 

 

19 木 第５２回近畿理学療法学術大会  第９回準備委員会 高の原中央病院（奈良市） 

 

29 日 財務部  会議 財務監査 かしの木園（橿原市） 

 

〃 監事財務監査  立会     〃    

5/ 7 月 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

11 金 理学療法啓発部  会議 済生会中和病院（桜井市） 

 

19 土 第 19回定期総会 まほろばセンター（桜井市） 

 

〃 定例理事会  第２回     〃    

 

25 金 第４７回日本理学療法学術大会 神戸ポートピアホテル(兵庫県) 

 

26 土     〃         ・レセプション     〃    

 

27 日     〃        〃    

 

29 火 第５２回近畿理学療法学術大会  第１０回準備委員会 高の原中央病院（奈良市） 

6/ 1 金 介護保険部  講演会 かしはら万葉ホール（橿原市） 

 

2 土 日本理学療法士協会  第１回近畿ブロック委員会 新大阪丸ビル（大阪市） 

 

〃 なら新人研修システム『呼吸循環コース 』  情報交換会 神楽（大和高田市） 

 

3 日 第２０回公開講座 いかるがホール（斑鳩町） 



 

4 月 エリシオンＮＲＨ総合施設開設準備室 中西氏・井上氏 来訪 東大寺福祉療育病院（奈良市） 

 

6 水 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

8 金 国会見学と山口和之君との意見交換会 国会議事堂(東京都） 

 

〃 日本理学療法士協会  公益社団法人移行記念祝賀会 シェラトン都ホテル東京(東京都） 

 

9 土 第４１回日本理学療法士協会  定時総会  ベルサール渋谷(東京都) 

 

10 日 研修部  第１回研修会 畿央大学（広陵町） 

 

14 木 第５２回近畿理学療法学術大会  第１回事務局会議 西の京病院（奈良市） 

 

16 土 定例理事会  第３回 事務所（香芝市） 

 

17 日 生涯学習部  第一回新人教育プログラムセミナー 畿央大学（広陵町） 

 

〃 福利厚生部  新人歓迎会 カニの家（橿原市） 

 

18 月 第５２回近畿理学療法学術大会  第１１回準備委員会 高の原中央病院（奈良市） 

7/ 1 日 第２１回奈良県理学療法士学会・表彰状授与式  いかるがホール（斑鳩町） 

 

11 水 県医師会ならびに医学会、式典・懇親会 県医師会館（橿原市） 

 

13 金 理学療法啓発部  会議 済生会中和病院（桜井市） 

 

17 火 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

18 水 なら新人研修システム『呼吸循環コース』  修了証授与式 畿央大学（広陵町） 

 

23 月 第５２回近畿理学療法学術大会  第１２回準備委員会 高の原中央病院（奈良市） 

 

28 土 定例理事会  第４回 事務所（香芝市） 

 

31 火 ２０周年事業準備委員会 第２回会議 事務所（香芝市） 

8/ 2 木 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） 

 

4 土 日本理学療法士協会  第２回近畿ブロック委員会  新大阪丸ビル（大阪市） 

 

〃 山口和之衆議院議員報告会・懇親会     〃   ・居酒屋  

 

8 水 第５２回近畿理学療法学術大会  第１３回準備委員会 高の原中央病院（奈良市） 

 

27 月 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

9/ 8 土 定例理事会  第５回 事務所（香芝市） 

 

9 日 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） 

 

13 木 第５２回近畿理学療法学術大会  第１４回準備委員会 高の原中央病院（奈良市） 

 

14 金 理学療法啓発部  会議 済生会中和病院（桜井市） 

 

18 火 第５２回近畿理学療法学術大会  抄録確認 西の京病院（奈良市） 

 

23 日 研修部  第２回研修会 （代：中西） 畿央大学（広陵町） 

10/ 1 月 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

2 火 県障害者介護給付費等不服審査会総会 県庁（奈良市） 

 

3 水 公益法人化推進委員会 県立奈良病院（奈良市） 

 

4 木 全国都道府県理学療法士会 会長会議・役員講習会 鹿児島市民文化ホール（鹿児島市） 

 

〃 都道府県理学療法士会会長会 「山口議員を囲む会」 居酒屋（鹿児島市） 

 

5 金 第４７回全国学術研修大会 鹿児島市民文化ホール（鹿児島市） 



 

6 土 第４７回全国学術研修大会 鹿児島市民文化ホール（鹿児島市） 

 

11 木 第５２回近畿理学療法学術大会  第１５回準備委員会 高の原中央病院（奈良市） 

 

12 金 理学療法啓発部  会議 済生会中和病院（桜井市） 

 

13 土 定例理事会  第６回 事務所（香芝市） 

 

20 土 第５２回近畿理学療法学術大会  会場打合せ 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』  情報交換会 居酒屋（橿原市） 

 

27 土 県放射線技師会創立 60周年記念式典 ホテル日航奈良（奈良市) 

 

31 水 なら新人研修システム『装具・車いすコース』  修了証授与式 畿央大学（広陵町） 

11/ 2 金 第５２回近畿理学療法学術大会  第１６回準備委員会 高の原中央病院（奈良市） 

 

8 木 新人研修委員会 事務所（香芝市） 

 

〃 近畿理学療法学術大会 備品搬出 事務所（香芝市） 

 

10 土 日本理学療法士協会  第３回近畿ブロック委員会  県文化会館（奈良市） 

 

〃 日本理学療法士協会  近畿ブロック役員懇親会 ワシントンホテル（奈良市） 

 

11 日 第５２回近畿理学療法学術大会  県文化会館（奈良市） 

 

16 金 厚生部 PTOTSTボウリング大会 富士ボウル（田原本町） 

 

〃 近畿理学療法学術大会 備品搬入 事務所（香芝市） 

 

17 土 なら新人研修システム『訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝコース』  情報交換会 居酒屋（大和郡山市） 

 

21 水 ２０周年事業準備委員会 第３回会議 事務所（香芝市） 

 

22 木 県公益法人改革個別相談会 県庁（奈良市） 

 

〃 北和ブロック症例検討会 関西学研医療福祉学院（奈良市） 

 

26 月 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

27 火 公益法人化推進委員会  申請書類班会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

28 水 高市早苗応援団 緊急会議 県文化会館（奈良市） 

 

29 木 北和ブロック症例検討会（代：松村） 関西学研医療福祉学院（奈良市） 

12/ 1 土 財務部  会議 かしの木園（橿原市） 

 

2 日 介護保険部  第一回 奈良県介護予防推進セミナー 畿央大学（広陵町） 

 

7 金 エリシオンＮＲＨ総合施設開設準備室 金子氏・山下氏・井上氏 来訪 東大寺福祉療育病院（奈良市） 

 

8 土 定例理事会  第７回 事務所（香芝市） 

 

9 日 生涯学習部  第三回新人教育プログラムセミナー 畿央大学（広陵町） 

 

〃 奈良マラソン 第７救護所（天理市） 

 

10 月 なら新人研修システム『訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝコース』  修了証授与式 大和郡山市市民交流会館（大和郡山市） 

 

12 水 県障害者介護給付費等不服審査会 県庁（奈良市） 

 

16 日 研修部  第３回研修会 畿央大学（広陵町） 

1/ 4 金 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

5 土 日本理学療法士協会  臨時近畿ブロック士会長会議  大阪府理学療法士会事務所（大阪市） 

 

