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県民の利につながる理学療法を
公益社団法人　新潟県理学療法士会

社会・職能局　渉外部担当理事　小　川　恵　一　

昨年度より渉外部担当の理事を務めています小川恵一と申します。職場は看護リハビ

リ新潟保健医療専門学校で、理学療法学科の専任教員をしています。また、新潟県理学

療法士連盟の事務局長も兼務させていただいております。どうぞよろしくお願いします。

会員の皆様におかれましては、COVIT-19の感染予防策を講じながら、日々の業務ならびに生活をされていること

と思います。本巻頭言を執筆中では未だ予断を許さない状況であり、早期の終息を祈念するばかりです。

さて、私は昨年度、新元号「令和」の幕開けとともに県士会理事となりました。令和２年度はCOVIT-19感染拡大

により会議、研修会、交流会などの実施が困難となりましたが、県士会の重点目標でもあります「他団体および県

や市町村との連携・連動」を今後より発展させたいと考えております。

まずは渉外部として、新潟県理学療法士連盟との連携を図り、新潟県民、各市区町村民の利につながる理学療法

を整理し、他団体へ分かりやすく発信していきたいと考えています。他団体の皆さまのご理解やご協力は重要です

が、新潟県議会の議員の方々や県庁の医療・保健・福祉担当の方々のご理解は今後特に重要になると考えています。

そこで昨年には花角県知事、岩村県議会議長への訪問と面談を果たし、また第１回新潟県リハビリテーション専門

職学術大会開会式へご両名からご臨席賜ることで大きな一歩が踏み出せました。

県議会との接点をお互いにとって重要なつながりへと発展させていくためには、県民の利につながる理学療法と

は何かを具体的に整理し、提案していきたいと考えています。この課題へは、（公社）日本理学療法士協会および

日本理学療法士連盟と連携していくこと、新潟県議会の動向を注視していくことが必要であると考えます。そして、

新潟県で働き、住んでいる士会員に潜在している意見や知恵を引き出す場を作って、その意見や知恵を是非活用さ

せて頂きたいと考えています。これには、県士会員の皆様のご理解とご協力が不可欠ですので、丁寧に説明する機

会を作っていきたいと考えています。

このようにして、県民の利につながる理学療法は理学療法士の利につながると考えます。

今後とも皆さまのご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
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リレーエッセイ １

　　「御朱印集め」
長岡中央綜合病院　桃　井　佳　奈　

ブームになった頃からずっと気になっていた「御朱印集め」を昨年始めました。友人と行った川越銭
洗弁財天厳島神社で清めたお金を有効に使いたいと思ったのがきっかけです。まず最初は、小さい頃か
ら家族でよく参拝している越後一宮の弥彦神社からスタートしました。

近所の神社仏閣で手当たり次第に御朱印を頂くの
ではなく、１県１～２個とマイルールを決め、全国
制覇を目標にしています。まだたったの８県ですが、
お参りをして心が洗われるのはもちろん、頂いた御
朱印を見て楽しかった旅行を思い出すことができる
ので始めて良かったです。

ゆくゆくは日本だけにとどまらず、ハワイの出雲
大社でも御朱印を頂けたらいいなと思っています。
そのためにも、一日も早くコロナウイルスが終息す
ることを心より願っています。

次回は、柏崎総合医療センターの水落将平さんで
す。よろしくお願い致します。

リレーエッセイ ２

　　「フェス、ライブハウス」
中条中央病院　西　倉　　　尊　

あるROCK FESTIVALに参戦しました。フェスが初めての私はエリアの中央で開始を待ちます。そ
してステージにアーティストが現れた瞬間、それに向かって観客が押し寄せ、私はすぐさま前へ押し進
められました。炎天下の中、鳴り響く爆音に合わせて無数の人が歌い、踊り、人が人の上を飛び越えま
す。前後左右から人に押し潰され、息ができない程に苦しくなったとき、私は観客達の頭上に這い上が
りました。それまで感じていた息苦しさは一気に解放され、人の頭上を転がり、今まで見たことのない
景色を目の前にしました。見ず知らずの人と肩を組みながら、倒れそうな時は支えられ、倒れそうな人

を支え、その瞬間を人々が楽しんでいるという姿に
感動し、この日から全国のフェス、ライブに通いま
す。「どこから来たの？」「あなたのおかげで楽し
めた、ありがとう」などの会話は定番となりました。
人々が助け合い、同じものを楽しめるこの空間を大
切にしたいです。

