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ȁ૧ා̜̫̱̤̠̮̰̞̳̀͛́͂͘͘ȃ
ḁ̏͞ͅ࠲͉̯͘ͅٯ૧ා̢̤͈̭̭̭̤ͬࠞ͂͂ͧͤ͢ࠄ͍૭̱ષ̬̳͘ȃ
ȁौා͉အș̈́মު͈͒४ْ͈έȜ̦ြ̱̹͈́͘Ȃၑম֥͈ފႁͬං̧̀́
̺̫ͥ४̹̱̱̹̞̠̳ͥ͘͢ͅحȃসٖࡇ͉࣭́͜ಿࡇ͉̜̳́ͤ͘ȃসٖࡇ
͉͙̩ͭ̈́́̾ͥȶ࠲ࢫ̱̦ȷ̦̱ͬࢫ࠲̱̲ͥͅܠζσΏͿ͞ވ݈ٛ̈́̓Ȃ౬ఘ
ܑ͞ުͬࢫ࠲̧̺ࣺͭےྵװ͈̹͈͛အș̈́৾ͤழ͙̦ٳই̯̱̹ͦ͘ȃྎͅ
࠲ࢫ̱̦͈εȜΗσͼΠ͈˱ˮ˨ܱͬश̞̹̱̳͈́͘મ̷̱̩͉̻̮ͣͬ४ચ̩̺̯̞ȃআ̱͉ٛ͂̀
ၑڠၷ༹͈̤̱ܿͬ͂̀Ȃ̧́ͥࡠͤࡇྦྷ͈࠲ࢫͅܙဓ̧̱̞̹̞̞̠̀͂এ̞́४̹̱̱̹̞͘حȃ̷
̭̲̹̭͉́ۜ͂Ȃ̺̺͘͘ၑڠၷ༹আ̞̠͂ॽম̦ࡇྦྷ͈ٯအ͉̮ͅం̞̹̺̫̞̞͈͉̞̠̀̈́́͂
݃࿚̳́ȃၑڠၷ༹͉ౙ̈́ͥζΛȜΐ̫́̈́ͦ͊͜τ·ςȜΏοσ̈́൲͈͈̫̺̳ͬ́ͥ͜͜ރ
̵̜ͤͭ͘ȃ۰ౙͅ࡞̞ນ̵̧̭̦̞ͥ͂́̈́ໝॠ͈̈́ܿਬࣣ̳́ȃ̭ͦͬഥ̢̞̩͈͉̥̥̀̈́̈́ඳ̱
̩Ȃඅͅ࠲ࢫ༷͉̈́ͬͅྙޟ̞̹̺̩̭͈̽̀͂ࣾඳ̯̲̱̹ͬۜ͘ȃِș͉Ȃພ֭Ȇঔ୭͈ಎ͈ॽমͬ
̠̳̭͉ͥ͂൚ட͈̭̳̦͂́Ȃ಼̭̥͈ͦͣࣞႢا২͈ٛૺജ͈ಎȂ̞̥ͅ౷̷֖͈́ၑڠၷ༹͈̀͜
ͥႁͬอ͉̥̳ͥܞఱ̧̈́هఴ̜́ͤ͜Ȃܢఞ̜̳́ͤ͘͜ȃ̞̥̳ͦ͊ͅࡇྦྷ͈࠲ࢫ࣓ͅࡃ̧̥́ͥȂ͘
̹Ȃౙͅྵ̩̫̺̳ͬ̈́́͊װȂ࠲ࢫ́˭˫˨͈̞ࣞ૽Ȃ̦̞͈̜ͤͥ͞૽࣓ͅࡃ̧̥́ͥͬࣉ̢̀
க̱̞̥̫̞̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂এ̞̳͘ȃၑڠၷ༹আ͉֓͂ڠ൲Ȃ۪̓̈́ͅޏୈ̱Ȃ֓ၷ͂ٚࢌȂ
ພٚ͞ࢌထཡ̈́̓໙ࢩ̞໐́ޘള̧̱͈́ͥਅ͉̞̥́̈́͂এ̞̳͘ȃຈ̴Ȃ২࣓ٛͅࡃ̧́ͥਅ́
̜ͥ͂ږ̱̞̳̀͘ȃࣽࢃ͜ၑڠၷ༹আ͈ྴഽͬࣞ͛ͥ͂͂͜ͅȂ֥͈ٛٯအ͈ࠃ̤ͬৰ̱ͤ̀মު
ͬജ̧̞̹̞̱͂̀ٳএ̞̳͘ȃ
ȁौාུ͉ၑڠၷ༹আފ͈ٛၑম͈നಎ̯̱͘ঙ͂ࡇͅވඤ͈֓ၷঔ୭͈ণख़̧̱̞̹̺̱ٝͣ̀͘ͅ
̹ȃ͉ͤ͞ೄ୪࡛ાͬࡉ̵̞̹̺̩̀͂Ȃٯအ͈ಫͤ͞Ȃ၌ဥ৪͈༷͈ۜ৫͈ܨ̻̦ુͅഥͩͤ͘
̳ȃࡇඤ͈ঔ୭͈ેͬޙ՜̱̤̩̭͉̀͂ٛಿ͈ྩ̜̱̱̹͛́ͥ͂ۜ͘ȃ̺̺֚͘͘໐͈ঔ୭̱̥࣐
̵̫̤̦̀ͤͭ͘Ȃහܢಎ̵֥͈֚͛̀ٝ́ٛ͜ٯအͅೄ୪̤̞̱̤ٛ̀დ̧̹́ͣ͂এ̞̳̽̀͘ȃࣽා
ഽ̧̧֨͜ٯအ͈ঔ୭̤ͅ৯ེ̱̹̞͂এ̞̳͈́͘Ȃ̷͈୯͉̞̞ܐ̧̢̤̠̳̺̹̞̩̥̀ࠞ͘͢أ
̹̱̳͘ȃ
ȁষාഽո͉ࣛȂུၑڠၷ༹আފٛ৽൵͉̜̳̦́ͤ͘ȂڠپਠίυΈρθͬࡉೄ̳̭̤͂̈́̽̀ͤͅ
̳͘ȃࠐࡑාତ̴̥̥ͩͣͅુͅड૧েͬͺΛίΟȜΠ̧́ͥఘଷͬࢹಃ̱Ȃࡇྦྷ͈ٯအͅհ̱̀ၑڠ
ၷ̧༹̫̞̹̺̫̠̱̞̹̞ͬ̀ͥ̀͂͢ͅএ̞̳͘ȃ֥͈ٛٯအȂۯၑ৪͈ٯအ͉ͅఱ་̮ྫၑ૭̱ષ
̬̭̜̥ͥ͂ͥ͂͜এ̞̳̦͘Ȃ̮ၑٜ͈̱̩̤̞ͧ͢ܐ૭̱ષ̬̳͘ȃ
ȁྎຊ̦̈́ͣȂࡇྦྷ͈ٯအȂ֥͈ٛٯအ͉ͅȂུා̦̳̳̥̱̞ܵ͘͘ා̳̠̈́ͤ͘͢ͅܫැ̞̹̱̱̀͘
૧ා̵̧͈̜̞̯̯̞̹̺̳̾͂̀͘ȃུා͜ة̱̩̤̞ͧ͢ܐ૭̱ષ̬̳͘ȃ
͙̩̠ͭ̈́́̾ͧȊ࠲ࢫ̱̦ȁεȜΗσͼΠȁȁiuuqt;00xxx/lfolpv.tijhb/kq0

