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「和を以て貴しとなす」

公益社団法人　新潟県理学療法士会
副会長・学術局長　髙　鳥　　　真　

令和元年が終わり、新たな時代も着実に年を重ねて行こうとしております。会
員の皆様、新年明けましておめでとうございます。本年も（公社）新潟県理学療
法士会の事業運営にご理解とご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいた
します。

この度、学術局長兼副会長を務めさせて頂くこととなりました。会長を補佐しつつ県士会員の皆様、県民
の皆様のお力に沿えるように尽力して参ります。

さて、昨年12月には、令和元年という新しい時代の幕開けにふさわしい初の３士会合同学会「新潟県リハ
ビリテーション専門職学術大会」を開催することができ、多くの会員の皆様にご参加いただきました。佐藤
成登志大会長のもと３士会の「連携」が一層深まり実働的な「連動」へと発展する良い機会になったのでは
ないかと感じています。

また、開会式では花角県知事、岩村県議会議長、および小川参議院議員をお招きし、ご出席いただいたこ
とは今後の各士会活動への大きな糧となったのではないでしょうか。なお、県知事の開会式出席の実現につ
きましては、新潟県理学療法士連盟の顧問である斎藤洋明衆議院議員のご尽力によるところが大きく、この
場をお借りして改めて御礼申し上げます。

新潟県リハビリテーション専門職学術大会は、今後３年に１度の会期で開催していきます。学術大会を合
同で行うということは、単に理学療法、作業療法、言語聴覚療法をリハビリテーションという一括りにして
行うものではありません。リハ専門職という職種は存在せず、理学療法士は言語聴覚療法を実施することは
できませんし、作業療法士は理学療法を、言語聴覚士は作業療法を実施できないのです。

「和を以て貴しとなす」、何事を行うにしても「和」の精神をもって、外見だけの仲良し小好しではなく、
自他ともに正直に、互いに問題があれば指摘し合って、それぞれの専門性をそれぞれが認め、お互いが切磋
琢磨し理解し合うことが本質ではないかと思います。

第１回大会は、まだまだその域に達してはいない内容だったかと思います。この学術大会を通して３士会
それぞれが、それぞれの専門性を高め合い、尊重し合って県民に資するための活動が行えることに願いを込
めて、和背負い！和背負い！
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リレーエッセイ １

　「私の大好きな朝の習慣」
富永草野病院　五十嵐　優　樹　

私の日課は毎朝出勤後に缶コーヒーを飲むことです。温かい飲み物と甘い缶コーヒーが苦手なので、
どんなに寒くてもブラックのアイスコーヒーを飲んでいます。通勤ラッシュを避けるためにいつも始業
時間より早めに出勤していますが、ゆっくりとコーヒーを飲みな
がら業務の準備等を行っていると「今日も１日頑張ろう」という
気持ちになります。リハビリテーション室を出てすぐの場所に自
動販売機があり、スーパーやドラッグストアで買った方が安上が
りと知りつつ、つい小銭を投入してしまいます。昔は匂いを嗅ぐ
だけで具合が悪くなってしまうため全く飲めませんでしたが、い
つ頃からかぐいぐいと飲めるようになりました。やはり年齢とと
もに味覚が低下するという話は本当なのかもしれません。適量の
コーヒーは心臓病や脳卒中、呼吸器疾患による死亡リスクが低下
するらしいので、今後もささやかな朝のひと時を楽しみたいと思
います。

次回は新潟市民病院の笠原勇太さんです。宜しくお願い致しま
す。

リレーエッセイ ２

　「うつわ」
にいがた訪問看護ステーション　棚　橋　夏　紀　

私はここ数年、少しずつですが色々なうつわを集めています。ガラスや陶器、磁器など種類や用途、
形、大きさも様々で、見ているだけでも楽しめます。最近では料理をしたときに、どの食器を使おうか
なと考えることも楽しみの一つになっています。また、外食に出掛けた際には、料理以外に食器にも目
が行くようになりました。お店のうつわを見たりする以外にも、実際に電動ろくろを使ってお茶碗作り

