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「地域包括ケアシステム推進部における
� 「見える化」と「双方的なシステム」の構築」

地域包括ケアシステム推進部長　
　大　野　智　也　

　会員の皆様、平素より県士会活動にご理解、ご協力を賜り、心より感謝申し上げ
ます。

　この度、地域包括ケアシステム推進部の部長を拝命致し、大変身の引き締まる思いで、この巻頭言の掲載
を承りました。
　昨年までの副部長職の間、前任の深川新市（現）副会長の大きく、そして寛容な背中越しに守られ過ごし
た一期二年間は、多岐多用に渡る業務と、その責務の重さを痛感する日々でありました。今後も引き続き、
深川先生のお力添えを賜りながら、今年度より新たに部の切り盛りを頂くこととなりました。副部長で経験
豊かな棚橋泉先生と共に、各ブロックを牽引頂く部局員の皆様（上越：早津敏彦先生、中越：中俣和広先生、
下越：金子千恵先生、新潟：笠井明美先生）との頼もしいチーム体制にて、部局活動を盛り上げて参りたい
と思います。
　今年度の活動・事業計画に関しては、佐藤成登志会長の下、県士会活動の「見える化」と「双方向的なシ
ステム」の構築を更に押し進めるべく、先日の総会にてご承認頂きました通り（平成 29 年度定期総会資料を
ご参考頂ければ幸いです）、昨年同様、地域包括関連の研修企画・運営、他の職能団体との友好的な連携・推
進を進めて参りたいと思います。そのなかでも、地域包括ケアシステム構築の大きな流れである「在宅医療・
介護連携」では、県作業療法士会、県言語聴覚士会との「同職種連携」の場である「新潟県リハビリテーショ
ン専門職協議会」での活動が非常に重要な位置づけを成しており、会員の皆様にも理学・作業・言語聴覚士
間の「同職種間連携の見える化」をしっかりとお示しして参りたいと考えます。
　また、今年度は組織編成のリニューアルに伴い、地域包括ケアシステム推進部が、五十嵐進副会長のもと、
社会・職能局の一員として、公益事業部や渉外部とも連携をしていく事となりました。加えて、上中下越の
ブロック単位で、現場・現状に沿った形での、「双方向な連携・対応」を実現させるシステムも整備されました。
　他方、現在、新潟県の高齢福祉保健課の方々とは、県の地域医療構想のもと、各種施策や基金などの
活用により、各地域の実情に沿った医療・介護サービスの提供体制の充実を図っていけるよう、積極的
な連携を図っております。「新潟県地域医療構想」の概要 URL：http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_
Simple/56/525/00%20gaiyou,0.pdf（新潟県ホームページ・健康・医療・衛生より抜粋）
　今後も引き続き、各地域における地域包括・在宅医療の情報発信と情報集約に務めて参りたいと思います
ので、会員の皆様におかれましては、更なるご協力を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。
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①　井　佐　龍太郎
②　新潟脳外科病院
③　小千谷市
④　新潟医療福祉大学
⑤　映画鑑賞・スノーボード
⑥ 　学生の頃に経験した実習とはまっ

たく違う日々を送っており、一社会
人としての自覚を持ち始めました。PT の先輩方や、他
職種の方々は優しい方ばかりでいつも助けられていま
す。患者様により良いリハビリテーションを提供できる
よう、少しでも早く業務をこなせる様になるために日々
勉強の毎日です。

⑦ 　一生懸命頑張っている印象です。患者さんともひたむ
きに向き合っていて好感が持てます。趣味のダンスに磨
きをかけて、キレキレの POP ダンスをまた見せてくだ
さい。

 
①　佐々木　亮　樹
②　新潟脳外科病院
③　宮城県登米市
④　新潟医療福祉大学大学院
⑤　読書
⑥ 　新潟脳外科病院のリハビリテー

ション科に所属し、3 ヶ月が経過し
ました。主に中枢神経疾患の患者様を担当しております。
私は、大学院の時から中枢神経疾患に興味を抱き、脳機
能の研究に携わってきました。そのため、もともと興味
があった中枢神経疾患の理学療法に関わることができ、
とても有意義に仕事をすることができています。しかし、
経験不足のため、知識不足や不慣れな点も数多くありま
す。そのような中でもエビデンスに基づいた理学療法を
展開し、患者様に最善のリハビリテーションを選択する
ことができるように一生懸命に取り組んでまいりたいと
思っております。

