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第１９回 

社団法人 奈良県理学療法士会 

定期総会次第 

 

 

 

日  時 ： 平成２４年５月１９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７・８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２３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２４年度事業計画・予算案の承認に関する件 

       第３号議案 その他（一般質疑・要望） 

６． 閉会宣言 



第１号議案 

平成２３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におきまして、被害に遭われた

皆様、関係の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。被災地の皆様の一日も早い復興を心

よりお祈り申し上げます。 

本会は平成２３年３月２２日に（社）日本理学療法士協会を通じて義援金を送りました。

また平成２３年度の本会事業の会員の皆さんが多く集まっていただける、主に学会や研修

会の開催時に義援金箱を設置いたしました。合計２９，１８２円集まりました。本当にあ

りがとうございました。しかるべき機関を通じて送らせていただきます。 

さて本会事業に関しましては、平成２３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。  

本会は公益社団法人への移行申請に向けて、最終段階を迎えております。会員の皆さん

にご理解いただきたいのは、本会の使命が「理学療法を通じて（手段として）、県民の皆さ

んへの医療、福祉、保健などの領域での貢献」である事です。本会事業の学会や各種研修

会・勉強会等も単に会員の皆さんの知識・技術の向上が目的ではありません。その事が県

民の皆さんの生活にどれだけ貢献できているかが重要なのです。決して会員向けだけのサ

ービス団体ではありません。 

また、昨年度に引き続き、県内リハ三団体において、ボーリング大会、なら介護の日 2011

でのリハビリ相談会、訪問リハビリ実務者研修会を共催しました。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。 

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。 

会費納入用に楽天カードのご利用をお願いいたします。 

福利厚生部では初めて大阪城リレーマラソンに参加して好成績を収めました。また会場

ではピンクジャンバーやのぼり旗で本会のＰＲが予想以上にできました。 

２．社会局に関すること 

医療保険部と介護保険部は同時改定の情報交換会を３月末に開催する予定でしたが、不



確実な情報が多い為に４月の開催としました。 

社会福祉部は計画通りに遂行されました。理学療法啓発部では川柳を募集しました。 

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。 

  生涯学習部は協会と連携して新プロのＩＴ化の準備に努めました。 

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。 

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２１回学会は森本和彦学会長、堀内成浩準備委員長の努力で盛会裡に終えました。 

②第２２回学会は泉秀行学会長、岡本敦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１９回公開講座は赤松真吾準備委員長の努力で開催されました。一般参加者が少

なかった事は本会の重要な課題の一つです。 

⑥第２０回公開講座は廣池裕美準備委員長を中心に準備が進んでいます。 

⑦専門領域委員会に新しく「健康増進・疾病予防・障害予防勉強会」が登録され、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開催しました。毎回多くの

参加者の下、活発に意見交換がなされました。 

⑨選挙管理委員会は平成２３年度、２４年度の役員選挙を実施しました。 

⑩理学療法講習会準備委員会は協会主催として開催に協力しました。 

⑪公益法人化推進委員会は事務作業を進め、特に財務関係に関して準備しています。 

 

会長会務 

月/日/曜  用務  会場（場所）  

4/ 1 金 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） 

 

3 日 白鳳女子短期大学 入学式 白鳳女子短期大学（王寺町） 

 

4 月 畿央大学 入学式 （代理：増田） 畿央大学（広陵町） 

 

5 火 調整会議 事務所（香芝市） 

 

8 金 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） 

 

9 土 財務部会・財務監査 かしの木園（橿原市） 

 

11 月 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） 

 

15 金 なら「介護の日」２０１１ 実行委員会  県文化会館（奈良市） 



 

16 土 定例理事会 第１回 事務所（香芝市） 

 

20 水 第 52回近畿理学療法学術大会 第１回準備委員会 畿央大学（広陵町） 

 

22 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） 

5/ 9 月 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

13 金 県公益法人改革個別相談会 県庁（奈良市） 

 

21 土 第１８回定期総会 かしはら万葉ホール（橿原市） 

 

〃 定例理事会 第２回 かしはら万葉ホール（橿原市） 

 

26 木 緊急全国都道府県理学療法士会 会長会議 ｼｰｶﾞｲｱｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ（宮崎市） 

6/ 4 土 日本理学療法士協会 近畿ブロック委員会 第１回  新大阪丸ビル（大阪市） 

 

5 日 新入会員オリエンテーション かしはら万葉ホール（橿原市） 

 

〃 新入会員歓迎会 花惣（橿原市） 

 

8 水 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

10 金 県障害者介護給付費等不服審査会総会 県婦人会館（奈良市） 

 

12 日 研修会 第１回 高井病院（天理市） 

 

18 土 定例理事会 第３回 事務所（香芝市） 

 

25 土 第４０回 (社)日本理学療法士協会 定期総会  東京国際フォーラム（千代田区） 

 

26 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） 

7/ 8 金 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

 

9 土 県医師会ならびに医学会、式典・懇親会 県医師会館（橿原市） 

 

11 月 公益法人化推進委員会 平井病院（橿原市） 

 

19 火 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

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

 

30 土 第 52回近畿理学療法学術大会 第２回準備委員会 事務所（香芝市） 

 

〃 定例理事会 第４回 事務所（香芝市） 

8/ 6 土 日本理学療法士協会 近畿ブロック委員会 第２回  新大阪丸ビル（大阪市） 

 

7 日 新人教育プログラム １年次セミナー 畿央大学（広陵町） 

 

10 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） 

 

17 水 公益法人化推進委員会 申請書類班 県立奈良病院（奈良市） 

 

23 火 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

26 金 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

 

28 日 研修会 第２回 いかるがホール（斑鳩町） 

9/ 3 土 定例理事会 第５回 事務所（香芝市） 

 

21 水 第 52回近畿理学療法学術大会 第３回準備委員会 高の原中央病院（奈良市） 

 

23 金 奈良脳外傷友の会あすか設立 10周年記念式典 なら 100年会館（奈良市） 

 

〃 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） 

 

25 日 なら言語聴覚の日の集い シンポジウム  いかるがホール（斑鳩町） 



 

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

 

30 金 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

10/ 3 月 調整会議 事務所（香芝市） 

 

5 水 全国都道府県理学療法士会 会長会議・役員講習会 甲府富士屋ホテル(甲府市) 

 

12 水 第 52回近畿理学療法学術大会 第４回準備委員会 県文化会館（奈良市） 

 

13 木 新人研修委員会 事務所（香芝市） 

 

14 金 南和ブロック症例検討会 白鳳女子短期大学（王寺町） 

 

15 土 定例理事会 第６回 事務所（香芝市） 

 

26 水 第 52回近畿理学療法学術大会 第５回準備委員会 高の原中央病院（奈良市） 

11/ 2 水 県医療推進協議会 役員会  県医師会館（橿原市） 

 

