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　昨年も新型コロナウイルス感染症について書きましたが、本年
も書かざるを得ない状況です。昨年末はほとんど新規の感染者も
少なく、このまま終息すればよいなと思っていましたが、残念な
がら、今年に入って徐々に感染者が増えてしまいました。この
原稿が発行される時にはかなり感染者数が増えているのではな
いか、また、オミクロン株が置き換わってきているのではない
かと思いますが、重症者が少ないことを祈る限りです。この数
年間、我々の仕事にも影響がありました。感染症患者さんへの
対応、プライベートの行動制限も加わり、肉体的精神的疲労も
計り知れないものがあったと思います。感染症医療に従事した
理学療法士の皆さんの勇気ある行動を称えるとともに感謝申し
上げたいと思います。また、県民の皆様には新型コロナウイル
ス感染症は重症化した場合には呼吸障害や多臓器障害など社会
生活を困難にする後遺症が残る場合があり適切な理学療法が必
要です。理学療法士には感染症医療に関しても重要な役割があ
ることを訴えていきたいと思います。
　ところで日本人の生活様式はずいぶん変わってきたように思います。在宅勤務が増えたり、リモー
ト会議が増えたりしたことから、その環境に順応してきているのではないかと思います。私は常々、
人間の環境適応能力に着目しております。病室などのベッドしかない環境では、臥床状態に適応し
ますし、仕事や趣味がある方は、その活動に適応します。その適応力こそ、リハビリテーションの
治療原理の根本があると感じています。このままこの状態が続くと動かない日本人が増えてしまう
のではないかと危惧しております。反面、感染地域への行き来が制限されたることで、家族に会え
ない、旅行ができないといったストレスをためておられる方も多いでしょう。カメラ越しで会話す
ることは容易になりましたし、VRで海外旅行を体験することも可能になりました。しかしながら、
対面で会うことや、現地に赴くこととはほど遠いように思います。会えない時間が愛を育てるとい
う歌詞もあったかと思いますが、日本人の絆は決して浅いものではないと信じています。長く会え
なかったからこそ、その蓄えたパワーを、これから存分に発揮し、愛を持って生活の再建に協力し
ていきたい、そういう思いで４月からの次年度をスタートしたいと思います。新型コロナ感染症が
終息し、皆様の生活が元に戻ること、本会としては、通常通り公益活動が実施できるようになるこ
とを祈念いたします。
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★TOKYO2020 パラリンピック　メディカルトレーナー活動報告★

障がい者スポーツ支援部だより

　2021 年８月 24 日～9 月 5 日に『東京 2020 パラリンピック競技大会』が開催されました。この記念すべき
大会の車いすバスケットボール会場でメディカルトレーナーとして活動してきたので報告します。
　大会期間は、８月 24 日～9 月 5 日でしたが、トレーナー活動は 8 月 21 日から行われた公式練習に合わせて
始まっていました。全期間を通して、新型コロナウイルス第５波の真只中でした。大会は、コロナ感染拡大防
止措置を十分に施し開催されました。この点に関しては、対応に追われる日々でしたが、大きな問題なく終え
ることができました。また、開催延期に伴い参加可能な運営スタッフも激動しましたが、各自日程調整を行い
選手のサポートをすることができました。
　トレーナー活動ですが、パラリンピックレ
ベルになると各チームがメディカルチームを
引き連れていたため、我々の出番は少なかった
です。数少ない活動実績は、メディカルチーム
を持たない国の選手に対する突き指対応でし
た。この事例で、理学療法士間の情報共有がしっ
かりしていることを感じることができました。全 16 日間に渡り、複数の理学療
法士が携わっていましたが、Slack（SNS）という媒体を介して各自責任をもっ
た意思疎通が行われました。これは、医師、看護師なども驚いていました。
　2025 年に滋賀県で開催される全国障害者スポーツ大会では、多くの滋賀県理
学療法士会の皆さんの協力が必要です。皆が協力し合えば、選手は安心してプレーに専念できます。是非協
力お願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　 記　安田孝志（びわこリハビリテーション専門職大学）

