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－１－ 

　会員の皆様にはおかれましては、輝かしい新年を健

やかにお迎えになられたことに謹んでお慶び申し上げ

ます。

　国の来年度の一般会計当初予算が97兆4500億円に

達し、5年連続で過去最大を更新し、1千兆円という

国の借金があるにもかかわらず予算の1/3以上が国債

で賄われています。歳出の削減、増税、景気の回復に

よる増収の三つをバランスよく取り組むことが必要で

すが、それができていないように思います。これから

の人口減少と超高齢化社会に備えるための国民負担

増に対して政治家が目をつぶり、20年先や30年先に

対する責任を放棄し問題を常に先送りにしているよう

です。今後、後期高齢者が増加する中、年間医療費に

おいては、45~64歳の28万円に対し、65歳以上は72

万円、75歳以上では91万円となり、介護においても

85歳以上では約半数が介護給付を受けることになり

ます。年金においては少子化が進み勤労世帯が減少

すれば財源が枯渇することは目に見えています。何を

言いたいかと言えば、財源がなければいくら正しいこ

とや国民に必要なことすらも実現することができなく

なるのです。北海道の夕張市のように必要な行政サー

ビスさえできない状態になることもあり、理学療法士

で置き換えれば、財源不足により必要な理学療法サ

ービスが国民に広く行き渡らなくなることになります。

要するにない袖は振れないのです。医療保険や介護

保険に依存している理学療法士にとって今後は財源

だけをとっても厳しい戦いが待っているものと覚悟が

必要となり、限られた予算の「分捕り合戦」が始まる

ものと予測されます。

　理学療法士の業務は診療の補助としての医療行為

であり、医師の指示を受けて医療機関という狭い範囲

での理学療法業務に携わってきました。士会活動の中

心も医学的知識や臨床能力向上のために多くの研修会

を実施してまいりました。これから国の財源不足に対

応するためには、臨床能力や専門性以外にも、社会力

や経営力、人間力、政治力を備えた理学療法士の教育

が必要ではないかと考えています。医療というフィー

ルドだけでなく幅広い視野を持ち、問題に立ち向かう

ための人間力、社会力の育成が急務となっています。

その一環として本年度より管理者教育を実施し、

PDCA サイクルを手段に用い理学療法の品質管理を

高めることを主眼に置いた取り組みをする予定です。

すなわち「現状把握」「原因究明」「対策」「標準化・定着」

といった具体的な手順でエビデンスのある理学療法を

追及しようとするものです。我々理学療法士はプラン

（P）や実行（D）については積極的に進めますが、結

果を分析して改善策を図るための検証（C）や改善

（A）が弱いように思われます。専門性という名のもと

に、マンネリ化やワンパターンに陥っていないか再度

振り返ることも必要でしょう。少しずつ改善策の積み

重ねを地道に行う事が重要であり、マリナーズのイチ

ロー選手は日本の少年野球チームに向けて「普段の努

力にもう少し努力をして、その積み重ねが大切である」

と述べています。

　本会も医療以外のフィールドにおいても対応できる

組織となるよう努力いたしますのでご協力をお願い申

し上げます。

平成29年1月吉日

　(公社)滋賀県理学療法士会ニュース　№191（2015-4） 

 