1

( 公社 ) 滋賀県理学療法士会ニュース

№ 212（2019 − 1）

おおつ健康フェスティバル 2018 活動報告
ɡȁ
ڰ൲༭࣬ȁɡ
সٖࡇၑڠၷ༹আٛȁףমު໐
όȜςΒܱැພ֭ȁȁհ ݳ



ࢅ

ȁ଼41ා2132̤̤̾ͅ࠲ࢫέͿΑΞͻΨ

൵༷̞̱͙̱ͬͥ̀͜ͅڢ௩̢̤̀ͤḀ̑̈́ͤ

σͅ४̵̯̀حೀ̧̱̹͘ȃौා൳အȂఱೋή

ུমު̧̦̱̞̠̲̤̀̀ͥۜ̀ͤ͘͢ͅ

υΛ·͈୶༷̦ಎ͂̈́ͤȂ
ȶΏσΨȜςΧΫ

̳ȃࣽࢃུ͜মު͈̯ͣ̈́ͥอജȂ౷֖͈࣓͒

ςఘௌȷ͈ঐ൵ͬȶഢുထཡȷȶຄထཡȷȶࣴ

ࡃͬ࿒ດͅȂུমު৾ͤͅழ̧̞̹̞ͭ́͂ࣉ

ထཡȷȶࡈထཡȷ͈ː͈̾ήȜᾺ̫࣐ͅ

̢̤̳̀ͤ͘ȃडࢃ̱̹̦̈́ͤ͘ͅȂ४̯ͦح

̞̱̹͘ȃࣽා͉ࠗ239ྴ͈༷ͅ४̱̀حೀً̧

̹ΑΗΛέ͈ٯအུ൚̤ͦͅအ̱̹́ȃ

ݲड̱̹ࣞ͂̈́ͤ͘ȃྀාུήȜΆ͈ఘௌঐ

しごとチャレンジフェスタ 2018 活動報告
ɡȁ
ڰ൲༭࣬ȁɡ
সٖࡇၑڠၷ༹আٛȁףমު໐
όȜςΒܱැພ֭ȁȁന ಎȁ



ȁ̱̮͂ΙλτϋΐέͿΑΗ3129̦Ȃ22ˏ

ͥા࿂͈તٚ͞ၑڠၷ༹আ̹͈̈́ͥ͛ͅه֗ޗ

͂ː͈ˎ͈ۼ́ٳट̯̱̹ͦ͘ȃٛા

͈୰ྶ̵̯̞ͬ̀ͣ͜Ȃ̷͈ࢃࠬͅգ͞۾୯

͉ौාഽ͂൳အͅၧࣣؐ൲)ΡρΌϋ

ڙഽ͈௶ȂΨρϋΑ͞ΐλϋίႁ͈௶̈́̓

ΧΛΠ*࣐̱̹́ͩͦ͘ȃ̱̮͂ఘࡑޗ͉ˎ

໐́˓ࣜ࿒ͬບ̹̱̞̱ͣ̀͘͜ثȃ̹͘Ȃ

́ۼ45ྴ͈४̜̦ͤحȂၑڠၷ༹আ͈൱̞̞̀

̱̮͂ΙλτϋΐΗͼθ͉́˓ࣜ࿒ಎˎࣜ࿒͕
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̓ͬఘࡑ̱̞̱̹̀ͣ͘͜ȃ

̧̦́ȂΑΗΛέ̩̱͜ܘএ̞̱̹͘ȃ

ȁಎ͉ͅΙλτϋΐΗͼθ́ͬྙޟ̯̽̀ئ

ȁࣽࢃ͜ঊڰ͈ోރͅȂઁ̱࣓́͜ࡃ̵̯ͬ

̹͈̥̽Ȃष͈ఘࡑޗͅ൚́૭̱ࣺͭ

̧̞̹̺̹̞̀͂এ̞̳͘ȃ!

̳̹̞̦༷̯́̓̈́ͥͤͥئȂၑڠၷ༹আ̈́ͅ
̹̞̞̠ͤ͂ঊ͈ోރ̞܉ओ̱̲̭ͬۜͥ͂

リレーフォーライフジャパン 活動報告
ɡȁڰ൲༭࣬ȁɡ
সٖࡇၑڠၷ༹আٛȁףমު໐
όȜςΒܱැພ֭ȁȁஜ നȁ்ـ
ȁ3129ාഽ͜সٖࡇၑڠၷ༹আ͉ٛসٖ֓شఱ

