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15 年目に思うこと
匿名希望

　〈ハンカチ王子〉〈たらこ・たらこ・たらこ〉〈ダ・ヴィンチ・コード〉〈日本郵政株式会社発足〉〈中田

英寿、現役引退〉2006年、今から15年前の出来事や流行の一部である。

　理学療法士として仕事を始めて私は今年15年目に突入する。

　『始めている仕事にはこれからやろうとする動機よりもずっと深い意味がある』

　「幸福論」(岩波文庫)でのアランの１文である。

　真意とは違う解釈をしているのかもしれないが、私が好きな言葉である。想像しているだけではな

にも始まらない。やり始めることが大切であると思う。最初は苦手だなと思うことでも、始めること

で違う側面が見えてくる。そして続けることで自分のやりたいことややらなければならないことが分

かってくる。仕事とはそういうものだと考える。

　理学療法士を続けてきて、まだまだ迷いは多い。変化に対応しきれてもいない。しかし、これから

も何かの形で携わりながら、20年、30年と経過していければと思う。

　15年間、たくさんの方に育てていただいた。先輩、同僚、後輩、友人、恋人、家族、患者さん。感

謝の言葉しかない。本当にありがとうございました。サザエさん症候群とはほど遠く、毎日を楽しく

過ごせたことは本当に幸せものである。仕事は人生を刻んでいく。新入職員の方にはこれから始める

仕事で、楽しいことやつらいことが待っている。それにしっかり向き合い、素敵な理学療法士になっ

ていってほしい。

　新型コロナウイルス感染症が1日でも早く終息することを願っています。
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　滋賀県理学療法士会厚生部では、第10回写真コンテストを開催し、会員の皆様からの

作品を大募集致します。多数のご応募をお待ちしております！

◆応募期間

令和２年４月20日（月）〜令和２年６月26日（金）

◆テーマ

【自由テーマ】

　　特にテーマを設けていません。応募写真のテーマは自由ですので、気軽にご応募ください。

ご応募いただく作品には、必ず題名をつけていただくことを条件とします。

◆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

　滋賀学会の会場（７月５日：長浜文化芸術会館）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。

・公共性にそぐわないもの・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

第９回　写真コンテスト　グランプリ作品

【令和の夜空に咲く】

第 10 回　写真コンテスト　作品募集
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山本尚三郎

滋賀ＨＩＴＴＯアーチェリークラブ所属

日本身体障害者アーチェリー連盟登録

全日本アーチェリー連盟（健常者の連盟にも登録）

日本身体障害者アーチェリー連盟

2017年ランキング５位

2018年ランニング10位

2019年ランキング12位

文部科学大臣杯争奪　全国身体障害者アーチェリー選手権大会

2016年：13位

2017年：13位

ＪＰＡＦ杯（日身ア連杯）トーナメント大会

2017年：９位

2018年：９位

2019年：８位

現状

　トレーナーなどのサポートは無し　

　地元のクリニックで親しくなった理学療法士さんに週1度、トレーニングにて蓄積された筋肉＆関節

のストレス解除につながる施術をお願いしております。

希望

　アーチェリーはやはり特殊な競技であるため専門知識があるトレーナーが必要と考えます医療の専

門職の方のアーチェリー経験が皆無なのが問題と考えます。

　競技の経験からの怪我防止及びストレスフリーのサポートが欲しいと望んでおります。

　やはり個々にて競技参加選手に対して知識の高いトレーナーが帯同される選手とは、パフォーマン

スのレベルが回を重ねるごとに違いが出ていると感じ地元に医療とアーチェリーに知識の豊富なトレ

ーナーが欲しいと感じています。

障がい者スポーツ支援部だより

　障がい者スポーツを、多くの理学療法士に知ってもらうべく連載しているこのコーナー。皆さん楽

しんでいただけていますか。さて今回ご紹介するのは、“障害者アーチェリー”で日本代表を目指して

いる山本尚三郎選手の声を紹介します。滋賀県在住の山本選手は、数年前までは、レイク滋賀ＢＢＣ

（当部の安田孝志が所属している車いすバスケットボールチーム）に所属し、強豪チームと闘い続け

ていました。５年ほど前からプレーヤーとしてのウェイトを障害者アーチェリーに移し活躍をされて

います。成績も上位に食い込む腕前！そのような結果を出し、日本代表候補に名を連ねるためには、

技術の向上はもちろんですが、身体のメンテナンスも大切だと思います。

　一度目を通していただき、いろいろ感じてください。

　なにか質問などありましたら、滋賀医療技術専門学校の安田孝志までご連絡ください。

　Ｔｅｌ. 0749−46−2322（直）　Mａｉｌ. t−yasuda@pt−si .aino.ac . jp

★障害者アーチェリー日本代表を目指している男性選手★
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診療報酬部・介護報酬部研修会