　私は選手村内に開設されたポリクリニック（総合診療所）にて理学
療法スタッフとして活動してきました。クリニックには様々な診療科
が集まっており、出場選手は会期中、すべての医療を無料で受けるこ
とができます。これまでのロンドン、リオの際にもポリクリニックは
開設されており、基本的には専門的な検査 (MRI 等 ) が必要な疾患や、
医療スタッフが帯同していない国の選手がこのサービスを用います。
しかし、今回はコロナ対策としての厳しい入国制限により医療スタッ
フがいない国が多く、ポリクリニックには多くの選手が医療を受けに来院
していました。
　医療体制はロンドン、リオでの経験を活かした設備が備わっており、物
理療法やアイスバスなど、私がこれまでなかなか使用することのなかった
機器もあり、世界のスポーツ理学療法の水準の高さが伺える活動でした。
また日本各地の様々なPTの治療を見ることができ、自分の勉強になる活動
でした。これらの経験を2025年の滋賀国体・国スポに活かし、今大会のテー
マでもあるレガシーにしたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　和智 道生
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令和３年度公衆衛生事業功労者知事表彰を受賞して
　この度、令和３年度公衆衛生事業功労者知事表
彰という栄誉ある表彰を受賞いたしましたこと、
ご報告申し上げます。この表彰は多年にわたり、
地域に密着した公衆衛生事業を地道に推進し、そ
の活動が特に顕著である者を表彰することにより、
一層の住民福祉の向上を期することを目的として
毎年数名の方が表彰されております。このような
栄誉ある表彰をいただけるだけの活動をしてきた
のか、私のこれまでの理学療法人生を振り返って
みたいと思います。
　私は昭和 61年に、国立療養所紫香楽病院に養成
校卒業後すぐに赴任いたしました。当時は、理学
療法士は少なく、県全体でも50数名でした。総合
病院では理学療法士が 5,6 名おられるところもあ
りましたが、理学療法士のいない病院も多くありました。多くの養成校の同期はリハビリテーショ
ン施設の整ったところに就職しましたが、私はなぜか何もない田舎の病院で一からリハビリテー
ション部門の立ち上げから始めました。当然未熟なセラピストでしたから十分なことはできません
でしたが、患者さんや病院のスタッフからは暖かく迎え入れていただきました。そこで感じたこと
は、とても長い間入院されている方が多く、退院できない理由は、面倒見てもらえる人がいないか
らとか、車いすが家に入らないからとかといった、環境面の問題が多かったように思います。当時
は介護保険制度が始まる前でしたから、ちょっとした住宅改造などもなかなか困難でした。ヘルパー
とかデイサービスもありませんので、すべて家族の負担になりました。リハビリテーションで少し
くらい身体機能が良くなっても家に帰れない、そういったジレンマが常にあり、在宅サービスの必
要性を強く思った時代でした。平成元年に滋賀医大に移ってからは、心不全や悪性腫瘍などから虚
弱になっておられる方を何とかしないといけないという思いが強まりました。栄養サポートチーム
への参加、心臓リハビリテーションの立ち上げなどの経験をさせてもらい、理学療法士の内部障害
の知識、理解の必要性を強く感じ、研修会や養成校の講師を務めたりしました。フレイルやサルコ
ペニアに着目したのも理学療法士の中ではかなり早かったと思います。
　私の業績を一言で申しますと、「ないもの」を「あるもの」にして来たことだとまとめること
かもしれません。そこにはリハビリテーションマインドが根底にあったと思います。現在は、医
療機関のリハビリテーション施設が整い、地域でも訪問リハビリテーション、通所リハビリテー
ションなど理学療法士の活躍の場は広がり、それぞれの施設での役割、仕事が明確化してきまし
た。しかしながら、何か物足りなさを常に感じています。枠の中で決まったことだけをこなして
いるようでは何も新しいものが出てこない、そんな気がするのです。
　私の理学療法人生はまだまだ道半ばです。知事表彰受賞者の名に恥じぬよう、後進の育成に努
力していきたいと思います。リハビリテーションマインドをもって新たな道を切り開いてくれる
理学療法士が一人でも多く輩出されることを期待しています。

会長　平岩　康之
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診療報酬部からのお知らせ「令和４年は診療報酬改定年度です」

