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̮ం̳̥́ȉসٖൠෂພၷူঐ൵আͬȊ
সٖࡇൠෂພފٛ
সٖൠෂພၷူঐ൵আտ֥ٛ
ٛಿȁུؖȁࡓ
সٖൠෂພၷူঐ൵আտ֥ٛȁ࣒ਠٛտ֥
ၛࢿٖພ֭ȁςΧΫςΞȜΏοϋهȁ५ഞȁȁഔ
ȁ͙̯̈́ͭȂসٖൠෂພၷူঐ൵আȪո˟ئˠˡসٖȫ̮ͬం̳̥́ȉĳıĲĵාͅలˍٝ
࣒ਠ̦ٛٳই̯ͦȂĲĲĲྴ͈˟ˠˡসٖ̦౪̱̱̹̦͘Ȃၑڠၷ༹আ͉ˎྴ̱̹́ȃոࢃȂల
ˎ͉ٝĲıྴȂలĴ͉ٝ˕ྴȂĳıĲĹාশതࣣ́ࠗĳĹྴ͂ഽ͉̜̦̜̳ͤ̾̾ͤ͘ȃࣽා́˒ٝ
࿒̢ͬࠞȂ̧͙̯̯̞̹̺̹̞̈́ͭͣ̽̀͂ͅͅȂ۰ౙ͉̜̳̦́ͤ͘Ȃ̮ત̵̧̯̞̹̺ٚ̀
̳͘ȃ
ȁ˟ˠˡসٖ̳ͬͥழ̱̱͂̀͘Ȃ֓ȂۭࢌȂसȂۯၑူוআȂၑڠၷ༹আȂ
ႉऔܿȂসٖࡇ֓ٛၑমȂࡇ൚৪̥ͣ̈́ͥńŅņসٖտ֥̦̜̳ٛͤ͘ȃུழ
͉Ȃসٖࡇ̤̫ͥͅൠෂພ̞̱ୃ͈֗ޗে͈͍ܿݞຽݞȆอȂ͍̈́ͣͅসٖࡇ͈౷֖͈
අಭͅၪ̱Ȃൠෂພۛ৪̯ͭ͂͂͜ͅসٖࡇ͉͈̈́ͣ́ၷူڰ׳൲̳ͬͥ֓ၷΑΗΛέȶ˟
ˠˡসٖȷ͈ူ଼͂ͬ࿒എ̱̳͂͘ȃུൠෂພၷူঐ൵আȪո˟ئˠˡ˦ȫ͉͂։̈́ͤȂ
সٖࡇඤ͈́ڰ൲̦৽̜͂̈́ͥͤ́ڒȂൠෂພۛ৪ٛ͂ڰͅވ൲̱̳͘ȃڒȆࡑڒచય
৪͉ൠෂພ͈ၷူঐ൵ͅփဳ͈̜ͥ৪ۭ́ࢌȂۭࢌȂۯၑူוআȂူוআȂसȂႉ
औܿȂၑڠၷ༹আȂैުၷ༹আȂ࡞ࢊಶژআȂণෝ߱ႯআȂ࠲ࢫ൲ঐ൵আȂٚࢌ׳
֥Ȃ২ٛছআȂٚࢌছআȂႉၑআȂভמشআ̴͈̞̥͈ͦͬڒ̾৪̹͉࣐͘ଽ͈
൚֥́Ȃ֓ၷȆٚࢌ͈ުྩˍාոષਲম̱̞͈̱̀ͥ͂͜Ȃ˟ˠˡসٖտ֥̦ٛঐ̳ͥ
࣒ਠ࣒̳̭ͬͥ͂Ȃ̤̳͂̈́̽̀ͤ͘ȃ
ȁ͉́Ȃ˟ˠˡ˦͈֑̞͉̥͂ةȉఱ̧֑̞͉̈́୶া̱̱̹̦͘Ȃসٖࡇඤ͈͙́ခ࢘̈́ڒ
̳́ȃ̱̥̱Ȃࡑ͉ڒఱ̧̩ࢩ̦̳ͤ͘ȃ
ȁ̻͙̈́ͅ˟ˠˡ˦͈ࡑ͉̱̱̀͂͘ڒȂ
ȆۭࢌȂۯၑူוআȂसȂႉऔܿȂၑڠၷ༹আ̴͈̞̥͈ͦͬڒခ̱̞̭̀ͥ͂ȃ
Ȇ൚ڂঔ୭ͅྩ̳ͥુ̹͉͘ુུ͈ൠෂພڠٛ֓Ȃུ̹͉͘ൠෂພڠ͈֥ٛٛ
́ൠෂພၷ͂ၷူঐ൵ͅਲম̱̞̀ͥુ͈̦֓ࡑ৪ͬঐ൵̱̞̭̀ͥ͂ȃ
Ȫ̷͈ఈ͈ૄ̜̳̦ͤ͘͜Ȃ࿂̦ࡠ̤ͣͦ̀ͤȂજၞ̵̧̯̞̹̺̳̀͘ȫ
ȁ̭͈֑̞ͤ͢ͅȂ˟ˠˡ˦৾ං৪͉ࡠ̧̳̦ͣͦ̀͘Ȃ˟ˠˡসٖ͉ఉ̩͈༷৾ͅං̱̞̹̀
̺̫̳ͥͤ̈́͘ͅڒȃȶ௩̢̞̩ൠෂພۛ৪̯ͭͅచ̱Ȃၷူঐ൵̳ͬͥಏ̱́͜ઁͬۼ௩͞
̱̹̞ȷ̷ͭ̈́ழ͈̳̤ͤ̀̽̈́͘ͅڒȃ
ȁࣽා͜আٛΣνȜᾼ࣒͂ވਠ͈ٛմඤͬࣼͅذঔ୭ͅˍ໐ັ̵̧̯̞̹̺̳̀͘ȃ͈ྙޟ
̜༷͉ͥଵ̮။̞̯̈́̽̀ͅئȃ
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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