新年明けましておめでとうございます 

新春によせて 

会　長　本白水  　博 



○報告事項
各部・各委員会報告

診療報酬部（柴田理事）

(1)　11 月 3日　第 2回診療報酬部情報交換会

野洲病院にて開催。参加者 15 名。「目標設定

等支援・管理料」等について活発な意見交換が行

われた。

各会議報告・その他

（1）第 47回滋賀県公衆衛生学会

　日程：平成 29年 2月 12日（日）

　場所：ピアザ淡海

　当士会から運営スタッフ 1名派遣　柴田理事

（2）士会組織機能強化委員会

モデル士会（士会強化事業の支援金補助）の選

定結果について

日理協から、滋賀県士会の「事務局強化事業」

はモデル事業として採択はされなかったが、29

年度実施「士会機能を強化する補助金」の活用は

承認される通知があった。

（3）分科学会運営幹事選挙実施のHP掲載について

　～士会選挙管理委員会より報告～
日理協HPにも標記件が掲載されているが、各

士会のHPでも周知するように依頼があった。

○審議事項
第 1号議案　提出：平岩事務局長

議案内容：士会組織（組織図）の見直しについて

審議内容・結果：健康推進部役割・機能、研修部と

各研究会との関係や担当理事の役割、各研究会の

機能、スポーツ支援部のアスリート支援担当と障

害者スポーツ支援担当の位置付け等、検討点とし

て議論された。今後も執行理事会、次回理事会で

審議継続して行くことが承認された。

第 2号議案　提出：平岩事務局長

議案内容：講演報酬等に関する規程の改訂

審議内容・結果：主な変更点

源泉徴収される 30 分～ 60 分講演の士会員は

3000 円→ 3500 円、管理者や専門・認定理学療

法士は 10,000 円を限度とする。管理者は原則、

協会指定管理者初級受講済みの者。医師、教授ク

ラスに准教授、管理者、専門・認定理学療法士を

加える。会員以外の士会ニュース原稿依頼者は

4,000 円を限度として原稿料を払うことができ

る。次回理事会まで理事の意見をいただき修正を

加えた上で次回の理事会での審議となった。

第 3号議案　提出：平岩事務局長

議案内容：50周年積み立て規程について

審議内容・結果：事業監査にて指摘があり、規程の

明文化が必要である。規程案が説明され、原案ど

おり承認された。

平成28年度公益社団法人滋賀県理学療法士会拡大理事会（2016年12月8日）

平成 28 年度第 5 回公益社団法人滋賀県理学療法士会理事会議事録（要約）
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第一部　部長会（18：00～20：30）
　○報告事項（部長・委員長・ブロックリーダー・研究会代表・理事・幹事）

　	 １，事務連絡（事務局長）　

	 ２，各部・各委員会活動報告（部長報告）

	 ３，各部、各委員会の事業計画・予算ヒアリング

第二部　
　　・開催日時：平成28年12月8日(木)　20時30分～21時20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科控室

　　・出席理事：本白水博、平岩康之、弘部重信、松岡昌己、柴田健治、宇於崎孝、

　　　　　　	 　堀口幸二、酒井英志、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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［1］今大会の演題発表概要

口述発表形式で行います。

［2］発表時間

口述発表：1演題につき 10分

　（発表時間 7分、質疑時間 3分）

［3］応募資格

筆頭演者は、公益社団法人　滋賀県理学療法士

会会員に限ります。

［4］応募方法

抄録の投稿をもって受付と致します。

応募先E-mail アドレス

	 　HYPERLINK	"mailto:rehabili@yasu-hp.jp@

　nospam"rehabili@yasu-hp.jp@nospam

※お手数ですが@nospamを削除の上、送信く

ださい。

［5］応募期限

	 平成 29 年 3月 17日（金）17時

［6］応募上の注意

	 演題は、未発表の物に限ります。応募された演

題（抄録）と当日の発表内容が大幅に変わるこ

との無いよう、お願い致します。ヘルシンキ宣

言に沿った研究であることをご確認ください。

［7］演題審査及び決定通知

	 演題の採択は、本学術大会準備委員が定めた演

題審査員（査読者）による審査結果を参考に大

会長が決定致します。平成 29 年 4 月末日まで

に応募者のメールアドレス宛に通知致します。

［8］口述発表用スライドについて

	 採択結果決定後、平成 29 年 6 月 2 日（金）17

時までにファイル保存し、CD-R にて下記住所

宛に郵送してください。スライドデータ作成は

Windows　Power　Point　2010 にて動作で

きるファイル形式で保存をお願い致します。

［9］抄録の作成

	 抄録集の事前配布を予定しています。『演者名』

『所属』、『キーワード（３つ）』、『本文』の順で

Windows 版 Microsoft　Word にて作成し、電

子メールに添付してください。

	 様式は縦A4用紙に横書きにて、一行の文字数

は 26文字以内、行数は 50行以下とし、印字範

囲が横 8.5cm、縦 25.0cm の長方形におさまる

ようにしてください。

	 文字の大きさ等については、演題名はMSゴシ

ック体 12ポイント、その他の文字はMS明朝体

10.5 ポイントに設定してください。

	 本文には【目的】、【方法】、【説明と同意】、【結果】、

【考察】、【まとめ】、などの小見出しを付け文字

数は全角換算で 1,000 文字以内としてください。

	 機種依存文字、外字は使用しないでください。

図表は抄録に含めないでください。

	 抄録中に倫理規定に関する記述がない場合には

登録できませんので、注意してください。

［10］公益社団法人　滋賀県理学療法士会誌への掲

載　

	 公益社団法人　滋賀県理学療法士会誌への掲載・

投稿を推薦する場合があります。

［11］発表演題申し込みに関する問い合わせ、およ

び抄録の問い合わせ先

	 	 特定医療法人社団御上会　野洲病院

	 	 リハビリテーション課　神田　良平

	 	 Tel　077-587-1332　

	 	 Fax　077-587-5004

演題募集要項
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	【派遣調整事業に伴うシステム作り】

　市町事業に対して専門職の派遣調整事業が円滑に

行われる事を目的にセラピストの協力体制の整備、

市町への情報発信、行政への協力要請等を行ってい

ます。

派遣調整事業の中間実績

個別ケア会議　10回（PT・OT）

圏域ケア会議　		4 回（OT)