12 土 定例理事会  第８回 事務所（香芝市） 



 

18 金 新年会 居酒屋（奈良市） 

 

20 日 リハ３団体合同 訪問リハ実務者研修会 開会挨拶 関西学研医療福祉学院（奈良市） 

 

26 土 都道府県理学療法士会会長集会 八重洲カンファレンスセンター（中央区） 

2/ 1 金 (社)日本介護福祉士会近畿ブロック大会 開会式 なら 100年会館（奈良市) 

 

7 木 第５２回近畿理学療法学術大会  学術大会誌校正 東大寺福祉療育病院（奈良市） 

 

8 金 介護保険部 報酬改定後情報交換会 かしはら万葉ホール（橿原市） 

 

10 日 吸引研修会 畿央大学（広陵町） 

 

14 木 公益法人化推進委員会  申請書類班実務 田北病院（大和郡山市） 

 

16 土 第 12回近畿介護支援専門員研究大会奈良大会 開会式 橿原文化会館（橿原市） 

 

17 日 定例（拡大）理事会  第９回 事務所（香芝市） 

 

19 火 公益法人化推進委員会  申請書類班実務 県立奈良病院（奈良市） 

 

25 月 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

3/ 3 日 衆議院議員高市早苗「お雛祭り幹事会＆国政報告会」 なら 100年会館（奈良市) 

 

〃 研修部  第４回研修会 (代：増田） 畿央大学（広陵町） 

 

5 火 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） 

 

8 金 関西学研医療福祉学院  卒業式 県新公会堂（奈良市） 

 

9 土 白鳳女子短期大学  卒業式 白鳳女子短期大学（王寺町） 

 

〃 定例理事会  第１０回 事務所（香芝市） 

 

14 木 ２０周年事業準備委員会 第４回会議 事務所（香芝市） 

 

19 火 畿央大学  卒業式 畿央大学（広陵町） 

 

〃 公益法人移行認定書 受理 県庁（奈良市） 

 

30 土 事務所年度末大掃除 事務所（香芝市） 

 

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程の運営 

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． 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２４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９２件）     

４．郵送事業（２２件） 

５．慶弔に関する事業 

６．その他 

 

