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障がい者スポーツ支援部だより
ジャパンオープンパラ卓球選手権大会　観戦記
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執行部の体制について
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第 34回滋賀県理学療法学術集会のご案内
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審議により以下の議案が承認されました。
・第１号議案　2019 年度事業報告・財務諸表・監査報告・総会議案書について

６月２日定時総会の予定であり、印刷完了次第会員施設へ配布する予定。
・第２号議案　公益社団法人滋賀県理学療法士会倫理規定（案）について

ニュースに規定を掲載してますのでご参照ください。

○報告事項
・管理者ネットワーク登録について
管理者ネットワーク登録が 150 件を超えました。現状は、一方通行のメールとなりますが、会員のみな
さまに有益な情報を配信していきます。

・JPTA拡大組織運営委員会報告　４月７日　TKP赤坂　平岩　川﨑出席
生涯学習システムの変更と臨床実習指導者研修会などの進捗、腰痛予防普及事業、JPTA会館建設等につ
いての情報提供がありました。生涯学習システムや臨床実習指導者研修会についてはまだ詳細が不明な部
分もあり、今後順次会員の皆様へ情報提供していきます。

・執行報告
平成 30年度下半期の４名の執行理事の活動報告がなされました。

理事会だより 2019 年度第 1回公益社団法人滋賀県理学療法士会理事会報告

開催日時：2019 年４月 11日（木）　18 時 00 分 ～ 21 時 00 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：平岩康之　柴田健治　弘部重信　松岡昌己　酒井英志　吉田　環

久保貴弘　森智子
特別出席：選挙管理委員会委員長　小澤和義
出席監事：前川昭次
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2019年度第１回運動器理学療法研究会研修会
テ ー マ：「（拘縮肩や投球障害肩などに使える）

肩関節症状改善に必要な基本的知識と
スキルへの応用」

講　　師：鵜飼　建志（中部学院大学　准教授）

日　　時：2019年７月27日（土）
10時～15時（９時30分より受付）

会　　場：男女共同参画センター“G-NETしが”
大ホール

〒523-0891
滋賀県近江八幡市鷹飼町80-4
TEL：0748-37-3751

備　　考：新人教育プログラムC-２のポイントが
認証されます。

参 加 費：県士会員・学生…無料
他士会・多職種等…1,000円

申　　込：2019年６月５日（水）～７月21日（金）
必着　定員150名

申込期間内に、日本理学療法士会ホームページの
マイページからお申し込下さい。
応募多数の場合は、先着順とさせて頂きます。
第１回運動器理学療法研究会研修会で、ご不明な
点があれば、下記までお問い合わせ下さい。

e-mail：shigaundouki@gmail.com
運動器理学療法研究会　石﨑　裕也　宛

応募要領
助成事業要綱（滋賀県理学療法士会ホームページ
よりダウンロード可能）の内容を確認の上、研究
活動助成申請書を作成し提出すること。
　また、どの研究課題を選択したのかを記載し、
①研究の目的、②方法、③予想される結果、およ
び④仮説とそれに対する考察等を1000字程度にま
とめ所定の用紙に記入して提出すること（原稿に
は①～④とわかりやすく見出しをつけること）。
　また、研究発表までのおおまかな研究計画予定
（タイムスケジュール）および研究に必要な経費(
基本的に８万円まで)の概算を所定の用紙（様式１
～４：滋賀県理学療法士会ホームページよりダウ
ンロード可能）に記入して下記送付先へメールま
たは郵送、FAXで提出すること。
締め切り：令和元年10月31日

審査
１）令和元年11月
２）基礎・臨床及びその他の分野の研究を各数編
選出し、１件につき基本的に８万円以内の助
成を行う。

３）審査結果は本人宛通知すると共に士会ニュー
スにて発表する。

研究助成該当者の責務
　選出された研究該当者は、令和元年滋賀県理学
療法士学術集会にて、その成果を発表する。ただ
し、発表１ヶ月前に掲載用論文を教育部に提出す
ること。論文は、滋賀県理学療法士会学術誌「湖
都」に掲載される予定であり、それまでに教育部
の許可なく他誌への投稿はしないこととする。