વ̦̞৪ΑεȜΜ׳໐ȁ֔ȁၦ
ȁৢ૯ֲ͈௰̞ͥͅ༆ਫ਼̯̮ͭͬం̳̥́ȃĳıĲķා͈ςΩρςϋάΛ·
́ڰ̱̹͈̮ͬం͈༷̞ͥ͂͜এ̞̳̦͘Ȃ̭͈༆ਫ਼̯̦ͭ४̹̱حΐλ
ΩϋȜίϋΩρసݩࡀఱ͈ٛ۷༭̞̹̱̳࣬͘ȃ
ȁĳıĲĺාˏ˕〜ĲıȂఱिຸཅಎঌၛཅോఘ֗͂૽ࡢ́܁౬ఘ̦࣐
̱̹ͩͦ͘ȃຊ৪͉Ȃসٖࡇၛવٺ৪ছΓϋΗȜ֚́ͅܢႯਠ̱̞̀ͥ
˩į˯įŕ̞̠͂৬̞̳సݩΙȜθ͈ιϋΨȜͅ൳࣐̱̱̹͘ȃཤ͉ཤ٬ൽ̥ͣ
ධ͉ോ͈́͘ĳııྴոષ͈̦४̹̱̞̱̀͘حȃΩρςϋάΛ·͞ଲ
ٮࡀ͉́·ρΑ̫̦̯̤ͦ̀ͤ৬̞̳̦ˍ〜ˑȂၛպ͈̦˒〜
ĲıȂഎવ̦̞̦ĲĲ͈ĲĲ·ρΆ̳̦ͩͦ͘Ȃ̭͈ΐλΩϋȜίϋ
ֲ௰̦༆ਫ਼̯ͭ
ఱ͉ٛၛպȆ৬̞̳ڎષպȆئպȂ੫͈ΈσȜί̥ͦ̀ͅచ̱̳͘ȃ̷
̷̭ͦ༆ਫ਼̯ͭȪ·ρΑĶȫ͈̠̈́͢ΩρςϋάΛ·͈
̥ͣȂసͬݩই̹̥͈̦͛͊ͤచ̳̞̠ͥ͂ܥٛ́͜
̜̳ͤ͘ȃ
ȁসٖ̥ͣ४̹̱حŎįŔįŕ͈ιϋΨȜ͉Ȃ৬̞̳́ܥෝવٺ
̦डਹഽ͈·ρΑˍ̷͈͂ষͅਹഽ͈·ρΑˎ͂·ρΑː͈
ˏ̦४̹̱̯ͦ͘حȃιϋΨȜ͉ͅނΩρςϋάΛ
·͈اޑঐ̞̱̹̦͘͜Ȃ͉ࣽٝȂવ·̞ࠚ͈ٺρ
Α͈͂చ̳̞̠̭ͥ͂͂́ȂࠨੳΠȜιϋΠ͒ੳ
̻ॼ̦ͤ̈́ͣ͜Ȃॼැ̦̈́ͣȂडࢃ́͘ੳ̻ॼ̭͉ͥ͂́
̵̧̱̹ͭ́͘ȃ
ŎįŔįŕιϋΨȜ