平成２４年度会員異動動向 

新入会員（１０９名） 
  

葉山 真未 （秋津鴻池病院） 山口 泰輝 （奈良県立医科大学附属病院） 

篠宮 健 （秋津鴻池病院） 岩﨑 竜太 （奈良県立医科大学附属病院） 

石田 隼音 （秋津鴻池病院） 九野里 実沙 （奈良県立医科大学附属病院） 

永井 謙次 （秋津鴻池病院） 永倉 豊 （奈良県立医科大学附属病院） 

神田 孝祐 （秋津鴻池病院） 木村 信勝 （奈良厚生会病院） 

藤原 勝也 （秋津鴻池病院） 奥山 良恵 （奈良県総合リハビリテーションセンター） 

相馬 健亮 （秋津鴻池病院） 佐久間 恵 （奈良県総合リハビリテーションセンター） 

八木 卓馬 （池田整形外科） 佐藤 香織 （奈良県総合リハビリテーションセンター） 

森田 弘樹 （潮田病院） 山口 有紀 （奈良県総合リハビリテーションセンター） 

福井 美穂 （宇陀市立病院） 佐々木 はるな （奈良県立奈良病院） 

久山 純 （おかたに病院） 切畠 直樹 （奈良東病院） 

花井 万里子 （おかたに病院） 小山 絵里華 （南和病院） 

堀 正 （おかたに病院） 本庄 真子 （西の京病院） 

和田 瞳 （おかたに病院） 山村 麻由美 （西の京病院） 

道添 弘太郎 （介護老人保健施設 アップル学園前） 池田 紀樹 （西の京病院） 

重 めぐみ （介護老人保健施設 アップル学園前） 山崎 文香 （西大和リハビリテーション病院） 

辻本 勇基 （介護老人保健施設 オークピア鹿芝） 大西 一輝 （西大和リハビリテーション病院） 



野口 寛 （介護老人保健施設 かぐやの里） 市川 博之 （阪奈中央病院） 

小西 勇樹 （介護老人保健施設 ケアステージみみなし） 今井 愛 （阪奈中央病院） 

下名迫 俊一 （介護老人保健施設 そよ風荘） 森 拓也 （阪奈中央病院） 

林 祥子 （介護老人保健施設 奈良ベテルホーム） 岩越 友香 （阪奈中央病院） 

山村 英樹 （介護老人保健施設やまのべグリーンヒルズ） 森本 敦子 （東生駒病院） 

北浦 千有季 （介護老人保健施設 ローズ） 福森 絵梨 （東生駒病院） 

森脇 公美子 （香芝旭ヶ丘病院） 永井 亜也加 （東生駒病院） 

北川 由衣 （橿原リハビリテーション病院） 柳井 沙希 （東生駒病院） 

峙 裕子 （橿原リハビリテーション病院） 高橋 亜実 （東生駒病院） 

上田 和輝 （株式会社 誠和医科学） 松江 駿 （東生駒病院） 

大野 智寛 （倉病院） 他谷 俊紘 （東生駒病院） 

勝村 啓司 （国保中央病院） 中島 奨太 （東生駒病院） 

大嶋 康太 （済生会御所病院） 小牧 瑠奈 （東生駒病院） 

中辻 裕一 （済生会中和病院） 友村 都 （平成記念病院） 

酒井 康之 （済生会中和病院） 山本 勝美 （平成記念病院） 

山門 愛美 （済生会中和病院） 平本 峻介 （平成記念病院） 

中谷 友紀 （済生会奈良病院） 森田 匡博 （平成記念病院） 

仲井 結花 （済生会奈良病院） 今井 佑哉 （平成記念病院） 

浦野 みさき （済生会奈良病院） 宮下 志穂子 （平成記念病院） 

岩田 健司 （沢井病院） 吉井 久実 （平成記念病院） 

奥田 早紀 （白庭病院） 北田 良雄 （平成記念病院） 

髙橋 一樹 （市立奈良病院） 西村 瑛理 （平成記念病院） 

田中 翔 （高井病院） 山下 皓平 （平成記念病院） 

山﨑 静香 （高井病院） 大野 萌 （平成記念病院） 

藤田 隼也 （高井病院） 松田 実友貴 （平成記念病院） 

木下 真登 （田北病院） 内田 千絢 （平成記念病院） 

吉冨 真司 （高の原中央病院） 山内 淳汝 （平成記念病院） 

生島 誠 （高の原中央病院） 辻 麻美 （松倉病院） 

濱田 裕理 （高の原中央病院） 米田 裕哉 （松倉病院） 

藤本 真理子 （高の原中央病院） 小林 祐一 （大和橿原病院） 

小川 翔平 （天理よろづ相談所病院白川分院） 駒井 秋香 （大和橿原病院） 

篠崎  渉 （天理よろづ相談所病院） 貞野 喜代美 （山の辺病院） 

本田 早希 （東朋香芝病院） 山本 純志郎 （自宅） 

田中 温子 （東朋香芝病院） 吉田 知奈 （自宅） 

永田 梓 （東朋香芝病院） 清水 智弘 （自宅） 

藤井 航太 （土庫病院） 四方 僚 （自宅） 



岸本 真依子 （奈良春日病院） 新堂 実穂 （自宅） 

三木 麻梨子 （奈良県立医科大学附属病院） 

   
県内異動（４４名） 

中村 裕太朗 （田北病院） ← 済生会中和病院 

佐藤 洋平 （自宅） ← 介護老人保健施設 アンジェロ 

小走 尚世 （通所リハビリテーションだいち） ← 高井病院 

千葉 達矢 （国保中央病院） ← 西大和リハビリテーション病院 

本田 希 （自宅） ← 東朋香芝病院 

粕渕 賢志 （白鳳女子短期大学） ← 平成記念病院 

赤松 眞吾 （奈良リハビリテーション専門学校） ← 自宅 

鈴木 江奈 （自宅） ← 介護老人保健施設アンジェロ 

田岡 久嗣 （天理よろづ相談所病院白川分院） ← 天理よろづ相談所病院 

横瀬 麻希 （西の京訪問看護ステーション かがやき） ← 西の京病院 

吉村 慎祐 （かつらぎクリニック） ← 中井記念病院 

宮田 直樹 （自宅） ← 済生会中和病院 

中村 杏 （自宅） ← 平成記念病院 

篠崎 渉 （郡山青藍病院） ← 天理よろづ相談所病院 

中村 貴信 （介護老人保健施設 ウェルケア悠） ← 介護老人保健施設 竹取の丘 

和田 拓也 （済生会奈良病院） ← 奈良厚生会病院 

山崎 真由美 （自宅） ← 訪問看護ステーションポシブル飛鳥 

田巻 加津哉 （山の辺病院） ← 介護老人保健施設 やまのべグリーンヒルズ 

木本 晴美 （おかたに病院） ← 自宅 

南園 雅彦 （自宅） ← 東生駒病院 

梶田 奈美 （自宅） ← さかもとクリニック 

藤原 奈々子 （自宅） ← 土庫病院 

新田 章貴 （奈良リハビリテーション専門学校） ← こたけ整形外科 

杉山 佳世 （西の京病院） ← 西の京訪問看護ステーションかがやき 

喜多 和也 （介護老人保健施設 てんとう虫） ← 通所リハビリテーション ぬくもり 

中西 真衣子 （自宅） ← 介護老人保健施設 花橿 

坂田 直也 （自宅） ← 介護老人保健施設竹取の丘 

穐西 大作 （西の京訪問看護ステーションかがやき） ← 西の京病院 

山﨑 瑞記 （自宅） ← 高の原中央病院 

島田 健太郎 （介護老人保健施設ウェルケア悠） ← 郡山いむらクリニック 

榮永 純一 （リハビリデイサービス 人楽） ← 介護老人保健施設もののみの郷 

大串 みどり （自宅） ← 介護老人保健施設やすらぎの杜優楽  



河村 隆史 （リハビリあ・える神宮前） ← 平成記念病院  

吉田 李沙 （自宅） ← 奈良県総合リハビリテーションセンター 

高橋 亜実 （介護老人保健施設 グランファミリア） ← 東生駒病院 

日髙 瞳 （香芝旭ヶ丘病院） ← 池田整形外科 

中島 陽 （介護老人保健施設 もののみの郷） ← 白鳳女子短期大学 

森本 和彦 （自宅） ← 天理よろづ相談所病院 白川分院 

紺谷 仁 （自宅） ← 稲田病院 

山中 蘭 （高の原中央病院） ← 土庫病院 

米谷 亜希子 （土庫病院） ← 介護老人保健施設 ふれあい 

和田 善行 （平成記念病院） ← 自宅 

宮下 淳子 （自宅） ← 秋津鴻池病院 

上田 昌弘 （さかもとクリニック） ← 介護老人福祉施設 和里 

    
転入会員（２６名） 

 
坂本 梨花 （東生駒病院） ← 大阪士会 

岸本 勝也 （吉本整形外科・外科病院） ← 大阪士会 

落合 都 （秋津鴻池病院） ← 大阪士会 

小山 真由 （沢井病院） ← 大阪士会 

福井 未来子 （橿原リハビリテーション病院） ← 長崎士会 

川原 勲 （阪奈中央病院） ← 大阪士会 

間井谷 美穂 （東生駒病院） ← 大阪士会 

石原 望美 （自宅） ← 大阪士会 

船橋 真行 （自宅） ← 大阪士会 

宮本 智子 （平成記念病院） ← 三重士会 

坂内 掌 （奈良東病院） ← 栃木士会 

歌川 貴昭 （関西学研医療福祉学院） ← 大阪士会 

山田 めぐみ （田北病院） ← 大阪士会 

米田 浩之 （奈良県総合リハビリテーションセンター） ← 大阪士会 

山本 洋司 （訪問看護ステーションあすか） ← 島根士会 

住田 千夏 （高の原中央病院） ← 大阪士会 

岸本 裕美子 （おかたに病院） ← 大阪士会 

真銅 倫子 （リハビリ訪問看護ステーション ルピナス） ← 沖縄士会 

南園 安奈 （自宅） ← 大阪士会 

熊澤 浩一 （関西学研医療福祉学院） ← 大阪士会 

高塚 美佳 （自宅） ← 滋賀士会 

松井 俊幸 （西奈良中央病院） ← 大阪士会 



井上 和也 （おかたに病院） ← 岡山士会 

中尾 啓祥 （自宅） ← 大阪士会 

森下 あゆみ （自宅） ← 三重士会 

迫 亜紀 （奈良小南病院） ← 大阪士会 

    
転出会員（２５名） 

 
稗田 奈緒 （介護老人保健施設 秋篠） → 大阪士会 

黒瀬 健太 （奈良厚生会病院） → 大阪士会 

下村 武貴 （田北病院） → 大阪士会 