次回は中条中央病院の吉田拓斗さんです。よろし
くお願いいたします。
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医療法人 すずき会
寺尾整形外科クリニック
寺尾リハビリセンター（短時間通所リハビリテーション）

寺尾整形外科クリニックは新潟市西区に平成17年に開院し、地域の皆様に支えられながら診療を行ってま

いりました。

医療や福祉をめぐるニーズが多様化する現代社会に対応するべく、令和１年に短時間通所リハビリテー

ション「寺尾リハビリセンター」をオープンさせ、治療からリハビリをトータルでサポートする体制を整え

ました。患者様は整形疾患から中枢疾患にいたるまで幅広くご利用いただいております。また、リハビリセ

ンターでは寺尾整形外科クリニックと連携を取り、患者様やご家族様が安心してご利用できる施設を目指し

ております。

現在、PT８名でクリニックとリハビリセンターでの業務を行っております。若いスタッフが多く、明る

い活気のある環境で、患者様にも親しみを持ってご利用いただいております。

これからも地域に根付いた医療や福祉で地域の皆様と共に歩み、地域の健康・安心・笑顔を支えていきま

す。

職場紹介１
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職場紹介２

厚生連糸魚川総合病院
新潟県の最西端の市「糸魚川」。東には北アルプスの山々がそびえ立ち、四季折々の表情を見せてくれま

す。西には広大な日本海が広がり、美しい夕日とともに新鮮な海の幸を与えてくれます。また国内随一の

「ヒスイ」の産地。そして日本初の世界ジオパークに認定された「地質の宝物」の街です。

そんな糸魚川市で唯一の総合病院として「糸魚川総合病院」があります。急性期～維持期、更には在宅医

療と糸魚川地区の地域医療全般を担っています。

リハビリテーション科のスタッフは理学療法士14名、作業療法士５名、言語聴覚士２名、事務員１名の総

勢22名です。当院のリハビリテーション科の特徴としては、心臓リハビリやスポーツリハビリが挙げられま

す。中でもスポーツリハビリでは、外傷後の競技復帰に向けてのアプローチや、スポーツ障害のコンディ

ショニング・トレーニング方法の指導などを行っています。昨年は市内の小中学生の野球部員、保護者、指

導者に対して、野球肘・肩のセルフチェック方法やストレッチを中心とした障害予防講習会を開催しました。

当院はベテラン・中堅・フレッシュと切れ目なく揃っており、患者様に元気を与えられるよう日々奮闘し

ています。またいつもスタッフルームでは笑顔が溢れ、アットホームな空間で仕事を行っています。

これからも糸魚川地域の皆さんの健康を守り、安心してこの地域で生活できるよう質の高いリハビリテー

ションを提供していきます。
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2020年度
公益社団法人　新潟県理学療法士会

第１回拡大理事会議事録
日　時：2020年４月26日（日）10：00～16：10
出席者：理事　 佐藤（成）、中山、高鳥、郷、深川、

松林、田中、五十嵐、柳、堀川、小
林、棚橋、上路、飯田、大野、小川、
風間、藤澤

ブロック長：山本、諏訪、松本　　
委員長：小野塚、剱物
相談役：小林
監　事：佐藤（雅）
欠席者：立石理事　太田監事　
１．会長挨拶
　新型コロナウイルス感染症の影響で２月から実質
活動ができない状態である。そのような中であって
も会員にとって必要な研修会や県民に役立つ活動を
やっていきたい。
２．報告事項
①2019年度総括事業報告
・資料に沿って各部局から報告があった。
（会長）
・３月以降は会議が中止またはWeb会議で行ってい