3 木 県介護福祉士会 一般社団法人発足記念式典 奈良ロイヤルホテル（奈良市） 

 

4 金 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

 

5 土 なら「介護の日」２０１１ かしはら万葉ホール（橿原市） 

 

7 月 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

12 土 日本理学療法士協会 近畿ブロック委員会 第３回  びわ湖ホール・ピアザ淡海（大津市） 

 

〃 日本理学療法士協会 近畿ブロック委員会 役員懇親会 びわ湖ホール・ピアザ淡海（大津市） 

 

13 日 第 51回近畿理学療法学術大会 次期学術大会長挨拶 びわ湖ホール・ピアザ淡海（大津市） 

 

〃 山口和之全国後援会近畿ブロック各担当県幹事及び事務担当者 会議 びわ湖ホール・ピアザ淡海（大津市） 

 

18 金 中和ブロック症例検討会 畿央大学（広陵町） 

 

19 土 定例理事会 第７回 事務所（香芝市） 

 

24 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） 

 

27 日 第 19回公開講座 白鳳女子短期大学（王寺町） 

 

〃 研修会 第３回 （代） 畿央大学（広陵町） 

 

30 水 県医療推進協議会 県民集会 （代） 県医師会館（橿原市） 

12/ 1 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） 

 

3 土 定例理事会 第８回 事務所（香芝市） 

 

4 日 介護保険部 公開シンポジウム 畿央大学（広陵町） 

 

5 月 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

 

7 水 第 52回近畿理学療法学術大会 第６回準備委員会 高の原中央病院（奈良市） 

 

11 日 奈良マラソン 第７救護所（天理市） 

 

27 火 県公益法人改革個別相談会 県庁（奈良市） 

1/ 5 木 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

14 土 協会包括的会員管理システム対応会議 事務所（香芝市） 

 

〃 定例理事会 第９回 事務所（香芝市） 

 

18 水 広報局会議 事務所（香芝市） 

 

23 月 新人研修委員会 事務所（香芝市） 



 

27 金 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

 

28 土 都道府県理学療法士会会長会 東京医科歯科大学付属病院（文京区） 

 

31 火 財務部会 かしの木園（橿原市） 

2/ 3 金 厚生部 PTOTSTボウリング大会 富士ボウル（田原本町） 

 

5 日 リハ３団体合同 訪問リハ実務者研修会（一日目） 畿央大学（広陵町） 

 

〃 吸引に関する講習会 畿央大学（広陵町） 

 

6 月 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

8 水 第 52回近畿理学療法学術大会 第７回準備委員会 高の原中央病院（奈良市） 

 

10 金 理学療法啓発部会 済生会中和病院（桜井市） 

 

14 火 協会包括的会員管理システム対応会議 西大和ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院（王寺町） 

 

19 日 拡大理事会 定例理事会 第１０回 事務所（香芝市） 

 

23 木 なら新人研修システム『訪問リハコース 最終回』 畿央大学（広陵町） 

3/ 4 日 リハ３団体合同 訪問リハ実務者研修会（二日目） 畿央大学（広陵町） 

 

5 月 調整会議 県立奈良病院（奈良市） 

 

6 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） 

 

9 金 関西学研医療福祉学院 卒業式 県新公会堂（奈良市） 

 

10 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） 

 

14 水 畿央大学 卒業式 畿央大学（広陵町） 

 

17 土 財務部会 事務所（香芝市） 

 

〃 定例理事会 第 11回 事務所（香芝市） 

 

19 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） 

 

20 火 大阪城リレーマラソン 2012 大阪城公園（大阪市） 

 

23 金 研修会 第４回 いかるがホール（斑鳩町） 

 



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２３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 ８９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２３年６月５日（日） 

  参加者：５８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 

 

平成２３年度会員異動動向 

新入会員（６４名） 
   

志水 未記 （重症心身障害児学園・病院 バルツァ・ゴーデル） 藤内 亜希子 (西奈良中央病院) 



川上 将平 （秋津鴻池病院） 大野 裕司 (西の京病院) 

内藤 真奈美 （秋津鴻池病院） 田中 佑佳 (西の京病院) 

森下 慶一 （秋津鴻池病院） 中原 彩希 (西大和リハビリテーション病院) 

和合 弘貴 （秋津鴻池病院） 桝田 宏司 (西大和リハビリテーション病院) 

河野 孝則 （池田整形外科） 吉川 奈々 (西大和リハビリテーション病院) 

中西 広和 （おかたに病院） 富樫 昌彦 (阪奈中央病院) 

山内 光 （おかたに病院） 堀田 健司 (阪奈中央病院) 

吉村 真佳 （おかたに病院） 松尾 浩希 (阪奈中央病院) 

永田 秀和 (介護老人保健施設 かぐやの里) 上田 克彦 (阪奈中央病院) 

長谷川 由美 (介護老人保健施設 奈良ベテルホーム) 大西 悠 (東生駒病院) 

増田 圭亮 (奈良医療センター) 北口 紫央里 (東生駒病院) 

常森 周一 (済生会中和病院) 北平 英里 (大和橿原病院) 

中山 恭介 (済生会中和病院) 萬家 崇貴 (大和橿原病院) 

羽切 歩 (沢井病院) 大田 香莉 (平成記念病院) 

速見 全功 (白庭病院) 小栗 拓馬 (平成記念病院) 

永野 巧 (市立奈良病院) 河合 成文 (平成記念病院) 

鈴鹿 えりか (高の原中央病院) 小林 賢祐 (平成記念病院) 

中野 豊 (高の原中央病院) 福井 利枝 (平成記念病院) 

村澤 晃 (高の原中央病院) 松井 章悟 (平成記念病院) 

松村 長人 (高井病院) 丸山 拓司 (平成記念病院) 

小笠原 智 (田北病院) 水谷 顕史 (平成記念病院) 

軽本 勉 (田北病院) 髙田 篤 (平成記念病院） 

籔田 容子 (田北病院) 下岡 靖裕 (松倉病院) 

安岡 慶 (辻村病院) 横瀬 晴香 (松倉病院) 

岩佐 精志 (天理よろづ相談所病院) 入船 祐吉 (山の辺病院) 

梶本 修一 (土庫病院) 上野 舞子 (山の辺病院) 

山田 修平 (奈良県立医科大学付属病院) 宇野 真依子 (山の辺病院) 

塩田 竜也 (奈良小南病院) 下坂 夕加 (山の辺病院) 

阿部 敏文 (奈良東病院) 仲田 知里 (山の辺病院) 

大角 亮太 (奈良東病院) 西澤 正晴 (山の辺病院) 

先山 夏代 (奈良東病院) 木村 尊治 （自宅） 

      
県内異動（３２名） 

   
増田 崇 （奈良県立奈良病院） ← 奈良県立五條病院 

 
田中 秀和 （奈良県立医科大学付属病院） ← 奈良県立奈良病院 

 
三宅 誠 （沢井病院） ← 奈良リハビリテーション専門学校 

 