送付先
ひかり病院　リハビリテーション科　　桂　純一

〒520-0002
大津市際川３丁目３５－１

TEL：077-522-5411
FAX：077-522-5419
mail： ptkyouikubu@yahoo.co.jp　　桂宛
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滋賀県理学療法士会　国体支援部
2019 年度第 2回研修会

テ ー マ　　スポーツ現場における重症頭頸部外傷への対応
日　　時　　2019 年７月 21日（日）10：00～ 16：30 ( 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。
今回は、脳振盪や頚椎損傷などの選手の生命に関わる重症頭頸部外傷について、
病態やスポーツ現場における対応を学びます。
チームや選手に対して事前にどのような対策を講じるのか、実際に起きてしまっ
た場合の評価や応急処置はどうするのか。
大学アメリカンフットボール部のトレーナーとして選手をサポートしている竹治
先生より座学だけでなく実技を含めて講義して頂きます。
すでに参加された先生方におきましても、再受講可能です。
また、選手の生命に関わる重症頭頸部外傷の万が一に備える対策や対応はトレー
ナー活動においてとても重要となります。

講　　師：竹治　久里子（たけはる くりこ） 先生
大学アメリカンフットボール部トレーナー
作業療法士、日本体育協会アスレティッ
クトレーナー　

会　　場：吉身会館　大会議室
〒524-0021
滋賀県守山市吉身３丁目２ー８
＊JＲ守山駅　徒歩15分

持　　物：搬送の実技がありますので動きやすい服
装、運動靴でお越しください。

参加者定員：定員70名
（※スパインボードの数に限りがあるため）

参 加 費：県士会員…無料
それ以外…1,000円

懇 親 会：研修会終了後に会場付近で懇親会を予
定しています
（参加費3000円～5000円）

申し込み方法：下記ＵRＬに必要事項を入力しお申し
込み下さい。
https://forms.gle/seDsgtFEb3m7Ah3v5

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
が届かない場合はお問い合わせ下さ
い。

申込締め切り：2019年７月14日（日）

問い合わせ先：〒520-0044
滋賀県大津市京町２-１-24
あそうクリニック

TEL：077-510-6580
国体支援委員会 事務局（担当：柴田）

E-mail：pt.shigakokutai@gmail.
com
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第 1回生活環境支援理学療法研修会のご案内特別企画

　この度、健康しが共創会議をきっかけとしまして、国際エロンゲーショントレーニング協
会と協働で研修会を企画いたしました。健康しが共創会議は多様な主体が、各々の活動内容
を共有し、アイデアを持ち寄り、語り合い、協力関係を構築して、県民の健康づくりに資す
る活動の創出につなげていく場として滋賀県が推し進めている事業です。今回双方の団体の
健康しがへの思いに相通じるものがありましたので協働で事業を行うことになりました。今
回の研修は 2部構成になっておりまして、１部は３時間の通常の滋賀県士会主催の研修会と
して実施します。２部は国際エロンゲーショントレーニング協会主催となっております。特
典として１部２部とおして受講されますと、『国際エロンゲーション協会指導者育成コース修
了』が付与されます。
　また、２部は有料ですが、２団体協働で開催することで特別料金が実現しました。是非こ
の機会に多数の方に受講していただきますようお願い申し上げます。

テ ー マ：健康のび体操を用いた介護予防
エロンゲーショントレーニング　

内　　容：国際エロンゲーショントレーニング協
会がモデル事業として実施したM市の
事業紹介
健康のび体操の指導方法
スポーツ分野への応用。オリンピック
選手への介入実績など
エロンゲーショントレーニングを行う
にあたって必要な基礎知識など