に挑戦したこともあります。思った以上に難し
く、形もいびつになってしまいましたが、自分
で作ったことで愛着が湧き、いつもよりご飯が
おいしく感じたような気がしました。寒い日が
続きますが、おいしく・楽しく食事をとり、仕
事や日々の生活を楽しみたいと思います。

次回の担当は、中条中央病院の内山彩乃さん
です。よろしくお願い致します。
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済 生 会 新 潟 病 院
当院は、1927年に新潟市田町（現中央区）に創立され、1991年に寺地（現西区）に移転をしてきました。

その際に名称を済生会新潟第二病院としていましたが、2019年４月から創立時の名称である済生会新潟病院

に改名をしました。

病床数は425床で28の診療科があり、院内に３つのリハビリ室があります。１階に急性期リハビリ室、６

階に回復期病棟リハビリ室、７階に心臓リハビリ室があります。リハビリスタッフは、急性期に理学療法士

７名、作業療法士３名、回復期に理学療法士７名、作業療法士５名が在籍し、治療に取り組んでいます。リ

ハビリの対象疾患は、肩、膝、股関節疾患、外傷などの整形外科患者が中心になりますが、さまざまな科か

ら、心臓、呼吸、がん、脳血管、廃用の処方があるので、認定理学療法士（運動器・循環）、心臓リハビリ

指導士、呼吸療法認定士、がんリハビリ研修参加のスタッフをそろえて対応できるようにしています。

心臓リハビリは、2008年に新潟県で初めて当院が開設し、心臓血管外科、循環器内科の患者さんに対し心

臓リハビリ専従看護師と共に入院および外来の治療を行っています。また、2016年から回復期病棟を開設し

て急性期から回復期までの流れの中で自宅退院に向けた治療を行っています。今後も地域の方々に良い医療

を提供できるようにスタッフ全員「ONE TEAM」となって頑張っていきますのでよろしくお願いします。

職場紹介１

【急性期リハビリ室】 【回復期リハビリ室】

【心臓リハビリ室】
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職場紹介２

独立行政法人国立病院機構　新潟病院
当院は独立行政法人国立病院機構が運営する県内３病院のうち柏崎市に位置し、神経筋疾患・成育医療・

重症心身障害児（者）・筋ジストロフィー・がん・呼吸器疾患を中心とした政策医療を進めています。病棟

上階では日本海が一望でき、柏崎大花火大会は絶景です。

「私たちは、誠意と思いやりと笑顔で患者様に満足していただける医療サービスを提供します。」の病院

理念に基づき、イノベーションと支える医療を目指しています。また、臨床研究、教育研修を行っています。

リハビリスタッフは理学療法士21名、作業療法士14名、言語聴覚士６名、理学療法助手３名が在籍してい

ます。

当院の特徴として、神経筋疾患等に対するロボットスーツHAL®（Hybrid Assistive Limb®）を使用し

たリハビリがあります。両下肢タイプ８機体、腰モデル、単関節HALを有しており、全国からリハビリ目

的で入院する患者様が多くいらっしゃいます。また、促通反復療法による治療にも力を入れています。病棟

やリハ室には天井走行リフトが設置され安全な移乗と歩行練習に役立っています。

神経筋疾患に対する支える医療として、多職種とともに「ALS心理サポートグループ」「筋ジス家族交

流会」「難病デイケア」を行っています。

成育医療・重症心身障害児リハビリでは、敷地内の県立特別支援学校や療育指導員、保育士等と連携し、

患者様一人一人を支援しています。

地域で頼りにされるリハビリテーション科を目指して笑顔で頑張りたいと思っています。どうぞ見学にお

越し下さい。
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この学術大会の根幹となる、“PT/OT/STの連

