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　2014 年 3 月 31 日に発表された理学療法士国家
試験の合格者数は、9,315 人で 1 万人を超えた昨年

（10,104 人）より低い結果でした。毎年 1 万人の理
学療法士が輩出されるといわれているものの、今
年は 1 万人を下回ることになりました。現在の理
学療法士養成校への入学定員はおよそ 13,500 人で
あり、2000 年から 2010 年までの間に約 3 倍に増
加しています。今年も理学療法学科を開設した学
校もあり、18 歳人口が減少している昨今と入学定
員の増加はアンバランスな現象といえます。
　このような背景には、社会のニーズと理学療法
の職域の変化が要因としてあげられます。つまり、
高齢化率の上昇に伴う高齢者医療の変化や介護保
険の導入、急性期・回復期・維持期と層別化した
リハビリテーションの推進、生活習慣病の疾病や
障害予防など予防・健康増進へ職域が拡大したこ
とです。理学療法士を目指し入学してくる学生の
志望動機も多岐にわたり、自身が理学療法治療を
受けた経験があるケースも多くみられるようにな
り、理学療法が、以前より身近な存在になってい
ることを表しているといえます。卒業後の就職先
についても、一番多いのは病院ですが、クリニッ
クや介護老人保健施設を希望する学生も増えてお
り、理学療法士が求められている現状を反映して
いるといえます。
　しかし、理学療法士養成課程において問題がな
いわけではありません。理学療法士が「理学療法
士及び作業療法士法」（1965 年制定）により誕生
してから、幾度かカリキュラムの改定が行われ
1999 年に現在のカリキュラムとなっています。3
年制の専門学校から始まり、4 年制大学での養成
課程にまで広がったことや、リハビリテーション
に対するニーズの多様化に対応する教育を目指し
て改定されてきました。2000 年以降、介護保険制
度が始まり、理学療法の臨床はめまぐるしい変化
があります。そこに求められている理学療法士像
に、現在のカリキュラムでは対応しきれないと感
じています。例を 1 つ上げるなら、臨床実習がそ
の最たるものでしょう。現行でもまだ臨床実習は、

「実習時間の三分の二以上は病院又は診療所にお
いて行うこと」とされています。医療分野だけで
なく、保健・福祉・行政など広い分野での役割が
求められているにもかかわらず、実習時間の割合
は医療分野に偏ったままです。また、根本的な臨
床実習のあり方についても、インターンシップの
導入など様々な提案や問題指摘があります。法的
に定められた「理学療法士作業療法士養成施設指
導要領」と、社会のニーズに応える教育現場との
乖離を埋めることは、各養成校の創意工夫や努力
に委ねられているのが実情です。前述したように、
18 歳人口減少と入学定員の増加は、山の裾野を広
げることを招き、高い国家試験合格率を目指すた
めの対策もまた養成校の責務としてカリキュラム
上の割合が増えているように思われます。
　本校においても全員に、介護老人保健施設や共
同作業所での実習や福祉施設の見学を取り入れ、
多分野での経験が積めるよう工夫しています。学
内の授業においても、客観的臨床能力評価（OSCE）
を教員が模擬患者になって実施しすることや、問
題基盤型学習（PBL）を行い臨床思考課程の習熟
を促すなどの取り組みを入れています。国家試験
を見据えた、1 年生からの段階的な国家試験対策
の補足授業もカリキュラム外で行い、その必要性
が年々高くなっているように感じています。
　社会から求められている理学療法士を、1 人で
も多く輩出することを目標に、養成校として法的
な制度とのギャップのある中で、時代に即した教
育の質を高めていけるよう、写真の 10 人で日々実
践しております。臨床のセラピストの方々からも
日頃感じておられる学生教育について、ご意見を
頂 戴 で き れ
ば 嬉 し く 思
いますので、
ど う ぞ よ ろ
し く お 願 い
いたします。

　理学療法教育の変化と現状
藍野学院　滋賀医療技術専門学校

理学療法学科　学科長 分木ひとみ
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○報告事項
総務部　（平岩副会長）

（1）会員数 738 名（3 月25日現在）116 施設　
　　移動 22　名休会 8 名　退会 3 名（2 月14日
　　～ 3 月25日）

（2）収入増、支出減により繰越が約 90 万円で
　　ある。　

広報部 （石井理事）
（1）士会ニュース本年度増刷数について　今年
　　度入会数 - 最新号残＝増刷数　事務局に問
　　合せ。

厚生部（石井理事）
（1）新人歓迎会　6 月 29 日（日）あたか飯店
（2）写真コンテスト　応募者に対して個別に承
　　諾を得るようにする。

研修部　（宇於崎理事）
（1）5 月25日（日）　第 1 回研修会「バランス障
　　害に対する理学療法」文京学院大学　望月
　　久氏　

講習会事業部　特になし
生涯学習部　（町本理事）

（1）6 月 29 日（日）　第 1 回新人教育プログラ
　　ム必須研修会　ピアザ淡海

学術誌部　（弘部理事）
（1）湖都 33 号発行、34 号募集要項を士会ホー
　　ムページへアップ

（2）滋賀県理学療法士学術集会の演題査読終了。
　　12 演題を学会長へ送付、学会長が最終的に
　　判断。
　　学術集会演題査読は発表者へのフィードバック
　　はないが、査読者コメントの扱いは座長へ
　　委任する。