下出 好夫 （奈良県立三室病院） ← 奈良県立医科大学付属病院 
 

西垣 寛 （おかたに病院） ← 高宮病院 
 

中村 貴信 （介護老人保健施設 竹取の丘） ← 介護老人保健施設 オークピア鹿芝 
 

北川 明宏 （白庭病院） ← 松倉病院 
 

鍵谷 富一 （介護老人保健施設 ロイヤルフェニックス） ← 西の京病院 
 

西川 徹 （自宅） ← 白庭病院 
 

溝口 陽平 （自宅） ← 吉田病院 
 

田中 満勝 （平成記念病院） ← 東生駒病院 
 

大串 みどり （介護老人保健施設 やすらぎの社 優楽） ← 自宅 
 

長坂 俊昌 （関西学研医療福祉学院） ← 田北病院 
 

後藤 寛明 （平成記念病院） ← 東生駒病院 
 

津村 愛 （済生会奈良病院） ← 奈良厚生会病院 
 

菊本 恵里 （自宅） ← 吉本整形外科・外科病院 
 

栃岡 佳樹 （済生会奈良病院） ← 介護老人保健施設 やすらぎの杜 優楽 
 

浅野 巴妙 （自宅） ← 市立奈良病院 
 

多田 千文 （自宅） ← 介護老人保健施設 もののみの郷 
 

頭鬼 春菜 （自宅） ← 東生駒病院 
 

宮本 愛 （自宅） ← 白庭病院 
 

服部 宏志 （自宅） ← 訪問看護ステーションかしの木 
 

豊田 祐一 （自宅） ← 済生会中和病院 
 

田中 耕嗣 （東大寺福祉療育病院） ← 奈良県立五條病院 
 

鈴木 江奈 （介護老人保健施設 アンジェロ） ← 倉病院 
 

大久保 優 （大和橿原病院） ← 西大和リハビリテーション病院 
 

辻岡 育美 （自宅） ← 宇陀市立病院 
 

浦 一彦 （介護老人保健施設 かぐやの里） ← 介護老人保健施設 ルポゼまきの 
 

松下 久美 （自宅） ← 平成記念病院 
 

冨田 直哉 （奈良県立医科大学付属病院） ← 吉田病院 
 

鈴木 敏裕 （いこいの家訪問看護ステーション） ← 東生駒病院 
 

中谷 充志 （喜多野診療所） ← 関西学研医療福祉学院 
  

     

転入会員（３４名） 
   

平井 佐枝 （高の原中央病院） ← 大阪士会 
 

谷 瑞記 （高の原中央病院） ← 三重士会 
 

西村 友作 （介護老人保健施設 リンク橿原） ← 大阪士会 
 

池上 健太郎 （天理よろづ相談所病院） ← 滋賀士会 
 

杉本 明日香 （自宅） ← 大阪士会 
 



坂口 侑花里 （おかたに病院） ← 和歌山士会 
 

千代 憲司 （株式会社 ヒューマンリハ） ← 大阪士会 
 

溝畑 日出昌 （自宅） ← 兵庫士会 
 

羽根田 鮎子  （自宅） ← 大阪士会 
 

髙橋 幸嗣 （平成記念病院） ← 三重士会 
 

奥 優美 （宇陀市立病院） ← 大阪士会 
 

越智 典子 （高の原中央病院） ← 大阪士会 
 

辻本 悟士 （平成記念病院） ← 大阪士会 
 

竹内 良 （香芝旭ヶ丘病院） ← 大阪士会 
 

中川 卓也 （平成記念病院） ← 大阪士会 
 

加納 秀昭 （訪問看護ステーションあすか） ← 兵庫士会 
 

中部 早津紀 （自宅） ← 京都士会 
 

薦田 明奈 （西奈良中央病院） ← 大阪士会 
 

澳 昂佑 （阪奈中央病院） ← 大阪士会 
 

宇都宮 昌裕 （自宅） ← 大阪士会 
 

上村 智子 （自宅） ← 大阪士会 
 

山口 治彦 （稲田病院） ← 兵庫士会 
 

曽田 明子 （自宅） ← 大阪士会 
 

児島 俊輔 （介護老人保健施設 やすらぎの杜 優楽） ← 京都士会 
 

西世古 莉加 （自宅） ← 京都士会 
 

齊藤 綾香 （自宅） ← 大阪士会 
 

釜谷 猛 （リハビリデイサービス リバティ） ← 大阪士会 
 

此上 剛健 （リハビリ訪問看護ステーション ルピナス） ← 大阪士会 
 

小渕 恭輔 （東生駒病院） ← 大阪士会 
 

木村 祥子 （自宅） ← 京都士会 
 

赤尾 愛 （奈良厚生会病院） ← 茨城士会 
 

河内 景子 （自宅） ← 大阪士会 
 

中野 洋 （自宅） ← 大阪士会 
 

船曳 拓生 （永野整形外科クリニック） ← 兵庫士会 
 

     
転出会員（２２名） 

   
和田 千草 （山の辺病院） → 大阪士会 

 
治田 梓 （高の原中央病院） → 茨城士会 

 
鈴木 綱太 （西奈良中央病院） → 秋田士会 

 
井上 博嗣 （沢井病院） → 大阪士会 

 
高木 泰宏 (市立奈良病院) → 和歌山士会 

 



仲谷 志保 （山の辺病院） → 岐阜士会 
 

松下 暢 (済生会奈良病院) → 大阪士会  
 

阪本 充弘 （自宅） → 和歌山士会 
 

大歳 宏司 （東朋香芝病院） → 大阪士会  
 

西川 徹 （自宅） → 大阪士会 
 

川渕 香苗 （自宅） → 高知士会 
 

三島 恵美 （山の辺病院） → 岐阜士会 
 

荒木 武智 （介護老人保健施設 サンライフ田原本） → 大阪士会 
 

山下 幸恵 （阪奈中央病院） → 大阪士会 
 

久保田 岳志 （重症心身障害児学園・病院バルツァ・ゴーデル） → 京都士会 
 

藤田 麻衣子 （奈良東病院） → 福井士会 
 

楠本 夏未 （東生駒病院） → 大阪士会 
 

豊田 梨紗 （株式会社リハビリあ・える） → 大分士会 
 

岩越 めぐみ （土庫病院） → 千葉士会 
 

倉谷 みゆき （秋津鴻池病院） → 広島士会 
 

仲村 貴史 （秋津鴻池病院） → 広島士会 
 

松本 恵 （阪奈中央病院） → 大阪士会 
 

     
休会（新規届のみ １５名） 

   
馬場 綾子 （天理よろづ相談所病院） 

   
松田 晴子 （原医院） 

   
福西 瑞穂 （自宅） 

   
齊藤 綾香 （自宅） 

   
植草 亜紀 （阪奈中央病院） 

   
辰巳 昌嵩 （奈良春日病院） 

   
古賀 宣裕 （自宅） 

   
鴨川 久美子 （奈良県立五條病院） 

   
村井 優子 （秋津鴻池病院） 

   
増田 陽三 （済生会奈良病院） 

   
中部 早津紀 （自宅） 

   
木村 祥子 （自宅） 

   
濱田 友梨 （自宅） 

   
東村 美枝 （奈良県立五條病院） 

   
田中 めぐみ （大倭病院） 

   