携の重要性”を強く感じた報告がありました。精神

障害患者への介入に関するOTの報告です。対象者

はおそらく発達障害であったと思われますが、社会

的な問題行動を起こしてしまった方です。対象者が

発達の過程で経験できていなかった【褒められる、

肯定される】という経験を積むことで、精神症状の

改善に導くことができた、という内容でした。『適

切に問題点を抽出し、チームアプローチの結果良い

反応を引き出すことができた』と、とてもいい報告

で、質疑応答も活発でした。

この対象者に限らずですが、精神科患者様の中に

は、このように「幼少期に適切な経験を積めなかっ

たこと」が原因となる方も少なくないと思います。

発達障害児は、乳児期から特徴的な様子が見られ

る事があります。PTは乳児期から関わることが多

いため、早期からOT/STと共有し適切に介入する

ことで、この対象者のようなケースを未然に防ぐこ

と、発達・精神障害を抱える方が生活しやすいよう

調整することができるのでは、と思いました。

PT/OT/STは評価をして予後予測できる職種で

す。それぞれの得意分野は違うかもしれませんが、

対象者は一緒です。それぞれの視点で得た情報を共

有し、考えるという作業は互いを高め合う機会とな

り、また患者様に還元ができることだと思います。

今回参加された先生方もきっと様々な感想をもった

と思います。この学術大会が今後より発展し、新潟

県のリハビリテーションを盛り上げる良い機会とな

ることを期待しています。

晴陵リハビリテーション学院　渡　邉　真　生

――――――――― 学会・研修会参加記 ―――――――――

【第１回新潟県リハビリテーション専門職学術大会　参加報告】
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　2019年12月14日、新潟市プラスサードにおいて

新潟県リハビリテーション専門職協議会懇親会が開

催されました。

　記念すべき第１回新潟県リハビリテーション専門

職協議会学術大会の１日目の夜にPT、OT、STの

３職種が揃って懇親会を開催出来たことは大変喜ば

しいことでありました。

　今回は佐藤会長が大会長ということもあり、PT

士会が懇親会も担当させていただきました。当日は

PT89名、OT11名、ST13名の計113名という大勢の

方に参加していただくことが出来ました。

　佐藤学会長の挨拶の後、佐藤ST士会長の乾杯の

挨拶で開宴いたしました。３士会の方がこのように

集まり懇親を深めるということもなかなかない機会

でしたので、あちらこちらで色々な話に花が咲いて

いたようです。最後は次期大会長でもある四方OT

士会長の締めの挨拶で懇親会は終了しました。

　これからも地域包括ケアシステムを一緒に構築し

ていかなければならない３士会が心を一つにするた

めにも、このような機会は大変重要であると感じま

した。また３年後に第２回リハビリテーション専門

職協議会学術大会が開催される予定になっておりま

す。またそのときにも、このように和気藹々と話が

出来る良い関係性を保ちながら、それぞれの専門性

を生かして事業に取り組んでいることを期待いたし

ます。

厚生部長　風　閒　美　子

新潟県リハビリテーション専門職協議会懇親会開催される
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障がい児・者支援委員会よりお知らせ
障がい児・者支援委員長　剱　物　　　充

　当委員会では平成30年度より県士会HPに掲載されております新潟県小児理学療法マップの更新作業

を行いました。会員の皆様よりご確認いただければと存じ上げます。また、新たに小児領域に従事する

ようになった所属施設について情報提供などいただける会員の方がおられましたら、県士会HP問い合

わせフォームを通して当委員会宛にご連絡いただけると光栄です。今後も宜しくお願い申し上げます。

看護リハビリ新潟保健医療専門学校

各種車椅子・座位保持装置・ベッド・コミュニケーションエイド
福祉機器・介護用品・介護保険レンタル・住宅改修

㈱ Ｇ・Ｔ・Ｂ (オーエックス新越）

〒956-0017 新潟県新潟市秋葉区あおば通2-28-27
TEL 0250-25-2626  FAX 0250-25-7710

http://www.gtb-niigata.jp
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2019年度
公益社団法人　新潟県理学療法士会