教育部　特になし

診療報酬部　（柴田理事）
（1） 診療報酬情報交換会　平成26年4月20日（日）
　　野洲病院にて開催。

（2） 今後の部会のあり方について検討。診療報
　　酬部勉強会は部員以外の参加も可能とし、
　　士会員へも声をかけるようにする。

介護保険部　（久保理事）
（1） 5 月 16 日～ 17 日　訪問リハビリ地域リー
　　ダー会議（東京）メンバーの変更あり　深
　　江 PT と OT 参加。

（2） 6 月 22 日（日）　介護保険従事者意見交換
　　会準備中。アドバイザーとして役場勤務の
　　士会員に依頼中。4 月 22 日部会にて案内文
　　や内容を検討する予定。

職能部　（松岡副会長）
（1） 職能部アンケート（2012.9）集計結果。士
　　会ホームページあるいは士会ニュースに掲
　　載予定。

公益事業部　（酒井理事）
（1） 3 月下旬、県から福祉用具フェアーへの参
　　加依頼があった。昨年度は作業療法士会が
　　参加し、今年度から理学療法士会へも要請
　　があった。例年、イベントが多い 10 月で
　　あるが、会員数も増え、他行事と重なって
　　も参加可能かもしれない。詳細は 6 月に判
　　明する。内容は講座とブース。

保健福祉部（松岡副会長）
（1）療育マップ　ホームページにわかりやすい
　　名称にして掲載予定

雇用促進委員会　（宇於崎副会長）
（1）5 月に各施設へ調査実施予定。

士会学術集会　（宇於崎副会長）
（1）準備は順調に進んでいる。次期学会長候補

平成 26年度第 1回公益社団法人滋賀県理学療法士会理事会議事録（要約）

開催日時：平成 26 年 4 月 10 日（木）　18 時 10 分～ 20 時 40 分
開催場所：滋賀医科大学医学部附属病院リハビリテーション部
出席理事：本白水　博、平岩　康之、宇於崎　孝、弘部　重信、松岡　昌巳、酒井　英志、
　　　　　川﨑　浩子、久保　貴弘、町本　高章、柴田　健治、石井　隆　
出席監事：前川昭次　現在理事数：11 名　監事数：2 名　議長：本白水　博
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　　を近々に決定予定。
○その他・会議報告

1） 総合リハビリテーション推進会議
がんリハ：成人病センターにて診療報酬対応
の研修会開催予定、時期未定だが協力依頼。

2） 連携リハ学会
昨年度の基調講演（知事）の部分を POS 士
会共同で企画することを依頼された。POS
の３士会で準備検討中。

3）地域包括ケア推進に関する講習会　 
地域包括ケアーアクションプラン作成。日
本理学療法士協会は地域が主体になってす
すめる意向があり、都道府県レベルで人材
を養成するよう要請があった。特別委員会
を作り、ブロック別に、市を中心として活
動を行う。事務局機能を充実する。4 月 27
日に準備委員会開催予定。

○審議事項
第 1 号議案　提出：平岩副会長　
　議案主題：災害補償規定の制定について
　議案内容：理学療法士会災害補償制度を利用す
　　るにあたり保険会社より提示された災害補
　　償規定を制定したい。
　審議内容・結果：保険会社から提示された内
　　容を変更することは出来ない。各種事業中
　　の事故および交通途上の災害に適応される。
　　事後報告でも保険金支払いは可能である。
　　一般参加者に対しての保険金支払いが可能
　　である。災害補償規定について承認する。

第 2 号議案　提出：平岩副会長
　議案主題：交通費ガソリン代の変更について
　議案内容： ガソリン代高騰につき、士会活動
　　時の交通費ガソリン代の支給額を現状にあ
　　わせて値上げする必要があるのではないか。
　審議内容・結果： 以前からの規定で変更せず
　　に実施してきた。今回、規定作成時から大
　　幅にガソリン代が高騰したため、現状にあ
　　わせて変更するのが妥当である。年間トー
　　タルの経費増への影響も多くない。13 円 /
　　km から 15 円 /km へ値上げすることを承認

　　する。
第 3 号議案　提出：平岩副会長
　議案主題：定時総会に提出する議案書について
　議案内容：平成 26 年度公益社団法人滋賀県理
　　学療法士会定時総会に提出する議案書につ
　　いて検討する。
　審議内容・結果：承認とする。 