講　　師：佐伯武士（国際エロンゲーショントレーニング協会）
葛迫　剛（アシスタント講師）

日　　時：2019年７月６日（土）

場　　所：１部　明日都大津市
２部　ふれあいプラザホール（４Ｆ）

　13：30-16：30
生活環境支援理学療法研修会
主催　滋賀県理学療法士会

生活環境支援理学療法研究会
受講費　滋賀士会会員無料

非会員、他士会会員3,000円　

　17：00-19：00
国際エロンゲーショントレーニング協会
主催　滋賀県理学療法士会後援
受講費　滋賀士会会員5,000円

非会員、他士会会員10,000円
エロンゲーションバンド（のび体操用

バンド）はご希望の方には4,000円で
購入可能です。

申　　込：会員の方はマイページより登録お願い
します。研修会番号19991
2019年5月10日より登録開始
非会員の方はお問い合わせください。

定　　員：40名　先着順になります。

特　　典：１部２部両方受講の場合、国際エロン
ゲーショントレーニング協会指導者育
成コース修了が付与されます。
１部のみの受講でも都道府県士会主催
の講習会・研修会履修ポイントの10ポ
イントが付与される予定です。
運動器理学療法（徒手）
生活環境支援理学療法（介護予防）
２部のみの受講は不可です。

問い合わせ先：公益社団法人滋賀県理学療法士会　
info(@)shiga-pt.or.jp　　　　　　　
(@)を@に置き換えてください。
非会員の方の申込の場合は、氏名、職
業、連絡先、２部参加の有無をご明記
ください。　
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2019 年度　滋賀県理学療法士会新人研修会のご案内

日　　時　　2019 年６月 16日（日）
会　　場　　ピアザ淡海　　207会議室
研修内容　　09：40～ 10：40　Ａー１　理学療法と倫理

10：50～ 11：50　Ａー２　協会組織と生涯学習システム 
13：20～ 14：20　Ａー３　リスクマネージメント（安全管理と感染予防を含む）
14：30～ 15：30　Ａー４　人間関係および接遇（労働衛生を含む）
15：40～ 16：40　Ａー５　理学療法における関連法規（労働法を含む）

申込期間　　2019 年５月 10日（金）～５月 31日（金）
申込方法　　専用申し込み用紙に必要事項を記載し、FAX にてお申し込みください。また、第１回研修会

後に新人歓迎会を企画しております。研修会の申し込み用紙には、研修会と新人歓迎会の両方
の参加の可否をご記入ください。施設ごとの一括申し込みにご協力をお願いいたします。FAX
で申し込みできない方は、下記（川﨑）まで、E-mail にてお申込みください。
なお、研修会では資料を配布しませんので、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。 

申し込み先　　FAX：0749-46-2313　（滋賀医療技術専門学校　川崎宛）
E-mail：h-kawasaki@pt-si.aino.ac.jp
件名「新人研修会申し込み」を必ず入れ、①氏名　②所属　③研修会の参加　④新人歓迎会の
参加の４項目を明記してお申込みください。

日　　時　　2019 年７月 28日（日）
会　　場　　ピアザ淡海　207会議室
研修内容　　09：40～ 10：40　Ｄー１　社会の中の理学療法（政策含む）

10：50～ 11：50　Ｄー２　生涯学習と理学療法の専門領域
申込期間　　2019 年６月 17日（月）～７月 15日（月）
申込方法　　日本理学療法士会ホームページのマイページからお申し込みください。なお、研修会では資料

を配布しませんので、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。

日　　時　　2019 年８月４日（日）
会　　場　　ピアザ淡海　207会議室
研修内容　　09：40～ 10：40　Ｂー２　クリニカルリーズニング

10：50～ 11：50　Ｅー１　臨床実習指導方法論 
申込期間　　2019 年７月８日（月）～７月 29日（月）
申込方法　　日本理学療法士会ホームページのマイページからお申し込みください。なお、研修会では資料

を配布しませんので、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。 
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日　　時　　2019 年９月 29日（日）
会　　場　　滋賀医療技術専門学校
研修内容１　　09：30～ 10：30　Ｂー３　統計方法論

10：40～ 11：40　Ｂー４　症例報告・発表の仕方 
申込期間　　2019 年８月 26日（月）～９月 23日（月）
申込方法　　日本理学療法士会ホームページのマイページからお申し込みください。なお、研修会では資料