⑦ 　真面目な性格で仕事には熱心かつ慎重に取り組んでく
れています。研究熱心でリハ科を活性化してくれること
を期待しています。心配事は、177㎝ 55㎏は痩せすぎで
す。

①　井　出　愛　実
②　新潟リハビリテーション病院
③　福島県矢吹町
④　新潟医療福祉大学
⑤　登山
⑥ 　自分の未熟さにもどかしさを感じ

たり、失敗などで落ち込むときもあ
りますが、素晴らしい先輩方に支えられ、日々学んでい
ます。治療で成果が出たときや、患者様に感謝の言葉を
いただいた時は達成感や嬉しさでいっぱいになります。
苦しいこともありますが日々、理学療法士として働くこ
とができて良かったと実感しています。これからも一人
でも多くの患者様を治せるように頑張ります。

⑦ 　大学院にも通う忙しい日々を過ごし、業務でもいくつ
か壁にぶつかっているようです。少し天然で、山ガール
の井出さん。これから一歩ずつ、一緒に頑張っていきま
しょう！（渡辺洋之）

 
①　本　間　未　来
②　新潟リハビリテーション病院
③　阿賀野市
④　新潟医療福祉大学
⑤　スポーツ観戦
⑥ 　４月から入職し、外来の担当をさ

せていただいております。まだまだ分からないことだら
けで、先輩方に色々と教えて頂きながら 1 日 1 日を過ご
しています。患者様が求めているものは何か、必要な
ことは何かを考え、患者様の生活をより豊かにできるよ
うなお手伝いができるようこれから頑張っていきたいと
思っています。

⑦ 　物怖じせず、与えられた仕事にとにかくチャレンジし
ています。今後は「与えられた仕事」から「自分で創る
仕事」へ転換し、職場を盛り上げていって下さい！（加
藤健太郎）

　今年も新潟県士会に多くの新人ＰＴの皆さんが
入会されました。ご紹介します。

新　入　会　員　紹　介新　入　会　員　紹　介

①氏名　②所属　③出身地　④出身校
⑤趣味・特技　⑥ＰＴとなっての感想
⑦（先輩氏名）職場の先輩の一言

質　問　内　容
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①　遠　藤　耕太郎
②　木戸病院
③　新潟市
④　新潟医療福祉大学
⑤　将棋
⑥ 　早いもので、大学を卒業し就職し

てから 2 カ月が経過しました。職場
では先輩方に支えられ、先輩方の技術や知識の深さに圧
倒されます。早く先輩方に追いつけるよう日々精進して
います。対象とする疾患は様々であり、最終的な目標も
多様だと考えています。患者様の病前の生活を考え、更
に満足して頂けるリハビリを提供出来るよう今後も努力
していきます。また、新社会人の自覚を持った行動を心
掛けていきたいと思います。

⑦ 　入職時は汗をたくさんかいてましたが、今は社会人ら
しくなってきました。スタッフの意見や患者様の声を素
直に聞き、なんでもこなせる PT になることを期待して
います。（田村良太）

 
①　佐々木　祐　太
②　木戸病院
③　秋田県由利本荘市
④　新潟医療福祉大学
⑤　ブレイクダンス
⑥ 　入職して 3 か月が経過しました。

周りの先輩に様々なことを学ばせて
いただいており非常に充実した毎日を送っています。そ
んな中で、勉強の積み重ねの大事さを犇々と感じていま
す。先輩方から色々なことを学び、吸収して自分の治療
に生かしたいと思います。また研修にも多く参加してい
きたいと思います。これから日々努力し、「いいセラピ
スト」になりたいと思います。

⑦ 　大学ではダンスサークルに所属していた佐々木君。リ
ハ室にも元気で大きな声が響いています。理学療法士と
して自信をつけて大きく活躍していくことを期待してい
ます。（笹岡ひかる）

 
①　櫻　井　大　河
②　木戸病院
③　魚沼市
④　新潟医療福祉大学
⑤ 　ベース、写真、釣り、スノーボー

ド、料理
⑥ 　４月に就職してから不安なことも

多く、なかなか眠れない夜もありました。ですが、病院
の先輩方に優しくしていただき、少しずつ仕事に余裕を
持ってできるようになってきました。これからは、自分
らしく様々なことに関心を向けて、自分の専門性を高め
ていきたいと思います。まだまだ新人ではありますが、