́Ȃআ͈ٛΗσ͜ື̵̯̀ೀ̧̱̹͘ȃࣽ

ٳ́ڠट̯̹ͦςτȜέȜρͼέΐλΩϋͅ

ා͉ഛ̦̹̱ͦ͐͘͘ܓ̦ܨȂַഽ́ྫম

४̵̯̀حೀ̧̱̹͘ȃςτȜέȜρͼέ͂

ਞ̢̭̦ͥ͂ြ̱̹͘ȃআ͈ٛήȜᾼྙޟ

͉Ȃ̦ͭۛ৪အ̷͈̮͞زအ̱ͬ׳Ȃ౷֖

ͬ̽̀ೀ̧ȂΗσ͞ΩϋέτΛΠ൝̹̩ͅ

ఘ̧̦ࣣ̞́ͭ͂࢜Ȃ̷̱̦̀ͭգͬ࿒ঐ

̯͈༷̦ͭ࿒̫̹̱̞̯ͬ࢜̀͘ئȃσης

̳̹͈͛ͼαϋΠ̳́ȃఉ̩͈૽͈এ̞̦ࣺ͛

ΨΛ·͉൚४͈حΑΗΛέ͞Ȃআ͈ٛ୶

̹ͣͦσηςΨΛ·Ȫ࣐൘ȫ̦͐ಎͬ35

༷ͅފႁ̱̀ೀ̧ै଼̱Ȃসٖࡇၑڠၷ༹আٛ

শۼ༜̧̳͘ȃ͂ͬ͜ͅྶ̢̭́͂ͥקͬ

̥͉ͣˑ͈̾σηςΨΛ·̵̯ͬ̀ೀ

̧ͥܛ͂ܨབ̥̻ࣣ̞̳ͬ͘ȃসٖࡇၑ

̧̱̹͘ȃ̮ފႁೀ̞̹ٯအ༷Ȃུ൚̤ͦͅ

ڠၷ༹আ͈ٛςΧΫςતٚήȜΑ͜ఱ་େޙ

အ̱̹́ȃ̜̦̠̮̰̞̱̹ͤ͂͘ȃ
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第４回 在宅医療多職種キャリアアップ研究会の活動報告
ף২౬༹૽ȁসٖࡇၑڠၷ༹আٛȁףমު໐
ࢿٖঌକ࢛֓ၷٚࢌΓϋΗȜȁȁུ܅ȁ౷
ȁ଼41ා2139Ȫȫͅসٖࡇၑڠၷ༹আٛ
͉ȂΣίυ ㈱ ֓ၷࡄਘঔ୭ȪΣίυｉ˩ˡˬȫ
̀ͅٳट̯̱̹ͦ͘ȶలːٝह֓ၷఉਅ΅λ
ςͺͺΛίࡄݪٛȁ౷֖ςΧΫςΞȜΏοϋȆ౷
֖͂ͅވ̧ͥ২ٛ४حȷͅ४̵̺̹̞̯̀ͬح
̧̱̹͈́͘༭̵̧̯̞̹̺̳࣬ͬ̀͘ȃ
ȁࡄݪ͈ٛ࿒എ̱͂̀Ȃह֓ၷ͉ςΧΫςΞȜ
Ώοϋ̲ͬ̀Ȃఉਅ͈ȶςΧȷেͬͤȂ
ͤ͢ၻ̞ਯྦྷ͈˭˫˨࢜ષȆ২ٛ४ͬح̭ͥ
̦͂ြ̠ͥ̈́ͥ̈́̓͢ͅ࠲ࢫۯၑͅࠒ̦ͤ͘
̳ȃພ֭͛͜܄ਅ̦ͥͩ۾࿚ఴ̳́ȃ౷֖
༫گΉͺ̤̫ͥͅȶ͌͂ȷͬಎ̱̹͂˭˫˨͈
࢜ષȂȆવ̦̞৪Ȇ಼ࣞႢ৪͚ͬ܄౷֖ވ
২͈࡛̫ٛ࢜̀ͅȂ֓ၷȆٚࢌȆছਲম৪
̈́̓Ȃအș̈́૽͂ၠ̱Ȃٚࢌఘࡑ̲͈ͬࣼ
ේ͙ͬވခ̱Ȃփࡉ࣐̞۟ͬȂͤ͢ၻ̞ह֓
ၷȆहͬڰ̭̳ͬ͂ͥރ࿒എ̱͂̀ٳट̯
̱̹ͦ͘ȃ

ȁ൚͈͉Ȃలˍ໐ܱැ࣒ȶ౷֖ވ২ٛ
̩̤̫̾ͤͥͅςΧΫςΞȜΏοϋ͈ڬȷȂల
ˎ໐ȁ
সٖࡇঃષडఱఉਅςΧఘࡑȂలˏ໐ȁ
Έ
σȜίΟͻΑΛΏοῧ̤̱̹̈́̽̀ͤ͘ȃ
ȁ৽टུ͉ίρͼζςȆΉͺႲࣣڠٛসٖࡇ
໐́Ȃসٖࡇၑڠၷ༹আ͉ٛࢃ̱̀͂׳Ȃ৽ͅల
ˎ໐ȁসٖࡇঃષडఱఉਅςΧఘࡑ͈ಎ́ȶ
ુ͈ບثȆΠτȜΣϋΈȷȜȜ̧ͬٳ४̯ح
̵̧̞̹̺̱̹̀͘ȃ൚͉Ȃ֓ၷȆٚࢌȆছ
ਲম৪Ȃ࣐ଽ͈༷ș̈́̓Ȃఉ̩͈ఉਅ͈ٯအ
ͅȂၑڠၷ༹আ̞̠͂ంह̧̞̹̺ͬ̽̀Ȃ͘
̹ુ͈ບثȆΠτȜΣϋΈͬఘࡑ̱̞̹̺̩̀
̭͂́Ȃͤ͢ၑڠၷ༹আ͈ంहͬ߃̲̞ۜ̀ͅ
̹̺̫ͥၻ̞ܥ̹͈͉̞̥ٛ̈́̽́̈́͂ͅࣉ̢̀
̤̳ͤ͘ȃ
ȁࣽࢃ̭͈̠̈́͜͢ڰ൲͉ఱ୨̜́ͥ͂এ̠̹
͛Ȃࠑ̧̱̞̹̞̀͂ࣉ̢̤̳̀ͤ͘ȃ

4

( 公社 ) 滋賀県理学療法士会ニュース

№ 212（2019 − 1）

障がい者スポーツ支援部だより
レクリエーション活動やスポーツ参加の機会を充実させるためになにができるか？
kids Ski club

の活動報告から
നȁഓআȪসٖࡇၛࣣພ֭ȫ

!!ఘڰ൲̱͈͂̀τ·ςȜΏοϋڰ൲͞Αε
ȜΜ͉ဒྟ͂˨˫˭̱͈̀͂̾͂͌ص୪̦̈́߸۾
̜ͤȂވ২͈ٛࠁ଼̫̹࢜ͅͼϋ·σȜΏήޗ
֗ΏΑΞθ̤̞͈֚̀̾͜ͅΜȜσ̱͂̀ဥ̞
̞̳ͣͦ̀͘ȃ̱̥̱Ȃఉ̩͈વ̦̞৪Ȃඅͅવ
̷̦̞͈͞ူ֗৪͈४ܥ͉̞̤̀ͅح۪ٛ͞
͈ޏା̦̈́̓ͅૺ̞͉ͭ́ͥ͂࡞̞ඳ̞
࡛ે̦̜̳ͤ͘ȃ͉ࣽٝȂȩ̇̅̀̏! ̏̇̅! ˿̈̑
˾ȩ͈ڰ൲͈ࠐ࡛͞ે༭࣬͂هఴͬ൩ِ̢͘ș
͈ਅ̧̧̥̫́ͥ̽̈́ͦ͊͜ͅͅࢨ̞̳́ȃ͘
̴Ȃڰ൲̧͈̥̫͉̽൚͈༦͈ȶز́Α
΅Ȝ࣐̫͈̥ͥ̈́ȉȷ͈͂ٛდ̥ͣȂȶ̧̥́ͥ
͙̠̽̀͢͞Ȋȷ̞̠̭͂͂́3125ා̥ͣڰ൲ͬ
ই̱̹͛͘ȃ̴͉͘ࡇඤ͈ ȩ͍ͩΨτͼΑ΅Ȝ
ા ȩ࣐̞̱̹́͘ȃΑ΅Ȝા͉͒Ȃˍ*ْܑ͈ਇ
কȂΨͼΑ΅Ȝ͈୰ྶͬၳ͞൲ْͬဥ̞̀୰

ྶ̱Ȃˎ*ಛ৬ા͈ږ༗Ȫ൚শȂ৬ֆঊ৬ၰ͈ಛ
৬ΑβȜΑ̵͉̜̱̹ͤͭ́͘ȃȫȂˏ*৬ֆঊ͞
ΨΆȜ͈́ΌϋΡρȆςέΠ͈͒൵ͤࣛͤ͞
༹༷͈মஜږȂː*ࠆݝΑβȜΑ͈ږ༗Ȃˑ*
মඤယȂ˒*ڲশ͈հၪ͈ఘଷ൝͈̻ࣣ
̵ͩȂ˓*͈͒հ࿂͈͒୰ྶ͂४͈͒ح൳
փȂ˔*δρϋΞͻͺ͈ފႁջှȂ˕*ΨͼΑ΅Ȝ
͈͂ΏȜΞͻϋΈ͈মஜାȪˍȫȂ21*ఘ
ۯၑ͂ڰ൲শ͈ۼΑΉΐνȜςϋΈ൝͈
࣐̞̱̹ͬ͘ȃˎා࿒ո͉ࣛ४زح̦ٳट͈৽
൵͂̈́ͤڰ൲ાਫ਼ͬ֔ࡇ͈Α΅Ȝΐλθੳ५
ͅ֊̱ȩঊ̓͜ྚြ߄ܖ੩଼߄ ȩ̠̫ͬࠑٳट
̱̞̳̀͘ȃ४ح৪͉ࢷڠ೩ڠා͈̤ঊ̯ͭ͂
̷͈̮́Ȃఈຸࡇ̥͈ͣ४ح৪͞δρϋΞͻ
ͺ͈༷͜੭șͅ௩̢̧̞̳̀̀͘ȃ