今村 友子 （東生駒病院） → 大阪士会 

西岡 佐知代 （秋津鴻池病院） → 兵庫士会 

宮永 庸平 （阪奈中央病院） → 大阪士会 

上西 香穂里 （介護老人保健施設 でぃあほうむ吉野） → 和歌山士会 

鈴木 健太郎 （介護老人保健施設 奈良ベテルホーム） → 静岡士会 

守川 恵助 （天理よろづ相談所病院 白川分院） → 静岡士会 

後藤 桂 （白鳳女子短期大学） → 大阪士会 

玄 安季 （山の辺病院） → 山梨士会 

佐久間 信伍 （秋津鴻池病院） → 愛知士会 

木村 尊治 （自宅） → 大阪士会 

幸 秀和 （自宅） → 大阪士会 

松下 知代 （奈良春日病院） → 大阪士会 

松井 彩 （東朋香芝病院） → 大阪士会 

大熊 真平 （秋津鴻池病院） → 岡山士会 

安川 真規子 （介護老人保健施設かつらぎ） → 大阪士会 

斉藤 京子 （自宅） → 兵庫士会 

大門 恭平 （西大和リハビリテーション病院） → 大阪士会 

田中 亜弥 （東生駒病院） → 大阪士会 

須山 宏一 （山の辺病院） → 大阪士会 

久保 徳昌 （奈良県総合リハビリテーションセンター） → 兵庫士会 

宮下 敏紀 （秋津鴻池病院） → 大阪士会 

瑞慶覧 朝樹 （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 １８名） 

 
河野 真弓 （辻村病院） 

米田 邦彦 （奈良県立五條病院） 

本田 希 （自宅） 

村上 利恵 （高井病院） 



中村 杏 （自宅） 

山崎 真由美 （自宅） 

福本 誠 （済生会中和病院） 

坂田 綾子 （国保中央病院） 

仲川 安弘 （自宅） 

羽根田 鮎子 （自宅） 

西世古 莉加 （自宅） 

安川 真規子 （介護老人保健施設かつらぎ） 

浅野 巴妙 （自宅） 

大串 みどり （自宅） 

森本 和彦 （自宅） 

加藤 沙織 （阪奈中央病院） 

西本 智子 （奈良春日病院） 

吉田 千恵 （土庫病院） 

  
鴨川 久美子 （自宅） 

村井 優子 （こころ上牧） 

  
退会（１２名） 

大平 由実 （秋津鴻池病院） 

小西 正朗 （自宅） 

垣内 望歩 （介護老人保健施設リンク橿原） 

小中 敬子 （阪奈中央病院） 

上東 剛志 （自宅） 

檀浦 こず恵 （おかたに病院） 

森 愛 （奈良東病院） 

有田 雅人 （倉病院） 

瀧井 一繁 （松倉病院） 

薦田 明奈 （西奈良中央病院） 

西井 絢香 （高井病院） 

吉元 梨枝子 （高井病院） 

   
会費未納による強制退会（０名） 

   
改姓（１１名） 

本田 希 （自宅） 

（旧姓：伊青） 



横瀬 麻希 （西の京訪問看護ステーション かがやき） 

（旧姓：鳴滝） 
 

杉山 佳世 （西の京病院） 

（旧姓：山本） 
 

福西 優 （大和橿原病院） 

（旧姓：大久保） 

山崎 真由美 （自宅） 

（旧姓：藤田） 
 

涌田 浩司 （東朋香芝病院） 

（旧姓：川田） 
 

福岡 実加 （秋津鴻池病院） 

（旧姓：吉田） 
 

徳田 友見 （西の京病院） 

（旧姓：大津） 
 

西澤 夕加 （山の辺病院） 

（旧姓：下坂） 
 

山﨑 瑞記 （自宅） 

（旧姓：谷） 
 

福住 秀美 （奈良東病院） 

（旧姓：林） 
 

   
施設名称・住所・電話番号変更（1件） 

 
訪問看護ステーションポシブル飛鳥 ← 訪問看護ステーションポシブル飛鳥 

〒630-8211 
 

  〒630-8003 

奈良市雑司町３６８－２   奈良市佐紀町４７－１ 

TEL 0742-25-2355   TEL 0742-36-6680 

FAX 0742-25-2350   FAX 0742-36-6681 

    
施設住所変更（1 件） 

 
西奈良中央病院  

  〒631-0022 
 

← 〒631-0024 

奈良市鶴舞西町１－１５ 奈良市百楽園５－２－６ 

 

 

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 

５．新公益法人会計基準移行準備 

 

〔 会費未納者リスト 〕 

平成２３年度・２４年度未納 （６名） 

10038398 東 和成   10041114 香山 陽子   10041115 田仲 祐子 

10044188 千代 和寿  10048681 宇都宮 昌裕  10073388 城 崇之 

 

平成２４年度未納 （３３名） 

10007483 榮永 純一   10014253 磯貝 句美子  10020660 赤松 眞吾 

10021132 仲井 人士   10026702 太田 貴志   10027955 米田 宏史 

10033714 船橋 真行   10034455 桶田 勝文   10036581 前野 真理子 

10036592 藤本 善弘   10041089 中島 庸匡   10041093 植野 克敏 

10041116 米村 美紀   10041122 井上 亮     10046713 藤田 孝介 

10046732 竹田 訓洋   10046739 重枝 久美子  10052408 中野 耕平 

10052443 杉本 貴明   10058770 山本 英治   10058791 今西 絢美 

10058792 髙塚 修充   10058793 薪田 克洋   10058794 滝本 佳子 

10059278 久保 徳里子  10060818 小中 敬子   10066585 米田 聖平 

10066707 橋本 忠司   10066712 吉田 直人   10068625 杉本 明日香 

10069108 石原 望美   10073367 中田 奈月   10073423 西浦 直樹 

 

入会申し込み提出（４名） 

市川 博之    辻 麻美    仲井 結花    浦野 みさき 

 

福利厚生部                       部長  細川 彰子 

１．会議開催 ４回 

２．福利厚生部事業 

１）新入会員歓迎会   

開催日時：平成２４年６月１７日 新人プログラム後に「かにの家」にて開催 

  参加人数：新入会員５３名、会員１３名  計６６名 

２）ボウリング大会（OT 士会、ST 士会合同） 



  開催日時：平成２４年１１月１６日 「富士ボウル」にて開催 

  参加人数：５０名（OT３５名、ST１６名 計１０１名） 

３）新年会 

  開催日時：平成２５年１月１８日 「小間蔵 hana 大和西大寺店」にて開催 

  参加人数：３１名 

４）マラソン大会参加 

 開催日時：平成２５年３月２０日 大阪城リレーマラソンに参加予定 

→参加者が集まらず不参加 

５）傷害保険管理 

 本会活動に携わる会員に傷害保険加入継続 

 

社会局                          局長  佐藤  豪 

医療保険部                       部長  江村 修二 

１．情報収集 

    会員からの問い合わせ   ５件 

２．協会との連絡         ４件 

３．医療保険に関する情報提供   ２件 

４．情報交換会          ４月１１日（水）開催（介護保険部と共催） 

 

介護保険部                       部長  櫻井 公統 

１．介護保険部 部会 計５回開催 

２．『平成２４年度 診療報酬・介護報酬改定 情報交換会』開催 

  日 時 ：平成２４年４月１１日（水） 

会 場 ：畿央大学 Ｌ１０１教室にて開催。 

参加人数：会員６９名 

今年度は診療報酬と介護報酬が同時改定である為、医療保険部との共催で実施。 

３．講演会『認知症高齢者とのコミュニケーション』開催 

  日 時：平成２４年６月１日（金） 

会 場：かしはら万葉ホール 第２研修室 

講 師：古川 佳要子 先生（看護師、認知症ケア上級専門士 オークピア鹿芝 副施設長） 

  参加人数：会員５６名をはじめ、作業療法士、言語聴覚士、看護師、介護職、介護支



援専門員を含む計１３８名 

４．『第１回 介護予防推進セミナー』開催 

  日 時：平成２４年１２月２日（日） 

会 場：畿央大学 Ｌ１０３教室 

講 師：奈良県立医科大学 地域医療学講座 大西 丈二 准教授 

畿央大学 理学療法学科 高取 克彦 准教授 

奈良県 健康福祉部 大原 賢了 様 

松下病院 訪問リハビリテーション 宮重 有貴 理学療法士 

  参加人数：理学療法士５０名をはじめ、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、

県職員、ＰＴ学生を含む計７９名 

５．『介護保険分野に携わる方のための情報交換会』開催 

  日 時：平成２５年２月８日（金） 

会 場：かしはら万葉ホール 和室 

テーマ：介護保険分野での疑問に思っている事、悩んでいる事 ～介護報酬改定を踏まえて～ 

 参加人数：会員１９名に、ファシリテーター、介護保険部員を含む計３４名 

６．通所系サービス施設の事業アンケートと情報の公開 

  アンケートはデイケア１９施設、デイサービス６施設から回収 

 