患者様と真摯に向き合い、患者様に信頼される PT にな
るために努力していきたいと思います。

⑦ 　なよなよしているところがありますが、とても優しく
患者様にも好感を持たれています。

　 　来年には頼れる先輩になれるように頑張ってくださ
い。応援しています。（岩井勇）

 
①　南　　　久美子
②　木戸病院　
③　新潟市
④ 　看護リハビリ新潟保健医療専門学校
⑤　音楽・DVD 鑑賞、カフェ巡り
⑥ 　入職した当初は、本当に理学療法

士として患者様のためにリハビリが
出来るのかなと、不安な気持ちでいっぱいでした。です
が先輩方が優しく指導してくれたり、患者様から「あり
がとう」と、言われる事が何よりの励みになっています。
まだまだ慣れないことや知識不足ですが、これからも自
分らしく患者様に寄り添える理学療法士になれるように
精進していきます！

⑦ 　まぶしい笑顔と、明るくはきはきとした声で毎日がん
ばっている南さん。たまに早口のときは聞き取れないこ
ともあるけれど（笑）これからたくさん学んで自分の目
指す道をみつけてくださいね！（平野歩美）

 
①　国　松　　　雅
②　総合リハビリテーションセンター
　　みどり病院
③　小千谷市
④　新潟医療福祉大学
⑤　特撮、ロボットもの
⑥ 　患者様と向き合い評価、治療する

ことの難しさを感じながら、奥深さや楽しさ、確かな手
応えを感じながら仕事に励んでおり、改めて理学療法士
を目指し良かったと感じております。名字が「国松」と
いうことで、「巨人軍のバッターみたいな名前だね」と
か「警察庁長官みたいな名前だね」と言われることが多
いです。名前負けしないように頑張ります。

⑦ 　さわやかマニアックの国松さん。患者さんと一緒に頑
張れる理学療法士に日々意識して頑張ってほしいです。

（山重 太希）
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①　相　田　百　恵
②　総合リハビリテーションセンター
　　みどり病院
③　新潟市
④　 看護リハビリ新潟保健医療専門学校
⑤　バレーボール
⑥ 　理学療法士として働き始め 3 ヶ月

が経ち、先輩方からご指導いただき、また患者様と関わっ
ていく中で、日々勉強することが多くあり、患者様との
コミュニケーション、接遇、他職種との関わりなど毎日
学びながら過ごしています。今後、患者様・ご家族の希
望に応えられるよう、また先輩方のような PT になれる
ように努力していきます。

⑦ 　笑顔が素敵な相田さん、いつも癒しをありがとう。知
識、技術は一緒に学んでお互い良い PT になりましょう。
そしてステキなキャラがもっと出てくることも期待して
います！

 
①　佐　藤　徹　郎
②　総合リハビリテーションセンター
　　みどり病院
③　新潟市
④　新潟医療福祉大学
⑤　趣味：サイクリング、ドライブ
　　特技：バドミントン
⑥ 　職場の方々や患者様に支えられ、毎日楽しく充実した

日々を送っています。そのような環境で学ばせていただ
いていることに幸せとやりがいを感じています。広い視
野で「患者様にとって大切なことは何か」を深く考えら
れる理学療法士になりたいです。そのために日々の業務
や研修で多くのことを吸収し、職場や患者様に還元でき
るよう努めていきたいです。多くの人が笑顔になれるよ
う常に現状に満足せず、向上心を持って頑張ります。

⑦ 　日々の業務は大変になってきていると思いますが、素
直で人当たりの良い性格、そして凛々しい眉はそのまま
で、これから患者様のために日々精進していきましょう。

（監物芳子）
�
①　南　澤　美　晴
②　総合リハビリテーションセンター
　　みどり病院
③　五泉市
④　新潟医療福祉大学
⑤ 　美味しいものを食べること、小説

を読むこと
⑥ 　４月から PT となり３ヶ月経ちますがやっと環境や仕

事内容に慣れてきました。患者様を担当させていただけ
るようになり、希望を実現するために何をすべきなの
か、一人一人に合わせて考えることの大変さを実感して

います。しかし、先輩方や同期の皆さんに支えられ、協
力して、方向性を見出せたときや患者様の回復が見られ
た時には、嬉しさとやりがいを感じます。これからもた
くさん考えて悩んで学んで患者様に寄り添っていきたい
です。

⑦ 　入職当初は緊張と不安とが見る者にも伝わるほどの
ガッチガチな南澤さん。こっちも緊張したわ！笑…独特
な空気感を持つ南澤さん！新しい風を吹かせてくれるこ
とを期待します。（山田孝志）
�
①　加　藤　　　歩
②　村上総合病院
③　燕市
④　晴陵リハビリテーション学院
⑤　買い物
⑥ 　４月から PT となり、嬉しく思っ