      
復会（４名） 

   
今中 美智子 （自宅） 

   



米田 邦彦 （奈良県立五條病院） 
   

淵脇 佳奈 （介護老人保健施設 ふれあい） 
   

馬場 綾子 （介護老人保健施設 グランディまきば） 
   

      
退会（５名） 

    
岩武 知佳美 （西大和リハビリテーション病院） 

   
片岡 瑞穂 （山の辺病院） 

   
西村 友作 （介護老人保健施設 リンク橿原） 

   
佐伯 朋子 （介護老人保健施設 幸寿苑） 

   
城 崇之 （東朋香芝病院） 

   

      
会費未納による強制退会（０名） 

   

      
改姓（１０名） 

   
菅野 ひとみ （西大和リハビリテーション病院） 

   
 （旧姓：齊藤） 

   
山下 幸恵 （阪奈中央病院） 

   
 (旧姓：中條） 

    
井上 裕水 （平成記念病院） 

   
 （旧姓：小川） 

   
大原 藍 （高の原中央病院） 

   
 （旧姓：福田） 

   
菊本 恵里 （自宅） 

   
 （旧姓：雨霧） 

   
三島 恵美 （山の辺病院） 

   
 （旧姓：川部） 

   
吉田 李沙 （奈良県総合リハビリテーションセンター）  

   
 （旧姓：宮島） 

   
松下 久美 （自宅） 

   
 （旧姓：中元） 

   
野口 郁代 （奈良県総合リハビリテーションセンター） 

   
 （旧姓：千葉） 

   
坂田 綾子 （国保中央病院） 

   
 （旧姓：赤松） 

   

      
施設名称・住所・電話番号変更（1件） 

   
訪問看護ステーションあすか ← 高の原リハビリセンター 

 



〒630-8003 
 

   〒631-0011 
 

奈良市佐紀町４７－１岡本ビル３Ｆ    奈良市押熊町１２７８－１ 
 

電話：0742-36-6680    電話：0742-53-7000 
 

FAX：0742-36-6681    FAX：0742-53-7020 
 

      
施設住所変更（1件） 

   
リハビリトゥモロー香芝 

   
〒639-0245 

 
← 〒639-0232  

 
奈良県香芝市畑２－８１２－１    奈良県香芝市下田東４－３－４５ 

 

      
所属部署名変更（1件） 

   
奈良県立医科大学附属病院 

   
医療技術センター リハビリテーション係  ← リハビリテーション部 

 

      
施設名称変更（1件） 

   
大和橿原病院 

 
← 平井病院 

 

 

財務部                          部長  布上 芳雄 

会議回数 １６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業務 

 

〔 会費未納者リスト 〕 

平成２２年度・２３年度未納 （１４名） 

10019380 井上 夏子   10030539 難波 宏之   10033719 仁藤 威 

10038224 加納 秀昭   10040847 御宮知 常喜  10042619 上田 真也 

10042851 合谷 香織   10043706 山尾 裕計   10044135 楠本 英雄 

10052404 加川 健太   10052405 松岡 弘樹   10059276  芝地 倫子 

10066694 留守 正仁   10069394 上東 剛志 

平成２３年度未納 （２２名） 

10001843 塩中 雅博   10008740 塩中 稔子   10015326 羽崎 恵子 

10018445 生井 大    10038398 東 和成    10040850 河野 真弓 



10041114 香山 陽子   10041115 田仲 祐子   10044188 千代 和寿 

10046729 藤村 愛子   10048681 宇都宮 昌裕  10054950 堀田 照美 

10058808 加治屋 地平  10058809 加藤 沙織   10061985 柴田 広昭 

10066685 山本 晃久   10066686 大江 美紀   10066729 檀浦 こず恵 

10073388 城 崇之    10073404 曽根 啓実   10076221 巽 匡 

10076420 瀧井 一繁 

 

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２３年６月５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３９名、会員１８名  計５７名 

２）新年会 

  開催日時：平成２４年１月２０日 「居酒屋 つのふり」にて開催 

  参加人数：２２名 

３）ボウリング大会（OT 士会、ST 士会合同） 

  開催日時：平成２４年２月３日 「富士ボウル」にて開催 

  参加人数：４２名（OT３４名、ST１０名 計８６名） 

４）マラソン大会参加（予定） 

開催日時：平成２４年３月２０日 大阪城リレーマラソンに１チーム参加 

 参加者９名 順位７９位（６２２チーム中）完走時間３時間６分１５秒 

５）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．部会 ５回開催 

２．情報収集  

 会員からの問い合わせ      ４件 

３．協会との連絡       

 協会からの連絡         ５件 



４．会員への広報       

 士会ホームページへの掲載    ５件 

 

介護保険部                       部長  櫻井 公統 

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２３年１２月４日（日） 午前１０時～午後１２時３０分 

会 場：畿央大学 Ｌ１０３教室 

テーマ：「各職種からみた訪問リハビリテーションに期待すること・現状の課題」 

シンポジスト 

訪問看護師：東田 慶子 先生（桜井市訪問看護ステーションさくら 所長 訪問看護認定看護師） 

  介護支援専門員：山田 健太郎 先生（介護老人保健施設 アップル学園前 在宅介護支援ｾﾝﾀｰ長） 

    ホームヘルパー：森岡 弘美 先生（秋津ホームヘルパーステーション 係長） 

コーディネーター：堀田 修秀 先生（介護老人保健施設 鴻池荘 訪問リハビリテーション） 

参加者 ： ６４名（内部員 １０名） 

３．アンケート調査 

   ホームページで通所系サービス施設の情報を公開する事により、我々、理学療法士

の働きを実際にご利用者やご家族、ケアマネージャーに知って頂く事を目的に、事前

のアンケート調査を実施。 

 

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（文書変更） 

２）身体障害者手帳について（車椅子耐用年数変更など） 

 ３）自立支援法について（リンク先の変更） 

 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（文書変更） 

 

理学療法啓発部                   部長  岡本  敦 

１．部会 １０回開催 （H２４／３／３１現在） 

２．Ｈ２３年度 公開講座にてパネル展示、リーフレット・グッズの配布 

３．「病院・診療所施設の概要に関するアンケート調査」の集計 

   ⇒ 奈良県理学療法士会ＨＰへの掲載準備 

     更新作業用のデータベース作成 

４．Ｈ２４年度 理学療法週間に行うイベント「川柳募集」の企画・立案 

５．Ｈ２４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調整 

 