社会福祉部                       部長  榮崎 彰秀 

１．部会３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」の更新作業を行なった。 

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 

以上の項目に対し、文書変更・内容の変更・HP リンク先の変更など実施している 

 



理学療法啓発部                   部長  岡本  敦 

１．理学療法週間関連事業 

  →平成２４年度 公開講座開催会場にて理学療法啓発ブースでの展示・ビデオ放映・

リーフレット等の配布。 

２．新聞広告掲載作業の管理・運営 

  →掲載依頼件数 １４件 

３．平成２４年度 「第１回 理学療法川柳」募集・選定 

  →応募総数 ６３首 

 

学術局                          局長  石橋 睦仁 

生涯学習部                      部長  徳久 謙太郎 

１．部会 ３回開催 

２．新人教育プログラムセミナーの開催 

１）第１回新人教育プログラムセミナー 

日時：平成２４年６月１７日（日）９：３０～１２：００ 

場所：畿央大学 KB０４教室 

テーマ・講師：『理学療法と倫理』 

門脇 明仁先生（奈良県立奈良病院） 

『協会組織と生涯学習システム』 

尾崎 文彦先生（東大寺福祉療育病院） 

参加人数：９４名 

２）第２回新人教育プログラムセミナー 

日時：平成２４年９月９日（日）９：３０～１６：２０ 

場所：畿央大学 KB０４教室 

テーマ・講師：『生涯学習と理学療法の専門領域』 

田平 一行先生（畿央大学） 

『リスクマネジメント（安全管理と感染予防を含む）』 

増田 崇先生（奈良県立奈良病院） 

『症例報告・発表の仕方』 

 生野 公貴先生（西大和リハビリテーション病院） 

『理学療法の研究方法論（EBPT 含む）』 

 徳久謙太郎先生（西大和リハビリテーション病院） 



参加人数：１００名 

３）第３回新人教育プログラムセミナー 

日時：平成２４年１２月９日（日）９：３０～１６：２０ 

場所：畿央大学 KB０４教室 

テーマ・講師：『理学療法における関連法規（労働法を含む）』 

門脇 明仁先生（奈良県立奈良病院） 

『一次救命処置と基本処置』 

増田 崇先生（奈良県立奈良病院） 

『人間関係および接遇（労働衛生を含む）』  

 田中 秀和先生（奈良県立医科大学付属病院） 

『臨床実習指導方法論』 

 藤田 浩之先生（白鳳女子短期大学） 

  参加人数：１１２名 

４）第４回新人教育プログラムセミナー 

日時：平成２５年２月３日（日）９：３０～１６：２０ 

場所：畿央大学 KB０４教室 

テーマ・講師：『地域リハビリテーション（生活環境支援も含む）』 

   西田 宗幹先生（秋津鴻池病院） 

『ティーチングとコーチング（コミュニケーションスキル含む）』 

 福本 貴彦先生（畿央大学） 

『高齢者の理学療法』 

 高取 克彦先生（畿央大学） 

『クリニカルリーズニング』 

徳久謙太郎先生（西大和リハビリテーション病院） 

  参加人数：９８名 

 

研修部                          部長  河村 隆史 

１．部会 年５回開催 

２．研修会の開催 

１）第１回研修会 

日時：平成２４年６月１０日（日）１４時００分～１７時００分 

会場：畿央大学 ＫＢ０４教室 

テーマ：「リハビリテーションにおける栄養」 

講師：林 京子先生（畿央大学 健康科学部 健康栄養学科） 



参加人数：（会員：３５名 他府県会員：１名 非会員：０名 学生：０名） 

２）第２回研修会 

日時：平成２４年９月２３日（日）１３時００分～１６時００分 

会場：畿央大学 ＫＢ０４教室 

テーマ：「腰椎・骨盤帯の評価・治療の基礎～motor control に対する考え方～」 

講師：瓜谷 大輔先生（畿央大学 健康科学部 理学療法学科） 

参加人数：（会員：７７名 他府県会員：８名 非会員：０名 学生：５名） 

３）第３回研修会 

日時：平成２４年１２月１６日（日）１３時００分～１６時００分 

会場：畿央大学 ＫＢ０４教室 

テーマ：「痛みの神経科学と臨床応用」 

講師：信迫 悟志先生（東大阪山路病院） 

参加人数：（会員５９名 他府県会員：２名 非会員：１名 学生：０名） 

４）第４回研修会 

日時：平成２５年３月３日（日）１０時００分～１６時００分 

会場：畿央大学 ＫＢ０４教室 

テーマ：「心疾患のリハビリテーション～虚血性心疾患、心不全、不整脈を中心に～」 

講師：田原 将之先生（東宝塚さとう病院） 

参加人数（会員：６３名 他府県会員：１名 非会員：０名 学生：０名） 

 

学術誌部                        部長  松尾  篤 

１．学術誌部 部会 ネット会議 ２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２５年３月 

３．その他 

１）ニュース（２回）、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  栗本 尚樹 

１．奈良県理学療法士会ニュース Ｎｏ．１３５～Ｎｏ．１３８ 計４回発行 

１）１３５号（４月２０日発刊） ８５０部 



２）１３６号（７月２５日発刊） ９２０部 

３）１３７号（１０月２５日発刊）９５０部 

４）１３８号（１月 発刊）   ９５０部 

２．奈良県理学療法士会ニュース Ｎｏ．１３５～Ｎｏ．１３８ のホームページ掲載 

 

会誌部                          部長  堀口 元司 

１．部会開催 ３回 

２．奈良県理学療法士会会誌第１８号発行（９５０部） 

３．奈良県理学療法士会会誌第１９号編集（１０５０部予定） 

 

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 ９６件 

平成２４年２月～平成２５年１月末現在 

２．奈良県理学療法士会 ホームページリニューアル（作業中） 

 

各委員会 

第２２回奈良県理学療法士学会準備委員会 

学 会 長  泉 秀行 

準備委員長  岡本 敦 

会議５回開催 

１．第２２回奈良県理学療法士学会の開催 

１）日 時 ：平成２４年７月１日（日） 

２）会 場 ：いかるがホール（大ホール，小ホール） 

３）内 容 ： 

（１）一般演題発表：１７題 

（２）特別講演 

      「動作分析で人の動きを理解する」 

        講師：山本 澄子 先生（国際医療福祉大学大学院） 

  （３）教育セミナー 



      「脊柱からみた肩甲骨・骨盤」 

        講師：平木 治朗 先生（白鳳女子短期大学） 

４）参加人数： ２１８名（会員：１８９名 非会員：７名 学生：２２名） 

 

第２３回奈良県理学療法士学会準備委員会 

学 会 長  田平 一行 

準備委員長  福本 貴彦 

会議４回 

１．準備委員の選出 

２．特別講演・教育セミナー講師選出・依頼・内諾 

３．開催日の決定 

４．会場の選定・予約 

５．趣意書・演題募集要項の作成、配送 

６．査読者の選出と依頼 

 

表彰審査委員会                  委員長  堀口 元司 

１．表彰式準備運営 

１）第２２回奈良県理学療法士学会において表彰式を執り行った。 

（１）表彰内容 奈良県理学療法士会学術奨励賞表彰 

①学会長賞  後藤 総介会員  天理よろづ相談所病院 

②新人賞   松波 咲恵会員  奈良東病院 

２．各種表彰審査 

 学術奨励賞（学会長賞・新人賞）の表彰審査 

３．委員会  １回開催 

 