「診療報酬に関する情報交換会」のご案内

　診療報酬改定に合わせて下記の内容でオンラインでの「診療報酬に関する情報交換会」を開催いたします。
是非ご参加下さい。

　日　時：（１）令和４年３月１３日（日）　１８：００～２０：００
　　　　　（２）令和４年４月１４日（木）　１８：３０～２０：００
　対　象：滋賀県理学療法士会員　　参加費：無料

ZOOM使用予定です。　ID、パスワードなどはお申込み頂きましたメールアドレスへ別途ご連絡致します。

　令和３年１２月２２日の予算大臣折衝を踏まえ、令和４年度の診療報酬改定は、診療報酬 ＋０．４３％、
薬価等 ① 薬価 ▲１．３５％② 材料価格 ▲０．０２％となりました。詳細に関しては例年２～３月にかけ

て順次、公示され厚生労働省HPより閲覧可能です。

 　 閲　覧　先

　◯厚生労働省HPからは

　　「ホーム」→「政策について」→「分野別の政策一覧」→「健康・医療」→「医療保険」

　　→「令和４年度診療報酬改定について」

　◯もしくは、Google 検索　「診療報酬改定2022」で検索して下さい。
　◯日本理学療法士協会からの情報提供は、マイページから閲覧可能です。

　　「マイページログイン」→「メニュー　会員限定コンテンツ」→「報酬改定資料」

　参加申し込み

　〇右のQRコードより、参加申し込みフォームにお進みください。
　〇URLはこちら　　https://forms.gle/8ALBNU7E8jwszAZt5

　〇E-mail 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ご連絡先メールアドレス　④（１）のみ、（２）のみ、

　　両方参加を明記しご送信下さい。

　締切り :（１）令和４年３月１３日（日）　→　３月１０日（水）
　　　　　（２）令和４年４月１６日（木）　→　４月１１日（月）

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　〔滋賀県理学療法士会　診療報酬部〕　

　　　　　　　　 E-mail:toyosato.rha@toyosato.or.jp  　TEL : 0749-35-3001（代表）

第 37回滋賀県理学療法学術集会　一般演題募集のご案内

　　　開催日時　2022年 7月17日 ( 日 )
　　　会　　場　ピアザ淡海　ピアザホール
　　　テ ー マ　健康しが    - 私たちにできること -
演題募集要項
[1] 今大会の演題発表概要
　　口述発表のみ (演題申込み数により、選考になる可能性があります )
[2] 発表時間
　　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 :9563@belle.shiga-med.ac.jp
[5] 応募期限
　　2021年 12月 20日 ( 月 )～2022年 2月18日 ( 金 ) 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。
[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
　　との無いようにお願い致します。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
　　決定し、2022年 3月下旬から4月上旬に応募者のメールアドレス宛に通知致します。
[8] 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。

[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。

[10] 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
　　滋賀医科大学医学部附属病院　リハビリテーション部 久却真人

　　Tel:077-548-2670( 直通 )　E-mail アドレス :9563@belle.shiga-med.ac.jp

　　メールでのお問い合わせの際は必ず題名に「第37回滋賀県理学療法学術集会に関する問い合わせ」と

　　記載し、本文中に氏名、連絡先を添えていただきますようお願い致します。

　　多数のご応募をお待ちしています。
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入☆ 会年度や生涯学習履歴によって、新制度開始後の履修内容が変わります！ 

入会年度  

新人教育プログラム修了状況  

生涯学習ポイント数  

※生涯学習履歴の確認方法： 「マイページへログイン」→「メニュー」→「生涯学習管理」→「履修状況確認」 
※上記は「2021年12月15日時点」のマイページ登録内容です 
※本案内到着時のマイページ登録内容とは異なる場合があります 
 
 
 

 
 
 
 
☆新人教育プログラムを修了したい方： 

 
☆生涯学習ポイントを取得したい方： 

 
 
 
 
☆協会 HPを確認しよう！              ☆マイページ（会員専用コンテンツ）を確認しよう！ 

 
 
 
 

現在の生涯学習履歴等を確認しよう！ 
 

  

←「新生涯学習制度への
移行」欄を確認！ 

←新制度開始後の履修内容が簡単に
分かる「診断ツール」で確認！

 

生涯学習履歴を確認できたら、新制度開始後の履修内容を確認しよう！ 
 

 
 

 
 