ています。実際に働いてみると難し
く、悩む事もありますが、先輩方から指導して頂き、そ
の都度視野を広げることが出来ます。また、自分の知識
や技術、考え方が患者さんの人生に繋がるため責任を
もって関わると共に、知識、技術の向上を行っていく事
の大切さが分かりました。今後の目標としては、患者さ
んに対し、何を行うべきか考えられ、広い視野で物事を
考えられる柔軟な PT になれるよう頑張ります。

⑦ 　新人らしくフレッシュさ全開の新人という印象です。
なんでも素直に吸収しようとする姿勢には見習うものが
あります。これから一緒に頑張りましょう。（丸山優）
�
①　笠　原　　　翼
②　萌気園通所リハビリセンター浦佐
③　南魚沼市
④　 看護リハビリ新潟保健医療専門学校
⑤　カメラで写真を撮る事，スポーツ
⑥ 　理学療法士になり二カ月が経とう

としています｡ 分からない事ばかり
で職場のリハ職の先輩方や他職種の方々に助けてもらい
ながら毎日があっという間に過ぎていく日々です。臨床
に出てみて学生の頃考えていた事や勉強してきたことが
なかなか上手くいかない事もありますが、今まで学んで
きたことを活かしこれからの勉学に励んでいきたいと思
います。利用者様との関わり方、評価、アプローチを考
察し丁寧に行っていきたいと思います。

⑦ 　元気がよく、すぐに職員や利用者と打ち解け、頼もし
い後輩が入職してくれて嬉しい限りです。様々な出会い
や経験を通し地域を支える PT となれるよう、一緒に頑
張りましょう！（阿部友恵）
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①　小　沢　　　萌
②　萌気園通所リハビリセンター浦佐
③　南魚沼市
④　帝京平成大学
⑤　山登り
⑥ 　入職して約 1 年が経ち業務に慣れ

てきましたが、リハ職としての視
点・技術、他職種との関わりの中で自分の知識不足を痛
感する日々を過ごしています。その中でも利用者様に顔
を覚えて頂き、やってもらって良かった等のお言葉を頂
けた時はとても嬉しく、やりがいと責任感を感じていま
す。まだまだ未熟な点ばかりですが、利用者様にも職場
の皆さんにも信頼してもらえるように頑張りたいと思い
ます。

⑦ 　新人とは思えない程の落ち着きで利用者と向き合う
姿、いいですねー！これからも利用者の心をがっちりつ
かんで頑張って下さいね！
�
①　関　　　郁　弥
②　介護老人保健施設みさと苑
③　小千谷市
④　 看護リハビリ新潟保健医療専門学校
⑤　バドミントン
⑥ 　理学療法士として働き始めて 2 ヶ

月が経ちました。はじめの一か月は
介護業務を中心に行い、現在は徐々にリハビリもさせて
頂けるようになりました。また、7 月にある症例発表に
向けて準備を進めています。まだ慣れない部分はありま
すが責任感とやりがいを感じながら仕事ができていま
す。これからも常に向上心を持ち、お客様によりよいリ
ハビリが提供できるよう努めていきたいです。

⑦ 　これから辛いことも多くあると思います。向上心は大
切ですが、息抜きも忘れずにいきましょう。同期の仲間
たちを大切にして研鑚していってください。（金田諒）
�
①　遣　水　右　京
②　介護老人保健施設みさと苑
③　長岡市
④　晴陵リハビリテーション学院
⑤　散歩、バレーボール
⑥ 　入職してから 3 ヶ月ほど経ち、リ

ハビリを行わせていただく機会も増
えました。お客様と関わらせていただく中で、大変さや楽
しさを感じながら働かせていただいています。まだ至らな
い部分がありますが、お客様により良いケアができるよう
に責任感を感じながら頑張っていきたいと思います。

⑦ 　学生時代には経験できなかったことを沢山経験してい
ると思います。同期の方々と現場を盛り上げてくれるこ
とを期待しています。（金田諒）

①　西　倉　　　尊
②　中条中央病院
③　刈羽村
④　新潟リハビリテーション大学
⑤ 　車椅子バスケットボール、野球、

読書
⑥ 　先日、「理学療法士として、西倉

自身としての本分を忘れずに。」との言葉を頂きました。
理学療法士として自分は患者様に何ができるのか、患者
様にどうなってほしいのかと悩む日々、以前はポジティ
ブすぎると言われていたのに最近、「らしくないね」と
言われて少しショックを受けた日。この数か月で自分を
取り巻く環境は大きく変わりましたが、まずは元気にポ
ジティブに、患者様のことを第一に考えたセラピーを考
えていきたいです。