ȁ଼37ාഽ͈সٖࡇςΧΫςΞȜΏοϋΓϋΗ
Ȝ͈औࡄݪ༭ͤ͢ȶܥ̥̜ٛͦ͊ࠐࡑ̵̯̜̀
̬̹̞̠͂ܐȷ͈͂ٝ൞̦˕༷̜̩֚́ͥ߃ڬȂ
ܥٛͬං̞͈͉̀ͥ41ɓஜࢃ͂ઁ̩̈́Ȃထ௶̯

ͦͥવ༃̞͉̾̀ͅȂӱٚ੩͞ΰσΩȜ͈၌
ဥࣾඳ൝ͥ͢ͅ૽ະ௷̳ͥͅ۾ඤယȂӲθΜ
͈۟ાਫ਼͞ࠆݝાਫ਼Ȃӳ૽ई͙̞۪́̈́ۜ)ޏ
அ0ఘأା*൝̳ͥͅ۾ඤယȂӴঔ୭͈́વ̦
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̞৪͈̫වͦࣾඳȂӵ֓ၷഎΉͺȂۭࢌఘଷȂ
Ӷࡢș͈વ̦̞අͅ؊̲̹ΑεȜΜ఼͈ͅ
̳ͥ۾ඤယ̦̤̬ͤ̀ͦͣݷ٨̧̳͓هఴ̦
५ୟ̱̞̀ͥે̦̭̜̦͂ͥޙ༭̯̞࣬ͦ̀͘
̳ȃ̹͘Ȃૂ༭࡙͉Ȃ૽̥͈ͣત̥ٚ51/7ɓ͂
ड͜ఉ̩Ȃ֓ၷૂ͈̥ͣ̓̈́ࢷڠ͞۾ܥ༭͉ރ
ઁ̞̈́ఠ̦͙̱̹ͣͦ͘ȃૂ༭͈ਬ͂อȂ
අͅӶ͉̱̀ͅ۾Ȃِșၑڠၷ༹আ̦̞̫̽̀
ͥඤယ͉̞̥́̈́͂ࣉ̢̳͘ȃ!
ȁ̭͈̠̈́͢ڰ൲͉ȂͼϋέȜζσ̈́ڰ൲͢ͅ
̢̞࡛̽̀ͣͦ̀ͥે̦ఉ̩Ȃঊ̓͜ྚြ߄ܖ
੩଼߄଼͈3:ාഽ͈ਞၭ̜̞̽̀͘͜ ȩ̇̅̀
̏!̏̇̅!˿̈̑˾ȩ͈ڰ൲͈ࠑ͜ͅهఴ̦̜ͤ͘
̳ȃਔ͈ͤ׳੩́ో଼଼̧̹́ఘࡑ͉४ح৪
̥ͣ৽ट৪௰͒͂་̱اȂτ·ςȜΏοϋڰ൲
͞ΑεȜΜ४͉ͅح২ٛ४̦ͥࠒͅحႁ̦̜ͥ
̞̠͂মͬͬ̽̀͜ఘࡑ̱̱̹͘ȃ3131ාނ
ςϋάΛ·ȆΩρςϋάΛ·͈ٳटȂ3135ාস

ٖ࣭ఘȆ࣭વٺ৪ΑεȜΜఱ͈ٛٳटͬࢱ̢Ȃ
ȶဒ͈̱̀͂صτ·ςȜΏοϋڰ൲ȷ̥ͣȶΑ
εȜΜȷ͒Ȃ̷̱̀ȶΑεȜΜͥ͢ͅ২ٛاɦ
ˍȷ͉࢜̽̀͢͞ͅȶ͈̱̀͂ܿއΑεȜΜȷ
͒֊̧࣐۪́ͥޏȪΧȜΡȆΕέΠၰ࿂ȫ͈ା
Ȃࢩ༭ڰ൲͞ఘଷ̩̿ͤͅၑڠၷ༹আ͈ڰ൲
͉ਹါ̈́ͬڬ̞̽̀ͥ͂ࣉ̢̳͘ȃ
ɦˍȇΑεȜΜͥ͢ͅ২ٛاȪ̏̋˿̅˽̖̈̅˽̐
̅̋̊!̒̅˽!̏̌̋̎̐*͉͂ࡢ૽̦̜ͥඅ͈Α
εȜΜͬঔ̳ͥಎ́)ΑεȜΜ̱ͬ͂̀
*൚ڂ২̤̞ٛ̀ͅຈါ̯͂ͦͥثܿ͞Ȃ
ఠഽͬڕං̳̭̜ͥ͂́ͥȃ̏̋˿̅˽̖̈̅́́
͉͂২ٛͬ૽ࡢ̯ͥͦاփྙ̱̞̀ͥȃ
!
ɦવ̦̞৪ΑεȜΜ0২ٛ४ح0ဒڰص൲൝ͅȂ̮
̮͉༷̜͈ͥྙޟȂসٖࡇၛࣣພ͈֭ന
ഓআ̮́͘Ⴒ၁̩̺̯̞ȃ
̉˽̅̈ȇ̐́̐̑322ɗ̃̉˽̅̈/˿̋̉