「講習会・研修会一覧」から開催予定のセミナーを 
検索してみよう！ 
新人教育プログラムの履修、 
生涯学習ポイントが取得できる 
セミナーの開催情報を確認！ 

←新人教育プログラム受講
の詳細を確認！ 

←学会や研修会参加以外にも
ポイントを取得できる活動が
あります。詳細を確認！ 

←制度概要・カリキュラム
マニュアル等の情報を掲
載中！ 

 

←より詳しい制度の詳細はマイページ
に情報を掲載中！  

 

☆SNSをフォローしよう！ 

←Twitterで情報を発信中！ 
  「@jpta_shougai」 

☆動画で見てみよう！ 

←新制度に関する動画を
多数公開中！  

 

この欄は会員個人によって  
異なります 

 

2022年４月！新生涯学習制度開始！

現制度中 (2022年３月末まで）に履修単位や生涯学習ポイントは取得したいときは？

新制度の情報はどこから得られるの？

新生涯学習制度への移行に向けての
会員個人からの履修ポイント登録申請について
対象：「履修ポイント基準表」に「郵送申請要」と定められた項目

申請期間

フェーズ１ フェーズ 2 フェーズ 3

2021年
12月31日（金）まで

2022年
1月  1 日（土）から
2月28日（月）まで
            　（消印有効）

2022年
3月1日（火）から
4月1日（金）まで
         

申請方法 郵送 WEB 申請

不備があった
場合

3 月中旬頃までに
不備内容を通知

不備項目があっても、
再申請が出来ない恐れがあります

備考
・2022 年 4 月 1 日 ( 金）正午以降の申請分は、一切新制度移行時の
   位置づけを判断する際の履修ポイント・単位には反映できません。
   ※活動履歴の登録のみとなります。

※上記は概要を示した内容です
※詳細は必ずご自身で、マイページ内「会員専用コンテンツ」よりご確認ください。

こ ん な 本 読 み ま し た ！
本の名前

           著者：中村克樹（京都大学霊長類研究所副所長・教授）
            　　　　　  価　格：1,300円 ( 税別 )    出版社：くもん出版

　著者は京都大学霊長類研究所高次脳分野の教授であるが、医者ではないので
病気から見るのではなく、脳の研究者であり興味深く読ませて頂いた。2012
年から毎日新聞の連載等に掲載された内容の一部を短編にまとめられていて読
みやすく、少しの時間で読める本である。脳のことを知って、ちょっと得した気
分になるようにと著者の心遣いに敬服する。知識豊富な著者で項目がことわざか
ら関連付けて書かれているのが特徴である。『良薬は口に苦し』では、好きな食
べ物ばかり食べていると健康によくない。おいしいチョコレートは動脈硬化の予

防・コレステロール値を下げ、がんを抑制し記憶力向上と万能食物と言われている。スイスでは日本人の 6
倍の消費量でノーベル賞受賞者が 30 倍とのことです。しかしカカオに含まれるフラバノールの効果はすで
に証明されていますが、市販されている甘いチョコレートはこのカカオの成分を除いているものが多いようで
す。フラバノールは苦いからです。まさに『良薬口に苦し』で甘いチョコレートでは効果は期待できないのです。
『昔取った杵柄（きねづか）』記憶には、感覚記憶に短期記憶と長期記憶に分かれ、長期記憶には宣言記憶
と非宣言記憶に分かれます。この宣言記憶が一般的な記憶で側頭葉が重要な役割をするのですが、一方自
転車の乗り方などの手続き記憶と呼ばれる体で覚えるものがある。認知症の人がその日にあったことを全く
覚えられないのに大工道具のかんなを持たせると凄い腕前を発揮する人がいる。まさに昔取った杵柄で若い
ことに鍛えた腕前は脳の異なる領域が宣言記憶と非宣言記憶に関与しているから起こるようです。一回り教
養が付き知識人になれます。是非ご一読下さい。

「人生100年時代の脳科学」

並河　孝
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「グランプリ琵琶湖の黄昏」マキノ病院　 林 弘真 さん
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第 10回 写真コンテスト投票結果

