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一日も早い終息を願う
公益社団法人　新潟県理学療法士会　　　

会長　佐　藤　成登志　

2020年度がスタートしました。昨年度末からの新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
日本中、世界中が今までに経験したことが無い社会情勢になっております。会員の皆様方
におかれましては、ご自身のみならず、家族等、大切な方々の健康と生活への不安を感じ
ながら生活していることとお察し申し上げます。

本士会は、会員皆様方の安全を鑑み、９月までの研修会を延期・中止とさせて頂きました。また、理事および部局
等の会議はWebを活用して行うこととしました。これに伴い、６月末に予定していた定期総会を見送り、現状が収束
次第、速やかに開催することと致しました。但し、総会資料は皆様方の手元に届く予定ですので、ご査収頂ければと
思います。会員の皆様方には、大変ご迷惑とご不便をおかけすることになりますが、どうぞご理解とご協力を頂けれ
ばと思います。このような状況ではありますが、会員の皆様方が少しでも自己研鑽ができるように、環境づくりの整
備を進めております。現状では、Webを活用した研修会を計画していますが、整い次第ご案内申し上げます。

2020年度の事業計画における重点目標をお伝え致します。
１�．管理者ネットワークの構築（継続的最重点目標）：県内３ブロックの組織作りを進め、各種関連の企画・運営を

行う等、継続的に管理者ネットワークの構築を推進致します。
２�．他団体および県・市町村との連携・連動の強化：昨年は、県内初の第１回新潟県リハビリテーション専門職学術

大会を開催しました。県知事・県議会議長・衆議院議員・各専門職団体会長様をお招きして、600名以上の参加者
のもと盛大に開催することができました。また、県知事・県議会議長様への表敬訪問が実現できました。今後の士
会活動に繋がるように推進して参ります。また、専門職６団体による新潟県地域包括ケア支援専門職協議会への県
からの業務委託により、地域ケア個別会議への助言者派遣や助言者育成研修会を継続して行い、地域包括ケアシス
テムにおける専門職の必要性を推進致します。
３�．�関東甲信越ブロック学会および50周年記念式典の準備：2021年９月に予定している第40回関東甲信越ブロック

学会および本士会50周年記念式典に向けて、計画的に準備を行って参ります。
４�．理学療法士（会員）の働き方・処遇への取り組み：新生涯学習システムへの移行、就業支援の促進、理学療法連

盟への支援等を継続的に推進致します。
５�．2021年度のペーパーレス化に向けた取り組み：予算の削減および業務効率化の観点から、2021年度に向けて定期

的な郵送物を廃止し、メルマガや会員限定ページでの対応を推進致します。
このような社会情勢の中で、多くの懸念事項はありますが、理事関係者が一丸となって取り組んでいきたいと考え

ております。一日でも早く現状の社会情勢が終息に向かい、会員および県民の皆様方が安全で安心できる生活がで
きますことを強く祈願しております。
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リレーエッセイ １

　「ドライフラワー」
中条中央病院　内　山　彩　乃　

私は、２年程前からドライフラワーにはまっています。きっかけは友人の結婚式でいただいた生花を
残しておきたいと思い、ドライフラワーを作ったことでした。それからアンティークな風合いがオシャ
レでキレイなドライフラワーの魅力に気づき、スワッグやハーバリウム、イニシャルオブジェを作るよ
うになりました。手先が不器用な私でも、気軽に感じたままに作れることも魅力のひとつです。今は友
人への贈り物として作ることが多く、贈る方へのイメージに合わせて作るのがとても楽しいです。また、
以前ドライフラワー作家さんから“ドライフラワーは生きていて、少しずつ色合いや姿が変わる”と教
えていただきました。今後もドライフ
ラワーの変化を楽しみたいと思います。

次回の担当は中条中央病院の同僚、
西倉尊さんです。よろしくお願いしま
す。

リレーエッセイ ２

　「私の好きなもの」
新潟市民病院　笠　原　勇　太　

「NO MUSIC，NO LIFE」
ある企業の有名なキャッチコピーですが、１度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。私は中

学生の頃から音楽が好きで、通勤時はもちろん勉強する時も音楽を聴いています。色々なジャンルを
聴きますが、J-POPが多く、テンションを上げたい時やここぞという時は大好きなアーティストの楽曲
やライブDVDで気持ちを高めています。個人的には「オオカミバンド」「楽器を持たないパンクバン
ド」の楽曲を何回も聴いています。この２組のアーティストはテンションが上がる曲が多いので、チ