ȁຊ৪͉ஂأసݩഽ̱̥̥̹͈̳̦ͣ̈́̽́Ȃ̭͈స
Ȫऒ̥ͣȂཤ̯ͭȂֳ̯ͭȂന̯ͭȫ
ݩఱ͉ٛၑڠၷ༹আഎ̈́ࡉ༷̥̳ͣͥ͂ఱ་༓ܥͥ̈́ͅޑ
̺ٛ͂এ̞̱̹͘ȃୢଡఅੱ͞୨౯݅௷̺̫̩́̈́Ȃෞಎ͞ෞཻត͞ΐΑΠυέͻȜ൝Ȃအș̈́વٺ
̤̻͈̦ͬ४̹̱̞̯̀ͦ͘حȃśŢůŤŰŭŭŪ႒˟˒ŃJJ͈ࠛఅ͈̦͈̠̱̓̀͢ͅȜήͬ̾
̥Ȃே௨̧̳̥́͘ȉಎ͉ͅઐဩૅ̧̦ͬ̾̈́ͣȂ̜̞͉ͥಠྶ̈́௷̦̜̦̞ͤ̈́ͣͤٝ̽̀ͥ͜
̤̱̹ͣͦ͘͜ȃଲ͉ͅٮρΉΛΠ̢࢛̩ͬͩ̀ͅ४̳ͥح̷̦̞̠̳ͥ́ȃ֚૽֚૽͈͈Ωέ
ȜζϋΑͬ۷ख़̳ͥಎ́Ȃۛྴ̷͈༷͈͞વٺ໐պȆഽͬଔ௶̱̹ͤȂ̷͈̦ॼం̳ͥܥෝ́̓ͦ
̺̫͈൲ै̧̦̥́ͥȂ൲ै۷ख़Ȇଢ଼̳ͥ༓̹̱ͤ̈́͘ͅޑȃ
ȁస̠̞͂ݩΑεȜΜ͉Ȃু̦̀ͥͬݩͤȪু͈ෝႁͬͤȫȂ͈৻͙̫̭͚̾ͅȪႛ̈́࡞
̵̞༷̳͙́ͭ͘ȃ͈ܥෝવࡉͬٺ̫ͥȫ̞̠͈͂͜ఱ୨̠̳̈́́͢ȃౙͬͅݩ̞ޑ̾Ȃ்̞ͬݩ
̾Ȃ͈̳̮̞͜་ͬݩا̦̩͉̫̞̾̈́́ͩޑȂ̱̥ͬ̽ͤ۷ख़̳̭ͥ͂͜ੳ̹͈̾͛ఱম̈́
ါள̷̺̠̳́ȃু͈ॼంෝႁͬͤȂ̷ͦͬडఱࡠ̧̱֨ͅȂ͈൲ैෝႁͬࡉ̫ͥΑεȜΜ́
̳ȃ̻͙̈́ͅ༆ਫ਼̯͉ͭĲĺĵĸා̳ͦ́͘ȃාႢ಼̢̱ͬ̀ͥ͛ڢΑεȜΜ̳͈́́Ȃ͈̯ͭٯਔ͈ͤવ
̤ͬٺ̻͈༷̥̠̱̦̥̞͉͙́̀̀͛͡ͅۑȃ