（公社）滋賀県理学療法士会ニュースNo.220（2022-1） （公社）滋賀県理学療法士会ニュースNo.220（2022-1）

　厚生部にて企画しました第１０回写真コンテスト（作品テーマ：“自由テーマ”）には、合計１６作品の
ご応募がありました。ご応募いただいた会員の皆様、ありがとうございました。
　今回の写真コンテストは、新型コロナウイルス感染症の影響で例年の学術集会での展示・投票が行えなかっ
たため、ＷＥＢ投票で会員の皆さんに選んでいただきました。
　結果は以下の通りです。

グランプリグランプリ

準グランプリ準グランプリ 厚生部特別賞厚生部特別賞

「大切な宝物」
　　　　　近江温泉病院　中川 めぐみ さん

「ひととき」
おした整形外科医院　
　　　　　　　　奥田 幹子 さん

「虹を眺める」豊郷病院　吉田 環 さん

優秀作品優秀作品

「ねぇねぇ遊ぼうよ！」
デイセンター音羽のさと　
　　　　　　　　関野 美幸 さん

「夏の涼風」
びわこリハビリテーション専門職大学　
　　　　　　　　　宇於崎 孝 さん

「僕はどこかな？」
豊郷病院　
　　　　　　　　　  吉田 環 さん

「ほおずきの収穫です」
自宅会員　
　　　　　　　　    並河 孝 さん 滋賀県理学療法士会 厚生部
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研究会 会員 大募集
滋賀県理学療法士会には5つの研究会があります。

滋賀　　　         　　　　　理学療法研究会

内部障害系
神経系　　　　　　
運動器系　　　
生活環境支援系
教育管理系

（※滋賀県独自の研究会です。日本理学療法士協会の分科学会や部門の会員とは連動しません。）

　    研究会って何をするの？？？

研究会員同士で研修会を企画・運営・参加
　　　　　　           ↓　　　　　　　　　　　  活発な学術活動
研究会員相互の交流・顔の見える関係づくり等を推進

　            会員登録メリット

① 施設間の壁を越えた意見交換の場がもてる！
　　臨床の困りごとを聞いてみたい！」　「他施設の理学療法士の意見を聞いてみたい！」
　　（SNS、メーリングリストなどの利用）
　
② 研修会内容のリクエストができる！
　　「この講師の研修を受けてみたい！」「こんな実技講習を受けてみたい！」など
　　研修会講師の選定や研修会の企画・運営などに研究会員のご意見を取りいれられます。

③ 研究会員　優先で参加できる研修会を企画
　  より専門性に特化した研鑽の場を提供　　時には症例検討会などを開催しながら
     会員相互の交流と研鑽を高め、県民の健康に寄与する。
 
会員内で意見交換、研修会企画・運営などにも参画して頂く事が可能
　  是非研究会会員にご登録いただき、滋賀県理学療法士会の学術を盛り上げていきましょう！

  
● 滋賀内部障害系理学療法研究会
    代表  滋賀医科大学付属病院  岩井　 宏治
　　　　　　滋賀内部障害系　理学療法研究会

● 滋賀神経系理学療法研究会
    代表  彦根市立病院               西澤　一馬
　　　　　　　滋賀神経系　理学療法研究会

● 滋賀運動器系理学療法研究会
　 代表  栗東診療所              　石﨑　裕也
　　　　　　 滋賀運動器系　理学療法研究会

● 滋賀地域支援系理学療法研究会
　 代表  信楽中央病院              神山　良介
　　　　　  滋賀生活支援系　理学療法研究会

● 滋賀教育管理系理学療法研究会
　 代表  南草津病院                 西原　達也
　　　　 滋賀教育管理系　理学療法研究会

申込に関してのお問い合わせ先：滋賀県理学療法士会　事務局
　　　　　　　　　　　　　　　（jimukyoku@shiga-pt.or.jp）

研究会員登録は重複しても構いません  登録申し込みは、下記QRコードから

̶ 11 ̶ ̶10 ̶ 

事務局便り

（公社）滋賀県理学療法士会ニュースNo.220（2022-1） （公社）滋賀県理学療法士会ニュースNo.220（2022-1）

マイページの確認をお願い致します！
・新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）
　　また、職場や住居を異動されたにも関わらずマイページの変更を行っていない方がおられます。郵送物
　が届かない等のトラブルがございます為、職場・住居を異動されました場合は必ずマイページの更新をお
　願い致します。