訪問型予防事業　5症例各 3日間（PT）

●湖南ブロック活動紹介

【概要】

　湖南ブロックは初期メンバー	6 名より活動を開始しました。活動範囲が拡大し

てきたこと、28年度からは 3士会合同での活動となったことで、現在は PT	9 名、

OT	2 名、ST	2 名の 13名となりました。概ね月に 1回の 3職種連携会議を開催し

人材育成、派遣調整事業の体制作りについての話し合いを行っています。	

【ブロック委員メンバー】

●理学療法士

野洲病院：森　智子（ブロックリーダー）・中西　真弥・中井　洋介

南草津野村整形外科：奥長　陽介　　大宝リハビリセンター：大橋　純子

草津ケアセンター：濱田　康夫　　ケアタウン南草津：小林　桜

済生会訪問看護ステーション：平田　政子　　淡海荘：新水　治潔

●作業療法士

　リハステーション守山：廣田　岳尚　　リハステーション草津：岡本　理宏

●言語聴覚士

　草津総合病院：小林　聡　　よつば訪問看護ステーション：西側　佳奈

日　時：平成 29年 2月 5日（日）　10：00〜 12：30（受付 9：30）

会　場：ウィングプラザ栗東 4階　コミュニティースペース（研修室）D

参加費：無料　　申し込み締め切り：H29年 1月末日

以下のメールアドレスに件名「POS湖南ブロック研修会」と入れ、氏名・所属・職種を

明記のうえお申し込みください。

Konan_kensyu@yahoo.co.jp

既に県内で介護予防を実践されているセラピストをお招きしての研修会です。実践

に基づく内容となっております。

詳細は滋賀県理学療法士会 HP をご参照下さい。

介護給付適正事業等　30回（OT）

認知症集中支援事業　		4 回（OT）

【人材育成事業】

・市町事業を効果的に支援できる専門職の人材育成

を目的として研修会の企画・運営を行っています。

・滋賀県南部介護サービス事業者協議会　プロジェ

クト部リハコンとの共催による多職種連携研修会

を開催します。

地域包括ケア推進委員会　湖南ブロック　活動紹介

3士会合同研修会開催のお知らせ
【研修会名】介護予防に役立つ POS職種の実践
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　７年目を迎えた『第７回施設対抗フットサル大

会』が2016年11月13日（日）に開催されました！

会場は前回と同じ「ＦＵＴＳＡＬ	ＰＯＩＮＴ	守

山」でした。当日は好天に恵まれ、心地良い秋空の

下で楽しむことができました。ご参加下さった皆

様、本当にお疲れ様でした！

　大会は１５チームを３つのリーグに分け、まずは

総当たり戦です。男性から女性へのボディコンタク

ト禁止、ロングシュート禁止など、今回から大会特

別ルールを追加しました。さらに審判を３名雇い、

皆様には厳しく適切なジャッジ下で試合に取り組ん

で頂きました。おかげで毎年白熱するような場面で

も、今年はより安全に競技して頂けていたと感じて

おります。予選リーグの結果から上位・下位各トー

ナメントへ進みますが、今回はトーナメント前に交

流イベントを行いました。男性、女性、子供と計５

名がボールリレーし、タイムを競うイベントです。

子供の走る姿が可愛く、皆が一生懸命に応援して非

常に盛り上がりました。交流イベントは甲西リハビ

リ病院が頭一つ出るタイムで優勝しました。

　本戦の上位トーナメントは、済生会滋賀県病院が

２連覇するという結果でした！チームにサッカー経

験者が多いのもありますが、決勝では加藤さん（女

性）がハットトリックの大活躍をされ、得点王に輝

きました。おめでとうございます！男性は、おした

整形外科医院の西野さんが６ゴールで得点王でし

た。素晴らしい！惜しくも準優勝の彦根市立病院に

は今回からの特賞であるグッドチーム賞が授与され

ました。成績と優れた応援が受賞理由です！昨年は

下位準優勝でしたが今年は大躍進ですね。下位トー

ナメント優勝は金沢整形外科クリニックでした。

　今回は、これまで以上に和やかな雰囲気になった

大会だと思います。ロングシュートに怯えることな

く初心者でも楽しめた、交流イベントも面白かった

と、ご好評を頂き運営スタッフも喜んでおります。

今回の経験を活かしてルールをより良く改正し、交

流イベントも継続して、これからも楽しく安全な大

会運営に努めてまいります。今回も無事終えること

ができたのは、ひとえに参加者の皆様のご協力によ

るものであり、この場を借りて心より感謝申し上げ

ます。

　フットサルに興味のある方々や施設は、次回是非

ご参加下さい！

（個人的に参加したい方は厚生部まで是非ご連絡く

ださい。運営委員会への加入も随時募集していま

す。）

　　　　厚生部　滋賀医科大学医学部附属病院

　　　　　　　　　　　　　　　　澁		川　武		志

第７回 施設対抗フットサル大会開催！
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集合写真

試合風景

優勝は済生会、２連覇本部テント

交流イベント（ドリブルリレー）男性は股にボールを挟んで、
女性はドリブル、子供はボールを持って駆けっこ
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　前回の比良山ハイキングはハードであったとのご意見が多く、今回は物足りないかもしれませんが、花見
気分で京都大文字山に登り、琵琶湖疏水、小関越えのゴールデンコースです。山科からは一杯気分でも歩け
ます。運動靴で十分楽しめます。今回は士会事業が重なりあう時期を避け、4月桜の季節にしました。（標高
差約400m程度）。約6時間の行程でゆっくり歩きます。幼児でも歩くコースです。京都は春の行楽シーズン
で混み合いますので早い集合となります。