第 4 号議案　提出：本白水会長 
　議案主題：滋賀県災害時要援護者支援ネット
　　ワーク会議出席について
　議案内容：医師会、薬剤師会等 68 団体が参加
　　予定。内容は災害支援対応で、年２回会議
　　が予定されているが、委員の派遣要請につ
　　いてどう考えるか。
　審議内容・結果：当会として関わりが深い内
　　容でもあるので参加について承認。委員は
　　平岩副会長。

第 5 号議案　提出：本白水会長 
　議案主題：赤ひげ大賞受賞を祝う会の参加　
　について
　議案内容：今後の交流促進のために参加して
　　いく必要がある。
　審議内容・結果： 会として参加することを承
　　認する。

第 6 号議案　提出： 本白水会長、松岡副会長
　議案主題：医療・介護サービスの提供体制改
　　革のための新たな財政支援制度の活用につ
　　いて
　議案内容： 県より当士会に表記件について、
　　調査表が送付されてきた。地域包括ケアシ
　　ステム構築に大きく貢献する時期でもあり、
　　士会として圏域別地域リハビリテーション
　　支援事業を企画内容とし提出する。
　審議内容・結果： 「地域包括ケアシステム参加
　　に必要な事業費」として提出する事を承認
　　する。
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第 29回滋賀県理学療法学術集会のご案内

　テーマ：～　医　心　伝　心　～
日　時：平成 26 年７月 13 日（日）場所：豊郷町豊栄のさと　文化ホール　
　　　　９：00 ～ 16：45（開場・受付８：30 ～）
　　　　滋賀県犬上郡豊郷町四十九院 1252　TEL：0749-35-8010　FAX：0749-35-8021
参加費：滋賀県理学療法士会員・学生…無料　一般…無料（公開講座）　会員外…500 円
内　容：午前の部
　　　　○一般演題発表　
　　　　○シンポジウム　テーマ「診療報酬・介護保険制度の理解を深める」
　　　　午後の部
　　　　○公開講座（無料）13：00 ～ 14：30
　　　　テーマ「慢性閉塞性肺疾患と呼吸リハビリテーション
　　　　　　　　　　　　　　－理学療法士に求められているものー」
　　　　　講師：千住　秀明　先生（長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　医療科学専攻　教授
　　　　　 リハビリテーション科学講座　内部障害リハビリテーション学分野）
　　　　○教育講演①テーマ「肩関節鏡手術の実際」
　　　　　講師：中島　亮　先生（滋賀医科大学　整形外科　リハビリテーション科　助教）
　　　　○教育講演②テーマ「作業関連性運動器障害に対する理学療法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ Body-work　system の評価と介入―」
　　　　　講師：白星　伸一　先生（佛教大学　保健医療技術学部　理学療法学科　准教授）
履修ポイント
◆新人教育プログラム　公開講座　：Ｃ－３　内部障害の理学療法（読み替え）
　　　　　　　　　　　教育講演②：Ｃ－２　運動器疾患の理学療法（読み替え）
◆専門理学療法ならびに認定理学療法資格取得及び更新に関わる履修ポイント
　１．学会参加　都道府県士会学術集会　10 ポイント
※詳しくは抄録集をご参照ください（６月送付予定）。

お問い合わせ　第 29 回滋賀県理学療法学術集会準備委員会本部
　　　　　　　公益財団法人　豊郷病院リハビリテーション科　　　　吉田・磯嵜まで
　TEL：0749-35-3001（代表）　FAX：0749-35-2159　メール：toyosato.rha@toyosato.or.jp

1 月  9 日（木）県医会新春懇談会出席

1 月 11 日（土）訪問リハ実務者研修会あいさつ

1 月 16 日（木）地域包括ケア打ち合わせ

２月  8 日（土）地域包括ケアでの協会との協議

2 月  8 日（土）管理者研修会開催

2 月 13 日（木）理事会

2 月 15 日（土）和歌山法人記念式典出席

2 月 24 日（日）協会地域包括ケア研修会（東京）

３月  １日（土）協会グランドデザイン特別委員会

３月  ６日（木）40 周年記念式典準備委員会

３月  ８日（土）松岡副会長と打ち合わせ

３月 11 日（火）滋賀医療技術専門学校卒業式

３月 19 日（水）保健医療従事者研修会会議

３月 31 日（日）松岡副会長打ち合わせ

４月 10 日（木）理事会

４月 13 日（日）松岡副会長打ち合わせ

４月 16 日（水）保健医療従事者研修会

会長行動録
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アンケート時期：2012.9
アンケート回収方法：着払い郵送
アンケート対象者：全滋賀県士会
　入会者（660 人）、および同職
　場在籍の未入会者（人数不明）
回答：回収＝ 476 人　会員数＝
　660 人（2012/7/1 現在）　回
　収率＝ 71.1％（未入会者除外）
アンケート主催者：滋賀県理学療
　法士会職能部
　協会・士会所属に関する士会員
　の意識抽出と、その結果を簡潔
　に報告します。
各質問の返答はグラフにて確認下
さい。フリーハンドでの返答は意
見の多かったものを抜粋してまと
めました。合わせてご確認下さい。