変更されていない方がおられます！！
outlook.jp、hotmail、ezweb で管理者ネットワークに登録されている方へ
・管理者ネットワークに outlook.jp、hotmail、ezweb のメールアドレスで登録されている方は、お手数
　ですがメール変更の連絡をお願い致します。何らかの理由で、事務局からメールが届かない状態です。お
　手数をおかけしますが、所属、氏名、上記以外のメールアドレスを事務局まで送信をお願いいたします。
　特に、メールが一度も届いていない方、直ちにお知らせください！
　メールアドレス変更の連絡先　事務局メールアドレス：jimukyoku(a)shiga-pt.or.jp

滋賀県理学療法士会問い合わせ先一覧  (a) は @に置き換えてください

事務局　公文書発行　
　jimukyoku(a)shiga-pt.or.jp 　担当：佐々木　TEL/FAX: 0749-46-0001 
　※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(a)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(a)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、25日までにお申し出ください。折込発送は基本偶数月のみ発送します。
　士会事業の案内はできる限り士会ニュースへの掲載をお願いいたします。
　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：jimukyoku@shiga-pt.or.jp　　担当：佐々木
   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

編　集　後　記

　発行が遅れてしまいましたが、年2回のカラー版を発行させていただきました。
発行が遅くなってしまったこと、お詫び申し上げます。
　昨年は広報部でも広報誌を line で発行したり、簡易版とカラー版の2パターンに分けての発行を試
みたり、改変に挑戦する年でした。コロナ禍の中でみなさんの生活・臨床でも様々な変化があったの
ではないでしょうか。自分の変化、周囲の環境の変化、様々な変化の中に対応できる適応力を磨いて
いきたいと思います。
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次年度に向けて

公益社団法人 
滋賀県理学療法士会
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　昨年も新型コロナウイルス感染症について書きましたが、本年
も書かざるを得ない状況です。昨年末はほとんど新規の感染者も
少なく、このまま終息すればよいなと思っていましたが、残念な
がら、今年に入って徐々に感染者が増えてしまいました。この
原稿が発行される時にはかなり感染者数が増えているのではな
いか、また、オミクロン株が置き換わってきているのではない
かと思いますが、重症者が少ないことを祈る限りです。この数
年間、我々の仕事にも影響がありました。感染症患者さんへの
対応、プライベートの行動制限も加わり、肉体的精神的疲労も
計り知れないものがあったと思います。感染症医療に従事した
理学療法士の皆さんの勇気ある行動を称えるとともに感謝申し
上げたいと思います。また、県民の皆様には新型コロナウイル
ス感染症は重症化した場合には呼吸障害や多臓器障害など社会
生活を困難にする後遺症が残る場合があり適切な理学療法が必
要です。理学療法士には感染症医療に関しても重要な役割があ
ることを訴えていきたいと思います。
　ところで日本人の生活様式はずいぶん変わってきたように思います。在宅勤務が増えたり、リモー
ト会議が増えたりしたことから、その環境に順応してきているのではないかと思います。私は常々、
人間の環境適応能力に着目しております。病室などのベッドしかない環境では、臥床状態に適応し
ますし、仕事や趣味がある方は、その活動に適応します。その適応力こそ、リハビリテーションの
治療原理の根本があると感じています。このままこの状態が続くと動かない日本人が増えてしまう
のではないかと危惧しております。反面、感染地域への行き来が制限されたることで、家族に会え
ない、旅行ができないといったストレスをためておられる方も多いでしょう。カメラ越しで会話す
ることは容易になりましたし、VRで海外旅行を体験することも可能になりました。しかしながら、
対面で会うことや、現地に赴くこととはほど遠いように思います。会えない時間が愛を育てるとい
う歌詞もあったかと思いますが、日本人の絆は決して浅いものではないと信じています。長く会え
なかったからこそ、その蓄えたパワーを、これから存分に発揮し、愛を持って生活の再建に協力し
ていきたい、そういう思いで４月からの次年度をスタートしたいと思います。新型コロナ感染症が
終息し、皆様の生活が元に戻ること、本会としては、通常通り公益活動が実施できるようになるこ
とを祈念いたします。
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