第４回拡大理事会議事録
日　時：2019年12月１日（日）10：00～16：00
場　所：（公社）新潟県理学療法士会事務局
出席者：理事　 佐藤(成）、中山、郷、高鳥、堀川、

小林、田中、立石、柳、風間、
松林、棚橋、上路、飯田、小川、
深川、五十嵐

　　　　監事　佐藤(雅）
　　　　ブロック長　山本、諏訪、松本　　
　　　　委員長　剱物
　　　　相談役　小林
欠　席：理事　大野、藤澤　
　　　　監事　太田
　　　　委員長　小野塚
１．会長挨拶
　組織運営協議会が開催された。
　生涯学習プログラムが2021年度から開始される。
　岩村県議会議長を表敬訪問。

リハビリテーション専門職協議会学術大会に知
事、県議会議長が来賓として出席

２．報告事項
①９月から11月の事業報告

会長報告
・資料の通り （理事会承認）
副会長報告
・資料の通り （理事会承認）
（スポーツ活動支援部）
・11/2　車いすダンス　粟生田先生

車いすダンスの方よりチームサポートは実施して
いるかとの質問あり。

・スポーツ理学療法運営担当者会議
オリンピック関連　協会では372名マッチングあ
り（うち新潟県７名）
障害者スポーツ団体（新潟県障がい者スポーツ協
会等）と連絡を取り合うように

（就業支援部）
・復職のためのアンケートを行った。
　HPでの公開は困難 （理事会承認）
（災害対策委員会）
・JRAT　福島県へ派遣　厚生連糸魚川病院　江口

竜人先生
チームで行くことになっていたが医師の派遣は
なし

（表彰委員会）
・第38回関東甲信越ブロック学会　関ブロ協議会賞

深川先生
ホームページ、ゆきわり草に日本理学療法士協会賞
小林先生、関ブロ協議会賞　深川先生の写真とコ
メント掲載 （理事会承認）

（学会準備委員会）
・新潟県リハビリテーション専門職学術大会

事前受付12/４まで　他は当日
（地域活動推進委員会）
・リハビリテーション専門職協議会の研修会　魚

沼、三条で終了　胎内が１月開催
地域包括ケア支援専門職協議会の研修会　新潟医
療福祉大と看護リハビリ医療保健専門学校で終了

・県民向けフォーラム　11/23　新発田市で開催
・地域包括ケア個別会議　現在14市町村　今後県か

ら業務委託されさらに増える。
助言者はリハビリテーション専門職協議会、地域
包括ケア支援専門職協議会主催の研修会に１回参
加、地域包括個別ケア会議の見学で助言者として
参加可能 （理事会承認）

（政治参加検討委員会）
・今年度中に県議会議員のリハビリテーション議員

連盟を発足したい。 （理事会承認）
３．協議事項
①各部局より今後の活動について
②リハビリテーション専門職協議会学術大会につい

て
③2020年度事業計画骨子（案）
（会長）
・管理者ネットワークを重点課題とする。
・内部障害専門部会設立趣意書が提出された。

他の専門部会も想定して、全体の方向性を取り決
めた上で、進めるため、もう少し討議する時間が
必要。
会員が提案する研修会であれば、勉強会支援も
行っているため対応できる。

＊温度差があるため、組織として整理する必要があ
る。３役でまずは検討 （理事会承認）

（総務部）
・選挙管理規約細則の変更について

定款に合わせて、選挙は会長を別にせず理事、監
事の選挙とする。
会長、副会長は総会後理事会で決定する。そのた
め組織図は総会では提示せず、後日ホームペー
ジ、ゆきわり草で報告する。 （理事会承認）
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（厚生部）
・県学会の時に新人歓迎会を行う。会費の補助は新