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 

１）第１回：平成２３年６月１７日（金） 

  場所：西大和リハビリテーション病院  出席者１３名 

２）第２回：平成２３年１２月６日（月） 

  場所：西大和リハビリテーション病院  出席者１３名 

３）第３回：平成２４年２月１３日（月） 

  場所：西大和リハビリテーション病院  出席者１２名 

２．新人教育プログラムセミナーの開催 

１）新人教育プログラムセミナー（一年次） 

日時：平成２３年８月７日（日） 

場所：畿央大学 KB０４教室 

テーマ・講師：『地域におけるリハビリテーション』 

西田 宗幹先生  秋津鴻池病院 

『職業倫理・管理運営』   

伊藤 英登先生 奈良県総合リハビリテーションセンター 

『「理学療法士及び作業療法士法」ならびに関係法規等について』  

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：７０名（会員：７０名 非会員：０名） 

２）新人教育プログラムセミナー（二年次） 

日時：平成２４年１月２２日（日） 

場所：畿央大学 KB０４教室 

テーマ・講師：『社会の中の理学療法』 

中村 貴信先生  竹取の丘 

『人間関係および労働衛生』   

田中 秀和先生  奈良県立医科大学付属病院 

『生活環境支援』  

安井 敦史先生  西大和リハビリテーション病院 

『学問としての理学療法と研究方法論』    

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：７５名（会員：７５名 非会員：０名） 

３）新人教育プログラムセミナー（三年次） 

日時：平成２４年２月２６日（日） 

場所：畿央大学 KB０４教室 

テーマ・講師：『理学療法専門領域』  

田平 一行先生  畿央大学 

『世界の理学療法』   

福本 貴彦先生  畿央大学 

『理学療法士と保険制度』  

増田 崇先生   奈良県立奈良病院 

『理学療法教育方法論 －臨床実習教育を含めて－』    

藤田 浩之先生  白鳳女子短期大学 

  参加人数：５５名（会員：５５名 非会員：０名） 

３．単位認定業務 

 １）奈良県理学療法学会 

日時：平成２３年６月２６日（日） 

場所：いかるがホール 

４．新人教育プログラム修了証申請業務 

 修了証申請人数：４３名（平成２４年３月３０日） 

 



研修部                          部長  河村 隆史 

１．部会 ４回開催（予定） 

１）第１回：平成２３年６月２０日（月） 

  場所：リハビリ あ・える  出席者８名 

２）第２回：平成２３年９月５日（月）  

  場所：リハビリ あ・える  出席者１１名 

３）第３回：平成２３年１２月５日（月）  

  場所：リハビリ あ・える  出席者１０名 

 ４）第４回：平成２４年４月１６日（月）開催予定 

２．研修会の開催 

１）第１回研修会 

日 時：平成２３年６月１２日（日） 

会 場：高清会 高井病院 東館ホール 

テーマ：「パーキンソン病の理学療法」～病態およびエビデンスからその可能性を探る～ 

講 師：岡田 洋平先生（畿央大学 健康科学部 理学療法学科） 

参加人数：１０７名（会員：１０４名  非会員：３名  学生：０名） 

２）第２回研修会 

日 時：平成２３年８月２８日（日） 

会 場：いかるがホール 研修室１～４ 

テーマ：「訪問リハビリテーションのマネジメント戦略」 

    ～地域・病院におけるコーディネーターとしての役割～ 

講 師：湯川 直紀先生（【株】ライフケア創合研究所） 

参加人数：３５名（会員：３４名 非会員：１名 学生：０名） 

３）第３回研修会 

日 時：平成２３年１１月２７日（日） 

会 場：畿央大学 KB０４教室 

テーマ：「脳卒中後遺症の評価と治療」 

講 師：日浦 伸祐先生（森之宮病院 リハビリテーション科） 

  参加人数：１０３名（会員：９４名 非会員：９名 学生：０名） 

４）第４回研修会 

日 時：平成２４年３月２３日（金） 

会 場： いかるがホール ２階 研修室１～２ 

テーマ：「FIM を用いた脳卒中患者の予後予測」 

講 師：小林 功先生（医療法人 和幸会 阪奈中央病院 リハビリテーション部） 

参加者：４５名（会員：４４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 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：平成２４年３月 

３．「奈良理学療法学」電子化 

１）JST科学技術文献データベース登録：平成２３年６月 

２）医中誌登録：平成２３年７月 

４．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  栗本 尚樹 

１．奈良県理学療法士会ニュース Ｎｏ.１３１～Ｎｏ.１３４ 計４回発行 

１）１３１号（４月２５日 発刊）８００部 

２）１３２号（７月１５日 発刊）８５０部 

３）１３３号（１０月２０日発刊）８５０部 

４）１３４号（１月３１日 発刊）８５０部 

 

会誌部                          部長  堀口 元司 

１．部会開催 4 回 

２．奈良県理学療法士会会誌第１７号編集・発行（８５０部） 

３．奈良県理学療法士会会誌第１８号編集（９５０部） 

 

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 ８０件 

平成２３年２月～平成２４年１月末現在 

 



各委員会 

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４回開催 

２．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） 

（４）参加人数：２７５名（会員：２４６名 非会員：２名 学生：２７名） 

 

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 ９回開催 （H２４／３／３１現在） 

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・教育セミナー募集要項の作成、配送準備 

６．座長・査読者選出と依頼 

７．特別講演・教育セミナー講師へ公文書発行 

 

表彰審査委員会                  委員長  堀口 元司 

１．表彰式準備･運営 

第２１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 

奈良県理学療法士会学術奨励賞表彰 

学会長賞  岡田 洋平会員  （畿央大学） 

新人賞   菅野 ひとみ会員 （西大和リハビリテーション病院） 

２．委員会  平成２４年１月２７日（金）開催 

 

新人研修委員会                  委員長  増田  崇 

委員会開催（３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２３年５月１８日～平成２３年７月２０日（全１０回） 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 ２４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 

           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 

           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２３年８月３日～平成２３年９月２８日（全９回） 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２３名（修了証発行 ９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 

３．「訪問リハビリテーション」コース 

  平成２４年１月１２日～平成２４年２月２３日（全７回） 畿央大学 

  コーディネーター 中谷 充志（関西学研医療福祉学院） 

  受講者 ７名（修了証発行 ４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（介護老人保健施設オークピア鹿芝）１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）        １回 

           増田 崇 （奈良県立奈良病院）       １回 

 