＜対　　  　象＞：	 新人さん大いに歓迎。是非お誘い下さい。
	 	 	 桜の下でお弁当と○○○を軽く楽しみたい方。
	 	 	 同僚、友人、家族同伴大歓迎。
	 	 	 とりあえず、歩きたい士会員誰でもOKです。
　　		 	 行程に余裕があれば、昼は山科疏水でのど麗し程度の一杯どうですか？
＜日　　  　時＞：　2017年4月9日（日）　集合時間8：00　雨天中止（小雨中止）
＜集合場所(案)＞：	 京都地下鉄東西線　蹴上駅まえ（申込者には詳細を追って連絡します）
＜行　　程(案)＞：　
	 8：00 蹴上駅集合　南禅寺　～　哲学の道　～　8：40 銀閣寺前　～　大文字火床　～
 10：00 大文字山　～　11：00 山科疏水　～　13：00 小関越え　～　14：00 長等びわこ疏水　解散 

 （最寄り駅は京阪石山坂本線「三井寺」）　
＜費　　  　用＞：	 無料
＜非常時共同装備＞：携帯電話、救急薬品、　（幹事準備）
＜参加者準備物＞：	運動シューズで可、雨カッパ（できれば上下セパレーツ）、笠、帽子、防寒具（上	

	 	 	 着、長袖）、必要ならばステッキ、弁当、飲料水、携帯電話、敷物等　　

幹　事：平岩　康之（滋賀医大附属病院）
	 （連絡先）石井　隆（済生会滋賀県病院　連絡先　077-552-1221）
	 　															E-mail	：donburi141＠gmail.com
＊申込み締切　　3月31日（金）　士会HPにも掲載します。　

　参加希望者はメールの件名に「滋賀県理学療法士会ハイキング2017」と明記のうえ、
　①名前　②連絡先　メールアドレスor携帯電話　③所属　④同伴者名は性別と年齢

以上明記し、上記アドレスまで送信してください。

滋賀県民なら一度は訪れたい桜の花道を巡る
ハイキングのお誘い

京都哲学の道～大文字山～琵琶湖疏水～小関越え～三井寺疏水

会員公募事業
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読みました！ 本 

　小川一水の傑作短編集。表題作『フリーランチの時代』の他に脳死と電脳化

を題材にした『Live me Me.』、宇宙時代の新しい引き篭もりの日常『Slowlife 

in Starship』、いつの間にか不老不死を手に入れてしまった人類の行く末を書

く『千歳の坂も』、筆者長編『時砂の王』のスピンオフ短編『アルワラの潮の音』

を合わせた全５編が収められている。どれも素晴らしい短編だが、今回は表題

の『フリーランチの時代』について書かせて頂く。遥か昔、火星は確かに異性

人がやって来ていた、が、それは人類が思い浮かべるような存在ではなく、シ

リコンで出来たナノサイズの微小無機生命体群であった。彼らは火星表面で瀕

死の重傷を負った宇宙飛行士・橿原三奈に同化すると、選択肢を突きつける「生

きる？　それとも死ぬ？」。同化した三奈から人類の思考を学習したエイリアン

は、彼女の体は細胞の一つに至るまでナノマシンとなり不老不死の存在へと変

わったと告げる。混乱する三奈を説得したエイリアンは、他の火星探査メンバ

ーを次々に「同化」していく。全く別次元の生命体へと変わってしまった隊員達は、

困惑しながらもこのあまりにあっけないファーストコンタクトを経て地球へ帰

還する。そして彼らの取った行動とは……？　此処から先は、実際に本書を手

にとって確かめてほしい。　　　　　　　　　　　

【著者名】

小川一水

【出版社名】

早川書房

フリーランチの時代

 

滋賀県理学療法士会問い合わせ先一覧 
 

事　務　局　 ptshiga@ares.eonet.ne.jp 　担当：大津市民病院　本白水 

 

入会　異動　財務関係　公文書発送 

　異動届は協会ホームページ（マイページ）上から行うことになりました。 

　http://www.japanpt.or.jp/ 

　　info@shiga-pt.or.jp 担当：滋賀医大　平岩　TEL/FAX　077-548-2670 

 