人のみ。
ブロック懇親会は全員同一金額の補助

（理事会承認）
（広報部）
・新人教育プログラム開催時メルマガ登録を勧める。
　2020年度は移行期で2021年度からペーパーレス化

とする。
・求人情報をホームページに掲載
・賛助会員のバナー広告を掲載・会員専用ページに

パスワードを入力しログインする。
メルマガでURLとパスワードを流す。

（理事会承認）
・専門、認定理学療法士の公開について

医療広告はホームページのみで、問い合わせ先の
電話番号、アドレスを掲載すること。
本人の名前を出す場合は本人の同意が必要。
病院のホームページに専門、認定理学療法士の名
前を掲載することは問題ない。
ネット環境では良いが他では認められていない。
リハビリテーション室内での広報は許可されてい
る。 （理事会承認）

（生涯学習部）
・新プロ未終了者　330名以上

来年度までに終了しないとはじめから取り直し。
休会者は復会（入会）してから出ないと新プロは
終了できない。
11年目以降は新プロ終了すれば登録理学療法士と
なれる。
対象者には自宅へ郵送　リストと文面については
田中理事が作成　 （理事会承認）

（学術誌部）
・論文投稿　０題

閉会式に優秀論文を表彰する。
（地域包括ケアシステム推進部）
・会員にどの研修会に出るべきか、明確にする。
・助言者に出たいけれど施設は出せない。
・施設長の理解が得られるように、県知事名で文書

を出すよう要望していく。
（就業支援部）
・休会者は協会の賠償保険に入られない。
・求職後の復帰支援研修に県内５施設からOKあ

り。
・県士会の復職プログラムに参加するためには

１．復会　２．保険　３．研修を受ける
（理事会承認）

（保険部）
・保険部専用のアドレスを作成　（診療報酬改定に

ついて） 検討事項
（渉外部）
・今年度の政治資金パーティーの支出について
・他の団体との働きかけを行っていく。

（理事会承認）
（スポーツ支援部）
・水球のサポートで交通費、日当出してもらえるか

今後交渉 （理事会承認）
（上越ブロック）
・管理者ネットワーク　80％
・災害時の模擬研修　３月14日
（中越ブロック）
・管理者研修　３/７　まちなかキャンパス会議室

12：00～17：00
（下越ブロック）
・３/14管理者研修会　３/15研修会予定
（災害対策委員会）
・会費値上げについて

今年度は１万円　来年度からは、収支を見せてい
ただき理事会で検討

（障がい児・者支援委員会）
・新潟県小児理学療法マップの更新作業
・外部専門家派遣事業（学校現場）

個別に行っている会員がいる。ニーズがある。
・第７回小児理学療法学会学術大会

中林先生が学会長　障がい児・者支援検討委員会
の参加依頼あり （理事会承認）

（表彰委員会）
・50周年記念事業に向けて　県知事表彰準備　　医

務薬事課へ推薦 （理事会承認）
（地域活動推進委員会）
・リハビリテーション専門職協議会（175万円、基

金事業）、地域包括ケア支援専門職協議会（575
万円、県の単独事業）の事業委託

・14市町村、新潟市８区で地域包括個別ケア会議実
施
地域包括推進リーダー238名（内　助言者として
活動26名）
助言者として活動するには見学と研修会を１つ受
講すれば可 （理事会承認）

（政治参加検討委員会）
・リハビリテーション支援議員連盟の設立へ

PT,OT,ST合同で
OT,STは県の連盟はない　連盟を結成するよう
に求めていく。 （理事会承認）
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（その他）
・アクションプランについて目標とアクションプラ