̮ܱ́͘ئ͉༷̜͈ͥྙޟႲ၁̩̺̯̞ȃ
Ⴒ၁୶ȇŎįŔįŕȇֳȁଽ௱
ŮįŴįŵįĳıĲĸŁŨŮŢŪŭįŤŰŮ
વٺ৪ΑεȜΜ׳໐ȇ֔ȁၦ
ťŰůţŶųŪĲĵĲŁŨŢŮŢŪŭįŤŰŮ
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執行部の体制について
ٛಿȁࢫ܊

ȁ֥͈ٛٯအ๊͈֚͞ٯအ͉૽༹ף࣐໐͈ఘଷ̦͈̠̞͈̥̞༷̓̈́̽̀ͥͣ̈́͢͜ͅఉ
̞͂এ̞̳͈́͘Ȃ֚ഽ̮୰ྶ̱̹̞͂এ̞ડ̞̹̱̱̹͘ͅȃ
ȁ࣐໐͉ၑমĲĲྴȂ۬মȂˎྴ̥̳ͣ̈́ͤ͘ȃၑম͈̠̻ːྴ͉ުྩ࣐ၑম̞̠͂̈́ͤͅ
̳͘ȃުྩ࣐ၑম͈̠̻ˍྴ̦యນၑমȪٛಿȫ̳̈́ͤ͘ͅȃުྩ࣐ၑম͉ٛಿ໗ٛಿ̦ྩ
̞̳͛̀͘ȃ༹̭̠̞̠͉എͅࠨ̞̮̽̀ͥ͂͘ၑٜ̩̺̯̞ȃ
ȁުྩ࣐ၑম༹͉૽ْܑ͈̞࣐ͬאমުͬঔ̱̳͘ȃष͉ͅː૽༹́૽͈ުྩ̳͓ͬ̀
̵̧࣐̠̭͉͈͂́ͭ́͘Ȃၑম֥͈ٛ͞ٯအ̮ͅފႁ̧̞̹̺ڎ໐́ྩ࣐̞̹̺̞ͬ̽̀
̞̳̀͘ȃমުْ͈͉ࠗڐఱףমު൦݈ٛ́ڎ໐ْܑ̥ͣմ̧̱̞̹̺ͬ̀Ȃ̷ͦͬ͜
࣐͂ͅၑমٛ́ා͈ۼমުْࠗထॳْࠗͬ͂͛͘ȂၑমٛͅȂઇ̞̹̺̩̞̠ͬ͂ၠͦ
̤̳̈́̽̀ͤ͘ͅȃ
ȁ࣐໐͈ఘଷ͉Ȃުྩ࣐ၑমٛȂၑমٛȂףমު൦݈͈ٛĴࢹ̢̤̳̈́̽̀ͤ͘ͅȃ̷
͈ಎ́͜ၑম༹͉ٛ૽͈डఱ͈ࠨ̳̤ͤ̀̽̈́͘ͅ۾ܥȃף২౬༹૽͈ၑম͉֥͈ٛయນ͂
̱̀ၑমٛͅ४̱حȂ֥͈ٛၛા݈́մ͈خ๛ͬ౯̳ͥ࿒̜̳́ͤ͘ȃၑমٛ́ઇ̯̹ͦ
̭͉͂ਲြ͈ܢٛ́ઇ̫̹͈ͬ͜ͅഌ̳͈̮ͥ͂͜ၑٜ̩̺̯̞ȃ̷༹̺̫͈ͦࣽ૽
༹͉́ၑম͈ٛୣහ̧ͬ֨ષ̬̤̳̀ͤ͘ȃ
ȁ࡛ह͉ਲြ͈ၑমٛͬȂୃ͈ܰၑমٛ͂ףমު൦݈̫̤̳ٛ̀ͤ͘ͅȃၑম͉ٛ́ۤ