る。今年10月に茨城で予定している第39回関東甲
信越ブロック学会は中止の方向で検討中。

（副会長）
・新型コロナウイルス感染症拡大への対策として理

事会にWeb会議を導入して実施した。
（総務部）
・2019年６月16日看護リハビリ新潟保健医療専門学

校にて定期総会実施した。
（厚生部）
・新潟県リハビリテーション専門職協議会懇親会を

学術大会一日目実施した。
（広報部）
・外出自粛要請に伴う生活不活発病対策のチラシを

HPに掲載した。　　
（生涯学習部）
・３月からの研修は新型コロナウイルス感染症拡大

のためすべて中止となった。
・新生涯学習システムの導入は一年延期に決定した。
（就労支援部）
・休会者懇親会は新型コロナウイルス感染症対策の

ため中止した。
（渉外部）
・県議会議員、県内衆議院議員との勉強会は６月に

延期となった。

（ブロック運営委員会）
＜上越ブロック＞
・３月に予定していた上越ブロック管理者ネット

ワーク連絡会は来年度へ延期。それ以外は予定通
り実施した。

＜中越ブロック＞
・中越ブロック管理者ネットワーク研修会とブロッ

ク主催研修会は来年度へ延期。それ以外は予定通
り実施した。

＜下越ブロック＞
・３月に予定していた研修会は中止となったが、そ

れ以外は予定通り実施した。
（災害対策委員会）
・台風19号被害により10月25日から28日まで福島県

へ糸魚川総合病院の江口竜人氏を派遣した。
（地域活動推進委員会）（障がい児・者支援委員会）
・計画通り実施した。
（学会準備委員会）
・2020年度県学会は新型コロナウイルス感染拡大の

影響により中止と決定した。
（表彰委員長）
・2018年協会賞に当士会より小林量作氏が受賞した。

また、関東甲信越ブロック協議会賞に深川新市氏
が受賞した。

（倫理委員会）
・会員の不祥事事案について情報収集中。
（政治参加検討委員会）
・「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」

の実施職種に理学療法士が明示されることになっ
た。 （理事会承認）

②2019年度決算報告
・財務部より、2019年度決算報告があった。
・法人収支　収益計　21,471,934円　　
　費用計　20,951,123円　
・公益目的事業会計　収益計　11,118,706円
　費用計　13,982,686円 （理事会承認）
③2019年度監査報告
・監査資料に沿って監事から報告あり。
・予算執行は96％であり、下半期に新型コロナウイ

ルスによる事業中止があったにもかかわらず予算
執行は概ね適正に行われた。 （理事会承認）

④その他
・４月24日に県の公益法人立入検査が行われた。
 （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
・資料に沿って各部局から報告があった。
（会長）
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・４月30日に関東甲信越ブロックの士会長会議が
Web会議で開催される。

（生涯学習部）
・４月５月の研修会はすべて中止。新人研修会は

Webで７月、８月に開催予定。それ以外は未定。
（公益事業部）
・高校生職場見学、全国一斉イベント中止
（スポーツ活動支援部）
・中高生のスポーツ大会が中止となる中、成長期の

スポーツ障害予防の観点から、情報発信や相談窓
口の士会ホームページ上での開設などを検討して
いる。

（上越ブロック）（地域活動推進部）
・昨年度予定しできなかった研修会をWeb開催を検

討する。
（中越ブロック）（下越ブロック）
・当初予定していた2020年度研修会の開催は未定
（障がい児・者支援委員会）
・会議はWeb会議に切り替えて行う。研修会は再検

討する。 （理事会承認）

②2020年度総会について
・５月の郵送物に６月の総会は行わないことを通知

する。
・総会資料を会員に送付し、会員からの質問の機会

を設ける。質問は事務局が窓口として受け付ける。
 （理事会承認）

③その他
・理事会や部会では士会で契約したWebシステム

（Zoom）を活用する。
・Webシステムを使いやすくするため利用マニュア

ルを作成する。
・動画配信については著作権の問題があり、慎重な

対応が必要。
・各部で活動した際、万一領収書を紛失した場合に

は財務部長に連絡すること。 （理事会承認）
次回理事会　
　2020年６月７日（日）10：00～　Web会議
 会長　佐藤成登志
 監事　佐藤　雅浩
 　　　　　　　以上

2020年度
公益社団法人　新潟県理学療法士会

第２回理事会議事録
日　時：2020年６月７日（日）　10：00～16：00
場　所：事務局　Web会議
出席者： 佐藤（成）、中山、高鳥、郷、深川、五十

嵐、風間、藤澤、堀川、松林、田中、大野、
上路、柳、立石、飯田、小林、棚橋、小川

監　事：太田、佐藤（雅）
相談役：小林
議題
１．会長挨拶
・新型コロナウイルス関係で業務が予定通りに進め

られない。
・会員、住民の安心、安全を第一に進めたい。
・PT協会の代議員総会がWebで行われた。
２．報告事項
　①2020年度各部局４～６月事業報告
（会長）
・地域包括ケア会議は出雲崎で５月、６月行われた。

他は延期
・Webでの助言者養成研修会を開催予定
・Webでの個別ケア会議を開催する市町村あり

・茨城での関東甲信越ブロック学会が中止
　来年度新潟で開催し、50周年事業を同時に行う。
（広報部）
・メルマガ254人登録
・来年度からのペーパーレス化に向けて毎月メルマ