新人研修委員会                  委員長  増田  崇 

１．委員会開催（３回開催） 

２．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２４年５月１６日～平成２４年７月１８日（全１０回）１９:００～２１:００        



                               畿央大学・高井病院 

   コーディネーター 和田 善行（自宅会員） 

   受講者３９名（修了証発行 １９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 

           大森 智香子（高井病院）       ２回 

           和田 善行 （自宅会員）       ２回 

           後藤 総介 （天理よろづ相談所病院） １回 

           増田 崇  （奈良県立奈良病院）   ２回 

２）「装具・車いす」コース 

   平成２４年９月５日～平成２４年１０月３１日（全９回）１９:００～２１:００  

   畿央大学・県総合リハセンター・奈良県橿原文化会館 

   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３４名（修了証発行 ２０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 

           横垣内智教（川村義肢 奈良営業所）      １回 

           荒木 健 （県総合リハビリテーションセンター）１回 

３）「訪問リハビリテーション」コース 

   平成２４年１１月５日～平成２４年１２月１０日（全７回）１９:００～２１:００  

大和郡山市市民交流会館・ウェルケア悠 

   コーディネーター 中谷 充志（喜多野診療所） 

   受講者 １８名（修了証発行 １１名） 

   講  師    佐藤  豪（田北病院訪問リハビリテーション）１回 

中村 貴信（介護老人保健施設ウェルケア悠） ２回 

           堀  義範（訪問看護ステーションかしの木） １回 

           中谷 充志（喜多野診療所）         １回 

           櫻井 公統（アップル学園前）        １回 

           増田 崇 （奈良県立奈良病院）       １回 

 



第２０回公開講座準備委員会      準備委員長  廣池 裕美 

１．会議 ２回開催 

２．第２０回公開講座開催 

 １）日時 平成２４年６月３日（日） １３：００～１６：００ 

 ２）会場 いかるがホール（小ホール） 

 ３）テーマ 高次脳機能障害を考える 

 ４）内容  失語症合唱団公演 

       山田規畝子先生講演「暮らしていくことをリハビリの力に」 

 ５）参加者 ２１６名 

 

専門領域委員会                  委員長  田平 一行 

１．奈良県理学療法士会専門領域勉強会への登録の推進 

  勉強会についてニュースなどで広報し、登録の推進を行った。 

２．奈良県理学療法士会専門領域勉強会の管理 

１）委員会を１回開催し、各勉強会の代表者から活動報告と名簿の提出を受けた。 

２）平成２４年度は、下記の６つの勉強会が活動した。 

・呼吸器循環器系勉強会 

   ・奈良整形外科リハビリテーション勉強会 

 ・発達障害児・者勉強会 

 ・３学会合同呼吸療法認定士取得に向けた勉強会 

 ・スポーツ理学療法勉強会 

 ・健康増進・疾病予防・障害予防勉強会 

３．各勉強会活動の支援 

  勉強会の活動内容や勉強会が主催する研修会について、ニュースや HP で案内した。 

４．本会主催の研修会を各勉強会が担当して開催した。 

・呼吸器循環器系勉強会 

日時 ：平成２５年２月１０日 

場所 ：畿央大学 Ｃ３運動療法実習室 

テーマ：「吸引に関する講習会」 

主催 ：奈良県士会（担当：呼吸器循環器勉強会） 

講師 ：田平 一行（畿央大学） 

    増田 崇（県立奈良病院） 

    山科 吉弘（藍野大学） 



    赤壁 知哉（市立奈良病院） 

参加者：３８名 

 

 ・奈良整形外科リハビリテーション勉強会 

日時 ：平成２４年６月２３日・２４日 

場所 ：大和高原ボスコヴィラ 

テーマ：「膝関節の評価及び治療」 

主催 ：奈良県士会（担当：奈良整形外科リハビリテーション勉強会） 

講師 ：山本 昌樹（トライデントスポーツ医療看護専門学校） 

参加者：２７名 

 

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 ２回 

  中和ブロック ２回 

  南和ブロック ２回 

３．各ブロック事業内容  

 １）北和ブロック症例検討会 

  （第１回） 

日 時：平成２４年１１月２２日（木）１９時００分～２１時００分 

会 場：関西学研医療福祉学院 南館１階ホール 

演 題 

「左視床梗塞により右片麻痺を呈した症例 ～安全な屋内移動の獲得に向けて～」 

                        栁井 沙希 会員（東生駒病院） 

「右被殻出血により重度高次脳機能を呈した症例」 

他谷 俊紘  会員（東生駒病院） 

「右視床出血により歩行障害を呈した症例」 

                         松江 駿 会員（東生駒病院） 

「脳挫傷による高次脳機能障害を呈した症例 

～家庭復帰に向けた理学療法士としての介入～」 

中島 奨太 会員（東生駒病院） 

「人工骨頭置換術施行後、術側下肢への荷重に難渋した一症例」 



生島 誠 会員（高の原中央病院） 

「大腿骨頚部骨折を呈した症例 ～在宅復帰に向けて～」 

福森 絵梨 会員（東生駒病院） 

    「左大腿骨頚部骨折を呈し歩容改善に難渋した一症例」 

濱田 裕理 会員（高の原中央病院） 

参加者：２９名（うち学生７名） 

  （第２回） 

日 時：平成２４年１１月２９日（木）１９時００分～２１時００分 

会 場：関西学研医療福祉学院 南館１階ホール 

演 題 

「変形性股関節症により THA を施行された症例 ～可動域獲得に着目して～」 

                     藤本 真理子 会員（高の原中央病院） 

「膝蓋骨骨折後にＴＫＡを施行された一症例」 

                      吉冨 真司 会員（高の原中央病院） 

「両側大腿―膝窩動脈バイパス術を施行した一症例における周波数解析」 

                        森 拓也 会員（阪奈中央病院） 

「立ち上がり動作時に後方へ転倒を認める 

パーキンソン症状を呈する症例に対する補高と運動療法による効果」 

岩越 友香 会員（阪奈中央病院） 

「パーキンソン病を呈した一症例について」 

                    高橋 智史 会員（西の京病院） 

「右被殻出血により左片麻痺を呈した症例」 

                   永井 亜也加 会員（東生駒病院） 

「急性動脈閉塞症後に左被殻出血を発症し右片麻痺を呈した症例」 

                    小牧 瑠奈 会員（東生駒病院） 

参加者：４８名 

 ２）中和ブロック症例検討・実技研修会 

日 時：平成２５年２月１日（金）１９時００分～２１時００分 

会 場：畿央大学 Ｃ棟３階 運動療法実習室 

演 題 

     ｢食事時間に２時間を要した症例へのアプローチ｣ 

                 堀内 成浩 会員（奈良県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ） 

｢拘縮に対する評価と治療の実際｣ 

                    大窪 慎一郎 会員（奈良県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ） 

参加者：１８名 

 ３）南和ブロックにおいては平成２４年１０月２５日（木）にかしはら万葉ホールにお  



   いて症例検討会開催の準備を進めていたが、応募演題が集まらず、中止となった。 

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．日本理学療法士協会による役員選挙の実施 

 １）平成２４年度第１回選挙管理運営委員会への出席 

   選挙管理委員、選挙管理委員長の選出 

   スケジュール、役員選出までの流れ 

   事務連絡など 

 ２）選挙の士会員への周知 

２．奈良県理学療法士会役員の任期満了に伴う平成２５、２６年度役員選挙の実施 

 １）役員選挙に関する告示 

 