所属していて良かった点
スキルアップができる　250　なし　81
協会・士会の方向性・現状確認できる　80
他の施設、PT などとの連携、交流　　52
雑誌・ニュースが届く　23

入会しない、もしくは退会の理由
ただの学術団体だから、引っ越し、出産、育児、
士会活動が負担になる、タイミングを逃した

退会する可能性のあるときは
会費とメリットが釣り合わなくなったとき 19
魅力・必要のなくなったとき　13
生活費を圧迫されたら　3
研修会への参加をしなくなったとき　2

士会になんでも意見を
研修会の内容・頻度の充実　31
年会費を安く　27　PT の社会的地位・認知度
向上、啓発　20  学会誌は不要。ホ－ムページ
閲覧可能に。夫婦会員に２冊不要。　14　
研修会費を安く　12
実技を多く含む講習会・研修会の増加　5

専門・認定理学療法の社会的地位向上・確立。
診療報酬への反映　4　
会費の使用用途が不明　4　
政治家をもっと出すべき　3　
ブロック別の研修開催を  3

総　　括
　全体として厳しい意見も多かったが、会員
個々の目線はセラピストとしてのスキルアッ
プ、PT としてのプライドの維持、コストダウ
ン意識、そして協会や士会への期待が根底にあ
る結果となった。掲載スペースの問題で、多数
意見を抜粋掲載したが、少数意見の中にも「な
るほど」と思わせる意見は少なくなかった。こ
れらの結果を今後の職能部の事業立案時に活か
すと共に、理事会への報告、執行部での共有を
行い、各部事業の参考にしていただくよう要望
する。
　文末にあたり、アンケートへご協力頂いた
方々に感謝を申し上げます。

滋賀県理学療法士会職能部　アンケート集計結果　報告
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（公社）滋賀県理学療法士会　学術誌　【湖都】
第 34号原稿募集のお知らせ

　学術誌　【湖都】　第 34 号に掲載する原稿を募集します。当誌はＩＳＳＮに登録さ
れており、生涯学習プログラムの単位認定が可能です。是非，ご投稿ください。
　学術誌「湖都」では、研究と報告・文献抄録への投稿に対し、研究の公正を保つた
めに査読を実施しています。査読は、研究のデザインやデータの統計学的な検討が妥
当かどうかなど、研究がより良いものになるようにベテランの士会員からアドバイス
を頂けるよう判定基準を設定させていただいております（詳細はホームページを参照
下さい）。
　日頃、皆さんが取り組んでおられる研究や活動を発表していただき，研鑚の場に出
来るようご協力をお願いします。

＜投稿規定＞
１．募集内容および執筆枚数
　　（１）研究と報告　実験的研究、調査、症例報告などが対象です。文献、図表を含
　　　　　　　　　　  めて刷り上がり4～6頁(400字詰め原稿用紙17～25枚程度)
　　　　　　　　　　  として下さい。
　　（２）印象記　　　学会、講習会などに参加しての印象についてまとめてください。
　　　　　　　　　　 研修旅行についてなど含みます。刷り上がり 2 頁（400 字詰原
　　　　　　　　　　  稿用紙 8 枚程度）として下さい。
　　（３） 文献抄録　　英文等に限ります。刷り上がり2頁（400字詰原稿用紙8枚程度）
　　　　　　　　　　 として下さい。
　　（４）短　　報　　各部の活動紹介や成果のまとめ。刷り上がり 2 頁（400 字詰
　　　　　　　　　　  原稿用紙 8 枚程度）として下さい。
　　（５）ＰＴ苦楽部　日頃、ＰＴとして感じていること（苦しいこと，楽しいこと）
　　　　　　　　　　 など自由な意見を随筆風にまとめてください。刷り上がり 1 頁
　　　　　　　　　　  （400 字詰原稿用紙 4 枚まで）として下さい。
　　（６）書　　評　　現在使用中の書籍で、臨床に役立ち、分かりやすい本をご紹介
　　　　　　　　　　 ください。書名、著者名、出版社、定価等を明記し、刷り上が
　　　　　　　　　　 り 1 頁（400 字詰原稿用紙 4 枚程度）として下さい。
　　※詳しくは、（公社）滋賀県理学療法士会ホームページ「原稿記入書き方 2014」
　　　を参照して下さい。