①管理者向け　診療報酬・介護報酬　研修会

日　時：令和２年４月26日（日）　9：30〜12：30　（受付９：00〜）

会　場：草津市立市民交流センター（フェリエ南草津５F）　中会議室　※南草津駅徒歩１分

生涯学習ポイント：10ポイント（管理運営）　推進リーダー要件：士会指定事業

参加費：無料（会員）

①9：30〜　診療報酬に関する情報交換会

②11：00〜　介護報酬に関する情報交換会

※生涯学習ポイント取得には、両方の参加が必要となります。

参加申し込み：

右のＱＲコードより、参加申し込みフォームにお進みください。

ＵＲＬはこちら　https ://forms.g le/8ALBNU7E8jwszAZt5

士会ＨＰからも申し込みフォームにアクセスできます。

E-ma i lでお申し込みの場合、下記メールアドレスへ件名「情報

交換会参加申し込み」と記載頂き、①ご氏名　②ご所属　③ど

ちらかのみ参加、両方参加　④ご連絡先メールアドレスを明記

し、ご送信下さい。

締め切り：４月24日（金）

②新卒者・新入職者向け診療報酬部研修会　「理学療法士に必要な診療報酬の基礎知識」

日　時：令和２年４月26日（日）　13：30〜16：30　（受付13：00〜13：30）

会　場：草津市立市民交流センター（フェリエ南草津５F）　大会議室　※南草津駅徒歩１分

新プロ：Ｃ−７（士会活動・社会貢献）　推進リーダー要件：士会指定事業

参加費：会員　無料（今年度、入会見込み含む）　非会員　3,000円

①９：30〜　 診療報酬に関する情報交換会

②11：00〜　介護報酬に関する情報交換会

※生涯学習ポイント取得には、両方の参加が必要となります。

参加申し込み：

右のＱＲコードより、参加申し込みフォームにお進みください。

ＵＲＬはこちら　https ://forms.g le/8ALBNU7E8jwszAZt5

士会ＨＰからも申し込みフォームにアクセスできます。

E-ma i lでお申し込みの場合、下記メールアドレスへ件名「診療

報酬制度研修参加申し込み」と記載頂き、①ご氏名　②ご所属

③実務経験年数　④ご連絡先メールアドレスを明記し、ご送信

下さい。

締め切り：４月22日（水）

ご案内：お車でお越しの際は、市営駐車場（南草津駅自転車自動車駐車場）をご利用頂き、駐車券をご持参

下さい（４時間無料）。

お問い合わせ先：（公財）豊郷病院　リハビリテーション科　磯嵜　〔士会　診療報酬部〕　

E-mai l：toyosato . rha@toyosato .or . jp　TEL：0749−35−3001（代表）
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2020年度　滋賀県理学療法士会新人研修会のご案内

第 1回新人研修会

日　　時　　2020 年５月 17 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　　2020 年 4 月 10 日（金）〜 5 月 8 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。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-mai l 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　川﨑宛）

E-mail：h−kawasak i@pt−s i .a ino .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。

第２回新人研修会

日　　時　　2020 年５月 31 日（日）

会　　場　　滋賀医療施術専門学校

研修内容　　09：40〜 10：30　Ｂー３　統計方法論

10：50〜 11：40　Ｂー４　症例報告・発表の仕方

申込期間　　2020 年 4 月 24 日（金）〜 5 月 22 日（金）

申込方法　　次の３つの方法のいずれかでお申し込みください。

①日本理学療法士協会へ入会申し込みが完了している方は、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。

②日本理学療法士協会へ入会申し込みが完了できていない方は、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。施設ごとの一括申し込みにご協力をお願いいた

します。

③ FAX で申し込みできない方は、下記（川﨑）まで、E-mai l 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　川﨑宛）

E-mail：h−kawasak i@pt−s i .a ino .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。 

第３回新人研修会

日　　時　　2020 年８月９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

10：50〜 11：50　Ｄー４　理学療法士のための医療政策論 
申込期間　　2020 年７月３日（金）〜 7 月 31 日（金）

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
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第４回新人研修会