ケットが取れればライブにも参戦し、日々の活力に
しています。興味がありましたら、私のおすすめ
アーティストを是非調べてみて下さい。

皆さんも生活が豊かになるような、お気に入りの
１曲を探してみてはいかがでしょうか。

次回は長岡中央綜合病院の桃井佳奈さんです。宜
しくお願い致します。
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デイサービスセンター　ウエルネス中条
地域リハビリテーション活動支援事業

胎内市では、平成29年度から「介護予防・日常生活支援総合事業」に含まれる『地域リハビリテーション

活動支援事業』の活動を推進しております。私たちは市内の通所介護事業所 ウエルネス中条に在籍しつつ、

総合事業におけるリハビリ専門職として携わっています。

『地域リハビリテーション活動支援事業』とは、リハビリ専門職が市内の通所介護、通いの場、介護予防

教室、地域ケア個別会議などに総合的に関与することにより、地域保健の担い手として高齢者の自立支援を

促進し、地域と各事業所における介護予防の取り組みの強化を図る事業です。

身体機能のリハビリだけでなく、必要性の高い方には自宅へ訪問し、動線や障害物の確認、手すりの検討、

福祉用具の選定や住宅改修時の助言などを行います。また、ご家族への介助方法の提案や、担当するケアマ

ネジャーと協働して地域で開催している通いの場や趣味の会へ繋ぎ社会参加を促します。個別性を重視した

「一対一」の関係だけでなく、介護予防と自立支援の視点で地域住民の皆様と「一対多」で関わることで、

理学療法士として地域の中で新しい役割を担っています。

地域住民の皆様が『いつまでも住み慣れた地域で暮らしていく』ために、昨年度の新潟県リハビリテー

ション専門職学術大会のテーマであった『多職種連携』を念頭に置きながら、専門職内だけでなくケアマネ

ジャーや行政とも密な『連携』を取り、そして『連動』へ繋がるようこれからも頑張っていきます！

職場紹介１
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職場紹介２

上越地域医療センター病院
こんにちは。上越地域医療センター病院です。

リハビリテーションセンター36名（PT18名、OT13名、ST４名、事務１名）、訪問事業部７名（PT５名、

OT２名）総勢45名のスタッフです。

当院は旧国立高田病院が上越市に委譲され、平成12年３月に上越地域医療センター病院としてスタート、

平成14年12月に現在のリハビリテーションセンターがオープン、さらに平成18年４月に訪問リハビリ事業所

を開設、平成24年４月に訪問看護部門を開設し、現在に至ります。北陸新幹線・上越妙高駅にほど近く、回

復期リハビリテーションを中心とした、上越地域最大のリハビリテーション施設と、地域に密着した訪問事

業部のある病院です。文字通り、上越地域によりよい医療を提供し、地域住民に愛される病院になるよう、

スタッフ皆で心を合わせて頑張っています。皆様も研修などで機会がありましたらぜひおいでください。ス

タッフ一同笑顔でお待ちしております。
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今年度当委員会は石井（はまぐみ小児療育セン
ター）、安藤（長岡療育園）、桐山（西新潟中央病
院）、平岡（西新潟中央病院）、渡邉（晴陵リハビ
リ学院）、松宮（岩室リハビリ病院訪問看護ステー
ション）、太田（上越地域医療センター病院）、私
（新潟市民病院）の計８名で活動してまいります。
昨年度は８月に県士会主催第１回小児理学療法研修
会を開催し、非会員の方を含めて計34名の参加をい
ただきました。今年度は11月に第２回研修会を開催
予定です。テーマは「小児理学療法の評価の基本に
ついて（仮）」とし、小児領域のベテラン会員か
ら、従事して間もない会員、あるいは小児の症例を
担当していないが興味がある会員など、多くの会員
の皆様の参加をお待ち申し上げます。詳細は決定し
次第ご報告申し上げます。