ガ等で呼びかけ　 （理事会承認）
（生涯学習部）
・新型コロナウイルス関係で研修会が中止
・７．８月の新プロはWeb研修会を予定
・会員向けWeb研修会行うためには講師の協力が必

要
・今後はWebと対面の両方で考えている。
 （理事会承認）
（地域包括ケアシステム推進部）
・新潟市フレイルトレーナー、サポーター養成講座

延期で７/27、28午後に実施へ
・リーダー研修会　用件を満たしていればWeb研修

も協会は認める。 （理事会承認）
（公益事業部）
・高校生見学事業見送り（OT,STとも協議し中止）
・キャンペーンの中止　地域包括ケアシステム推進

部と共同で出来ることを検討 （理事会承認）
（渉外部）
・リハビリテーション専門職協議会　政治活動の推
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進と支援
・1,県議員連盟、知事、県議会議長との関わり
　2,理学療法の認知度を上げる
・リハビリテーション議員連盟を発足すること
・特別支援学校の教育体制についても話をしていく。
・会員にわかりやすいように政治活動の資料をまと

める。 （理事会承認）
（スポーツ支援部）
・自粛後のスポーツ・運動に関する留意点などス

ポーツ庁のHPやスポーツ理学療法学会のHPに掲
載があります。

（学会準備委員会）
・今年度の県学会は中止　第29回県学会は2022年度
・来年は関東甲信越ブロック学会 （理事会承認）
（表彰委員会）
・2019年度　協会賞　五十嵐進先生　受賞決定
（障がい児・者支援委員会）
・第７回小児学術大会中止
（政治参加検討委員会）
・政治活動について他県の流れをパワーポイントに

してPT協会につくってもらえるように話しを進
めている。

（地域活動推進委員会）
・７月中に新潟県リハビリテーション専門職協議

会が作成したMETsの資料を30市町村に配布予定。
その後、ＳＴ士会作成の内容も配布していく予定。

・助言者養成研修会をZOOM使用にて行う予定
・訪問リハビリテーション便覧の更新版を委託して

作成予定 （理事会承認）
３．協議事項
総会：10月18日（日）ガレッソホール
・対面とWeb総会と両方で進める （理事会承認）
（生涯学習部）
・新プロWeb研修会　今年度入会者は無料
・10月18日総会前に研修会を開催　内容は小林先生、

高野先生、金子先生の講義　県士会員に向けたセ
ミナーの簡単な物

（学術誌部）
・学術誌に投稿された論文で選考基準にあった論文

は優秀論文として表彰
（地域包括ケアシステム推進部）
・新型コロナウイルスに伴い、個別ケア会議への参

加については、個人と職場の判断に委ねている。
 （理事会承認）
（就業支援部）
・管理者研修会は、今後検討　Web開催の検討も含

む （理事会承認）
（スポーツ支援部）

・11月21日研修会予定　Web開催も検討
（関東甲信越ブロック学会）
・2021年９月４～５日　朱鷺メッセ　2.3.4階
　テーマ「専門性の追求～今、求められるもの～」
　広報活動に力を入れる。
　Web学会も含めた　ハイブリット型学会
 （理事会承認）
（その他）
・新卒者の組織率が低い　休会者が多い　子育て中

でなくとも休会している。
・専門、認定理学療法士の差別化
・2022年から症例発表が必須となる。Cの領域とり

づらい
　社会職能局と学術局で協議
・代議員総会　６名参加　
・事業が出来なかった分の補正予算編成が必要
・委嘱状の希望のある方は事務局へ　（ブロック長、

委員長、部員）
・財務より　日当の支払いなどゆうちょ以外の口座

に振り込む場合では220円の振り込み手数料先方
にご負担いただいている。

　ゆうちょに出来るだけ口座を作って欲しい。
　他行では支払い額が少なくなることを了解して欲

しい。 （理事会承認）
・理事会がWeb開催　通信費がWIFIを使っていな

いと通信費がかなり掛かる。
　必要な人にはパソコンなどリース
　ZOOMを使っていると電気代も掛かるためWeb参

加日当額を別に定める。
　財務でたたき台を作ってメーリングリストで確認

を取る （理事会承認）
次回理事会　2020年８月30日（日）10：00～
　　　　　　Web会議
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学術局生涯学習部だより
学術局長　髙　鳥　　　真