⑦ 　身体が大きくて声も大きな西倉さん。その通る声は難
聴の方の強い見方です。いろんな経験を積んで頼れる理
学療法士になって下さい。期待しています！（齋藤麻里）
�
①　大　島　光　司
②　しまがきクリニック
③　新潟市
④　新潟リハビリテーション大学
⑤　革製品のお手入れ
⑥ 　理学療法士として働き始め、まだ

まだ分からないことばかりで患者様
の前で戸惑ってしまうこともあり力の無さを実感してい
ますが、職場の先輩方からのアドバイスを頂きながらと
ても恵まれた環境の中で日々を過ごしています。リハビ
リを必要とする患者様にとって少しでも多くの力になれ
るよう、知識と技術を身につけていきます。

⑦ 　革などのお手入れが好きだという大島君。念願の車も
届き、お手入れの腕が鳴りますね。こだわりを持ち丁寧
に向き合う姿勢を活かし、これからも一緒に頑張ってい
きましょう。（津原笙）
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①　近　藤　奈　月
②　長岡西病院
③　長岡市
④　晴陵リハビリテーション学院
⑤　絵を描くこと
⑥ 　入社してから約３か月経ち、職場

の雰囲気にも少しずつ慣れてきまし
た。毎日が忙しく大変ではありますが、学生時代では経
験することのできなかったことを入社してからたくさん
経験することができ、充実した毎日を送っています。何
事にも積極的に取組み、患者様一人一人と真剣に向き合
い、知識や技術を磨いていきたいです。

⑦ 　クールな表情で淡々と仕事をこなしていく一方で、緊
張すると声が大きくなっちゃう可愛らしい面もある近藤
さん。仕事はもちろん、私生活も充実させようと奮闘中
です ！！（金子紗希）
�
①　荒　川　侑　太
②　国立病院機構　新潟病院
③　長岡市
④　新潟医療福祉大学
⑤　野球
⑥ 　PT として働くようになり一番に

感じたことは責任の重さの違いで
す。実習とは違い患者様に対して 1 人で接し、また治療
について考えていかなければならず、責任の重さを感じ
ています。まだまだ勉強不足であるため、少しでも患者
様が良くなるよう、また患者様に満足して頂けるように
日々勉強を積み重ね、患者様に信頼される PT を目指し
ていきたいと思います。

⑦ 　今年入職した期待の星の荒川さん。大粒の汗を流しな
がら患者さんのために走り回っている姿はとっても輝い
ています。これからも一緒に頑張ろうね ! ゆーた ! （吉田
祐也）
�
①　高　野　沙　織
②　岩室リハビリテーション病院
③　長岡市
④　新潟医療福祉大学
⑤　体を動かすこと、音楽鑑賞
⑥ 　４月から理学療法士として勤務さ

せて頂き、現在は目の前の方の治療
や日常業務をこなす事に精一杯の毎日です。先輩方に恵
まれ、患者さんからも学ばせて頂く事ばかりで毎日が勉
強の日々だと感じています。私は、理学療法士として患
者さんやご家族が笑顔になれるお手伝いが出来る様にな
りたいと思っています。患者さんに笑顔で接し、患者さ
ん、ご家族の痛みや不安を解きほぐすことの出来る様、
知識、技術を身に付けていきたいです！

⑦ 　いつも一生懸命・積極的に取り組みつつ、時々無意識
に発揮する小ボケも魅力です。高野、絶賛進化中！これ
からも、高野さんらしく素敵な PT に進化していって下
さい☆（花岡知世）

 
①　椎　谷　直　人
②　岩室リハビリテーション病院
③　新潟市
④　新潟医療福祉大学
⑤　ウエイトトレーニング
⑥ 　理学療法士として働き始め２カ月

が経ちました。基本的な業務に少し
ずつ慣れてきましたが、治療を行う難しさを日々感じて
います。今自分が患者様にできることはわずかですが、
毎日汗を流しながら全力で業務に取り組んでいます。理
学療法士として歩んでいく中で今ある熱い気持ちを忘れ
ず、先輩方から多くのことを学びながら成長していきた
いと思います。