を配布しませんので、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。 

新人研修会に関する不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
生涯学習部　川﨑　浩子

E-mail　h-kawasaki@pt-si.aino.ac.jp

読みました！本

【題名】

「レンズを通して」
【著者名】

高
たか

円
まどの

宮
みや

妃
ひ

久
ひさ

子
こ

【出版社】
中央公論新社

大津市社会福祉事業団

並 河 　 孝
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会員権利停止について
　2019 年３月 31 日までにお支払いがなかった場合は、原則、会員としての資格を喪失し退会 ( 非会員 )
の取扱いとなります。ただし、 までに会費納入があった場合は、納入が確認できた時
点より会員権利を復活いたします。
　その場合、本会では４月１日から納入が確認できるまでの間は、以下に記載する権利を停止します。

・役員、代議員及び分科学会運営幹事の選挙権・被選挙権
・研修会・学術大会等への申込および参加
・生涯学習ポイントの付与　　・認定・専門理学療法士の認定
・会報誌・学術誌の発送　　　・各種メールマガジンの配信
・理学療法士賠償責任保険の全員加入・任意加入（新規および継続）
・会員としての演題登録　　　・学術誌への投稿・掲載（有料とさせていただきます）
・倫理審査申請　　　　　　　・研究助成の申請
・各種委員としての活動　　　・講師としてのご登壇　他

４月以降の各種申請について

会費納入状況 2019/4/2 ～ 6/30 の申請 2015/7/1 以降の申請（2019
年度まで入金済の方のみ）

2018 年度まで納入済 マイページから申請可能
ただし、入金済の 2019 年会費は
返金しない

マイページから申請可能

会費納入状況 2019/4/2 ～ 6/30 の申請 2019/7/1 以降の申請

2018 年度まで納入済 マイページから申請可能
反映日は申請当日となる
2019 年会費は【異動前士会】

マイページから申請可能
反映日は申請当日となる
（2019 年会費は納入済）

会費納入状況 2019/4/2 ～ 6/30 の申請 2019/7/1 以降の申請（休会
経過退会者以外）

2018 年度まで納入済 マイページから申請可能
反映日は申請当日となる
2019 年度会費は【復会時の所属
士会】
※休会継続申請をしていなかった
会員の場合、申請受付は 5/31 ま
で（6 月末日までに納入がなけれ
ば休会経過退会とする）

マイページから申請可能
反映日は申請当日となる
2019 年度会費は【復会時の
所属士会】

31年６月分
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会費納入状況 2019/4/2 ～ 6/30 の申請 2019/7/1 以降の申請

2018 年度まで納入済 2019 年会費納入後、マイページ
から申請可能
2020 年会費に割引適用

マイページから申請可能
2020 年会費に割引適用
（2019 年会費は納入済）

新卒者の入会について
　皆様の施設、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。

入会方法について
　協会ホームページ URL　http://www.japanpt.
or.jp/about/join/　をご参照の上、入会手続きを
行ってください。

入会金、会費について
　新卒者の入会の場合（２年目以降は協会費の
減額がなくなります）
入会金　5,000 円　　協会費　5,000 円
士会費　9,000 円　　合計　19,000 円
２年目以降の協会費は 11,000 になります（士会
費と合わせて年 20,000 円）

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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事務局　公文書発行

入会、異動、休会

財務関係

発送物関係　総務部

ホームページ原稿受付

士会ニュース原稿受付　広報部　

研修関係　研修部

介護保険部

診療報酬部

生涯学習関係　生涯学習管理部

厚生事業関係　厚生部

公益事業部

滋賀県理学療法士会問い合わせ先一覧
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編集後記編集後記
　ついに新元号令和元年となりました。明日への希望とともに
日本人一人ひとりが大きな花を咲かせるという願いを込めて令
和の文字が選ばれたそうです。新年度気持ちを新たに、何事に
もコツコツと取り組んでいきたいですね。