綿向山ハイキングのご報告
ȁ ࣽා͈Χͼ΅ϋΈْܑ͉Ȃ͈
࿀࢜५ȃດࣞ2221̻̉̈́ͭ́ͅ2221
ྀͅාٳट̯ͦͥȨ͏̜̞ͦ࿀࢜५ˠ˽
ｙȩͅ४̹̱̱͘حȃ४ح৪͉ঊރːྴ
͚ͬ܄21ྴȃ
ȁಱ˕শͅ͏͈͂͜ࢄࢨͬޘอ̱Ȃ༌
ൽˎশۼ͙ͬݝ͙ݝഴ̱̹ͤ͘ȃ५ൽ
͈ഷಎ͉́ϋȜΠ͞ݎಋ̈́̓အș̈́
ͼαϋΠ̦ٳट̯̤ͦ̀ͤȂఉ̩͈༷̦
̹̱̞̯̀ͦ͘ࠆݝȃ
ȁ̺̥̈́ͣ̈́ഴ५ൽͬˏࣣ࿒Ȃˑࣣ࿒͂
ਜ਼ͅഴ̞̱̹̦̽̀͘Ȃ˓ࣣ࿒̥͉ͣ
ࠊ͜ഛ֚͜ ഢ̱Ȃਔս͉ဩ͈̞̈́
࿐ș͂ߧॕ͈ᣔᘓȂ͈ಎ͈ޑ໓́ൃ५
̢͈ح̯ͅێȂஜַ̹͈̦ࣛ̽ͅޣג
ॼ̹̥͙̽͆ͥ́௷ͬ৾ͣͦȂً̞̠࣯۪̹̱͂̈́́ޏȃ
ȁ̷̤ͦ́͜ಓஜ͉ͅഴೀ̧̳̭̦ͥ͂́̀Ȃ࣐տ֥͈༷̥ٛͣഴ५બྶ̧̞̹̺̱̹ͬ͘ȃܱැ
ज़̧̹̱̺̹̞̱̀͘͜גȃ̭͈শത͉̺́͘ච̞̱̹̦̽̀͘Ȃষలͅୀ̦ͦۼओ̱Ȃࣄဩͅັ̩
५șͬࡉള̧̳̭̦̠̱̹͂́ͥ̈́ͤ͘͢ͅȃ໓͜গ̺͈ͭ́ओ̱͉̥̥̹̳͂̀̽́͜ȃ
ȁ५ೀ͉̳́ͅͅତຐ૽͈༷̦এ̞এ̞ͅಓ̤ͦͣ̀̽৾ͬࠆݝȂِș͜ࠊ͈ᣞႡ̈́ાਫ਼́ಓ̱͂
̱̹͘ȃ͈ࣽٝ४ح৪͈ಎ͉ͅ߿ϋυͬ४̯̹༷̤ͦͣͦ͜Ȃ̯ͭͅٯȜϋΑȜί͞ȜΪȜ
ͬ૦ໍ̧̞̹̺̱̹̽̀͘ȃ̹̱ͤ͘͘أ͈̹̥̀͂́̽͜ێȃ
ȁئ५͉˓ࣣ࿒ոئြ̹ൽ̦̹̱ͬ́ࠁͥܦȂକྫ५σȜΠ͞ၧؐ५σȜΠ̜̱̩ͥͣ͜Ȃ̹͈͘ܥٛ
࣐͙̹̞͈̳̽̀́͜ͅȃ
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ȁْܑ͈͈ࣽٝࣼ͜൲ະ௷̦ȆȆȆ̞̠͂ે̦̹̱́ޙȂ͉ͤ͞ഴ̹̽শ͈ூ١ۜ͂୲ࠊ̢͉࡞͂͜ة
̵ͭ͘ȃဎఱ̈́ࠊͬབ͙̦͈̈́ͣಓ͜୲̳́ȃ
ȁষ̵ْܑ͈͉̞̥̥̦ٝ̾̈́ͥͩͤͭ͘ͅȂఉ̩͈४ح৪̤ͬఞ̻̱̤̳̀ͤ͘ȃ
࢚໐

▲ ഴ५එ̱ͬȂ̞̰ව५

▲ ֚ഽͅˏ૽̱̥́͘ള̞ͦ̈́ޘ

▲ ୀ̦ͦۼओ̱Ȃ५ೀ́ಓ

▲ ५ೀ̥͈ͣ୲ࠊ

▲ ߿ϋύ̥̞͙֩ͬ
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本

山

川

弘

輝

̦ٚࢌ࡛ાȂ౷֖̥ͣ͐ڠম͉ఉ̷̩̜̠̳ͤ́ȃ૧
́ٚࢌ͈ଲͅٮව̹̽ˍ૽̱͂̀ࣉ̵̢̯̹֚ͣͦ
ॗ̳́ȃ

【出版社】
草思社

本

【出版社】
南々社

リハステーション守山

ࡉະࣣၑ̜́ͥ࡞൲͞ম͜Ȃུ૽̷̥̳ͣͦ͊ͦ̈́
͈ͤႤঃ͂ၑဇ̦̜͈̳ͥ́͜ȃ૽̷͈ͭ̈́ະࣣၑ̈́
໐ͤͅܙഞ̞̦̈́ͣȂ̷̤ͦͬഥ̞̳͈̦ͥٚࢌ
̵͈̥̱̈́ͦͭ͘͜ȃِșςΧΫςΞȜΏοϋ

【著者名】
新開 省二

【著者名】
尾畠春夫・松下幸

株式会社明尚

ఴٜͬࠨ̱̞̩̤̀ॽমࢊ̳́ȃఈ૽̥͙֚ͣͥ͂

新卒ですが、介護の
相談うけたまわります

尾畠春夫
魂の生き方

読みました！

ȁٚࢌ̾ͩͥ͘ͅȂ́ٚ͜ࢌ̺̫͉ٜ́ࠨ̧̞́̈́࿚

【題名】

【題名】

№ 212（2019 − 1）

読みました！

大津市社会福祉事業団

並

河

孝

ȁौා͈ၠ࣐ࢊఱર͈༞̜̦̩̞ͥͣͅခྴ̹̈́̽ͅȸΑȜΩȜδρϋΞͻ
ͺȹ͈࡞ဩȂ̯͘ͅඋ͙ૺ͚͕̳̮̞͈֚̓࡞́Ȃษຳ̯ͭȪ89पȫ͈২
࣓ٛࡃڰ൲ͬা̳എ̈́ږນ࡛̜̱̹́ͥ͂ۜȃུ̭͈͉Ȃೄ୪ษ̯̦ͭ
̥̹͈͉̩ͦ́̈́Ȃๅ২͈ΐλȜςΑΠ̜́ͥઐࢨئঙ͈৾ऺȂ൳଼࣐͈
ͬضડ̱̞̀ͥͅȃ࣭̠̹͈͉֚ͣͦͥ̈́̽͢ͅͅȂ५࢛ࡇ͈ਔཡఱ
̱͢ ̧
ോ́ˎपུၑ༷࣐̦߯ܭະྶ͂̈́ͤȂˏ͐ͤͅδρϋΞͻͺ̦อࡉ̱̹
͈͂༭ൽ̦࣭ͬߐ̫̹̽ȃศ̯͉ͭȂ̱̦࣐༷߯͢ະྶ̹̈́̽ͅံͅ
ఱࡇ́૧ͬࡉ̀ͤȂࡉ̥̞̞͈̾ͦ͊͂ͅএ̞̹̽̀ȃ̱̥̱ံ͈ಱ
̀ࡉͬۏȂ̺͘ࡉ̥̞̞͈̭̾̽̀̈́͂͂́ݢᰣ̱̀ಱ : শͅఱࡇͬ
อ̱̀Ȃ
ࡿࢃˍশ࡛౷ͅൢ̱̹ȃા͈ਫ਼̥ͣঐা̫࡛ͬા̧࣐ͅȂ
ࡿࢃˎশً̨̥̱͈ͣ߯͢زਔ༏۪͓ͬޏȂ̮ز̞ٛ͜ͅȶఱࡇ̥ͣြ
̹͈̳̦́͜Ȃ̤ঊ̯ͭͬை̵̯̀ೀ̧̳͘ȃྔ̦֚জ̦ை̱൚̹̀ͣȂ༴̽
̭̱̀ຈ̴̲̥̤ͅള̱̱̳̥ͣ͘ȷ͂࡞̞Ȃুਔսͬை̱̹̦ࡉ̴̥̾ͣȂ
̷͈͉ૢనͅව̽̀ૢ̹ȃံಱˏশ̧ܳ̀ͅಱͬ͂ͤȂΗͼθςηΛΠ
͈ˏ࿒࠙ख़̦ைऔই͛ͥ͂ය̥̈́ͤ͞ͅȂ̢̱͈̦̭̩̩͈߯̈́ͥ͢ͅ
́˒শً̨ͅอ̱͈̀ࣽ́͘ࠐࡑ̱̥ͬ̀ڰை̱ই̹͛ȃ41̩̞ͣȶ͢Ȝ
̱̩Ȝͭȷ͂ఱ́ࡤ͍̥̫̞̹̀ͣȂ
ȶ͖̩̭̭ȷ͂༐ম̦̜ͤ߃̧̞̞̿̀
এ̴ͩ႐̦̭͖̹͈̭ͦ͂͂ȃ༴̧̢̥̥̀ൽ̞̩ͬࣛͤ̀͂ 26૽̩̞͈ͣ࠙
ख़͈૽̞ٛͅȶ̭̻ͣͅള̱̞̯̀ئȷ͂࡞̹̦ͩͦȂ
ȶ̵̳͙ͭ͘Ȃ̤̽͞
̯ͭȪ࠙ۗȫজ͉̤༦̯̤̲̞̯ͭ͂ͭ͂ೄ୪̤ള̱̱̳͘ȷ͂௵̱̹̥ͣ
͂ྫၑͬ࡞̞Ȃೄ୪̱̤߯ͬ͢ͅ༦̯̤ͭͅള̱̱̹ȃ̷͈শ͈̤༦̯͈ͭ
͉དྷ̞ͦͣͦ̈́ȃ̷͈ͬࡉ̹̺̫ͣͦ́ࢨ̵̳̥̞́͂ͦ̀ͥȃ৹̞শ̥
ͣș̈́ॽমͅັ̧Ȃ̷͈ࠐࡑͬ͂͜ͅδρϋΞͻͺڰ൲̧̹̯̥̀ͦͅڰȃ
ુͅࠚু൲৬́֊൲̱Ȃૢ̱̹ͤͅম̱̹ͬͤ́δρϋΞͻͺ́४̳ͥح
ոષȂ࡛౷͈૽͉ͅྸთ̥̫̞̭ͬ̈́͂ͬ۹̥̞ͦ̀ͥȃษ̯̥ͭͬͩͤօ
̩۰ౙ̈́ડ́ນ࡛̯̞͈ͦ̀ͥ́Ȃ২࣓ٛࡃڰ൲͉༷̞̹͍ͬڠଵ̮֚උ
̩̺̯̞ȃ
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地域医療公開研修会リハビリテーションセミナーのご案内
慢性的な筋骨格系疼痛を有する症例に対して困っている方、運動器系の疼痛のセラピーに興味を持
っている方、是非奮ってご参加ください。慢性痛治療の最先端のシドニー大学で研修され、病院の集
学的診療でペインリハビリテーションを実践されている講師をお招きし、ご講演をしていただきます。
日