また、今年度は他士会で既に始められている外部
専門家派遣事業について、当士会でも検討を開始し

ます。本事業は、文部科学省の教育支援体制整備事
業を背景とし、主に県内の特別支援学校（令和元年
度時点で分校５校を含めて37校）を中心とした教育
機関から県士会へ派遣要請をいただき、これに対し
て会員を外部専門家として教育現場へ派遣します。
主な内容としては、学習時の姿勢や、ぎこちなさ・
筋力低下に対する運動、進級に伴う教室移動におけ
る歩行や階段昇降介助、体育・行事への参加、運動
負荷調整などについて、教員、生徒さんへ助言、指
導を行います。新潟県教育委員会からのご指摘を賜
る必要性に加え、事業の性格上OT士会、ST士会と
の連携が重要であり、事業実現に向けて体制作りを
目指します。最後に当委員会に対するご意見、ご要
望などがございましたら、昨年度同様、県士会HP
の問い合わせフォームへ当委員会宛でいただきます
よう宜しくお願い申し上げます。

障がい児・者支援委員長　剱　物　　　充

障がい児・者支援委員会よりお知らせ

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６回理事会議事録
場　所：公益社団法人　新潟県理学療法士会事務局
日　時：2020年２月29日（土）13：00〜17：20
理事数：現在の理事数　19名　　出席理事数15名
出席者：佐藤成登志、郷貴大、高鳥真、中山裕子、
　　　　深川新市、飯田晋、風間美子、堀川武範、
　　　　大野智也、棚橋泉、田中健、松林義人、
　　　　柳保、藤澤明彦、相談役　小林量作
欠席者：五十嵐進、小林諭、立石学、上路拓美、
　　　　小川恵一　　
監事数：現在の監事数２名　　　出席監事数２名
出席者：佐藤雅浩、太田智英
議　長：郷　貴大
議題・報告事項
第１号議案　2019年度各部１、２月期事業報告につ

いて
第２号議案　2020年度各部事業計画案・予算案につ

いて
報告事項
①会長職務の執行状況報告

１月26日　 地域包括ケア支援専門職協議会関連業
務（士会事務所）

　２月５日　 リハビリテーションを考える議員連盟
（衆議院会館）

　　　７日　 新潟県リハビリテーション専門職協議
会会議（士会事務所）

　　　22日　 日本理学療法士協会倫理委員会（東京
都田町）

② 副会長職務の執行状況報告
１月12日　 第40回関東甲信越ブロック理学療法学

会準備委員会（士会事務所）
　２月７日　 新潟市在宅医療介護連携推進協議会分

科会（新潟市保健所） 
　　　13日　 新潟市地域包括ケア推進部次年度事業

説明会（士会事務所）
③その他
１．理事会の議事の経過の要領及びその結果

⑴ 定足数の確認等
議長は理事・監事の２分の１以上の出席のた

め本会議の成立を宣した。
⑵ 議案の審議状況及び議決の結果等

１．第１号議案：2019年度各部１、２月期事業報告
に承認を求める件について

　　会長より本件に関わる説明がなされ、引き続き
各部局ごとに2019年度１、２月期事業報告の説明

があった。
　　議長は議場にこれを諮った処、出席理事全員一

致の賛成をもって議決された。
① 広報部よりメールマガジン登録者数は195名で

ある。県士会ロゴマークとして「NiPTA」を
商標登録申請したが却下された。その理由は別
団体が既に「NIPTA]を登録されており類似性
が高いと判断されたためである。

② 中越ブロックより第２回中越ブロック研修会・
懇親会と中越ブロック管理者ネットワーク研修
会・交流会は新型コロナウイルス感染の拡がり
により中止となった。

③ 上越ブロックより１月15日第２回上越ブロック
部会を開催した。上越ブロック管理者ネット
ワーク連絡会は新型コロナウイルス感染拡がり
のため次年度へ延期。

④ 下越ブロックより２月１日（土）地域包括ケア
システム推進部研修会交流会を共催し27名が参
加。２月８日（土）管理者研修・交流会を開催
し17名が参加。２月10日（月）下越ブロック介
護予防事業を粟島浦村にて開催。３月15日に予
定していた研修会は新型コロナウイルス感染拡
大のため中止となった。

⑤ 地域包括ケアシステム推進部より２月１日
（土）地域包括ケアシステム推進部専門研修を
開催し27名が参加した。２月14日（金）第２回
全国フレイルサポーター・フレイルトレーナー
の集いへ参加した。