日　　時　　2020 年９月 27 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　　2020 年８月 21 日（金）〜９月 18 日（金）

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-mai l　h−kawasak i@pt−s i .a ino .ac . jp

会　　場：G−NETしが　男女共同参画センター

視聴覚室

滋賀県近江八幡市鷹飼町80−４

※会場は都合により変更になる場合が

あります

定　　員：80名

参 加 費：士会員：無料

その他：1000円

申込方法：下記メールアドレスに必要事項を記

載の上お申し込みください。

メールアドレス：

shigarak i . rh(@)gmai l .com

※(＠)を＠に置き換えてください。

記載必要事項：

①氏名　②職種　③所属士会　④勤務先

⑤連絡先（予定変更などあった際の連絡に使用

させて頂きます）

申し込み期間：

2020年４月１日（水）〜2020年５月30日（土）

備　　考：生涯学習制度：認定理学療法士（健康

増進・参加）、専門理学療法士（生活環境支援理

学療法）の履修ポイント10が付与されます（予

定）

問い合わせ先：信楽中央病院リハビリテーション科

神山（0748−82−0249）

令和 2年度　第１回　生活環境支援系理学療法研究会のお知らせ

テ ー マ　　在宅における糖尿病患者のリスク管理・病状管理

講　　師　　野村　卓生　先生

関西福祉科学大学　保健医療学部リハビリテーション学科理学療法専攻　教授

専門理学療法士（内部障害、生活環境支援）

認定理学療法士（健康増進・参加、代謝）
日　　時　　2020年６月７日（日）　９時30分〜12時40分（受付：9時10分〜）

第１部：９時30分〜11時00分（90分）

第２部：11時10分〜12時40分（90分)

内　　容　　糖尿病患者の在宅生活支援では『どうしたら運動が続けてもらえるだろう』、

『この患者の状態でこの指導は適切だろうか』など悩むことも多いと思います。

今回、糖尿病患者の運動障害や運動療法を継続させるための教育について臨床

研究をされている野村先生を講師に御招きし、リスク管理や病状管理をしなが

らどう運動指導を進めるかについて実技も交えながら講義頂く予定です。

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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令和2年度 日本糖尿病理学療法学会交流会
in Ohtsu

日 時：令和2年5月22日(金曜日)
時 間：19時～22時(18時30分より受付・交流)
会 費：6千円(予定)
場 所：京甚兵衛 https://r.gnavi.co.jp/6c9k8wmx0000/?

•〒600-8216
京都府京都市下京区東塩小路町557-1 4F
•最寄り駅：JR京都駅
•事前申し込みにご協力をお願いします
•会費は当日の徴収とします
•新型コロナウィルスの状況により，開催を中止する可能性があります
•申し込みを確認しましたら，担当者より受付完了の連絡をさせて頂きます
•申し込み期限：5月15日
（期限を過ぎての申し込みは問い合わせ先まで，ご連絡下さい）
•2次会も企画しております

-問い合わせ先／緊急連絡先- 溝口桂（みぞぐちかつら） 090-7131-4416

申し込み方法
右の申し込みフォーム，
QRコードより登録を
お願いします

rh_k.mizoguchi@hsp-shuto.jp（不明な点がありましたら，ご連絡下さい）

これまでの交流会の様子

日本糖尿病理学療法学会では例年，日本糖尿病学会年次学術集会に合わせて糖尿病に携わる理
学療法士の交流会を学術集会の開催地で企画しております．糖尿病に関わる理学療法士は，未だ少
なくエビデンスも未構築なのが現状です．交流会に参加して日本中の糖尿病理学療法士と情報交換し
てみませんか．誰でも，いつからでも参加できる会となっております．日本中の糖尿病理学療法に携わる
先生方と交流を深めていきたいと考えております．宜しくお願い致します．

https://forms.gle/TWycMtVpn1GBNnVR9
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　今年も厚生事業を会員各位より募集し、厚生部から事業運営費を援助させていただきます。以前から