生涯学習部部長　田　中　　　健

　会員の皆様には平素より当士会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感染拡大の第２波の兆しがみられており、予断を許さない状況が続いております。会員
の皆さまにおかれましては、依然、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させていただき
ましたが、県内の動向を見据えたうえで感染予防対策を講じながら、10月より順次対面式の研修会を再開し
て参ります。何卒、ご理解のほど宜しくお願いいたします。

■　新型コロナウイルス等の感染予防・感染拡大防止への対応について  　
　当士会主催の研修会実施に際して、新型コロナウイルスなどに対する感染症予防および感染拡大防止の対
策として以下のように対応していきます。
＜当士会の対策＞
　研修会に関わるスタッフは、日常における体調管理を徹底し、検温、手洗い、うがい、マスク着用等の感
染予防を励行し、研修会開催２週間前までの間に県外移動を行わない、10名以上の会議、会食に参加しない
上で対応をいたします。
＜参加者へのお願い＞
◦発熱、咳などの症状がある場合は、参加を控えていただきますようお願いいたします
◦参加の際は、マスクの着用をお願いいたします
◦受付時に体温を計測させていただき、37.5℃以上の方は参加をお断りさせていただく場合がございます
◦手洗いや備え付けの消毒液のご使用をお願いいたします
◦研修会時のソーシャルディスタンスの確保にご協力をお願いいたします
◦受講中に体調の変化が認められた場合は、無理をせずに早めにスタッフへお申し出ください
◦ 今後の社会情勢によっては、研修会を中止させていただく場合もございます。開催の有無につきまして

は、新潟県理学療法士会ホームページ等でお知らせいたしますのでご確認ください

■　新生涯学習システム、新人教育プログラムについて  　
　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C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。そのため協会e-ラーニングのみの受講で、新人教育プログラムは修了するこ
とが可能となりました。詳しくは、協会HPをご確認ください。
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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。 

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

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

（日程変更の
可能性あり）

ユートピアくびき
希望館（上越市）

第109回研修会・
管理者研修・定期

総会同時開催

【第109回研修会】
「地域通いの場における理学療法士の役割と運営の
ノウハウ」小林量作　先生
【管理者研修】
「人が育つ組織作り」目崎　保　先生

10月18日 ガレッソホール
およびWeb開催

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）／
金子功一　先生（生協かんだ診療所）

延期予定 新潟市内

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-1又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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　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

事務局ニュース

「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。
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・

【施設名称変更】

・豊浦病院

→新発田リハビリテーション病院

・村上総合病院

→JA新潟厚生連村上総合病院 

【施設住所変更】

・新井リハ工房株式会社

→新潟市江南区祖父興野75-1

【育児休暇割引】

・１名

２　他士会関係
①ニュース（他県士会）

北 海 道　No.223

茨 城 県　No.168

大 阪 府　第279号第280号

秋 田 県　第194号

兵 庫 県　No.185

愛 知 県　No.197

東 京 都　No.214

群 馬 県　No.142

静 岡 県　No.180

長 野 県　No.71

神奈川県　No.283

広 島 県　No.261 No.262

京 都 府　No.283

②学術誌・学会誌

理学療法研究・長野No.48 2019年度

理学療法学VOL.47,No.2 No.3 2020

理学療法いばらきVol.24 2020

③その他

陽光No.26（公益社団法人新潟県健康づくり財団）

響希Vol.7（一般社団法人新潟県介護支援専門員協会）

福祉用具貸与事業者におけるサービス提供の質の向上
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に向けた業務改善事例集（一般社団法人日本福祉用具

供給協会）

CDEJ認定機構20周年記念誌（一般社団法人日本糖尿

病療養指導士認定機構）

JPTANEWS Vol.324 Vol.325

NO Limit Vol.81

３　 割引制度・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。

年会費につきましては、育児休業割引および満65

歳以上の方を対象としたシルバー割引がございま

す。協会ホームページで詳細をご確認の上、協会マ

イページからお手続きをお願いします。

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

看護リハビリ新潟保健医療専門学校
19

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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　最近ニュースを見ると、コロナウイルスに関連
するものや、悪天候による各地での災害に関する
ものが多くなっており、もっと社会全体が明るく
なるニュースはないものかと考えてしまいます。
このような状況下だからこそ、お互いに助け合い
の精神で生活し、私たちの身近で明るいニュース
が増えればいいなと願っています。 （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、月1回郵送している

「県士会からのお知らせ」をホームページの「会員限定ページ」への掲載へと移行します。「会員限
定ページ」は、メルマガにて送信したURLからしか閲覧できません。（※2020年度は郵送との併用
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.192

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