ンの番号を一致させるように。
修正したものを中山先生へ提出

・第40回関東甲信越ブロック学会　2021年９月４・
５日　朱鷺メッセ
50周年記念事業

・医療広告ガイドライン
協会に確認　松林先生

次回理事会　2020年１月12日（日）10：00～
　新潟県理学療法士会事務局

2019年12月１日
会長　佐藤成登志
監事　佐藤　雅浩

以上

学術局生涯学習部だより
学術局長　髙　鳥　　　真

生涯学習部長　田　中　　　健

会員の皆様には平素より学会・研修会の活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 
オリンピックイヤーの令和２年を迎え、早くも２ヵ月が経過しようとしています。今年は暖冬小雪どころ

かまったく雪がなく怖いくらいです。
さて、そんな中下記のごとく第28回新潟県理学療法士学会を開催することが決まりました。この大会は、

これまでにない様々な企画が満載の大会になります。開催に向けて準備委員一同鋭意準備を進めているとこ
ろです。どうぞお楽しみに！

▪会　　　期：2020年10月31日(土）・11月１日(日）
▪会　　　場：看護リハビリ新潟保健医療専門学校
▪学会テーマ：「理学療法はこう変わる　ソサエティ5.0に備える」
▪大　会　長：有馬慶美（看護リハビリ新潟保健医療専門学校）
▪準備委員長：平林弦大（看護リハビリ新潟保健医療専門学校）
▪主なプログラム： 特別講演、大会記念シンポジウム、セミナー、テクニカルセミナー、コマーシャ

ルセミナー、セミナー for students、一般演題発表、チャレンジ演題発表、症例
検討、学生演題、市民公開講座など

　過日よりご案内させていただいています日本理学療法士協会の新生涯学習システムは、2021年４月から実
施になります。それに伴い令和２年度の県士会主催研修会は新人研修プログラムを履修しやすくするために
例年と異なる研修会内容としました。新人教育プログラムが未修了の方は、是非とも本年中の履修・取得を
お願い致します。
※ 日本理学療法士協会から、１月に〈生涯学習プログラム　履修状況〉という案内（青色封筒）が届いてい

ることと思います。履修状況をご確認いただき研修会を受講していただければと思います。
※ 2020年度の認定理学療法士(新規)申請は、例年より申請手続き、認定試験日ともに早まります。協会ホー

ムページなどご確認下さい。
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県士会主催研修会今後の予定
研修会 テーマ/講　師 日　程 会　場