２．執筆規則
　（１）Word を原則とします。（その他はお問い合わせ下さい）
　　「原稿記入書き方 2014」別掲に則り、横書き、口語体、数字は算用数字、数量は
　　 ＳＩ単位とします。
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　　（２）外国の人名には原語を用い、タイプまたは活字体で明瞭に書くこと、外国の
　　　　地名はカタカナ書きとしてください。術語はできる限り訳語を用い，必要に
　　　　応じて（　）の中に原語を入れて下さい。
　　　（例）理学療法（physical therapy）
　　（３）参考文献・引用文献は引用順に，参考文献はアルファベット順に配列し、文
　　　　末に掲げて下さい。
　　　Ａ．雑誌の場合（例）
　　　　１） 今井至：足趾変形矯正装具；エルコトン，ベルコプラストの活用，ＰＴ
                  ジャーナル 26：188-190，1992
 　２）Greer M.etal:Physiological responses to low-intensity cardiac   
　　　　　　rehabilitation exercises，Phys Ther 60:1146-1151，1980.  
　　　Ｂ．単行本の場合（例）
　　　　１）千野直一：臨床筋電図・電気診断学入門，第２版，1981
　　　　２）Basmajian JV : Muscles Alive.
　　　　　　Their Functions Revealed by Electronomyography， 4thed Williams
　　　　　　＆ Wilkins， Baltimore， 1979.

　　（４）別紙　「湖都・投稿承諾書」・「投稿論文チェック表」に必要事項をご記入い
　　　　ただき、投稿時に添付してください。（原稿を御寄稿いただける先生には学術
　　　　誌部より「投稿承諾書」・「投稿論文チェック表」を送付させていただきます
　　　　ので下記アドレスまで御連絡下さい。

　　（５）e-mailで投稿を優先してお願いします。図表等のデータ量が大きい場合はメー
　　　　ルでは送れない事があります。その時は、CD-R もしくはフラッシュメモリ
　　　　等記録媒体での送付をお願いします。データ送付時に必ずウィルス対策ソフ
　　　　トでのチェックをお願いします。記録媒体の返却をご希望なさる方は必ず明
　　　　記下さい。

　　（６）著作権は（公社）滋賀県理学療法士会へ帰属することをご了承願います。

３．校正
　　著者校正は行いません。

４．締切日　　平成 26 年 10 月末日

５．本誌への投稿，問い合わせ先（ホームページにも掲載中）
　　　〒520－2313　滋賀県野洲市大篠原 951 番地
　　　　　　野洲病院　デイサービスしのはら　西田　政雄
　　　　　　e-mail：gakujyutushi@yahoo.co.jp （件名に必ず学術誌湖都と入れてください）

　　　　　　原則メールでのみ対応させて頂きます。
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第４回　写真コンテスト　作品募集

　現在、県内の様々な場所で多くの理学療法士が活躍しています。理学療法士の知名
度も徐々に上がってはいますが、まだ一般にはどんな仕事をしているのか十分に認知
されている状況にはありません。
　そこで今回は、我々の職業を広く知っていただくために理学療法士の働く姿をピッ
クアップした写真コンテストを開催します。

　◆応募期間
　　平成 26 年４月 14 日（月）～平成 26 年６月 27 日（金）

　◆テーマ
　　【働く理学療法士】

　　　若い理学療法士やベテラン理学療法士が病院や地域でいきいきと働く場面を
　　　写真に撮ってご応募ください。
　◆各　賞

　　グランプリ ( １名 )　　準グランプリ ( １名 )　　優秀賞 ( ５名 )
　　士会長賞（１名）　　厚生部長賞（１名）　 参加賞（入賞者以外）
　　【各賞ごとに副賞を用意しております。】

　◆審査方法・審査発表
　　滋賀学会 ( ７月 13 日 ) の会場にて会員による投票で決定します。
　　審査結果は本人連絡および士会ニュースで発表します。

　◆応募方法
　　デジカメ・スマートフォンなどで撮影したものを下記までお送りください。件

　　　名を“写真コンテスト”とし、①写真題名、②氏名、③所属、④連絡先を記入
　　　してください。

　　※ファイルサイズが極端に大きい場合は、必ず圧縮してからお送りください。
　　応募先：ptshiga_kouseibu@yahoo.co.jp（ptshiga の後はアンダーバー）

　◆注意事項
　　・応募は１人につき２点までとします。
　　・被写体の肖像権侵害等の責任は負いかねます。
　　・応募者本人が撮影し、すべての著作権を有しているものに限ります。
　　 ・ 全応募作品の使用権は滋賀県理学療法士会に帰属し、広報活動を含めたポス
　　　ター展示・出版物等へ無償で使用させていただきます。
　　・テーマにそぐわないもの・不鮮明なもの等は、応募されても無効とします。