公益法人化推進委員会             委員長  増田  崇 

１．公益社団法人移行へ向け、県との協議。 

２．公益社団法人移行申請（１２月２６日）。 

３．申請後の認可に向けた準備。 

 

奈良マラソンメディカルサポート委員会 

委員長  福本 貴彦 

１．打ち合わせ 

  今年度は電話での打ち合わせのみ。 

２．奈良マラソンメディカルサポート勉強会 

  日 時  ２０１２年 １１月 ２５（日）１３：００～１６：００ 

  場 所  畿央大学   Ｃ棟３階 Ｃ３運動療法実習室 

 （奈良県北葛城郡広陵町馬見中 ４－２－２） 

  参加費  無料 

  内 容  ①奈良マラソンの概要説明 （畿央大学 福本先生） 

      ②マラソン大会で遭遇しやすい傷病とその対応について 



   （奈良教育大学 保健体育講座 笠次良爾先生） 

３．マラソン大会当日 

 日時  ２０１２年１２月９日（日）７時～１４時 

 場所  第７救護所 

 参加者  １８名＋理事３名 

 内容  往路：７８名  復路：１６名 

多くの選手（カウント不可能）にアイシングスプレー（エアー

 サロンパス、アイシングスプレー）、ストレッチ、テーピングな

 どを実施。 

 

法人設立２０周年記念事業準備委員会 

委員長  西田 宗幹 

１．会議：４回開催 

２．記念式典の日時と会場、企画、内容の検討 

１）日 時：平成２５年１１月１７日 午前１１時～ 

２）会 場：ホテル日航奈良（奈良市） 

３）招待者の検討と抽出、参加の打診 

４）記念品、記念誌の検討 

５）事業実施までのスケジュールの作成・確認 

６）企画・会場に関してホテルスタッフと打ち合わせ実施 

 

公的委員会報告 

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：開催されませんでした。 

 

なら介護の日２０１２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。 

日時：平成２４年１１月１１日（日）  午後０時～午後５時 

会場：なら１００年会館 

  内容：１）イベントステージ 

奈良介護大賞表彰、高齢者が楽しんで食べられる料理レシピ入賞者発表と表彰 

親守唄・歌会、記念講演会「花子の生き生きライフ」宮川花子氏（漫才師）  

２）介護フェア 

介護相談（労働・法律・リハビリ・認知症）、福祉用具相談・展示、介護食試食 

  本会は近畿学術大会運営の為に当日の参加は出来ませんでした。奈良県作業療法士会

と奈良県言語聴覚士会とでリハビリ相談会を開催していただきました。 

 

奈良県障害者介護給付費等不服審査会 

委員  尾崎 文彦 

総会：平成２４年１０月２日（火） 午後５時から、奈良県庁北分庁舎にて。 

   会長選出、障害者自立支援法及び児童福祉法改正への対応、合議体設置、 

   不服審査状況、その他 

 

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２５年３月８日（１４：００～１５：３０）奈良県介護実習普及センター ２階研

修室にて、２４年度の運営委員会がおこなわれた。 

 例年通り、事業の実施状況と来年度の事業計画、福祉機器展示状況について報告を受け

た。今年度も事業については、例年通りの参加者で推移できている。来年度については介

護講座の充実を図るため、「住宅改修の実際」と「福祉用具の選び方・使い方」講座を分け

て実施する予定である。その他介護講座以外にも介護体験見学講座、高齢者介護者向介護

講座、公開講座、自助具製作体験講座、一般相談、福祉住宅体験館案内ボランティア育成

講座、福祉機器展示・啓発普及事業等も継続して実施する予定である。 

 

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２５年１月２０日(日)と２月３日(日)の２日間、青丹学園 関西学研医療福祉学院

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第３回訪問リハビリテーシ

ョン実務者研修会が開催された。参加者はＰＴ１１名、ＯＴ５名、ＳＴ８名の計２４名で

あった。今回は奈良県言語聴覚士会を中心に企画・運営した。 

研修内容としては、救急法短期講習を日本赤十字社奈良県支部の協力のもと行ったほか、

訪問リハビリテーションに関わる制度や看護師によるフィジカルアセスメントの講義、各

職種間の連携等についても講義やグループワークを行った。 

 

奈良県高次脳機能障害 

   リハビリテーション講習会実行委員会 

委員  西田 宗幹 

今年度は第９回が社団法人日本損害保険協会助成事業として、第１０回は高次脳機能障

害の方々に関わる専門職を対象とした養成講座として、奈良県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等での実行委員会にて第９回、第１０回講

習会の企画・運営。実行委員会議はそれぞれ２回ずつ実施。講習会にもスタッフとして両

日共、運営に参加した。 

 第９回講習会 

   日 時：平成２４年９月２２日（金）午後１時３０分～５時 

   会 場：奈良県文化会館（奈良市） 

   参加者：１７０名 

   内 容：ピアサポートに関わる方からの講演 

       高次脳機能障害者の就労に関わる社会福法人事業所の所長からの講演 

当事者からの講演 

 第１０回講習会 

   日 時：平成２５年１月２０日（日）午前９時１５分～午後１６時４５分    

   会 場：奈良市生涯学習センター（奈良市）  

   参加者：１１０名 

   内 容：高次脳機能障害ファシリテーター養成講座 

・高次脳機能障害に関わる医師、看護師、ＯＴ等からの講義・講演 

・奈良県の現状報告 

・集団認知行動療法プログラムの実演 



 

高次脳機能障害支援体制検討委員会 

委員  松村 明子 

平成２５年３月１１日県庁にて、平成２４年度の高次脳機能支援センターの事業報告が

行われた。 

今年度は地域での支援の実態調査が行われ、併せて報告があった。調査対象・内容は、「高

次脳機能障害当事者・家族」には日常生活、医療ケア、就労、障害サービスの利用、介護

者の状況等、「医療機関」には高次脳機能障害診断の実施状況、高次脳機能障害者の受け入

れ状況、職員配置、心理検査実施状況等、「市町村」には高次脳機能障害者からの相談及び

障害福祉サービス支給決定の状況、「障害福祉サービス事業所」には高次脳機能障害者の受

け入れ及び相談の状況、関係機関との連携であった。医療機関や障害福祉サービス事業所

の回収率は低い状況であったが、小児の高次脳機能障害を受け入れてくれる医療機関が少

ないや、就労に関して企業の理解が低いなどの問題が上がっていた。 



平成２４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２４年 １０月１３日  １７：３０～１８：００ 士会事務所 

財務監査  日時場所  平成２４年１２月   １日  １５：３０～１７：００ 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。 

以上 



期末監査 

会務監査  日時場所  平成２５年  ２月１７日  １０：１０～１３：１５  士会事務所 

            平成２５年 ３月 ９日  １４：００～１５：００  士会事務所 

財務監査  日時場所  平成２５年 ４月２６日  １８：３０～２０：３０  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理事会、各部・委員会の運営記録、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。 

 ②公益社団法人への移行のため、顧問税理士と連携して適切な財務資料作成された。 

 

意見および指導 

 １）関係者の多大な努力によって公益社団法人となったこと、名称が変わった事を、継

続して広報、アピールしていただきたい。 

２）各部・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。 

３）各種資料、文書、会議録の保管管理の規定が作られ、整理されたので閲覧しやすく

なった。 

４）担当理事と各部長・委員長の連携が取れており、情報が共有されていた。 

以上 



第２号議案 

平成２５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２５年度も局長、部長、部員、委員長、委員の方々を中心に、承認された事業をし