発送物関係　総務部 

reha@otsu.jrc.or.jp 　担当：大津赤十字病院　リハビリテーション科　奥田 

折込発送物等あれば、毎月 25 日までにお申し出ください 

折り込み発送物の発送先の発送範囲についてもお知らせください（会員のみ、関連団体込など）。

各部の事業の配布物に関しても発送に関しては総務部にご相談ください。 

 

ホームページ原稿受付　 

　担当：kojin@belle.shiga-med.ac.jp　担当：滋賀医大　岩井 

　ホームページ　http://www.shiga-pt.or.jp　　 

 

士会ニュース原稿受付 

　shigaptnews@yahoo.co.jp　担当：公立甲賀病院　龍本 

 

研修関係　研修部 

　ptshigakennsyuukai@yahoo.co.jp　担当：小児保健医療センター　清岡 

 

介護保険部 

　ptkaigohokennbu@yahoo.co.jp担当：公立甲賀病院訪問リハビリテーション事業所　深江　

　電話/FAXは0748-62-3081 

 

診療報酬部 

　rehabili@yasu-hp.jp　　　担当：野洲病院　辻村 

　TEL : 077-587-1332　FAX : 077-587-5004 

 

 

生涯学習関係　生涯学習管理部 

　m-ikeya@pt-si.aino.ac.jp　担当：滋賀医療技術専門学校　池谷 

　TEL 0749-46-2322 

 

厚生事業関係　厚生部 

　ptshiga_kouseibu@yahoo.co.jp  担当：東近江市蒲生医療センター　奥田 

 

　(公社)滋賀県理学療法士会ニュース　№200（2017－1） 　(公社)滋賀県理学療法士会ニュース　№200（2017－1）

琵琶湖中央病院　西野　大志

ひとこと：
　今年度より、さざなみ整形外科に入職しました甲斐
みづきと申します。入職し、自分の知識、技術不足を
日々実感し、知識経験豊富な先輩方に多くの事を教え
て頂いています。少しでも多くの患者様に生活の質を
高めて頂けるよう、日々邁進致します。

ひとこと：
　今年度より、ひかり病院にて勤務させていただいて
おります横山航太と申します。入職してはや半年が経
ち徐々に業務にも慣れてきましたが、患者様と接する
中で改めて自分の知識・技術不足を実感しています。
丁寧にご指導頂ける先輩方のもと、より一層努力し成
長していきたいと思います。今後ともよろしくお願い
致します。

ひとこと：
　今年度よりたに整形外科で勤務させていただいてお
ります。自身の未熟さを痛感する毎日ですが、充実し
た日々を過ごしています。患者様に信頼される理学療
法士になれるよう頑張りたいと思います。

氏　名：高山　純
病院名：たに整形外科

出　身：滋賀県　
趣　味：フットサル

氏　名：甲斐　みづき
病院名：さざなみ整形外科
出　身：滋賀県　
趣　味：ピラティス

氏　名：横山　航太
病院名：良善会 ひかり病院

出　身：滋賀県　
趣　味：スポーツ、音楽
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氏　名：清 水  省 吾
病院名：さざなみ整形外科
出身地：滋賀県
趣　味：スノーボード、
　　　　ロードバイク

氏　名：鈴 木  祐 樹
病院名：琵琶湖中央病院
出身地：滋賀県
趣　味：麻雀 ボーリング

氏　名：髙 木  顕
病院名：彦根市立病院
出身地：滋賀県
趣　味：散歩

ひとこと：
　入職して 8ヵ月が経ち仕事にも慣れてきまし
たが、まだまだです。
　私は地元のクリニックで働いているのですが、
一緒に入った新卒の同期はいません。なので、
経験豊富な先輩たちに囲まれて仕事させていた
だいています。先輩たちはそれぞれ良い特色を
持っていて自分はどんな PTになりたいか迷っ
ている真っ最中です。とにかく、今はいろいろ
な勉強会に参加したりして、多くの視点から知
識を得ていこうと考えていますので、皆様よろ
しくお願いします。

ひとこと：
　私は他の新人のかたより一ヶ月遅く 5月から
働き始め、ようやく半年が立とうとしています。
まだまだ、覚えることばかりで、先輩方にご迷
惑おおかけしながら、どのようにしていけば患
者様のためになるのか、日々悩みながら仕事し
ています。今後、皆様と関わる機会がございま
したら、よろしくお願い致します。

ひとこと：
　早くも理学療法士として半年が過ぎましたが、
まだまだ慣れないことばかりです。優しく頼り
になる先輩方のご指導の下、これからも日々精
進していきたいと思います。
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【題名】