⑦ 　最近になってスタッフとも打ち解けてきましたね！こ
れからも一緒に学び、成長していきましょう！そして、
岩室リハ１番のでっかいＰＴになってねー（笑）
�
①　坂　下　鷹　丸
②　新潟西蒲メディカルセンター病院
③　新潟市
④　新潟医療福祉大学
⑤　サッカー・サッカー観戦
⑥ 　理学療法士になってから数カ月が

経過し、職場の雰囲気にも少しずつ
慣れてきました。日々先輩達の手厚いご指導を受けて、
ゆっくりではありますが理学療法士として、また一社会
人として成長できていると実感しています。社会人とし
て基本である「ホウレンソウ」が苦手な自分にしっかり
と向き合って頂いている事、理学療法知識や技術を見学
や実践を通してご指導頂ける事に対して、早く戦力にな
る事が恩返しだと思っています。これからも迷惑をかけ
ると思いますがよろしくお願いします。

⑦ 　理学療法士として知識や技術はもちろん、学ぶことは
たくさんあります。日々悩むこともあると思いますが、
向上心を持って頑張っていきましょう。（山田梨加）
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①　中　村　詩　音
②　長岡西病院
③　新潟県柏崎市
④　晴陵リハビリテーション学院
⑤　バレーボール、音楽鑑賞
⑥ 　入職してから約３か月が経ち、職

場にも徐々に慣れてきました。学生
の頃とは違い、責任が伴ってくるので、常に緊張感を持っ
てリハビリをしています。まだまだ知識や技術が足りな
いところが多いですが、患者さんが徐々に回復していく
様子や退院する時はとてもやりがいを感じます。これか
らも先輩方にご指導いただきながら、勉強会にも参加し
て多くのことを吸収していきたいと思っています。

⑦ 　患者様の前だけでなく職員に対しても、いつも笑顔で
接している中村さん。今はまだ慣れないことばかりで大
変だとは思いますが、その笑顔を武器に頑張っていきま
しょう。（平林尚也）

 
①　木　村　円　香
②　長岡西病院
③　長岡市
④　晴陵リハビリテーション学院
⑤　音楽鑑賞
⑥ 　今年度から就職し、理学療法士と

しての楽しさと責任を感じ日々を過
ごしています。自分の知識・技術不足を痛感する毎日で
はありますが、今の自分に満足せず努力を続けたいと思
います。そして、患者様や周りの方への感謝と笑顔を忘
れずに日々過ごしていきたいです。先輩方にはご迷惑を
おかけすることも多いと思いますが、早く理学療法士と
して即戦力になれるよう、努力して参ります。ご指導の
ほど宜しくお願い致します。

⑦ 　いつも明るく、何事も一生懸命な木村さん。疑問も多
く、悩む日々が続いていると思いますが、持ち前の笑顔
と元気で！！一緒に頑張りましょう。（佐藤みやび）
�
①　市　川　　　遙
②　上越地域医療センター病院
③　三条市
④　新潟リハビリテーション大学
⑤　映画鑑賞、バスケットボール
⑥ 　大学で、PT について一通り勉強

してきたつもりでしたが、まだまだ
分からないことが沢山ありました。治療や評価はもちろ
んですが、病院での流れや、書類作業などの仕事が他に
もあり、それを覚えることで必死でした。新人 PT とし
て、患者様にできることは先輩方に比べればまだまだ少
ないかもしれませんが、もっと先輩方から技術や患者様
との接し方などを学び、質の高い理学療法を提供できる

ように、日々勉強に励みたいです。
⑦ 　市川さんは、県央で育ち　県北でリハビリテーション

を学び、新潟県の南部の上越市で、リハビリに花を咲か
せようと頑張っています。まだ慣れない土地で生活し、
病院では同期の新人と日々コツコツと努力して頑張って
います。我々も、太陽と水と栄養を欠かさないようにし
努力し、暖かく見守りたいと思います。（大竹朗）

 
①　早　川　未　恵
②　新潟臨港病院
③　新潟市
④　新潟リハビリテーション大学
⑤　バレーボール
⑥ 　新潟臨港病院　理学療法士　早

川　未恵と申します。念願叶い、今
年から理学療法士となり、入職してから早くも 3 か月が
過ぎようとしています。毎日、業務についていくことに
精一杯な日々を過ごしております。患者様を担当させて
頂いてからは、知識・技術が未熟で毎日が勉強の日々で
す。私の目標は、たくさんの方から必要とされる理学療
法士となることです。初心を忘れず日々努力していこう
と思っております。