　　お問い合わせ先：東近江市蒲生医療センター リハビリテーション科　奥田
　　　　　　　TEL：0748-55-1175（代表）
　　　　　　　　　　滋賀県理学療法士会　厚生部
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68読みました！本
　私は日々悩み不安に思うことがある。それは、相手に自分の考えが伝わり、納得
していただけているかである。そんな不安に悩まされた時、この本を読んだ。この
本によると癖が原因ではないかと書いてあった。例えば皆さんの周りにもいないだ
ろうか、会話中や発表中に「え～」という言葉を使う人は、まさにそれは一種の癖で
ある。会話中にその言葉を使うだけで相手からの信頼感が下がってしまうそうで
ある。この本を読んだとき自分に当てはまりすぎてゾッとしてしまった。本を読み終
え改善を試みたがなかなか難しく、実際相手に信頼を持ってもらうことができてい
るとは感じられていない。この本にはまだまだいろんな癖が書いてあり改善策も書
いている。その癖が良い癖なのか悪い癖なのか、自分が知らないうちにやってい
る事が人生にどのような影響を与え人生を豊かにするか一度参考程度に読んでみ
てはいかがでしょうか。

【著者名】
著者：伊東　明
【出版社名】

出版社名：マガジンハウス

改癖術

甲西リハビリ病院
　山元　之大

 “ボノボ”ってなに、と思われたのではないでしょうか。ヒトに一番近い類人猿が
ボノボとチンパンジーなのです。ヒト科の系統を見ると、2000万年以上昔にテナガ
ザルとオラウータンが分かれ、次にゴリラが分かれ、そのあと700万年前にヒトが
分かれ、100万年前にボノボとチンパンジーが分かれた。私の記憶では、ヒトと類
人猿は違うものと言われていたが、現代では類人猿から分かれていったというの
が正しいようである。ヒトにもっとも近いのがチンパンジーとボノボと言える。ボノ
ボは、チンパンジー同様にコンゴ盆地に生息しているが、川を境に分かれていて、
正式に発見されたのはわずか80年前ほどである。アフリカの中央部で近寄りがた
い所であったのとチンパンジーに良く似ていたことで発見が遅れたようである。ボ
ノボとチンパンジーは大きく違っている面がある。子どもの時の形態的特徴がある
が、それ以外にチンパンジーはオスが主導し、オス間の順位争いが熾烈を極める攻
撃性の高い社会をつくるに対し、ボノボのオスは順位を気にしなく、メス主導の平
和的な社会をつくる特徴がある。我 ヒ々トは平和を求めるが、攻撃的な面を持って

いる。この2面性のバランスを取りながら生きる我々はどちらに進んでいくのだろうと疑問を投げかけている。それが本
の題名であり、類人猿から学ぶことでヒントが隠されているのではないか。興味を持たれた方は是非ご一読願いたい。

【著者名】
著者：古市　剛史
【出版社名】
朝日新聞出版

『あなたはボノボ、
それともチンパンジー？』

大津市民病院
　並河　孝
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新入会員歓迎会のご案内

　今年も恒例の新人歓迎会を開催致します。この春、滋賀県理学療法士会へ入会されました
新人理学療法士の皆様方ならびに既存会員の皆様方、是非お誘い合わせの上ご参加の程よろ
しくお願い致します。

日　　時：平成 26 年６月 29 日（日）　17：30 ～ 19：30
　　　　　※新人研修会終了後に開催します。終了時刻により歓迎会開始時刻が変わる可能
　　　　　　性があります。
会　　場：あたか飯店　大津店
会　　費：新入会員　無料
　　　　　既存会員　３０００円
交通手段：研修会会場から送迎バスを出す予定。

【各施設の代表者様へのお願い】
　平素より士会活動にご尽力いただきありがとうございます。この春より新人理学療法士が
入職されました施設におきましては、新人の先生方へ歓迎会参加申し込みのご案内をよろし
くお願い致します。

申し込み方法：新人研修会の申し込みと合わせて生涯学習部宛にお申し込みいただくか、厚
　　　　　　　生部宛に E-mail か FAX にてお申し込みください。どちらか一方でかまいま
　　　　　　　せん。
申し込み先：E-mail  taka-much@nagahama-hp.jp（生涯学習部・研修会申し込みと合わせて）
　　　　　　　　　 ptshiga_kouseibu@yahoo.co.jp（厚生部受付）
　　　　　　※件名・氏名・所属・送迎バス利用の有無を必ず明記してください。件名は、
　　　　　　　生涯学習部宛の場合は“１年次新人研修会・新人歓迎会申込み”、厚生部宛
　　　　　　　の場合は“新人歓迎会申込み”としてください。