老人に冷たい国・日本
【著者名】

河合克義（明治学院大学教授）
【出版社】
光文社新書

【題名】

ちっちゃいおっちゃん
【著者名】
尾 﨑  里 美
【出版社】
カナリア書房

　皆さんは自分の心の中にいるちっちゃいおっちゃんの存在をご存知でしょう
か？ちっちゃいおっちゃんとは一言でいうと潜在意識のことであり、インナー
チャイルド（内なる自分）とも呼びます。潜在意識を癒すことで自分のパター
ンが変わり、未来が変わる。人間の未知なる可能性を開くカギを握るのがちっ
ちゃいおっちゃんなのだそうです。
　著者は日本人で初めてイギリスの催眠思考協会のプロライセンスを取得さ
れ、2003 年には日本に催眠思考協会を設立。25 年間にも及ぶイメージトレー
ニングによりビジネスの成幸やマネーヒーリング、潜在能力開発、ストレスマ
ネージメントを伝えるスクールを開校され、学校では教えない心の授業やイ
メージトレーニングを伝えている。そのため本書は子供でもわかるような文章
で構成されており、「どうすればちっちゃいおっちゃんを癒し、望む未来を手
に入れることができるのか」、それを笑いを交えてわかりやすく伝えられてい
ます。
　過去の経験、思い込みや決めつけ、自分に対するイメージ、自分が信じたも
の全てが潜在意識に記録されています。成功者ではなく成幸者になるためのヒ
ントがこの本には書かれています。是非ご一読を！

　お年寄りはお金持ちだという風潮が一般に広がっている。それ打ち消すよう
な本を紹介致します。地域現場にいると痛切に感じるこの本の題名にまず共感
する。ひとり暮らしの高齢者の半数が貧困という衝撃的な報告がなされている。
今回の研究で貧困問題は、都市と農村に共通して存在することが分かった。生
活保護を受給しているか、受給基準以下の収入で生活されるひとり暮らし高齢
者は、東京都港区と山形県でともに 56％であった。
　これは地域的な問題ではなく政策が問題と強調している。高齢者世帯中で
ひとり暮らし高齢者の割合は、47 都道府県の中でちなみに滋賀県は 41 位で
17.8% であった。高齢者の孤立死や餓死が増えたのには多くの原因があるが、
その一つに介護保険制度があるという。措置から契約制度となり、利用者にとっ
て自らの意志でサービスの選択できる契約関係となったが、老人保健法の当時
に比べ地域に保健師等の行政職員が出向かないので、自分から声を上げられな
いとか、介護支援専門員を選べない高齢者にとっては、制度との距離が大きい
ものとなっている。
　今の介護保険制度では高齢者の安全は守れないという現実に警告を鳴らして
いる。最後に『政策がつくりだす貧困と孤立』ということで介護保険の欠陥を
あげ、福祉サービスの再構築ということで老人福祉法の理念で締めくくられて
いる。興味ある方はご一読下さい。

読みました！本

読みました！本

読みました！本

読みました！本

マキノ病院　理学療法士

　　　　桂 田  純 至

大津市社会福祉事業団

　　　　並 河  　 孝
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ひとこと：
　今年度より金沢整形外科クリニックで勤務させて頂
いています。臨床の現場では、解らないことも多く躓
くこともありますが、先輩方に支えて頂き、充実した
日々を送っています。
　今後も先輩方に引けを取らないように日々学んでい
きたいと思います。

ひとこと：
　入職して半年、先輩方に様々なご指導頂きながら、
患者さんに喜んでもらえるよう日々勉強しておりま
す。患者さんが元気になる姿を見ると嬉しくなり、帰
宅後のご飯がおいしくて、半年で約１０ｋｇも増えて
しまいました。こんな私ですが、今後ともよろしくお
願いいたします。

ひとこと：
　今年度より堤整形外科で勤務させて頂いています。
理学療法士を目指して 5 年が経ち、この 4 月から理学
療法士としてのスタートラインに立つことができまし
た。私を理学療法士へと導いて下さった先生方に少し
でも近づけるよう、毎日一歩一歩進んで行きたいと思
います。よろしくお願い致します。

ひとこと：
　実際の現場で患者様と関わらせていただく中で、先
輩方からご指導をいただきながら過ごしています。自
分の知識、技術の不足を感じる日々ですが、医療者と
して、社会人として自覚を持ち、自分は目の前の患者
様に何ができるのかを考え、日々の治療に臨めるよう
精進していきたいと思います。今後ともよろしくお願
い致します。

ひとこと：
　今年度より堤整形外科で勤務させて頂いている井上
卓也と申します。
　日々自分の知識や技術不足を痛感しながらも、働き
やすい職場環境の中で楽しく充実した日々を過ごして
います。
　今後も探究心を忘れず、努力していく所存です。宜
しくお願い致します。

ひとこと：
　今年度より堤整形外科で勤務させて頂いてます。
実際に理学療法を行う中で、責任の重さを日々感じて
います。
　まだまだ未熟な私ですが、偉大な先輩方に知識や技
術を指導して頂き、精進していきます。今後ともよろ
しくお願い致します。