⑦ 　モデルのような、スタイル抜群な早川さん！！まだ緊
張しているようですが、これからどんどん彼女らしさが
出てくるはず！一緒にがんばろう！！（脇川みなみ）
�
①　須　田　仁　美
②　三之町病院
③　三条市
④　晴陵リハビリテーション学院
⑤　キャッチボール
⑥ 　１年前、私は三之町病院に実習生

として通っており、現在は理学療法
士として働いています。働き始めてから３カ月が過ぎ、
徐々に仕事も慣れてきました。理学療法士として患者さ
んと接する中で、時に喜怒哀楽を分かち合う喜びを感じ、
時にやりがいを感じ、時に未熟さを感じます。しっかり
と自分の未熟さを認め、多くのことを勉強し、先輩達に
アドバイスを頂きながら、日々成長していきたいです。

⑦ 　小柄で華奢な須田さん。ですが何事にも積極的に取り
組む姿にはパワフルさを感じます。これからも一緒に頑
張っていきましょう。（松永瑠璃）
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①　渡　部　耕　史
②　新津医療センター病院
③　新潟市
④　晴陵リハビリテーション学院
⑤　サイクリング
⑥ 　人のために働けるような仕事に就

きたいと一念発起し、PT となりま
したが、患者様に対して退院に向けたリハビリを進めて
いく中で知識・技術のみならず他部署との連携など多く
の点での自分の未熟さを日々噛み締めています。しかし、
先輩の皆様をはじめとする多くの方々の助力、そして、
患者様の感謝の言葉を受ける中で一日でも早く信頼され
る一人前の PT になりたいと強く思い、日々の仕事にあ
たっています。

⑦ 　いつも穏やかで患者様に対しても物腰が柔らかく、優
しく微笑んでいる仏のような方ですね。飲み会の時のよ
うに本当の渡部さんを曝け出して、職場を盛り上げて下
さい（笑）。（石井了祐）

 
①　望　月　　　惠
②　南部郷総合病院
③　新潟市
④　新潟リハビリテーション大学
⑤　甘いものを食べること
⑥ 　日々患者様の治療をさせていただ

いている中で評価、治療が思うよう
にいかず自分の考えの浅さや知識不足を痛感していま
す。ですが患者様から笑顔や「ありがとう」というお言

葉をいただいて、もっと患者様の力になれる理学療法士
になりたいと思いました。今後も勉強会に参加し知識や
技術を高め、患者様の治療に活かせるように頑張ります。

⑦ 　入職後しばらくは、緊張感たっぷりでしたが、少しず
つ慣れてきており、自分のペースで業務をこなす事が出
来てきています。これからも、真面目に、時にリラック
スしながら、スタッフ皆で頑張ってゆきましょう！（中
村久美子）
�
①　波　間　一　太
②　はやみ整形外科クリニック
③　新潟市
④　新潟医療福祉大学
⑤　野球
⑥ 　私は、高校時代に自身の怪我が

きっかけで理学療法士を目指すよう
になりました。かつてより希望していた整形外科の分野
を中心にしっかりと学び、自分が患者様にできる精一杯
のことを考え、自分と同様に痛みによって普段の生活、
趣味や好きなスポーツを満足に行うことができない方の
力になれるよう頑張っていきたいと思っています。

⑦ 　業務はもちろん、それ以外の仕事にも一生懸命頑張っ
てくれていますね。プロ意識をしっかりもってこれから
も一緒に頑張って行きましょう。

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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　去る３月17日～ 21日の４日間、スポーツ活動支援
部の企画で、柏崎市で行われた水球競技の全国大会
にてコンディショニングブースを設置しました。
　今回の企画の趣旨は①理学療法士（以下、PT）
におけるジュニアへの障害予防啓発を行うこと、そ
して②県士会員に向けて現場でのスポーツ選手に対
するサポート活動を机上ではなく、実際の現場で体
験・研修していく場を作り提供したいという２点で
した。
　募集開始からの期間が短かったにも関わらず、４
日間でPT経験２年目～ 20年以上の延べ17名の会員
の方からご参加を頂きました。また本大会でのブー
スの設置自体が初の試みであったにも関わらず、77
名の選手がブースを利用してくれました。
　当日は一日４～５名のPTで対応し、その中で症
例に対するディスカッションや物理療法機器のデ
モ、一症例毎にカルテを作成し翌日への対応に備え
る等、現場で話し合いながら連携も円滑に行えてい
たように思います。対応した部位は結果、肩関節や
腰部、膝関節等が多くあり、外傷に対する対応とい
うよりは慢性的な障害に対する対応が多く、教育的
立場でのコンディショニング指導まで行うことが出
来ました。
　『水球』は泳ぐ・ボールを投げる動作に加え、水
の中でぶつかる・掴む・蹴るといった動作が日常的
に発生し、その特異性から『水中の格闘技』と呼ば
れています。陸上で行われる競技スポーツとは異な
り、地に足が着かず、床反力の発生しない（踏ん張
りのきかない）不安定な状況の中で、姿勢を保持し
ながら正確なパス・シュートを行う必要があり、何
らかの機能障害、トレーニング不足、またはコンディ
ショニング不良の中で、その不安定な要素が起因
し障害を発生させているのではないかと考えていま
す。日本では水球はまだマイナースポーツといわれ、