ષȪ༹૽͈࿒എȆழȆڰ൲Ȇࢹ଼֥Ȇުྩུ࣐̞͈̈́̓̾̀ܰͅܖȆུܰܖ௱̷͈͈͜ȫ
ܱͅश̯̞̠ͦ̀ͥ̈́͢ȂমުْࠗȂထॳْ͈ࠗઇ̈́̓Ȃ༹૽͈אષȂ༹എ͜ͅະ݈̈́ࠧخ
մ̦̜ͥশ࣐̠͈̱̞̳͂̀͘͜ͅȃ̹͘Ȃၑম͉ٛ۬ͅম͈४̫ͦͣັྩ̦݅حȂ̱̥̽ͤ͂
ၑম͈൲̧ͬࡉಫ̠̤̳ͥ̈́̽̀ͤ͘͢ͅȃا૽༹ףոஜ͉۬ম͈ၑম͈͈ٛ݅ྩ͉̥̈́
̹̽͂এ̞̳̦͘Ȃ࡛ह͉ຈ̴४̳̤̞̺̹̞ͤ̀͘حȃףমު൦݈͉ٛ৽ͅףমުͅచ
̱࣐̀໐͈փএࠨ̦ຈါ̈́մͬ൦̳ͥા̱͂̀ٳट̱̞̳̀͘ȃ
ȁ࡛ह͈࣐໐ఘࠏ͉জ͈মྩޫಿশయ̥͈ͣ૽༹ףϋίρͼͺϋᾼ̹ͬͥ͛ઁ̴̱̾
ࠁͬ་̢̧̹͈̳̀́͜ȃ̠̩͢͞ၑম۬ম͈͈̭̯ͭ͜ٯఘଷ̧̲̹̭̳̈́ͭ́͂ͧ́ͅȃ͘
̺̺͘ະ̭̜̳̦̈́͂ͧͤͤ͘͜͢ਰ̵̯Ȃ֥͈ٛٯအ͉ͅࡉ̱͈ၻ̞࣐໐̱̞̀ͅ
̧̹̞͂এ̞̳͘ȃ̵்̦̱̥̞̦ͭͦ͘͜ܨြා͉֥٨͈ා̳̈́ͤ͘ͅȃၑম͈ުྩ͉ၑ
মٛͅ४̩̫̺̳̈́́ͥحȂ͈ئ໐͈ൡଷ̹ͬ̽ͤȂచٸഎ݈̱̹̈́ٛͤͅȂ̈́̓ఉ
̳͍͘ݞͅܚȃ̹̭͈ͦͣ͘ުྩུ͉ܖഎͅྫ༭ਫ̳́ȃြ͈ၑڠၷ༹ު͈ٮอജ͈̹֚͛ͅ
ว̞̠̞̠֥̦̤̱̹́ͧ͂ٛͣͦͣ͘͞Ȃ̶͌ြා͈ၑম༞ͅၛ༞̱͕̱̞̀͂এ̞͘
̳ȃ৹̞ႁͅܢఞ̱̳͘ȃ
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第 34 回滋賀県理学療法学術集会のご案内
শȇ଼ĴĲා˒ĴıȁĺȇĴı 〜ĲĸȇııȁȪ˔ȇĵĶ 〜ັٳইထȫ
ٛાȇ֓ၷࡄਘঔ୭ȶΣίυ̅˩ˡˬȪͺͼιΛίȫȷ
ٛાାၑȁȁ֥ٛȆڠȇྫၳȁȁ֥ٛٸȇĲıııȁȁঌྦྷ࣒ٳजȇྫၳ
Ȫɦಛ৬ા̵͉̮̰̞͈ͭ́͘ވ̮ͬ۾ܥ၌ဥ̩̺̯̞ȃȫ