３月

下越ブロック
研修会

「増悪を繰り返さない！呼吸リハビリテーションの実
際－急性期施設と在宅医療それぞれの役割とは？－」
黒澤　一先生（�東北大学大学院�医学系研究科�内科

病態学講座�産業医学分野�教授）
佐野裕子先生（�Respiratory�Advisement�Ys'�代表、

順天堂大学大学院）

３月15日 新潟医療福祉大学

中越ブロック
研修会

「神経疾患に対する体幹機能の評価と運動療法」
鈴木俊明先生（関西医療大学）

３月28・29日
二日間開催

晴陵リハビリテー
ション学院

４月 新人研修会
下越ブロック 新人教育プログラム　必須初期研修Ａ- １～ 5 ４月26日 新潟医療福祉大学

５月 新人教育
プログラム研修 新人教育プログラム：B１.2.4　D1.2　E1(2) ５月31日 新潟医療福祉大

学・晴陵リハ

６月 第108回研修会
総会同時開催

「中枢神経障害に対するニューロリハビリテーション」
森岡　周先生（畿央大学） ６月28日 看護リハビリ新潟

保健医療専門学校

７月

新人研修会
上中越ブロック

新プロＡ１～ 5・協会指定管理者研修（初級）・管理
者ネットワーク研修 ７月５日 晴陵リハビリテー

ション学院

理学療法士
講習会応用編

理学療法における筋骨格系の超音波画像評価
中村雅俊先生・中村絵美先生（新潟医療福祉大学）

７月11・12日
二日間開催 新潟医療福祉大学

８月

理学療法士
講習会基本編

「循環器疾患の理学療法の基礎」
椿　淳裕先生（新潟医療福祉大学）、他

８月１・２日
二日間開催 新潟医療福祉大学

新人教育
プログラム研修 新人教育プログラム：B１.2.4　D1.2　E1(2) ８月23日 新潟医療福祉大学

理学療法士
講習会基本編

糖尿病理学療法の基礎と実際
講師：木村和樹先生（�新潟リハビリテーション大学）、他 ８月29日 新潟ユニゾンプラザ

９月 理学療法士
講習会基本編

「股関節疾患に対する動作解析入門
　　－表面筋電図・加速度計を用いた評価－�」

加藤　浩先生（九州看護福祉大学）
調整中 晴陵リハビリテー

ション学院

10月

理学療法士
講習会基本編

「介護予防としてのロコモ対策，フレイル対策の実
際　～地域包括ケア活動マニュアルの活用～」
小林量作先生（新潟リハビリテーション大学）
高野義隆先生（新潟リハビリテーション病院）

10月24・25日
二日間開催 新潟市内

理学療法士
講習会応用編

「徒手的理学療法　－の評価治療とクリニカルリー
ズニング－」
藤縄　理先生（福井医療大学）
荒木　茂先生（�石川県立いしかわ特別支援学校自立

活動部）

調整中 新潟労災病院

11月
第28回県学会

「理学療法はこう変わる　ソサエティ 5.0に備える」
大会長　有馬慶美（�看護リハビリ新潟保健医療専門

学校）

10月31日・
11月１日
二日間開催

看護リハビリ新潟
保健医療専門学校

新人研修会
下越ブロック

新プロＡ１～ 5・協会指定管理者研修（初級）・管理
者ネットワーク研修 11月15日 新潟医療福祉大学

12月 理学療法士
講習会応用編

「非特異的腰痛に対する理学療法の理論と実際」
�佐藤成登志先生・神田賢先生（新潟医療福祉大学）

12月12・13日
二日間開催 新潟医療福祉大学

詳細につきましては、県士会HPをご確認下さい。
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☆研修会ポイント認定について
遅刻や早退はポイント認定にならない場合がありますのでご注意下さい。

☆研修会申込み後のキャンセルについて
ご注意ください！　研修会申込み後のキャンセルについては返金ができません。
原則として参加承認後のキャンセルに伴う返金は出来ません。また、参加費の支払いをせずに欠

席された場合でもご入金頂く場合がございます。あらかじめご了承下さい。 
　お申し込みに際しては、よく検討した上でお申し込みくださいますようお願い致します。また、止むを得
ず欠席の場合は、キャンセル用アドレスからご連絡頂きますと幸いに存じます。 ご理解とご協力をお願い
致します。

キャンセル専用アドレス：pt.gakujutu@gmail.com

※ 研修会が天候等の事情でやむを得ず中止・延期となる場合は、メールにてご連絡をいたします。協会に登録
してある連絡先メールアドレスに送信いたしますので、メールアドレスの登録及び受信可能なアドレスであ
ることを確認して下さい。また、県士会ホームページに情報掲載を行いますので、必ずご確認下さい。