第１９回公開講座準備委員会      準備委員長  赤松 眞吾 

日 時 平成２３年１１月２７日（日） 

会 場 白鳳女子短期大学 ２０１講義室 

内 容 講 演：「免疫力をアップさせて長生きしましょう！」 

        畠山 雅行 氏（労働衛生コンサルタント オフィス 畠山 代表） 

来場者数 ９名 

・準備委員会を２度開いた。 

・一般市民の来場者は５名。あとは士会役員、士会会員であった。 

・周辺自治体への後援・ﾎﾟｽﾀｰ掲示・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。開催地域、広報方法について検討が必要であった。 

・準備に際して不手際が重なり、開催までの段取りが遅れた。これは、準備委員長の責

任である。 



第２０回公開講座準備委員会      準備委員長  廣池 裕美 

１．会議開催２回 

２．平成２４年度開催に向けて、開催日時、会場、内容について検討等を行い、以下のよ

うな予定となりました。 

  ・日時：平成２４年６月３日（日） 

  ・会場：いかるがホール（小ホール） 

  ・内容：高次脳機能障害を考える（仮） 

 

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 

２．平成２３年度は、健康増進・疾病予防・障害予防勉強会が新たに登録され、併せて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．会員向けに各勉強会が研修会を開催した。 

・呼吸器循環器系勉強会 

日時 平成２４年２月５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） 

参加人数：３６名 

 



 ・奈良整形外科リハビリテーション勉強会 

１）日時：平成２３年５月１５日  

場所：青丹学園 

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） 

テーマ：変形性膝関節症の理学療法  

講師：赤羽根 良和先生（さとう整形外科） 

参加人数：４０名 

２）日時：平成２３年１０月３０日  

場所：畿央大学 

主催：奈良整形外科リハビリテーション勉強会 

（後援：奈良県理学療法士会・整形外科リハビリテーション学会 京滋支部） 

テーマ：「症例報告会２０１１」 

参加人数：４７名 

３）日時：平成２４年３月２０日  

場所：いかるがホール 

主催：奈良整形外科リハビリテーション勉強会（後援：奈良県理学療法士会） 

テーマ：「５周年記念講演会－拘縮治療を考える－」 

①足関節拘縮の理学療法          奈良西部病院 榮崎彰秀先生 

②股関節拘縮由来の腰痛        おおすみ整形外科 小野正博先生 

③肩関節拘縮の理学療法     秋山整形外科クリニック 見田忠幸先生 

④ＴＫＡ術後の理学療法            白庭病院 久野剛史先生 

参加人数 １９７名 

 

・発達障害児・者勉強会 

日時：平成２３年１２月１７日（金） 

場所：関西学研医療福祉学院 南館２階 

主催：奈良県士会（担当：発達障害児・者勉強会） 

テーマ：新生児行動評価 

講師：杏林大学 中野尚子先生 

参加人数：１８名 

 

・スポーツ理学療法勉強会 

日時：２０１０年７月３日（日） 

場所：畿央大学 Ｃ棟３F 運動療法実習室 

主催：奈良県士会（担当：スポーツ理学療法勉強会） 

テーマ：「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） 

「アイシングの理論」 （平成記念病院 徳田光紀先生） 

「メディカルサポートで必要なアイシング技術」（田北病院 岡田彰史先生） 

参加人数：２９名 

 

・健康増進・疾病予防・障害予防勉強会 

日時：平成２４年２月２６日（日） 

場所：畿央大学 

主催：奈良県士会（担当：健康増進・疾病予防・障害予防勉強会） 

テーマ：「健康増進における運動器理学療法」     畿央大学 瓜谷大輔先生 

「病院における健康増進・疾病予防理学療法」市立伊丹病院 永嶋道浩先生 

     ワークショップ：測定機器使用体験（血圧脈波測定装置、足趾筋力測定器等） 

参加人数：２８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．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２３年１１月２４日（木） 

会 場：関西学研医療福祉学院 南館１階ホール 

演 題 

「右ＴＨＡを施行された一症例について」 

      演者：大津 友見（西の京病院） 

「両膝ＯＡを有する人工骨頭置換術患者に対する歩行能力獲得へのアプローチ」 

 演者：村澤 晃（高の原中央病院）   

「リウマチを既往歴に持ち、左人工骨頭置換術を施行後、跛行を呈した一症例」 

      演者：中田 豊（高の原中央病院） 

「左視床出血により右片麻痺を呈された症例」 



演者：北口 紫央里（東生駒病院） 

「右視床出血後遺症を呈した一症例」 

演者：西本 智子（奈良春日病院） 

参加者：４０名（うち学生１名） 

    (第２回) 

日 時：平成２３年１２月１日（木） 

会 場：関西学研医療福祉学院 南館１階ホール 

演 題 

「両膝ＯＡにより左ＴＫＡを施行し、実用歩行獲得に難渋した症例を経験して」 

      演者：鈴鹿 えりか（高の原中央病院） 

「左上腕骨近位端骨折後及び左鎖骨骨折後の一症例」 

      演者：原 翔太（沢井病院）   

「転倒により第１２胸椎圧迫骨折を呈した症例」 

      演者：大西 悠（東生駒病院） 

「脊髄小脳変性症を呈した一症例」 

演者：松下 知代（奈良春日病院） 

参加者：４０名（うち学生３名） 

中和ブロック 

日 時：平成２３年１１月１８日（金） 

会 場：畿央大学 Ｌ棟１０３教室 

演 題 

     ｢脳出血後遺症患者様の訪問リハビリテーションを担当して 

～家族の過介護の指導に難渋した症例～｣ 

      演者：堀田 寛人（土庫病院） 

｢右大腿骨頚部骨折術後の患者様を担当して 

～訪問リハビリテーションでの介入～｣ 

           演者：山中 蘭（土庫病院）   

｢起立性低血圧を呈し長期入院となった症例｣ 

           演者：北畠 香（東朋香芝病院） 

参加者：３３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２３年１０月１４日（木） 

会 場：白鳳女子短期大学 大講義室 

演 題 

     ｢右大腿骨転子部骨折に対し Gamma nail 術を施行した一症例｣ 

       演者：河合 成文（平成記念病院） 



｢右中大脳動脈の梗塞を呈した症例｣ 

       演者：中元 恵（平成記念病院）   

｢C4/C5 頸髄損傷を呈し、Weaning に難渋した一症例｣ 

       演者：井上 良太（奈良県立医科大学附属病院） 

｢脳梗塞左片麻痺を呈した症例｣ 

       演者：渡辺 愛未（平成記念病院） 

｢僧帽弁狭窄症兼閉鎖不全症術前・術後理学療法の一症例｣ 

       演者：山田 修平（奈良県立医科大学附属病院） 

参加者：９８名（うち学生３７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２３年、２４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１８回定期総会での役員選挙の実施 

 