っかりと遂行していきます。役員になられた皆様、２年間よろしくお願いいたします。 

平成２５年４月１日をもって、公益社団法人へ移行しました。定款に定められた本協会

の目的は、理学療法士の職業倫理の高揚を図るとともに、理学療法の学術及び技能の向上

を推進し、もって県民の医療・保健・福祉の増進に寄与することです。この目的を達成す

るために事業を展開していく予定です。 

公益社団法人として移行することも大変でしたが、公益社団法人として恥じないような

団体として継続していくことは、もっともっと大変な事と予測されます。その為にも組織

や事業を検討しなおす必要もあるのではと考えています。 

毎年、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

ますようにお願いいたします。 

それから、平成２５年１１月１７日（日）にホテル日航奈良において、法人設立２０周

年記念式典・祝賀会を開催します。会員の皆さんのご協力をお願いいたします。 

 

事務局 

総務部 

１． 定款・定款細則および諸規程の運営 

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． 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．慶弔に関する事業 

６．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 

 

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．協会と連絡 

３．医療保険に関する情報提供 



 

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．介護・福祉分野に従事する理学療法士および関連職種との連携 

４．奈良県下の介護予防事業へ参画する為のセミナーの開催 

５．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． 新聞広告掲載作業の管理・運営 

  →昨年同様に継続 

２．新規広告方法の検討 

  →yahoo！バナー広告等の利用検討 

３．「病院・診療所施設の概要に関するアンケート」の更新作業 

  →活用方法を具体的に検討 

４．平成２５年度 公開講座準備委員会との事業協力の調整 

５．理学療法川柳募集 

  →平成２５年度 公開講座時に募集の案内（募集締め切りは秋ごろ） 

６．平成２６年度 事業計画の検討 

  →・新規グッズ作成（優秀川柳を活用） 

   ・公開講座事業を理学療法啓発部事業に合併するかの検討 

 

学術局 

生涯学習部 



１．部会の開催 

  年４～５回の開催予定 

２．新人教育プログラムセミナーの開催 

  必須初期研修５テーマを含む１４テーマを実施 

１）第１回新人教育プログラムセミナー：平成２５年５～６月予定 

２）第２回新人教育プログラムセミナー：平成２５年８～９月予定 

３）第３回新人教育プログラムセミナー：平成２５年１１～１２月予定 

４）第４回新人教育プログラムセミナー：平成２６年２～３月予定 

 

研修部 

１．部会の開催 

年４～５回の開催予定 

２．研修会の開催 

１）第１回研修会：平成２５年６月 

２）第２回研修会：平成２５年未定 

３）第３回研修会：平成２５年未定 

４）第４回研修会：平成２６年未定 

 

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２６年３月 

４）その他：士会ニュースへの投稿論文の募集案内 

 

広報局 

ニュース編集部 

１．奈良県理学療法士会ニュース Ｎｏ．１３９～Ｎｏ．１４２ 計４回発行 

１）１３９号   平成２５年 ４月中旬発行予定 



２）１４０号   平成２５年 ７月中旬発行予定 

３）１４１号   平成２５年 １０月中旬発行予定 

４）１４２号   平成２６年 １月中旬発行予定 

２．奈良県理学療法士会ニュース Ｎｏ．１３９～Ｎｏ．１４２ のホームページ掲載 

 

会誌部 

１．奈良県理学療法士会会誌第１９号編集・発行 

２．奈良県理学療法士会会誌第２０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２３回奈良県理学療法士学会準備委員会 

第２３回奈良県理学療法士学会の開催 

１．日時：平成２５年６月３０日（日） 

２．会場：畿央大学 冬木記念ホール・Ｅ１０４ＰＣ講義室 

３．内容 

◆特別講演 

「理学療法アプローチによる誤嚥性肺炎の予防と治療」 

講師：神津 玲 先生（長崎大学）  

◆教育セミナー（神経系） 

「半側空間無視のリハビリテーション-新たしい治療介入にむけて-」 

講師：中村 潤二 先生（西大和リハビリテーション病院） 

◆教育セミナー（運動器系） 

「大腿骨頚部骨折術後の理学療法-機能解剖学に基づいて-」 

講師：久野 剛史 先生（白庭病院） 

◆一般演題（口述発表のみ） 



 

第２４回奈良県理学療法士学会準備委員会 

学会長として中村 貴信氏が推薦され、理事会承認を得た。 

学会長により準備委員長を榮崎 彰秀氏と決定した。 

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２５年度は、新たに運動器領域のコースを新設し４コースを開催する予定です。 

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 梅本 康明（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７回予定） 

  コーディネーター 中谷 充志（喜多野診療所） 

４．「運動器リハビリテーション」コース（全６回予定） 

  コーディネーター 久野 剛史（白庭病院）   

 

第２１回公開講座準備委員会      準備委員長  佐藤  豪 

平成２５年７月頃に、一般の方を対象にした講座を開催する。詳細については、検討中。 

 

専門領域委員会 



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 

４．奈良県士会主催・後援（勉強会担当）の研修会の予定 

呼吸循環器系勉強会    年１回 

奈良整形外科リハビリテーション勉強会  年１回 

発達障害児・者勉強会                   年１回 

  健康増進・疾病予防・障害予防勉強会  年１回 

 

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．日本理学療法士協会による役員選挙の実施 

１）選挙の士会員への周知 

会長選挙告示～開票結果等の報告 

２．奈良県理学療法士会役員の任期満了に伴う平成２５、２６年度役員選挙の実施 

１）役員選挙に関する立候補締め切り 

２）役員選挙に関する広報 

３）第２０回定期総会での役員選挙の実施 

 

公益法人化推進委員会 

１．公益社団法人への移行認定、登記などの作業 

移行完了後、委員会解散予定 

 



奈良マラソンメディカルサポート委員会 

１．主催者との打ち合わせ 

２．勉強会 

２０１３年１１月に県士会主催で実施予定。 

３．マラソン大会当日のサポート実施 

 

法人設立２０周年記念事業準備委員会 

１．準備委員会会議の開催 

２．記念事業の実施：平成２５年１１月１７日 午前１１時～ 

          ホテル日航奈良（奈良市） 

３．記念誌の作成、発送 

４．運営スタッフの募集・依頼 



第３号議案 

平成２５年度・２６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 

 （公社）奈良県理学療法士協会定款第２７条により平成２５年３月１１日、理事、監事

の役員選挙の公示を行い、平成２５年４月１１日に立候補を締め切りました。協会定款第

２４条および細則により、第２０回総会において平成２５年・２６年度の士会役員を選出

します。 

 

立候補者氏名 

理事候補 定数８～１０ 

  尾崎 文彦（東大寺福祉療育病院） 

  石橋 睦仁（高の原中央病院） 

  増田 崇 （奈良県立奈良病院） 

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 ウェルケア悠） 

監事候補 定数３ 

  北村 亨 （奈良県立五條病院） 

中俣 悦雄（済生会御所病院） 

門脇 明仁（奈良県立奈良病院） 

 

 

第４号議案 

選挙管理委員選出に関する件 

 （公社）奈良県理学療法士協会細則により、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２５年・２６年度の２年間です。 