こんな事をしてみたいと企画を温めておられた方、スポーツ大会の企画を考えておられる方は是非ご応

募ください。

◆申し込み方法

　氏名・所属・連絡先・簡単な事業内容（企画案・予算案など）を明記して、“公募事業申し込み”の

件名で下記アドレスまでE-mailにてお申し込みください。厚生部より折り返しご連絡させていただきま

す。なお応募多数の場合は、厚生部で審査・決定いたしますのでご了承ください。

　厚生部受付　E-mai l：ptshiga_kouseibu@yahoo.co . jp

◆募集期間：令和２年４月１日〜令和２年５月31日

◆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　公募事業募集のご案内

読みました！本

【題名】
「ボクはやっと
認知症のことが
わかった」
【著者名】

長谷川和夫・猪熊　律子

【出版社】
株式会社 KADOKAWA

　日本の認知症研究の第一人者である著者が認知症となり、それを

公表され多くの人が驚いた。何を思いどう感じているか、当事者と

なってわかったことを伝えるため執筆された。『認知症の本質は暮

らしの障害なんだよ』と述べられている。初めにおかしいと気づい

たのは、『確かさが揺らぐ』と表現されている。出かける時に鍵を

かけたか心配になる。確認に戻って確認してもそれがあやふやにな

り、また確認と何度も何度も繰り返すようになる。その確かさ揺ら

ぎが年相応の物忘れではないと思ったとの事です。また、認知症の

理解は進んできたが、あちら側の人間として扱われていると思う事

があり「おいてきぼりにしないで」と訴えている。認知症の人の前

平気で口にして人格を傷つけていることがある。それは完全に間違

いとしている。また長谷川のスケールを評価に頻繁に使うが、その

中で有名な100から7引くテストで１回目93と答えが返ってきて、

次にテスターがつい93から７引いて・・とするが、ここは「そこか

らまた７引いてください」というのが正しいとのこと。このテスト

で計算力と注意力を見ているとのこと、明日から気をつけよう。最

後に大切なこととして『パーソン・センタード・ケア』その人中心

のケアを日本中に広めたいとしている。認知症ケアは一人ひとりが

違い、一人ひとりが尊いのでその人中心のケアを行うということに

繋がる。多くの示唆を与えてくれる有り難い一冊、ぜひご一読くだ

さい。

大津市社会福祉事業団

並 河 　 孝
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　平素より士会活動にご理解・ご協力いただきありがとうございます。

　例年、新人会員の歓迎および新人会員を含めた会員相互の親睦を深める目的で開催してきました新

人歓迎会ですが、新生涯学習制度の開始に伴う履修形態の変更や参加者減少等により事業終了となり

ますことをご連絡いたします。

　つきましては令和２年度以降の新人歓迎会は開催いたしませんので、ご理解いただきますようお願

いいたします。

　これに代わって士会員交流事業やＰＲ事業を企画していく予定ですので、今後とも厚生部事業をよ

ろしくお願いいたします。

厚生部

新人歓迎会の事業終了について

✓ 理学療法士協会入会特典！

研修会・講習会等へ会員価格でご参加いただけます！

本会が主催する学術大会・学術集会へ参加をする場合も、通常10,000円の演題登録料金が無料になり

ます。

✓ 「理学療法学」「会報誌 JPTA NEWS」を隔月でお届けします！

本会では会員の皆さまへ「診療報酬・介護報酬改定情報」をはじめとした制度改正についてのニュー

ス、研修会・講習会情報などを提供しています。

✓　都道府県理学療法士会活動で地域の仲間を見つけましょう！

一人職場で相談できる人がいない、職場以外で何か活動したいけどきっかけが見つからない。そんな

ときは、都道府県理学療法士会の活動へご参加ください！

✓　福利厚生「クラブオフ」で余暇も充実！

レジャー施設や、飲食店、レンタカー等様々なサービスが割引価格でご利用いただけます。日常生活

から余暇までお得に過ごしましょう！

✓　理学療法士賠償責任保険で万が一に備えましょう！

医療専門職である理学療法士は、責任を負って業務にあたっています。今は使用者側だけでなく、医

療専門職個人へも賠償責任が追及される時代です。万が一に備えて本会では「理学療法士賠償責任保

険（全員加入・任意加入）」の2つをご用意しています。

✓　団体保険で日常生活も安心！

本会会員限定または割引価格で加入できる団体保険（がん保険や団体介護保険）をご用意しています。

詳しくは、日本理学療法士協会のホームページをご覧ください！

http://www.japanpt.or.jp/about/join/regularmember/

知っていますか！？　日本理学療法士協会会員特典情報！
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2019年度第４回公益社団法人滋賀県理学療法士会理事会報告理事会だより