理学療法講習会準備委員会          委員長  石橋 睦仁 

会議 メーリング会議のみ 

１．協会研修部協力スタッフ会議出席 石橋 

日  時：平成２３年１１月１３日（日） 

会  場：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 

２．講習会開催 

 講習会名：肩関節の解剖と理学療法 in奈良 

講  師：信原病院 立花 孝 先生 

開催日時：平成２３年９月４日（日） 

会  場：畿央大学 冬木記念ホール 

主 催 者：（社）日本理学療法士協会研修部 

担  当：（社）奈良県理学療法士会 

当日運営：石橋（準備委員長）、峯松（準備委員）、前岡（畿央大学）、協会研修部７名 



参加人数：・受講申込者：１６５名 

・受講決定者：１５２名 

・当日受講者：１２９名（奈良：２６名・大阪５３名・兵庫１０名・滋賀

４名・京都９名・和歌山０名・その他２７名） 

・修了書発行者：１２７名 

・台風の影響で受講できなかった方：７名（近畿各県の人数：０名・近畿

以外の人数：７名（三重：４名） 

・連絡無し不参加：１０名 

参 加 費：２，０００円 

収支決算：無し（収支は協会研修部が全て行った） 

＊ 準備委員会は今年度にて解散。 

 

公益法人化推進委員会             委員長  増田  崇 

公益社団法人への移行認定へ向けて、奈良県との相談会に参加。 

新定款第５案まで提示。 

新細則案の提示。 

申請書類の作成準備。 

 

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 

１）第１回 

 日時  ２０１１年２月１０日（木） 

 於  畿央大学 

 参加者  奈良マラソン実行委員会事務局企画担当次長 田中祥元 

   奈良マラソン実行委員会総務担当   辻井貴司 

   畿央大学     福本貴彦 

 内容  １．理学療法士の派遣依頼 

   １－１．依頼は県士会へ 

   ２．メディカルサポート内容の確認 

   ３．経費などの確認 

２）第２回 



 日時  ２０１１年１０月４日（火） 

 於  畿央大学 

 出席者  奈良マラソン実行委員会事務局次長  山岡次長 

 畿央大学     福本貴彦 

 内容  １．県士会へ理学療法士の派遣依頼 

   ２．メディカルサポート内容の確認と物品などの調整 

２．奈良マラソンメディカルサポート勉強会 

 日 時  ２０１１年１１月２０日（日） 

 場 所  畿央大学   Ｈ棟地下１Ｆ ＨＢ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テーピング （田北病院 和田先生、畿央大学 福本先生） 

      ③応急処置（ＡＥＤ等）について  

 （アスリートケア研究会 岡本先生） 

３．マラソン大会当日 

 日時  ２０１１年１２月１１日（日） 

 場所  第７救護所 

 参加者  １５名＋理事３名 

 会計報告 別紙 

 内容  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。 

   救護班反省会より… 

  サービスステーションの理学療法士が選手に非常に有益であっ

  たとの報告をうけた。 

  （今年度は大会の正式な救護スタッフとは別枠のボランティア

  であったため、救護班反省会には出席していない。） 

 

法人設立２０周年記念事業準備委員会 

委員長  西田 宗幹 

平成２５年に奈良県理学療法士会は法人設立２０周年を迎えることを記念し、「法人設立

２０周年記念事業」を計画。今年度その準備委員会を設立した。今年度はホテルなどに情

報収集を行い、大まかな予算設定を行った。次年度から具体的な活動を行なっていく。 



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 

県民・事業者・行政が一体となって福祉のまちづくりをハードとソフトの両面から体系

的・総合的に推進するために設立された協議会です。 
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：平成２３年１１月２日（水）午後６時から、県医師会館にて。 

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. 日本の医療を守るための国民運動について 

         ①署名運動の実施について 

         ②日本の医療を守るための県民集会の開催について 

         ③県議会における意見書採択について 

       ３. その他 

 日本の医療を守るための県民集会： 

平成２３年１１月３０日（水）午後３時３０分から、県医師会館にて。 

内容１．集会の趣旨挨拶 

       ２．主催者団体の代表紹介 

       ３．意見表明 

         ｢受診時定額負担制度とその問題点｣  

         ｢患者負担に関して｣ 

         ｢高齢者の立場から」 

         ｢県民の立場から｣  

       ４．決議の採択 

       ５．がんばろうコール 

 

 



なら介護の日２０１１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２３年１１月５日（土）  午前１１時～午後４時 

会場：かしはら万葉ホール 

  内容：①奈良介護大賞の発表と表彰 

②高齢者が楽しんで食べられる料理レシピ入選者表彰 

③記念講演会（島田洋七さん：家族の絆～佐賀のがばいばあちゃん～） 

④親守唄・歌会 

⑤福祉用品相談・展示ブース 

⑥介護なんでも相談コーナー 

  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。 

 

奈良県障害者介護給付費等不服審査会 

委員  尾崎 文彦 

総会：平成２３年６月１０日（金） １４時から、奈良県婦人会館にて。 

 

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２４年３月７日（１３：３０～１５：３０）奈良県介護実習・普及センターにて、

２３年度の運営委員会が行われた。 

 平成２３年度事業実施状況については、体験講座や介護講座が例年通り実施され、参加

者も増加傾向にある事が報告された。また、平成２４年度事業計画についても継続して行

う事が報告された。 

福祉機器展示事業について今年度は、新たに購入された癒しのロボットを中心に実際に

デモンストレーションを行いながら報告があった。 

また、福祉住宅体験館の設備について、例えば点字ブロックの「色」の違いが視覚的に

どのように影響を与えるのか工夫してみても良いのではないか、というような意見交換が

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２４年２月５日（日）、３月４日（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第２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、４５名（ＰＴ２２名、ＯＴ１５名、ＳＴ８名）で修了証発行となった全課程

修了者は３７名（ＰＴ１８名、ＯＴ１２名、ＳＴ７名）であった。今回の研修もリスク管

理と連携をキーワードとして実施致しましたが、今年は医師にリスクマネジメントの講義

を、また介護支援専門員に連携の講義をお願いした事が、特徴的であったと考えています。 

今後も３団体が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、継続的に研修会を開催していきたいと考えています。 

 

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 

 今年度も社団法人日本損害保険協会助成事業として、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７回、第８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

共に運営に参加した。 

  第７回講習会 

    日 時：平成２３年９月２３日（金）午後１時３０分～５時 

    会 場：なら１００年会館 中ホール 

    参加者：１９０名 

    内 容：医師による高次脳機能障害へのアプローチについての講演 

当事者家族からの講演 

  第８回講習会 

    日 時：平成２４年２月４日（土）午後１時～５時    

    会 場：関西学研医療福祉専門学校（奈良市）  

    参加者：８４名 

    内 容：高次脳機能障害にかかわる医師の講演とリハビリテーションの実演 



奈良県生活習慣病予防対策推進委員会    

委員  石橋 睦仁 

生活習慣病予防対策について検討し、検診等が効果的かつ効率的に実施されることを目

的として、「循環器疾患等部会」「脳卒中評価委員会」「糖尿病専門委員会」を統合し、平成

２２年４月に設置された。 

今年度、会議は開催されなかった。 

奈良県健康増進計画が２４年度末で終了することから、新たな体制による次期計画を策

定することに併せ、今年度でこの委員会は廃止されることとなる。 

 