氏　名：中田　康平
病院名：金沢整形外科クリニック
出　身：滋賀県　
趣　味： 読書

氏　名：内藤　　要
病院名：村上整形外科クリニック
出　身：大津市南郷　
趣　味：ナイキの靴を見ながら
ご飯を食べること（白米が一番
おいしいです）

氏　名：和田　安奈
病院名：堤整形外科
出　身：滋賀県　
趣　味：体を動かすこと

氏　名：守谷　亜佑美
病院名：滋賀県立成人病センター

出　身：滋賀県　
趣　味：スポーツ、旅行

氏　名：井上　卓也
病院名：堤整形外科
出　身：京都府　
趣　味：野球、ゴルフ

氏　名：脇坂　貴也
病院名：堤整形外科
出　身：滋賀県　
趣　味：ゴルフ
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ひとこと：
　理学療法士として、やりがいのある日々を送ること
ができ楽しく仕事ができています。職場やさしい先生
方に恵まれ、勉強以外のこと も教えて頂きたいです。
患者様の為になることを一つでも知り、笑顔で頑張っ
ていきたいと思います。

ひとこと：
　4 月から働きだしあっという間に 1 年が経とうとし
ています。治療で上手くいかないことも多いので、こ
の 1 年で自分が何を学び、何が足りないかを改めて考
え、患者様に胸を張れるような理学療法士になりたい
と思います。

ひとこと：
　今年度より彦根中央病院に勤務させて頂いておりま
す、伊藤舟人と申します。最近では、患者様と関わる
機会が増え知識や技術不足を痛感します。優しく教え
てくださる先輩方に支えて頂きながら、日々成長し続
けるように精進していきますのでよろしくお願いしま
す。

ひとこと：
　4 月より琵琶湖大橋病院にて理学療法士として働か
せて頂いております。入職してから半年以上が経ち、
少しずつ業務にも慣れて来ましたが、臨床現場での難
しさと自分の知識や技術不足を痛感しています。優し
く基礎的なことから指導してくださる先輩方と面白い
同期に助けてられ、楽しく充実した日々を過ごしてお
ります。自分自身の健康にも気をつけて日々頑張りま
す。

ひとこと：
　早くも理学療法士として 10 か月が経ちました。慣
れないことも多いですが、優しい頼りになる先輩方の
ご指導の下、頑張ります。今後、皆様と関わる機会が
ございましたら、よろしくお願いします。

ひとこと：
　理学療法士として働き始め、自分の力不足を実感し、
悩む日々ですが今できることに一生懸命取り組みたい
と考えています。常に向上心を持ち、患者様と真剣に
向き合いたいです。よろしくお願いします。

氏　名：岡田　拓朗
病院名：日野記念病院

出　身：滋賀県　
趣　味： ドライブ

氏　名：杉本　優海
病院名：琵琶湖大橋病院
出　身：滋賀県　
趣　味：恋、ダンス

氏　名：伊藤　舟人
病院名：彦根中央病院

出　身：滋賀県　
趣　味：読書

氏　名：渡辺　　輝
病院名：琵琶湖大橋病院

出　身：滋賀県　
趣　味：スポーツ、映画観賞

氏　名：西野　貴博
病院名：おした整形外科医院

出　身：滋賀県　
趣　味：サッカー

氏　名：山本　  愛
病院名：今津病院

出　身：滋賀県　
趣　味：旅行、ショッピング
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　 日　　時：平成29年2月26日（日）午前9時20分～午後12時（受付9時）