　※飲酒の席ですので公共交通機関、送迎バスの利用をお願い致します。また会場の駐車ス
　　ペースが限られており駐車できない場合があります。可能な限り送迎バスの利用をお願
　　い致します。
　　前日・当日キャンセルについてはキャンセル料を徴収させていただきますのでご注意く
　　ださい。
お問い合わせ先：東近江市蒲生医療センター リハビリテーション科 奥田 
　　　　　　　　TEL：０７４８－５５－１１７５（代表）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生部

交流会も兼
ねています

ので、

既存会員の
方も是非参

加して

ください！
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平成 26 年度滋賀県理学療法士協会介護保険部研修会

第 4 回介護保険従事者意見交換会
～横のつながり広げませんか？～

　　　　日  時：平成 26 年 6 月 22 日（日）
　　　　　　　  10：00 ～ 12：00　（受付 9：30 ～）
            場  所：G-NET しが滋賀県立男女共同参画センター　研修室 B
　　　　　　　　（〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町 80-4　TEL0748-37-3751）
　　　　内  容：テーマ『地域包括ケアについて』
　4 回目となる今年は、県内各地域の行政関係で働いておられるＰＴの方
をアドバイザーとしてお呼びしています。
　地域リハビリテーションにかかせない地域包括ケアについて、気軽に話
し合い・質問できる場です。
　介護保険分野でお勤めされているみなさんはもちろん、それ以外の方の
参加もお待ちしています！！
　　　　参加費：100 円（お茶・お菓子代）
　　　　申込方法：下記メールアドレスまで E-mail にて、事前にお申込み
　　　　ください。件名に「意見交換会申込」と入れ、氏名・所属を明記
　　　　してください。
　　　　メールアドレス：shigaptkaigo@gmail.com
　　　　平成 26 年 6 月 13 日〆切

平成 26年度（公社）滋賀県理学療法士会　研修会案内
第２回研修会

日　時：  2014 年 6 月 8 日（日）　10 時～ 15 時（9 時 30 分より受付）
会　場：  滋賀医療技術専門学校
テーマ：　『胸郭運動システムの再建法』
講　師：  柿崎藤泰先生（文京学院大学　教授）
申　込：　終了しております。

第３回研修会
日　時：  2014 年 9 月 7 日（日）　13 時 30 分～ 16 時 30 分（13 時より受付）
会　場：  G-NET しが　大ホール
テーマ：　『スポーツ損傷の治療と予防』
講　師：  小柳磨毅先生（大阪電気通信大学　教授）
申　込：　2014 年 7 月 20 日（日）～ 8 月 17 日（日）必着

第４回研修会
日　時：  2014 年 11 月 23 日（日）　10 時～ 15 時（9 時 30 分より受付）
会　場：  ピアザ淡海　大会議室
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新人教育プログラム必須研修のお知らせ

　　　　　日　時：平成 26 年 6 月 29 日（日）　　　
　　　　　会　場：ピアザ淡海会議室　305 会議室
　　　　　申込み：下記アドレスまで E-mail にて、事前にお申込みください。件名には、必ず
　　　　　　　　　「１年次新人研修会・新人歓迎会申込み」と入れ、氏名・所属を明記して、
　　　　　　　　　　新人研修会と新人歓迎会の出欠を一緒にお知らせください。送迎バスが
　　　　　　　　　　出ますので、使用の有無についてもご記載ください。
　　　　　　　　　　所属施設ごとの一括申し込みにご協力申込みにご協力をお願いします。
　　　　　申し込みアドレス：市立長浜病院　町本宛
　　　　　　　　　　　　　　E-mail:taka-much@nagahama-hp.jp
　　　　　締め切り：平成 26 年 6 月 20 日（金）　　　　　
　　　　　定　員：70 名
　　　　　　　　　＊参加者には締め切り後、折返し連絡いたします
　　　　　　　　　　なお、研修会の資料を配布いたしませんので、各自マイページからダウ
　　　　　　　　　　ンロードしご持参いただきますよう、よろしくお願いいたします。

研修内容：
時　　間 内　　容

　９：４０～１０：４０ A-1 理学療法と倫理

１０：５０～１１：５０ A-2 協会組織と生涯学習システム

１３：００～１４：００ A-3 リスクマネージメント（安全管理と感染予防を含む）

１４：１０～１５：１０ A-4 人間関係と接遇（労働衛生含む）

１５：２０～１６；２０ A-5 理学療法における関連法規（労働法含む）

テーマ：　『心疾患の理学療法』
講　師：  熊丸めぐみ先生（群馬県立小児医療センター）
申　込：　2014 年 10 月 5 日（日）～ 11 月 2 日（日）必着