高次脳機能障害支援体制検討委員会 

委員  松村 明子 

平成２４年３月２日県庁にて、H２３年度の高次脳機能支援センターの事業報告が行われ

た。今年度は一般向けにパンフレットを作成された。「高次脳機能障害の理解・支援の充実

のために」というタイトルで、高次脳機能障害の症状や診断基準、社会制度、対応医療機

関などが解りやすく掲載されています。皆さんにも一読をお勧めします。 



平成２３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 23 年 10 月 14 日  19：00～20：30  白鳳女子短期大学 

            平成 23 年 10 月 15 日  15：00～15：30  士会事務所 

財務監査  日時場所  平成 23 年 10 月 26 日  19：30～21：00  五條病院 

 

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）理事会、各部・委員会の会議録等に関して、保存場所、保存年数等の規定を作成して

ください。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



期末監査 

会務監査  日時場所  平成 24 年  2 月 19 日  10：30～16：00  士会事務所 

            平成 24 年 4 月 14 日  17：00～17：30  士会事務所 

財務監査  日時場所  平成 24 年 4 月 30 日  10：00～12：30  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・各委員会の運営記録、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）税理士の指導のもと、財務処理ならびに決算報告・予算案等を作成するなど、社団

法人への移行に向けた準備がなされている。 

３）これまで各部・委員会の会務監査では、おもに各部長・委員長に対して資料の確認

を行っていたが、２３年度期末監査より、会長ならびに理事を対象の監査とした。 

  会長ならびに理事と、各部長・委員長は、これまで以上に連携をとりながら会務に

務めて頂きたい。 

以上 



第２号議案 

平成２４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２４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２３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も最終段

階に来ております。公益社団法人となり、今まで以上に本会が発展していきますように努

力していきます。会員の皆さんのご理解をお願いいたします。 

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、本年度は本会事業に加え、平成２４年１１月１１日（日）に奈良県文化会館

において、第５２回近畿理学療法学術大会を担当いたします。テーマは「理学療法士の自

覚」～期待に応えられる知識と技術と人間性～です。近畿２府４県の同志の皆さんをお迎

えするためにも、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 

５．新公益法人会計基準移行準備業務 

 

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．協会との連絡 

３．医療保険に関する情報提供 

４．情報交換会 

 



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 

１）情報交換会『平成２４年度 介護報酬改定について』 

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．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．「病院・診療所施設の概要に関するアンケート調査」 

   ⇒運用状況の確認及び更新作業方法の検討 

２．Ｈ２４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調整。 

   ⇒Ｈ２４.６.３ 開催予定 

３．新聞広告掲載作業の管理・運営 

４．Ｈ２４年度 理学療法週間に行うイベント「川柳募集」 

   ⇒公開講座会場に作品を展示 

    奈良県理学療法士会ＨＰへの掲載 

    優秀作品等には商品券を贈呈 

５．Ｈ２５年度 事業計画の検討 

 

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１２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２４年６月予定 

２）第２回新人教育プログラムセミナー：平成２４年７～９月予定 

３）第３回新人教育プログラムセミナー：平成２４年１０～１２月予定 

４）第４回新人教育プログラムセミナー：平成２５年１～３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２４年５～６月予定 

２）第２回研修会：平成２４年未定 

３）第３回研修会：平成２４年未定 

４）第４回研修会：平成２５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２５年３月 

４）その他：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 

１．奈良県理学療法士会ニュース Ｎｏ.１３５～Ｎｏ.１３８ 計４回発行 

１）Ｎｏ.１３５   平成２４年 ４月中旬発行予定 

２）Ｎｏ.１３６   平成２４年 ７月中旬発行予定 

３）Ｎｏ.１３７   平成２４年 １０月中旬発行予定 

４）Ｎｏ.１３８   平成２５年 １月中旬発行予定 

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 

１．奈良県理学療法士会会誌第１８号編集・発行 

２．奈良県理学療法士会会誌第１９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 

２．奈良県理学療法士会 ホームページリニューアル 

 

各委員会 

第２２回奈良県理学療法士学会準備委員会 

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・研修室） 

 ３．テーマ：「眼を養い、手を鍛えよう！！」 

 ４．内 容： 

  １）一般演題： １７題（予定） 

  ２）特別講演： 

    「歩行分析はなぜ役に立たないか？（仮称）」 

       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： 

    「関節運動療法～肩甲骨・脊柱アライメントを中心に～（仮称）」 

       講師：平木 治朗先生（白鳳女子短期大学） 

 

第２３回奈良県理学療法士学会準備委員会 

学会長として田平 一行氏が推薦され、理事会承認を得た。 

準備委員長は福本 貴彦氏に決定した。 

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２４年度は、２３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２０回公開講座準備委員会      準備委員長  廣池 裕美 

第２０回公開講座を以下の内容にて開催する予定です。 

１．日時：平成２４年６月３日（日）  

２．会場：いかるがホール（小ホール） 

３．内容：高次脳機能障害について考える（仮題） 

 １）奈良県脳卒中友の会「桜の会」失語症合唱団による公演 

 ２）山田規畝子先生講演 「やっかいな友人としての高次脳機能障害」 

 

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．奈良県理学療法士会主催勉強会開催（各勉強会担当） 

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 

スポーツ理学療法勉強会               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．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２５年、２６年度役員選挙の

実施 

１）役員選挙に関する告示 

 

理学療法講習会準備委員会 

公的委員会等他団体等への派遣事業へ移行。 

公益社団法人日本理学療法士協会研修部近畿ブロック協力スタッフ：石橋（高の原中央病院） 

理学療法講習会奈良県担当者：峯松（畿央大学）、藤本（白鳳女子短大）その他１名予定 

 

公益法人化推進委員会 

公益社団法人への移行認定へ向けて実務作業の開始。 

申請書類を準備し平成２５年４月の移行認定を目指す。 

 

奈良マラソンメディカルサポート委員会 

１．打ち合わせ 



 数回必要か？今年度は大会の正式な救護スタッフとして参加か？救護スタッフとなって

もスタッフの日当はなし。物品経費は平成２４年４月以降で応相談との回答。 

２．勉強会 

 ２０１２年１１月に県士会主催で実施予定。 

３．マラソン大会 

 段取りは２３年度同様でよいか。 

 経費計算は別紙。（ヨガマットは２３年度購入分を使用予定。） 



第３号議案 

その他（一般質疑・要望） 

 第１号議案から第２号議案以外の内容について、質疑・要望を受け付けます。 

 