⑥ 学会準備委員会より学会準備委員を公募により
決定した。学会テーマは「society5.0の理学療
法」、会場は看護リハビリ新潟保健医療専門学
校となった。

⑦ 障がい児・者支援委員会より部員の変更が報告
あり。

⑧ 政治参加検討委員会より２月22日日本理学療法
士連盟総会のみ開催され出席した。

⑨ 倫理委員会より理学療法研修会に係る個人情報
にかかわる事案について報告あり。

⑩ 地域活動推進委員会より新潟県リハビリテー
ション専門職協議会、新潟県地域包括ケア支援
専門職協議会の事業の振り返りと、新年度事業
についての意見交換を実施した。

⑪ 学術誌部より発行が予定より遅れていると報告
あり。

⑫ 生涯学習部より新型コロナウイルス感染症の拡
がりにより、予定されていた研修会が中止に
なっている。２月11日新生涯学習制度に関する
都道府県理学療法士会生涯学習担当者説明会あ
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り。今後の協会が進める認定理学療法士、専門
理学療法士、新設される登録理学療法士につい
て説明がなされた。

１．第２号議案：2020年度各部事業計画案・予算案
に承認を求める件について

　　会長より本件に関わる説明がなされ、引き続き
各部局ごとに2020年度事業計画案の説明があった。
財務部長の堀川氏より2020年度予算案の説明がな
された。議長は議場にこれを諮った処、出席理事
全員一致の賛成をもって議決された。

１．報告事項 
① 会長より次年度の重点目標は１）管理者ネット

ワークの構築（継続）、２）他団体および県・
市町村との連携・連動強化、３）関東甲信越ブ
ロック学会および50周年記念式典の準備、４）
理学療法士（会員）の働き方・処遇への取り組
み、５）2021年度のペーパーレス化に向けた取
り組みの５点である。

② 総務部より次回の総会では前回と同様に佐渡サ
テライト会場を設け、web会議形式で行う。上
越サテライト会場についても検討し、環境が整
い次第実施する。

③ 厚生部より新人歓迎会を県学会１日目の10月31
日（土）新潟駅近くで行う。

④ 広報部よりホームページリニューアルに伴う運
用を開始する。ペーパーレス化に向けての準備
とメルマガ登録者の増加に力を入れる。

⑤ 地域包括ケア推進部よりシルバーリハビリ体操
事業について会員向けに開設する研修会を企画
する。また、新潟市ではフレイル予防事業が拡
大しており今後もトレーナー派遣や育成をすす
める。

⑥ 就業支援部より復職支援の研修会や休会した会
員へ復会を促す研修会を検討する。

⑦ 公益事業部より高校生見学をPT、OT、ST士
会合同事業として次年度も行う。新潟福祉機器
展は会場の改修のため次年度は中止。新潟市福
祉まつりは市の事業見直しで中止。

⑧ 保険部より協会・連盟合同で開催予定だった診
療報酬改定に関する研修会はe-ラーニングで行
われることになった。詳細は後日案内がある。

⑨ 上・中・下越ブロックでは今年度中止となった
研修会を含め、今年度と同様に計画しているこ
とが報告された。

⑩ 地域活動推進委員会より次年度は６団体専門職
による個別会議への助言者派遣は17市町村にな
る。個別ケア会議への見学希望者向けの会議予

定日程を士会ＨＰへ掲載する。
⑪ 倫理委員会より協会倫理委員会では会員向けの

具体的資料が作成され啓発準備が進められてい
ると報告あり。

⑫ 財務部より来年度予算について、公益社団法人
の規定を満たしているとの報告あり。

１．検討事項
① ３月18日〜21日に柏崎市で開催される第６回水

球競技大会のコンディショニングサポートの実
施について協議した。新型コロナウイルス感染
を考慮し実施しないこととした。理事会は承認
した。

② 県 士 会 ロ ゴ マ ー ク の 商 標 登 録 に つ い て 、
NiPTAをはずした状態で商標登録の申請をす
る。理事会は承認した。

③ 新型コロナウイルス感染拡大防止措置に伴う研
修会・講習会の中止によって、予算執行率低下
が起こる。今後公益法人会計基準にのっとり事
業展開および会計処理を行うべく会計事務所と
相談しながら進めていく。理事会は承認した。