時

2019 年

２月７日（木） 17:30 〜 18:30

場

所

大津赤十字病院８階ＡＢＣ会議室

内

容

慢性筋骨格系疼痛に対するリハビリテーション

講

師

久郷真人先生（滋賀医科大学附属病院リハビリテーション部）

定

員

なし

金

額

無料

第2回
講

師

平成 30 年度定例研修会
滋賀県神経理学療法研究会研修会

大畑光司先生（京都大学大学院医学研究科人間健康科学専攻

理学療法士）

テ ー マ

脳卒中後歩行障害に対する理学療法の考え方

日

時

平成 31 年 2 月 10 日（日） 10:00 〜 15:00 （9:30 受付開始）

内

容

脳卒中発症後に多く経験する歩行障害に対し、その評価方法と介入方法の
考え方の基礎を学習し、理論的な臨床応用の習得を目指します。
また、近年注目が高まっている「ロボット併用リハビリテーション」の
実際と、可能性を学ぶことを目指します。

対

象：理学療法士および関連職種

お問い合わせ：滋賀県理学療法士会

神経理学療法

硏究会
定

員：200名

会

場：ピアザ淡海(県民交流センター)

山口卓也（sigaptsinnkei@gmail.
com）

〒520-0801

申込方法：下記URLリンクより申込み下さい。

滋賀県大津市におの浜1-1-20

申し込み期間は、2019年1月4日〜1月25
日、応募者多数の場合は、先着順に採択と

研修会費：滋賀県理学療法士会員：無料

させていただきます。下記ファームは期間

その他：1000円

外では使用できず、定員になり次第閉鎖さ

備

せていただきます。（滋賀県理学療法士会

考：都道府県士会主催の講習会・研修会

ホームページでも申込み可能です。）

履修ポイントのポイントの10ポイントが付
与されます。また、新人教育プログラムC-2

https://docs.google.com/forms/d/1̲tS

のポイントが認証されます。当日は会員証

3V3vcVicQo2CbVUehvwnYvtr6sDALVA

（緑のカード）を御持参下さい。会員証を

xP-SxGP4M/edit#responses

非所持の場合、生年月日を確認することに
なります。領収証が必要な場合は、受付時
に申し付け下さい。
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滋賀県理学療法士会 国体支援
2018年度第 5 回研修会
テ ー マ

スポーツ現場における外傷への対応（上肢）、筋力トレーニング

日

時

平成 31 年 2 月 17 日（日）10：00 〜 16：00 ( 受付９：30 から )

内

容

スポーツ現場で活躍する理学療法士の育成を目的として、国体支援部内にて
知識・技術の向上を図ります。第一部は、練習や試合において発生する可
能性のある上肢スポーツ外傷のメカニズムを講義形式で学習します。その
後、応急処置方法を実技形式で学習します。第二部は、スポーツ現場にお
ける筋力トレーニングを理論と実技で学びます。また、グループ形式にて
集団に対しての指導方法も学習します。

対

容

国体支援部研修会ベーシック「ウォーミングアップとクーリングダウン」を
受講された方 ※部内研修会のため

タイムスケジュール

講

9 ：30

受付開始

10：00

上肢のスポーツ外傷概論

11：00

上肢の応急処置、理論と実技

13：00

お昼休憩

14：00

筋力トレーニング概論、実技、グループワーク

16：00

終了

師：久田 信壱、冨士野 秀峰、土山 裕之、

お問い合わせ下さい。

中西 恭介
https://goo.gl/forms/2fwa1gcN0
会

場：吉身会館

VWimS

〒520-0801
滋賀県大津市におの浜1-1-20
持

申込締切：平成31年２月10日(日)

物：動きやすい服装、三角巾（目安105cm

お問い合わせ先：〒529-1174

×105cm×150cm）

滋賀県犬上部豊郷町下枝23-1
おした整形外科医院

参 加 費：無料

TEL：0749-35-0017
国体支援委員会

懇 親 会：研修会終了後に会場付近で懇親会を

事務局（担当：土

山）

予定しています（参加費3000円〜

E-mail：pt.shigakokutai@gmail.