○研修会DVDの貸出しについて
木戸病院　　江川　真司　　E-mail：rehabilitation@kido-hp.com

○生涯学習（研修会･ポイント）関連のお問い合わせ
桑名病院　　田中　　健　　E-mail：ken-pt@mail.goo.ne.jp

○学術誌関連のお問い合わせ
　　新潟リハビリテーション病院　　立石　　学　　E-mail：nirehp.m-tateishi@aiko.or.jp

○学術局全体のお問い合わせ
　　晴陵リハビリテーション学院　　髙鳥　　真　　E-mail：takatori@seiryou-reha.ac.jp

「会員の動き」については個人情報が含まているため、掲載しておりません。

事務局ニュース
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【転　出】

・３名
【施設名称変更】

・北日本脳神経外科病院
→五泉中央病院

・南部郷総合病院
→五泉中央病院

・介護老人保健施設秋葉の郷
→介護老人保健施設夢眠あきは

①ニュース（他県士会）

北 海 道　No.221
広 島 県　No.260
茨 城 県　No.166
大 阪 府　第276号 第277号
秋 田 県　第191号
兵 庫 県　No.182
愛 知 県　No.195
滋 賀 県　No.217
東 京 都　No.212
群 馬 県　No.140
静 岡 県　No.177
長 野 県　No.69
神奈川県　No.281
京 都 府　No.282
富 山 県　第155号

②学術誌・学会誌

北海道理学療法士会誌Vol.36 2019
理学療法学VOL.46, No.5 No.6 2019

③その他

第６回日本サルコペニア・フレイル学会大会プログ
ラム・抄録集
アローウィンDVDカタログ2020年度版
50周年記念史(公益社団法人東京都理学療法士協会)
QOLサポーター新潟No.51（新潟医療福祉大学）
JPTANEWS No.321 No.322
No Limit Vol.79
next STage 第74号（新潟県言語聴覚士会）
陽光No.25（公益社団法人新潟県健康づくり財団）
響希Vol.6(一般社団法人新潟県介護支援専門員協会)

３　 異動・休会・復会・退会の手続きについて
　異動（休退会含む）が生じ次第、速やかに協会マ
イページより、変更手続きをお願い致します。

休退会、転出については、年会費の未納がある場



― 14 ―

合はお手続きが出来ません。納入確認後にお手続き
をお願いします。※マイページID、パスワード紛
失の場合は日本理学療法士会TEL：03︲6804︲1421
へお問合せ下さい。
＜自宅会員へのお願い＞
　現在、施設に所属していて自宅会員で申請してい
る方へお願いです。
　所属施設でまとめて郵送物を受け取れますよう自
宅から施設への変更手続きを協会マイページより変
更手続きをお願い致します。

［問い合わせ］

〒950-0912　新潟市中央区南笹口１丁目１番38号
コープオリンピア笹口303号

公益社団法人　新潟県理学療法士会　事務局　宛
　TEL：025－250－7660　FAX：025－250－7661
　（電話対応は月曜～金曜の９：00 ～ 16：00）

E-mail：jimukyoku@nipta.jp

　雪の気配を全く感じないこの冬。個人的には過
ごしやすい冬と感じていますが、スキー場や雪を
テーマにしたイベント主催の方には大きな損失も
生じています。夏は猛暑・水害、冬は暖冬・小雪
と気候の異常を感じることが多くなりました。四
季を感じることができる新潟、平穏に過ごすこと
が一番いいと感じる今日このごろです。 （Y）

編集後記

◇2021年度より情報発信をメルマガに移行します！
　現在、会員の皆様がご登録いただいている所属施設等に送付している郵送物を2021年度よりメル

マガでの情報発信へと移行します。メルマガの活用により、迅速な情報発信とペーパーレス化が実現

します。

　2020年度は、郵送とメルマガの併用期間としますが、2021年より完全移行となるため、まだメル

マガに登録いただいていない方はメルマガ登録をお願いいたします。

＜メルマガ登録方法＞

　当士会ホームページ（http://nipta.or.jp）右下の「メルマガ登録」をクリックしていただき、氏

名・会員番号・メールアドレスを入力して下さい。

メルマガは会員に限定した情報を発信するため、入力の際はお間違えのないようにお願いいたしま

す。

（※会員であることが認証できない場合は、メルマガの配信を停止いたします。）

ご協力をお願いします。

ゆきわり草　No.190

編集責任者　松　林　義　人

問い合せ先　新潟リハビリテーション大学
〒958-0053　村上市上の山2−16
TEL（0254）56−8292
FAX（0254）56−8291
E-mail：matsubayashi@nur.ac.jp

広報部ニュース