場　　所：近江八幡市立総合医療センター　１階よしぶえホール

　　　　　近江八幡市土田町1379　　電話：0748-33-3151

対　　象：地域包括ケア推進リーダー導入研修の修了者

募集人数：理学療法士40名　※OT・STで40名　合計80名

参 加 費：無料

内　　容：9：20～09：25　滋賀県作業療法士会長挨拶

	 	 　9：25～10：25　POSの専門性を活かした助言

　　　　	10：25～10：35　休憩

　　　　	10：35～11：40　地域ケア会議資料の見方・模擬会議・グループワーク　

　　　　	11：40～11：55　平成30年度同時改正に向けた課題と今後の方向性

　　　　	11：55～12：00　滋賀県言語聴覚士会長挨拶

講　師：（理学療法士）

　　　　　大津市立介護老人保健施設ケアセンターおおつ　　本白水　博氏

　　　　　東近江市蒲生医療センター　　　　　　　　　　　杉澤　輝彦氏

　　　　　野洲病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中井　洋介氏

　　　　（作業療法士）

　　　　　長浜メディケアセンター　　　　　　　　　　　　鈴木　雅晴氏

　　　　　リハステーション守山　　　　　　　　　　　　　岡本　理宏氏

　　　　（言語聴覚士）

　　　　　滋賀医科大学医学部付属病院　　　　　　　　　　川見　員令氏

　　　　　近江温泉病院　　　　　　　　　　　　　　　　　阪下　浩平氏

※この研修会は、士会指定事業に適用されます

※この研修会の申し込みは終了しております

地域ケア個別会議に関するモデル研修のお知らせ
～滋賀県PT・OT・ST合同研修会～

テ ー マ　　発達を学ぶ　－リハビリテーションのための人間発達学

日　　時　　平成29年2月4日　土曜日　午後13時～16時（受付12時30分開始）

講　　師　　森岡　周

	 	 　　畿央大学健康科学部理学療法学科

	 	 　　畿央大学大学院健康科学研究科

対　　象　　理学療法士および関連職種

定　　員　　100名

会　　場　　ピアザ淡海　大会議室　（滋賀県大津市におの浜1-1-20）

研修会費　　PT県士会員：無料　　　その他：1000円

　　この研修会の申し込みは終了しています。

主　　催　　滋賀県理学療法士会

　　　　　　担当：市立長浜病院　リハビリテーション技術科　山口　卓也

　　　　　　　　　滋賀県立小児保健医療センター療育部　　　野一色　佳美

中枢疾患研究会研修会のご案内
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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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平成29年2月

○会員数964名

　士入会手続き中2名　合計966名

　会員権利停止者除く

○賛助会員			6社

　日本理学療法士協会マイページの中の会員専用サ

イトが充実してきています。是非ご覧ください。　

　尚、マイページには各自入れるようにしておいて

ください。

協会費の割引制度について

　シニア割引、育児休業割引などが始まっていま

す。適応になる方は是非ご利用ください。

詳しくは日本理学療法士協会ホームページをご覧く

ださい。

h t t p : / /www . j a p a n p t . o r . j p /membe r s /

membership/fee/

　尚、士会費分9000円に関しては現在のところ割

引制度はございません。ご了承ください。

新入会された方へ

　入会手続きされた方で入会金、会費等が未納で、

日本理学療法士協会の規定で会員権利を停止されて

おられる方が多数おられます。該当される方には協

会へ通知メールが送られていると思います。速やか

に入金手続きをされるようお願いいたします。

　会員権利停止の方には士会からの郵送物の発送も

停止させていただいております。

　12月末で6名の方が会員権利停止となっておりま

す。会員権利停止の間は新プロのポイントも認めら

れないと思いますので至急お手続きください。

会員異動について

　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、マイページ

からお手続きください。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「Ｉ

Ｄ・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。

　施設名の変更がありましたら、所属施設の責任者

の方のマイページから修正が出来ます。出来ない場

合は平岩までお知らせください。

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。

日本理学療法士協会ホームページ

http://www.japanpt.or.jp/

会員異動、会費関係問い合わせ先

法人管理部

〒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

　年が明けて、あっという間に２月になりました。
　２月は、節分。節分は季節を分けると言う意
味もあり、暦の上では春がやってきます。
　一昔前は、鰯を食べたり、豆まきで邪気を払
い無病息災を願っていたものですが、最近では
恵方巻きが定着し、更には、恵方ロールなどの
あやかり商品も食べられるようになり、今後ど
うなってゆくのか。業界の
仕掛け人にコントロール
されてる感が悔しい今日
この頃です。
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車椅子に乗ったまま、2階に
手ごろな価格  簡易スタッカ―リフト

・省スペース
　最小半坪から、押入を転用しての設置も

・イ―ジ―オーダー
　設置場所、障害の具合にあわせて対応

・ユニット式で工事簡単
　新築でも、後付けでも、大掛かりな工事不要

・イ―ジ―メンテナンス
　お客様にご負担をかける保守を低価格で

　合理化と省資源化で業界最安値水準を実現

（営業本部）東京都中央区日本橋 2－ 10 － 11
　　　　　  三重県伊賀市槇山 3440-1294
　 　　　　 電  話  0 1 2 0 - 1 7 - 2 4 3 4ユーウノ製作所株式会社

必要な患者様をご紹介してください

長年にわたり、数多くの、脳血管疾患、脊損、胸、
腰損、頸損その他の障害をお持ちの方々やご高
齢者の方にご利用いただいております。

詳細はパンフレットをごらんの上、気軽にご相談ください。
患者さんや障害をお持ちの方の立場でご相談をお受け致
します。

・家庭用電源｛100V電源｝を使用
　特別な電気工事も不要です。

・今お住まいの家を住みよく
　車いすでのバリアフリーな生活や便利な生活
　に新しいお住まいの間取り設計がより自由に

SH I GA  S CHOOL
o f  M e d i c a l  T e c h n o l o g y

最速・最短・最小学費で国家資格を取得！
①理学療法学科・作業療法学科ともに最短資格取得の３年制！
②学費は３年間でわずか３００万円！
③関連校である藍野大学への編入制度を計画中！

〒527- 014 5　滋賀県東近江市北坂町 967 番地
学校法人  藍野学院
滋賀医療技術専門学校

TEL：0749（46） 2311    E-mail：shiga@aino.ac.jp
FAX：0749（46） 2313    http://www.aino.ac.jp

滋賀医療技術専門学校
～新しいリハビリテーション医学を学ぼう～
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