5000円）

com

申込方法：下記URLに必要事項を入力しお申し
込み下さい。お申し込み後、自動返
信メールをお送りさせていいただき
ますので、メールが届かない場合は
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第 34 回 滋賀県理学療法学術集会 一般演題募集
ާ૪ćိ 42 ༃ǒॢ 41 Īī
ޏ௲ćۇᆫॸୌૈಡĶʣʯ˅ j N FQ!) ɺɼʹʛʯī
［8］抄録の作成

演題募集要項
［1］今大会の演題発表概要

抄録集の事前配布を予定しています。
『演者名』

口述発表形式で行います。

『所属』
、『キーワード（３つ）』
、『本文』の順で

（演題申込み数により、発表形式の変更あり）

Windows 版 Microsoft

Word にて作成し、電

子メールに添付してください。
［2］発表時間

様式は縦 A4 用紙に横書きにて、一行の文字数

口述発表、ポスター発表：1 演題につき 10 分

は 26 文字以内、行数は 50 行以下とし、印字範

（発表時間 7 分、質疑時間 3 分）

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。

［3］応募資格
筆頭演者は、公益社団法人

文字の大きさ等については、演題名は MS ゴ
滋賀県理学療法士

シック体 12 ポイント、その他の文字は MS 明朝

会会員に限ります。

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】
、

［4］応募方法

【考察】
、
【まとめ】
、などの小見出しを付け文字数

抄録の投稿をもって受付と致します。

は全角換算で 1,000 文字以内としてください。

応募先 E-mail アドレス

機種依存文字、外字は使用しないでください。

reha-station@373932hp.jp

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

［5］応募期限

登録できませんので、注意してください。

平成 30 年 12 月 1 日（土）〜
平成 31 年 2 月 28 日（木）17 時まで。
締め切り間近は問い合わせが集中しますので、
余裕を持って応募頂くことをお勧めします。

［9］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。

［6］応募上の注意

［10］発表演題申し込みに関する問い合わせ、およ

演題は、未発表の物に限ります。応募された演

び抄録の問い合わせ先

題（抄録）と当日の発表内容が大幅に変わること

医療法人芙蓉会南草津病院

の無いようにお願い致します。ヘルシンキ宣言に

リハビリテーション部

沿った研究であることをご確認ください。

諸頭

幸平

Tel：077-562-0724
E-mail アドレス：reha-station@373932hp.jp
メールでのお問い合わせの際は必ず題名に「第

［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

34 回滋賀県理学療法学術集会に関する問い合わ

題審査員（査読者）による審査結果を参考に大会

せ」と記載し、本文中に氏名、連絡先を添えてい

長が決定し、発表形式についても学術局の判断で

ただきますようお願い致します。

通知致します。平成 31 年 4 月末日までに応募者
たくさんのご応募をお待ちしています。

のメールアドレス宛に通知致します。
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第３回公益事業検討会議報告

ٳटশȇ଼41ා2324
Ȫ࿐ȫ29ȇ41 〜 32ȇ11
ٳटાਫ਼ȇসٖ֓شఱڠ֓ڠ໐້௺ພ֭ȁ݈ٛ
ၑমȇࢫ܊ȁড়ന࠲হȁֳࢣॄȁઐؖઍࡨȁỹࢼঊȁࢬ໐ਹ
ന۪ȁݛ༗ܲࢬȁ૩౺ঊ
֥ȇڎ໐ಿȁসٖࡇၑڠၷ༹আڠਬٛఱٛಿ
݈ȁȁಿȇࢫ܊

ˎȅڠپਠΏΑΞθ͈་ࢵ̞̾̀ͅȪỹၑম
ͤ͢༭࣬ȫ
ȁˬ˰͈ৗͬ༗̱Ȃࡇྦྷ͈࠲ࢫ̢ͬͥ
̭̦͂ਹါ̜́ͥȃފ͉ٛৗഎ̈́྾ࢵ͈ݺ
૧ଷͬૺ̞̩༷͛̀ૻ̱̞͂̀ͥȃ
ȁ૧ΏΑΞθ͉́ȂஜࡄܢਘȪਲြ͈૧૽ί
υΈρθͅڂ൚ȫȆࢃࡄܢਘ࣐̞ͬȂਞၭ̳
ͥ͂ഴၑڠၷ༹আ̈́ͥͅȃ౷ࡄਘ͞છ႕
༭࣬̈́̓͜ίυΈρθͅେࣺ̤ͤͦ̀ͤ͘Ȃ
ࣽࢃచ؊ͬ൦̳ͥȃ
ȁܡం͈֥͉ٛවٛࢃˑාȂ૧ίυਘၭ̱̀
̞̭ͥ͂́ॻ͈ഴၑڠၷ༹আ̈́ͤͅȂ
̭͈༷̹̻̦౷ࡄਘ͈ঐ൵৪̈́ͥͅȃ̱̥
̱Ȃ࡛ે͉́૧ίυྚਘၭ৪̦511ྴ͕̓স
ٖࡇ̤́ͤ͜ȂࣽࢃȂ̭͈༷ͦͣͬచય̱͂
̀ࡄਘͬࣽࢃˎා̞࣐́ۼȂഴၑڠၷ༹আ
ͬ௩̳̭͂ͬ͞ࣉ̢̞̀ͥȃ
ȁူ଼ࢷ͈ঐܰ௱་ࢵͤ͢ͅႉਠঐ൵
৪͉Ȃঐ൵৪ࡄਘ࣒̳ͬͥຈါ̈́ͥͅȃࣽ
ාഽུ͉ၑڠၷ༹আފ̤̞ٛ̀ͅঐ൵৪ࡄ
ਘ͈έΏςΞȜΗȜͬူ଼̳ͥȃসٖ֓ၷ
֥ܿ͂ޗ͈ࢷڠႉ͈ˬ˰́ˑྴͬଔ
ஒ̳̭̱̹ͥ͂ͅȃ

ˍȅٛಿ༭࣬
ȁ܊ٛಿͤ͢ڰ൲༭࡛࣬͂ે͈́هఴ̾ͅ
̞̀୰ྶ̯̹ͦȃ
Ȇףমު̱̀ͅ۾
ȁఉਅႲࠈ͈ຈါ̦࿚̤ͩͦ̀ͤȂˬ˫
˯Ⴒ၁݈ފ̱ٛ͂̀˫˰Ȅ˯˰͈͂Ⴒࠈ̱ڎ
ήυΛ·͈́ٚࢌထཡ͞Ήͺ݈͈ٛ́෩ࡍ̈́
̓ͬ৾ͤழ̞ͭ́ͥȃ̹͘ȂसٛȂΉͺ
ζΥ݈ފٛ͂ވ൳মުͬ൦̱̞̀ͥȃ࠲ࢫ
̱̦ވ݈ٛͬܥܑ๊֚ٛͅު͈͂ފ൱ͬ
൦̱̞̩̀ȃ
Ȇٛ͂ྚො̞̾̀ͅ
ȁٛྚො͈̦ܰ་ͩͤȂྚොపٛ৪̦স
ٖ́͜ତྴ̜̹̽ȃࣽࢃȂ͈ٛ൦Ȃٛ
ͅࡉࣣ̹̽আ͈ٛྛႁͬ௩̳̭͂͞ͅਹതͬ
̤̩ȃٛࡘ͜ڣ൦̱̹̞̦ٛո͈ٸਓ
̦ףຈါ̈́ͥͅȃ
Ȇब̞̀̾ͅٺ
ȁब౷͈͒ΓράΑΠ͈෩ࡍ̦̜̦ͥȂস
ٖࡇ̥͈ͣ෩ࡍ͉ͅఘଷ̦ະȃࣽࢃା
̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥȃ
Ȇমྩޫఘଷ̞̾̀ͅ
ȁমྩޫ֥ͬࡹဥ̱Ȃ͈ࣽ́͘ैު͈࢘ၚا
̦̹̦ͣͦȂ̺͘ະȃࣽࢃ͉Ȃࡇ͈
֓ͅ؍ၷছႲࠈݶത̧̦́ͦ͊আ͈ٛমྩ
ਫ਼ͬ֊ഢْ̳ͥࠗȃ
Ȇ͂͛͘
ȁআ͈͉͙ٛޑ৹̞֥̦ٛఉ̞̭͂ȃ̱̥̱
֥̦ٛআٛڰ൲ͅ४̞̱͂̈́حփྙ̦ྫ̞
͈́Ȃࣽࢃ֥̦ٛ͜४ڰ̞̳̱͞ح൲ͬ൦
̱Ȃڎ໐͈໐֥͜ၠ൲ऺ૽̱اอߡͬ̽̀
̞̩ȃ