各研修会費
県士会員・学生：無料　　他士会・他職種：1,000 円

研修会申し込み方法
　研修会の申し込み期間内に下記のアドレスまでメールにてお申し込み下さい。当士会員の
方は、氏名・所属・TEL を必ずご明記の上お申し込み下さい。他士会員・他職種・学生の方は、
氏名・職種・所属・TEL を必ずご明記の上お申し込み下さい。
　なお、件名には必ず「第○回研修会申し込み」とご明記下さい。件名に入力が無い場合に
は迷惑メールと判断がしにくくなり、申し込みを見落とす可能性がありますのでご協力下さ
い。

アドレス：ptshigakennsyuukai@yahoo.co.jp
　　　　　（公社）滋賀県理学療法士会　研修部　清岡哲也　宛
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保健福祉部勉強会のご案内

テーマ：障害児、者のための運動機能アプローチ
内　容：ピラティスコンセプトを用いて、障害のレベルに合わせ柔軟性の向上とインナーマッス
　　　　ルの筋力強化を目指します。作業所利用者の運動能力と姿勢改善を目的に、指導が行え
　　　　るように講義および実技を行います。
日　時：平成 26 年 6 月 14 日　土曜日　午後 13 時 30 分から 17 時
会　場：滋賀県立小児保健医療センター　リハビリテーション室
講　師：大原　ともみ
　　　　大津市民病院　理学療法士・PHI ピラティスマスタートレナー
対象者：滋賀県理学療法士　
　　　　保健福祉部部員の勉強会ですが、興味のある方は参加可能です。
　　　　年 3 回行います。指導力向上のため、なるべく全て参加をお願いいたします。
参加費：無料
申し込み：6 月 6 日までにメールにて申し込みお願いします。
　　　　　m_oone@biwakogakuen.or.jp

新卒者の入会について

　会員在勤の施設、あるいは近隣の施設に新卒者がおられましたら、日本理学療法士協会への入会を
ぜひおすすめください。近年は養成校にて協会への入会について案内していただけないケースも増え
ている様子です。日本理学療法士協会および各県士会は理学療法士の質の担保、市民への質の高い医
療を提供するために教育活動を行っております。理学療法士として一人前になるためには理学療法士
協会へ登録することが各免許保持者にとって最低限の努力であると考えております。どうぞこの趣旨
をご理解いただき、積極的に新卒者の勧誘を行っていただきたく存じます。

記
入会方法について
　免許番号取得後、協会ホームページ URL　http://www.japanpt.or.jp/　より入会登録を行っても
らってください。
　初年度のみ、協会より会費の請求書が入会登録者に送付されます。会費、入会金納金後、会員証等
が送付されます。
入会金、会費について
　新卒者の入会　　　入会金　5,000 円　協会費　  5,000 円　士会費　9,000 円　合計 19,000 円
　2 年目以降の入会　入会金　5,000 円　協会費　11,000 円　士会費　9,000 円　合計 25,000 円
以上
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滋賀県理学療法士会問い合わせ先一覧
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○会員数 741 名　平成 26 年４月 25 日（現在）
○賛助会員    6 社

　所属施設の変更、県内外への異動、姓の変更、自
宅住所の変更などがありましたら必ず、PT協会の
ホームページ（マイページ）にてお手続きください。
紙申請は平成25年12月で廃止されました。
　ユーザー名やパスワードをお忘れの場合は「ＩＤ・
パスワード」再発行申請書を協会に送付して再発行
していただく必要がありますのでご注意ください。
申請書は協会ホームページの異動・休会・復会等の
手続きのページからダウンロードできます。
　異動手続きを怠りますと協会や士会からの発送物
がお届けできないばかりか、転居後新しい住民の方
にご迷惑をおかけしますのでご協力お願いいたしま
す。
日本理学療法士協会ホームページ
http://www.japanpt.or.jp/

　発送物は昨年度から会員区分が施設の方は所属施
設の方へ発送することになりました（PT協会からの
発送物を除く）。
県内の病院、施設等にお勤めの方は、必ず所属施設
をマイページで登録しておいてください。

会費未納の方へ
　PT協会主催の研修会、学会等が会費未納である
と受けられないことがありますのでご了承ください。
協会から督促が来た場合には速やかにお支払いくだ
さい。尚、行き違いがある場合は下記問い合わせ先
にお知らせください。

会員異動、会費関係問い合わせ先
〒５２０- ２１９２　
大津市瀬田月輪町　滋賀医科大学医学部附属病院
リハビテーション部　平岩康之　宛
問い合わせ　info@shiga-pt.or.jp

6月分
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広報部メールアドレス
shigaptnews@infoseek.jp

編集後記編集後記
　今年入職された方々は、職場に馴染めましたでしょうか？
ゴールデンウィーク後、気分が沈んでいませんか？
　体調が悪ければ休み、ストレスが溜まったら発散するという
手段をしっかりと取るようにしましょう。
この休憩を取ることがさらに自分を頑張らせてくれることなの
かもしれません。
　何事も前向きに考えることで、やる気も湧いてくるものです。