ȁષܱশ̀ͅٳट͈ڠਬ̤̫ٛͥͅȂ࣒͂֗ޗঌྦྷ࣒ٳज͈ΗͼΠσ࣒͂Ȃౙպ
̦ࠨ̱̹͈̮ͤ͘͘մඤ̵̧̯̞̹̺̳̀͘ȃ

࣒֗ޗ
ȸ௷໐Ȇ௷۾୯͈ΨͼιΣ·Α͂ၑڠၷ༹ȹ
࣒ȇࢥġఊȁঙȪ૩Φ֓ݠၷఱڠȁၑڠၷ༹شȁޗȫ
Ȫ૧૽֗ޗίυΈρθ˟ −２ထȫ
࣒֗ޗ
ȸෞಎ༌ཻតۛ৪͈༜࣐ठ࠺ȹ
࣒ȇఱศȁংȁঙȪނസఱڠȁఱشݪࡄڠ֭֓ڠġ૽ࢲࠏڠشࢫ࠲ۼȁ࣒ȫ
Ȫ૧૽֗ޗίυΈρθ˟ −１ထȫ
ঌྦྷ࣒ٳज
ȸࣴݢ͂ྕ͈ࣴထཡచॐȹ
࣒ȇஃനȁঃ଼ȁঙ
Ȫඊၛ࣐ଽ༹૽Ⴛ൱৪࠲ࢫছࢹܥȁఱिႻबພ֭ġহၷਖႻၰၛ׳ΓϋΗȜȫ
̷͈ఈȂఉତ๊֚ఴอນ͜ထ̱̤̳̀ͤ͘ȃমஜഴ̵͉̮̰̞̦̈́̓ͭ͘Ȃ̹̩̯͈̮ͭ
४̤حఞ̻̱̤̳̀ͤ͘ȃίυΈρθ̷͈͞ఈમळ͉ࠨͤ͘ষల̮մඤ̵̧̯̞̹̺̳̀͘ȃ
ɦུڠਬٛ४̀ͅح૧૽֗ޗίυΈρθਘၭ৪͈͙ၑڠၷ༹͍̈́ͣͅၑڠၷ༹আڒ
৾ං̤͍͢ࢵ૧ͥͩͅ۾၎ਘεͼϋΠĲıεͼϋΠ̦ັဓ̯̳ͦ͘ȃ૧૽֗ޗίυΈρθచય৪͉
ڠٛ४ͅحచ̱̀εͼϋΠ͈ັဓ̵͉̜ͤͭ͘ȃ
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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
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

吉田

環

出席監事：前川昭次
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。

ܗଜච૬ॻފᆅߔᆫၭޏāᆷᆅࡤฤ
ȁসٖࡇၑڠၷ༹আུ͉ٛၑڠၷ༹আފ͈֥ٛٛၑڠၷ༹আ̱͈͂̀ঀྵ͂ୣͬু̱ژȂુͅুͣͬਘ͛Ȃ
ၙ̳ͥܖ̱͂̀Ȃུၑڠၷ༹আ͈ٛႃၑܰͬ͂͜ͅȂ̭̭ͅসٖࡇၑڠၷ༹আٛႃၑܰͬ୭̫ͥȃ
ུܖୈ૰
ˍȅ֥͉ٛȂ࣭ୠȂ૽ਅȂྦྷȂਕޗȂاȂএேȂૄȂ౷Ȃ২ٛഎ౷պȂාႢȂ༆͈̞̥̈́̓ͭ
̴̥̥ͩͣͅȂ൝ͅ୪̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ˎȅ֥͉ٛȂࡇྦྷ͈༗ࡏȂ֓ၷȂছ͈̹͛ͅȂুࡨ͈েȂܿȂࠐࡑͬ২͈̹ٛ͛ͅخෝ̈́ࡠͤރ
̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ˏȅ֥͉ٛȂ̱͂̀ુͅࡄᲣͬୟ͙Ȃၑڠၷ༹আ͈อജ഼̫̞͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͅȃ
ːȅ֥͉ٛȂުྩ̜̹ͤͅȂ୍փ͂ୣහͬ̽̀͜୪̱Ȃুࡨ͈ड̩̯̫̞ͬ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ˑȅ֥͉ٛȂࢃૺ଼഼͈֗ͅႁ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ਖ਼মࣜ
ˍȅ֥͉ٛȂ༗࠲Ȃ֓ၷȂছႀ̷֖̤̞͈̀ͅު͈࿒എ͂ୣහ͈ષ̹̻ͅহၷ͂ঐ൵̜̹ͥͅȃ
ˎȅ֥͉ٛȂহၷ͞ঐ൵͈ඤယ̞̾̀ͅͅ୰ྶ̳ͥຈါ̦̜ͥȃ
ˏȅ֥͉ٛȂఈ͈۾Ⴒਅ୍͂ͅފႁ̷̱͈̀ୣහ̱̹ͬضȂΙȜθ֥ͅచ̳ͥှ̳ͬͥȃ
ːȅ֥͉ٛȂުྩષ̢̹ͤૂ༭̞͈̾̀ͅྟͬͥȃ
ˑȅ֥͉ٛȂ̷͈̹͛ͣͦୃ൚̈́༭ਫո͈ٸါ̹̱ͤͬݥਓ̱̞̈́ȃ
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႓გࡓාഽসٖࡇၑڠၷ༹আٛڰ൲੩଼মު̵͈̤ͣ
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。