ˏȅڎ໐Ȃڎտ֥ٛڰ൲༭࣬Ȫ໐ಿ༭࣬ȫ
ȁڎ໐ͤࣽ͢ාഽমު͈ૺೃે͈ޙ୰ྶ̦
̜̹̽ȃમळ͉ڬՔ̳ͥȃ
ːȅڎ໐Ȃڎտ֥͈ٛমުْࠗȂထॳΪͺςϋΈ
ȁষාഽ̫࢜̀ͅȂڎ໐͈মުْࠗထॳࠗ
ْͬ୰ྶ̱̞̹̺̞̹̀ȃ
ȁ̭͈ΟȜΗͬਬ̱Ȃষාഽْ͈͈ࠗளմ
ͬ42ාˍո࣐ࣛၑমٛ൝́൦ȃˏ͈
ၑমٛ́ࠨ݈̳ͥထ̳͂ͥȃ
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○会員数名 1,049 名（うち入会手続き中 9 名）

< 日本理学療法士協会ホームページから >

○賛助会員 5 社

厚生労働省臨床研究法における

新年、あけましておめでとうございます。今年もよ

臨床研究の利益相反管理について

ろしくお願いします。

厚生労働省より、「臨床研究法における臨床研
究の利益相反管理について」の通知がありました。
詳細については、厚生労働省ホームページをご確

財務関係書類等の請求・問い合わせ先について
今年度より事務局機能の一部が、湖南市下田に移

認ください。

転しました。そこで、交通費等の請求書の送付先や

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

公文書請求書の請求先について問い合わせがきて

bunya/0000163417.html

います。
財 務 関 係：滋賀医科大学 川波（事務員）宛
公文書請求：滋賀県理学療法士会
岩倉（事務局長）宛
尚、提出先・問い合わせについては、別紙滋賀県
理学療法士会問い合わせ一覧を確認してください。
住所の異動申請について
自宅会員の方で、お住まいを変わられましたら、
速やかに協会マイページ⇒会員管理⇒異動申請より
住所の変更手続きをお願いいたします。士会ニュー
ス等の発送物が士会事務局に戻ってきます。よろし
くお願い申し上げます。
< 問い合わせ先 >
〒 520−3201 湖南市下田 909−9
滋賀県理学療法士会事務局 岩倉 浩司 宛
問い合わせ jimukyoku@shiga-pt.or.jp
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滋賀県理学療法士会問い合わせ先一覧
事務局

公文書発行

ūŪŮŶŬźŰŬŶŁŴũŪŨŢĮűŵįŰųįūűȁ൚ȇ܊ா
ŕņōĻıĸĵĹĮĸĹĮıķĳıġŇłřĻıĸĵĹĮĸĹĮıķĳĲ
ɦ̤࿚̵̞ࣣͩ൝͉Ȃ̧́ͥࡠͤιȜσ̤̳̱̹̞̞͘ͅܐȃ
入会、異動、休会
։൲එ͉ފٛγȜθβȜΐȪζͼβȜΐȫષ̥࣐̠̭̞̳ͣ͂̈́̽̀͘ͅȃ
ũŵŵűĻİİŸŸŸįūŢűŢůűŵįŰųįūűİ
財務関係
ŬŢŪŬŦŪŁŴũŪŨŢĮűŵįŰųįūűȁ൚ȇসٖ֓ఱȁ܊ȁ෨ȁŕņōİŇłřȁıĸĸĮĶĵĹĮĳķĸı
発送物関係

総務部

ųŦũŢŁŰŵŴŶįūųŤįŰųįūűȁ൚ȇఱೋলພ֭ȁςΧΫςΞȜΏοϋشȁ؈ന
୬ࣺอ൝̜ͦ͊Ȃྀ ĳĶ ̤́͘ͅ૭̱̩̺̯̞
୬ࣺ͙ͤอ͈อ୶͈อํս̵̞̤̩̺̯̞̾̀ͣ͜ͅ
Ȫ֥͈͙ٛȂ۾Ⴒ౬ఘࣺ̈́̓ȫȃ
ڎ໐͈মު͈ື̱̀͜ͅ۾อ͉̱̀ͅ۾ྩ໐̮̩̺̯̞ͅȃ
ホームページ原稿受付ȁ
൚ȇŬŰūŪůŁţŦŭŭŦįŴũŪŨŢĮŮŦťįŢŤįūűȁ൚ȇসٖ֓ఱȁ֔܊
γȜθβȜΐȁũŵŵűĻİİŸŸŸįŴũŪŨŢĮűŵįŰųįūűȁȁȁ
士会ニュース原稿受付

広報部

ŴũŪŨŢűŵůŦŸŴŁźŢũŰŰįŤŰįūűȁ൚ȇၛࢿٖພ֭ȁ५ഞ
研修関係

研修部

ŴűŵŢįŬŦůŴũŶŁŨŮŢŪŭįŤŰŮȁ൚ȇ༗࠲֓ၷΓϋΗȜȁୄؖ
介護保険部
űŵŬŢŪŨŰũŰŬŦůůţŶŁźŢũŰŰįŤŰįūűȁ൚ȇڢಎ؇ພ֭ȁ૰५
診療報酬部
ųŦũŢţŪŭŪŁźŢŴŶĮũűįūűȁȁ൚ȇਛພ֭ȁఆ
ŕņōġĻġıĸĸĮĶĹĸĮĲĴĴĳȁŇłřġĻġıĸĸĮĶĹĸĮĶııĵ
生涯学習関係

生涯学習管理部

ŮĮŪŬŦźŢŁűŵĮŴŪįŢŪůŰįŢŤįūűȁ൚ȇসٖ֓ၷܿࢷڠȁ౻
ŕņōġıĸĵĺĮĵķĮĳĴĳĳ
厚生事業関係

厚生部

űŵŴũŪŨŢŠŬŰŶŴŦŪţŶŁźŢũŰŰįŤŰįūűġġ൚ȇ߃ࢺঌڿ֓ၷΓϋΗȜȁ؈ന
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編集後記
編集後記

平成も終わりに近づきました。
皆様、如何お過ごしでしょうか。
インフルエンザ、ノロウィルスが毎年のように流行していますが、
マスク・うがい・手洗いなど予防に努めましょう。
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