審議により以下の議案が承認されました。

1.令和２年度事業予算計画について

原案を微修正の上承認されました。

2.講演報酬等に関する規定変更について

各部担当者に、正式な文書にてお知らせいたします。

3.次期理事候補者の推薦について

次の３名を次期理事候補者として理事会から推薦することになりました。

・川島直之氏：湖西ブロックリーダー、高島地域リハビリテーションの推進

・石井　隆氏：障がい者スポーツの推進

・森　美穂氏：大津ブロックリーダー、シルバーリハビリ体操の推進

4.総会に関することについて

2020年の滋賀県理学療法士会総会の日程が決定しました。

日時：2020年６月14日（日）時間未定

場所：滋賀県立総合病院研究所　講堂

5.日本理学療法士協会55周年事業

　日本理学療法士協会55周年記念事業は、障がい者スポーツ支援部を中心に体験イベント、リハ

ビリフェスタ、広告を行うことに決定しました。

6.事務局移転について

　　　事務局業務をびわこリハビリテーション専門職大学と提携して行う方向に進める

7.学術誌投稿について

学術集会の講師依頼と同時に学術誌への投稿も依頼することに決定しました。

○報告事項

・ＪＰＴＡ事務局職員研修について　２月７日　東京　岩倉・川波　出席

　士会事務局職員として、クレーム対応についての研修会に出席しました。日ごろの電話対応など

業務に結び付くものでした。

・ＪＰＴＡ次期会員管理システム説明会　２月８日　東京　平岩・川波　出席

　2021年４月稼働予定の次期会員管理システム説明会に出席しました。次期システムに関する要望

など行いました。今後順次会員の皆様へ情報提供していきます。

・ダイハツ協働プロジェクト（健康安全運転講座）

　　今年度もダイハツ工業との協働プロジェクト（健康安全運転講座）が開催予定です。

開催日時：2020年２月12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　第４会議室

出席理事：平岩康之　柴田健治　弘部重信　宇於崎孝　松岡昌己　吉田　環

久保貴弘　森　智子　

出席監事：前川昭次　
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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
j imukyoku@shiga-pt.or. jp　担当：岩倉

TEL：0748-78-0620　FAX：0748-78-0621

※お問い合わせ等は、できる限りメールにお願いいたします。

入会、異動、休会
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っています。

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

財務関係
kaikei@shiga-pt.or. jp　担当：滋賀医大　平岩　川波　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

折込発送等は、士会ニュースと同月（偶数月）のみの発送となっています。

折込発送物等あれば、奇数月の毎月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@bel le.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　広報部　
shigaptnews@yahoo.co.jp　担当：公立甲賀病院　山添

研修関係　研修部
spta.kenshu@gmai l .com　担当：小児保健医療センター　清岡

介護報酬部
ptkaigohokennbu@yahoo.co.jp　担当：信楽中央病院　神山

診療報酬部
toyosato.rha@toyosatoor.jp　担当：豊郷病院　磯嵜

※お問い合わせ等の際には、メールの件名に「診療報酬部の問い合わせ」と明記してください。

生涯学習関係　生涯学習管理部
m-ikeya@pt-si .a ino.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

公益事業部
shigapt_k_mk2016@yahoo.co.jp　担当：甲賀市水口医療介護センター　岸本

障がい者スポーツ支援部
ptshiga.parasports@gmai l .com　担当：石井
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○会員数名　在会 1,051 名（令和２年２月 25 日）
○賛助会員   ５社

【重要】新生涯学習制度の資料・案内がマイペ
ージに掲載されています。

　生涯学習制度の開始に伴い、協会マイページに
アクセスする必要がでてきますので、ログインで
きない方は、至急対応をお願い致します。
　協会マイページのログインＩD・パスワードを紛
失した方は、日本理学療法士協会 HP 内に案内が
ありますので、ＩD・ＰＷの再発行の手続き等よろ
しくお願いいたします。

（http ://www. japanpt .or . jp/ inquiry/faq/
mypage/system20002.html）

【重要】管理者ネットワークに登録しているメー
ルアドレスの変更について

　登録しているメールアドレスを変更されました
ら、お手数ですがメール変更の連絡をお願い致し
ます。
　メールアドレス変更の連絡先　事務局メールア
ドレス：jimukyoku@shiga-pt.or.jp

会員異動について
　会員異動の手続きができていないことでトラブ
ルが増えています。
　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。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。
　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/

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

2020年４月分

 

 編集後記編集後記
　あの日から９年が経過しました。想いは何年たってもつなげ
ていきましょう。
　世間は少々パニックになっていますが、この号が届くころに
は少しでも日本が落ち着きを取り戻せていたらと切に願いま
す。悪質なデマに惑わされないように、落ち着いて行動してい
きましょう。　