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

送付先

は①〜④とわかりやすく見出しをつけること）。

ひかり病院

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

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

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。

2019年度第１回運動器理学療法研究会研修会
参 加 費：県士会員・学生…無料
他士会・多職種等…1,000円

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」

申

込：2019年６月５日（水）〜７月21日（金）

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）

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。

場：男女共同参画センター G-NETしが
大ホール

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。

会

必着

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

定員150名

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

考：新人教育プログラムC-２のポイントが
認証されます。
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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
日
時
内
容

スポーツ現場における重症頭頸部外傷への対応
2019 年７月 21 日（日）10：00 〜 16：30 ( 受付９：30 から )
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

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

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

持

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

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。

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

申込締め切り：2019年７月14日（日）

（※スパインボードの数に限りがあるため）
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

参 加 費：県士会員…無料
それ以外…1,000円

TEL：077-510-6580
国体支援委員会 事務局（担当：柴田）

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

E-mail：pt.shigakokutai@gmail.
com

（参加費3000円〜5000円）
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第 1 回生活環境支援理学療法研修会のご案内

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

講

バンド）はご希望の方には4,000円で
購入可能です。

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
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
２部
ˍ໐

明日都大津市
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

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

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。

先着順になります。

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。

生活環境支援理学療法研修会
主催 滋賀県理学療法士会

ˎ໐

申

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
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滋賀県理学療法士会新人研修会のご案内
ల Ĳ ٝ૧૽ࡄਘٛ

日

時

会
場
研修内容

申込期間
申込方法

申し込み先

2019 年６月 16 日（日）
ピアザ淡海
207 会議室
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）
2019 年５月 10 日（金）〜５月 31 日（金）
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。
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
参加の４項目を明記してお申込みください。

②所属

③研修会の参加

④新人歓迎会の

లˎٝ૧૽ࡄਘٛ
日
時
会
場
研修内容
申込期間
申込方法

2019 年７月 28 日（日）
ピアザ淡海 207 会議室
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
2019 年６月 17 日（月）〜７月 15 日（月）
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。

లˏٝ૧૽ࡄਘٛ
日
時
会
場
研修内容
申込期間
申込方法

2019 年８月４日（日）
ピアザ淡海 207 会議室
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
2019 年７月８日（月）〜７月 29 日（月）
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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లːٝ૧૽ࡄਘٛ
日
会

時
場

2019 年９月 29 日（日）
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
申込方法

2019 年８月 26 日（月）〜９月 23 日（月）
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

本
【題名】

「レンズを通して」
【著者名】
高 円 宮妃久子
【出版社】
中央公論新社

読みました！

大津市社会福祉事業団

並

河

孝

̜රଅѤই৹ࡻ܆ॖఙܫแ݁ཷѣࡶથъѳќྗьй૽ఊѝ
ઠࡇಇ̴ѣӔҶҮ̷ҫќѾҁћйҀ̞ਈࠅࢪ OHP Ӄ̷Ҽ
Ӝҗӈ̡җӦҲ̷ҽҪӚҽӞѣᄯ҇ъҁћйҀ࠙ओќ
͑࿏ఘݭ၈͒Ѡ࠴ঢ়ъҁє 7 ࠗ҇ڵੲѣႏѠѳѝѶѾҁє
ѷѣќзҀ̞රଅѤොѝਡ࿌Ѡഉळఇф̝шѣ໐љѣྈ૽ള
҇੶ۭъҁєѣќ͓ӟӦҭ҇෭ьћ͔ѝйлѝџјћй
Ҁ̞ђѣѠѾѣӔҶҮ̷ҫсูнѾҁћйҀӈҜһқҶ
ҮҗќзҀ̞ਡ࿌ͅѢљц͆ѝѤਏѠᦧھѹܓ҇ҁ̝࣏
ඨџў҇ดчҀѠൿѠљцћછᅀьєᅾѶ࣮ѣшѝќз
Ҁ̞шѣႏсષѣࠤѠᅾѳјєѣѤ̝ྗьйොѣ૽ఊѠۃт
ਕѳҁєрѾќзҀ̞ѣඩќຍфъџѷѣ҇੶ۭюҀ
ѣѤྌѠьй̞ຠѠොѤძѣᅄјѦѣඩѣძѣѠલ
ѳјћйҀѣќ̝ᅖࠤрࠤࢽќ।љцҀшѝрѾઢѳҀ̞
ђшѠႏޭษџၱܚӟӦҭ҇ଙѿ࿌цєࠤڵӟӈҞӔӜќ
ො҇ഏн̝෪йрцҀѣѤઽѣࣅќзҀ̞ђѣӇӦһ҇
৾҄ѐ̝ॿࡺ҇લѶћѣҪӖҶҲ̷ѝџҀ̞ӇӦһсйй݈
ॳќѤನџېਡѣဖѹ௲сќџйѣќ̝ೱࣩᇖъҁє
࿁ќзҀшѝслрснҀ̞ຠѠ 27 Ӎ̷ҫѣ໋ရќ੶ۭъ
ҁєӂҗӓӀӓӜҨҠҷӃӔѣ૽ఊѤѾьй૽ఊќ̝љ
й।ѝҁћьѳлڵႚќзҀ̞ӔҶҮ̷ҫѣඩќ̝щଘఘќ
зјєࡻъѳс૽ఊ҇੶Ѿҁєѣী࿎ѹщ๗ᆜ҇અѠъ
ҁћйҀࡌୡѷзѿ̝ࢲᅋষѕцќџфьфѶҀڵੲ
ќзҀ̞ྌщڵ݁ъй̞
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31年６月分