④ 県議会議員によるリハビリテーション支援議員
連盟（仮称）の設立準備をすすめる。理事会は
承認した。

⑤ Webを利用した会議、研修会について将来を
見据え今後も拡大してゆく。システムの選定に
ついて今後検討する。理事会は承認した。

⑥ 協会代議員選挙について補欠者を推薦した。理
事会は承認した。

上記の決議を明確にする為、出席した代表理事
および監事は記名押印する。

令和２年２月29日
公益社団法人　新潟県理学療法士会

第６回理事会において
会長　佐藤成登志
監事　太田　智英

佐藤　雅浩
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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。 
　新型コロナウイルスが世界的に猛威を振るい、県内でも感染者数が増加している状況の中、会員の皆さま
におかれましては、多くの方が大きなリスクを抱えながら日々の業務にあたられていることと存じます。ど
うぞ、くれぐれもお身体にご留意ください。
　さて、このような社会情勢の中、感染拡大防止および皆様方の健康の安全を第一優先に考え、当士会主催
の研修会・講習会につきましては、９月一杯までの開催予定分は一部を除き中止または延期といたしまし
た。何卒、ご理解のほど宜しくお願いいたします。
　また、第28回新潟県理学療法学術大会は、今年度中の開催は困難と判断し中止の決定を致しました。これ
までに、演題投稿をご準備してこられた会員の皆様、開催に向けてご尽力いただきました有馬大会長はじめ
準備委員の皆様には、深く深くお詫び申し上げますとともに感謝申し上げます。

　日本理学療法士協会は生涯学習システムについて、現行制度を2022年３月まで継続し、新生涯学習システ
ムは2022年４月からの実施に変更しました。つきましては、新人教育プログラムが未修了の方は、この１年
間の延期を有効活用し、是非とも2022年３月までに履修・取得を目指してください。そのため当士会では、
新人研修会・新人教育プログラム研修を増設し、通常の研修会・講習会も含めてwebを利用した開催を整備
中です。今後の県士会からの案内にご注意ください。
※ 日本理学療法士協会から、2020年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

いると思います。履修状況をご確認いただき、修了に必要な研修会を受講してください。

また、日本理学療法士協会は上期の各種研修会事業等の開催中止および延期に伴い、新人教育プログラム
においては、入会年数にかかわらず、新入会員よりe-ラーニングにてAテーマを含む計16テーマを受講でき
ることと変更いたしました。詳しくは、協会HPをご確認ください。

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

５月 新人教育プログ
ラム研修

新プロ　必須初期研修　Ａ１～ 5
講師：理事　他

中　止
新潟医療福祉大学

上中越ブロック：新プロB-1.2.4 D-1.2 E-1又2
講師：理事　他

晴陵リハビリテー
ション学院

下越ブロック：新プロB-1.2.4 D-1.2 E-1又2
講師：理事　他 中　止 新潟医療福祉大学

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」（仮）　森岡　周　先生（畿央大学大学院健康科
学研究科 主任・教授、畿央大学ニューロリハビリテー
ション研究センター センター長）

中　止 看護リハビリ新潟
保健医療専門学校

７月

新人研修会 新プロＡ１～ 5
講師：理事　他 7月5日 Web開催予定

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）

中　止 新潟医療福祉大学
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詳細につきましては、県士会HPをご確認ください。

☆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ください。

☆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。あらかじめご了承ください。 
　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 テーマ/講　師 日　程 会　場

８月

新人教育プログ
ラム研修

新プロB-1.2.4 D-1.2 E-2
講師：理事　他 8月23日 Web開催予定

理学療法士講習
会基本編

「糖尿病に対する理学療法の展開」
講師：木村和樹　先生（新潟リハビリテーション大学）
他

延期予定 新潟市内

９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 延期予定 新潟医療福祉大学

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）

中　止 晴陵リハビリテー
ション学院

10月

臨床実習指導者
講習会 「臨床実習指導者都道府県講習会」 10月10・11日

二日間開催
上越地域医療セン
ター病院（予定）

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

ガレッソホール
（新潟市）

第28回県学会
「society5.0 ～せまられる理学療法イノベーショ
ン～」大会長：有馬慶美（看護リハビリ新潟保健医
療専門学校）

中　止 看護リハビリ新潟
保健医療専門学校

11月
新人研修会 新プロＡ１～ 5

講師：理事　他 11月15日 Web開催予定

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

2021年
1月

２月 新人教育プログ
ラム研修

新プロB-1.2.4 D-1.2 E-2
講師：理事　他 2月予定 Web開催予定

３月 理学療法士講習
会応用編

「徒手的理学療法　－骨盤帯・下肢の評価治療とク
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（石川県立明和特別支援学校）