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、ĳıĲĺ ා˒ྎ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
ٛͬො̞̞֥̦̤̱̹͛̀̈́ٛͣͦͣ͘Ȃೄ̻͈ٛͅොව̤̳̱̹̞̞ͬ͘ܐȃ

４月以降の各種申請について
ݝٛ૭
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】

։൲૭Ȫࡇٸȫ

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）

໘ٛ૭
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】
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ٛ֨ڬ૭
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 マイページから申請可能
から申請可能
2020 年会費に割引適用
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

入会金、会費について

皆様の施設、あるいは近隣の施設に新卒者が

新卒者の入会の場合（２年目以降は協会費の

おられましたら、日本理学療法士協会への入会

減額がなくなります）

をぜひおすすめください。近年は養成校にて協

入会金

5,000 円

協会費

会への入会について案内していただけないケー

士会費

9,000 円

合計

スも増えている様子です。日本理学療法士協会

２年目以降の協会費は 11,000 になります（士会

および各県士会は理学療法士の質の担保、市民

費と合わせて年 20,000 円）

5,000 円
19,000 円

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

問い合わせ先

るためには理学療法士協会へ登録することが各

〒 520-3201

免許保持者にとって最低限の努力であると考え

滋賀県理学療法士会事務局

湖南市下田 909-9
岩倉 浩司

ております。どうぞこの趣旨をご理解いただき、
問い合わせ

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
or.jp/about/join/

http://www.japanpt.

をご参照の上、入会手続きを

行ってください。
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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܊ா
UFM;1859.89.1731!GBY;1859.89.1732
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
ŵŰźŰŴŢŵŰįųũŢŁŵŰźŰŴŢŵŰįŰųįūűȁ൚ȇཅޡພ֭ȁ֙፡
ɦ̤࿚̵̞ࣣͩ൝͈ष͉ͅȂιȜσ͈ྴͅȶၷ༭ਫ໐͈̤͒࿚̵̞ࣣͩȷ͂ྶܱ̱̩̺̯̞̀ȃ
生涯学習関係

生涯学習管理部

ŮĮŪŬŦźŢŁűŵĮŴŪįŢŪůŰįŢŤįūűȁ൚ȇসٖ֓ၷܿࢷڠȁ౻ȁŕņōġıĸĵĺĮĵķĮĳĴĳĳ
厚生事業関係

厚生部

űŵŴũŪŨŢŠŬŰŶŴŦŪţŶŁźŢũŰŰįŤŰįūűġġ൚ȇ߃ࢺঌڿ֓ၷΓϋΗȜȁ؈ന
公益事業部
ŴũŪŨŢűŵŠŬŠŮŬĳıĲķŁźŢũŰŰįŤŰįūűġġ൚ȇࢿٖঌକ࢛֓ၷٚࢌΓϋΗȜȁུ܅
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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。
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