3月予定
二日間開催 新潟労災病院
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※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

事務局ニュース
「会員の動き」については個人情報が含まれているため、掲載しておりません。
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【育児休暇割引】
・２名
【シニア割引】
・１名

２　他士会関係
①ニュース（他県士会）
北 海 道　No.222
岐 阜 県　No.131 No.132
山 梨 県　No.155
長 崎 県　第128号
茨 城 県　No.167
大 阪 府　第278号
秋 田 県　第192号　第193号
兵 庫 県　No.183　 No.184
愛 知 県　No.196
滋 賀 県　No.218 No.219
東 京 都　No.213
群 馬 県　No.141
静 岡 県　No.178 No.179
長 野 県　No.70
神奈川県　No.282
富 山 県　第156号
宮 崎 県　第16号
熊 本 県　第132号
和歌山県　No.88　 No.89
鹿児島県　No.83

②学術誌・学会誌
理学療法兵庫No.25　2019
秋田理学療法Vol.27 No.1 2020
理学療法学VOL.47,No.1 2020
岐阜県理学療法士会学術誌　第24号
第30回岐阜県理学療法学会誌
理学療法の科学と研究2020.VOL.11,No.1（千葉県士
会）

理学療法―技術と研究―（神奈川県士会）
静岡県理学療法士会学術誌 第39号
理学療法京都No.49,2020
理学療法沖縄2019・Vol.21
理学療法湖都　第39号（滋賀県士会）
第33回鹿児島県理学療法士学会 学会プログラム・
抄録集
第37回神奈川県理学療法士学会　プログラム集

③その他
創立50周年記念誌(公益社団法人静岡県理学療法士会)
ふれ愛にいがた（社会福祉法人新潟県身体障害者団
体連合会）
理学療法白書2019（日本理学療法士協会）
老健にいがた第47号(新潟県介護老人保健施設協会)
平成30年度新潟県フレイル克服プロジェクト事業実
施報告書（公益社団法人新潟県健康づくり財団）
新潟県作業療法士会学術誌Vol.14　2020
栄養新潟`20vol.52（公益社団法人新潟県栄養士会）
医学中央雑誌 収載誌目録 2020(医学中央雑誌刊行会)
QOLサポーター新潟Vol.52（新潟医療福祉大学）
JPTANEWS Vol.323
next STage 第75号（新潟県言語聴覚士会）

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
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
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　新型コロナウイルスが世界的に猛威を振るって
おり、リハビリテーション場面においても大きく
支障をきたしているものと思います。この未曾有
の事態に、私たちは何ができるのでしょうか。理
学療法士として微力かもしれませんが、専門的な
知識が役に立てればと願うばかりです。 （Y）

編集後記

メールマガジン（メルマガ）への登録をお願いします。
2021年度より、会員への迅速な情報発信とペーパーレス化の実現に向けて、「県士会からのお知

らせ」をメルマガに移行します。
※2020年度は郵送とメルマガの併用期間とします。
　当士会ホームページ（右下）より、メルマガ登録をお願いいたします。

【パソコンまたはスマホから】

【メルマガ登録について】
　１．職場での登録、個人の登録、どちらでも構いません。
　２．フィルター設定をされている場合は、下記アドレスの登録をお願いします。
　　　admin@nipta.or.jp
　３．登録は、「会員番号」「氏名」「メールアドレス」を入力していただくだけです。
　４．登録された内容は、メルマガ発信以外に使用いたしません。
　５． 登録後、「承認メール」が届きます。「承認のリンク」のクリックをして登録完了となりま

す。必ず、承認の確認をお願いします。
　６．メルマガについて、ご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。

ゆきわり草　No.191

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

【問い合わせ】
　（公社）新潟県理学療法士会　事務局広報部長　松林義人（新潟リハビリテーション大学内）
　TEL：0254-56-8292（代表）　Mail：matsubayashi@nur.ac.jp