現場では選手間の障害予防の知識や認識が乏しいと
言われる中、他のスポーツのサポート体制との比較
など、参加されたPT間で多くの話し合いを持てた
ことは、私自身たいへん勉強になりました。またジュ
ニア世代の選手や指導陣にコンディショニングを通
じて障害予防の考え方・対処方法を伝えられたこと
は、今後の水球競技の強化においてもとても有意義
であったのではないかと思っています。
　また担当時間以外で、PTが実際にプールサイド
で対応した選手のパフォーマンスの確認をする場面
も多くありました。そのせいもあってか、選手やチー
ム指導者から試合結果や状態の報告をしに、試合後
にブースへ寄ってくれたりしました。試合の運営側
からも御礼の言葉と、次年度も是非お願いしたいと
のリクエストも頂きました。これも昨今いわれる『ア
スリートファースト』意識の高いPTが多く、その
想いが選手・スタッフに伝わった結果だと思ってお
ります。
　2020年、そしてそれ以降の未来ある選手のために、
理学療法が選手の障害予防やパフォーマンス向上の
視点で、スポーツ現場で必ず役立つ筈です。現場も
望んでいます。是非、県内でもサポートの場を増や
し、チームとの繋がりを作る機会が増え、結果実際
のスポーツ現場に一人でも多くのPTが参加出来る
ようになっていければと願っております。私自身、
今後もサポート活動の場を増やす一助になれればと
思っております。
　最後に今回の企画にご参加頂いた県士会の会員の
皆様、コンディショニングブースの場を提供頂いた

（財）日本水泳連盟及び柏崎市・柏崎市教育委員会
の大会運営スタッフの皆様、テーピングを提供頂い
た３Mジャパン株式会社様、物理療法機器を提供頂
いた伊藤超短波株式会社様にはこの場をお借りし厚
く御礼申し上げます。

第 3回全日本ジュニア水球競技選手権大会
コンディショニングブースを設置して

厚生連上越総合病院
ブルボンウォーターポロクラブ柏崎

高　橋　利　一
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　当院では今年度もタイ王国からゲストをお迎えし
ました。昨年度は５月にマヒドン大学理学療法学部
３年生２名・１週間の臨床実習でしたが、今年度は
５月に同大学院生、加えて７月にブラパー大学健康
科学学部講師、いずれも理学療法士２名・２週間の
臨床研修でした。
　研修内容は難病医療等、当院の診療機能の特徴を
活かしたオリジナルの院内研修ですが、昨年の経験
を踏まえて言葉の壁を考慮し、相互交流・理解の時
間を確保するために期間を延長してみました。ま
た、他施設のご協力も得て施設見学も実施致しまし
た（ケアライフ新潟、新潟中央病院、新潟大学医歯
学総合病院、新潟リハビリテーション病院）。毎回
好例となった研修生の講義も、タイの「コミュニティ
ヘルスケア」や「高齢化」といったトピックを通し
て相互理解を深め合うことができました（参加者全
員でタイダンスも実践！）。
　研修生との交流は英語なので、コミュニケーショ
ンは難しいです。専門用語も飛び交い、業務への影
響も当然あります。では忙しい臨床業務の中で研修
を受け入れる意味は何なのか？社会が国際化してい
る中で、理学療法士の働く現場でも日本語を母語と

しない対象者が漸増していることも現実です。言い
たいことが伝えられないもどかしさは、意思疎通に
障害のある人の気持ちの理解にもつながり、どう理
解し伝えたら良いかを考えさせられます。また、大
きな学会へ行けば海外からの招聘講演があり、勉強
や臨床研究には英語文献を読む必要性が生じ、海外
の学会にも参加してみたい、と夢が膨らむかもしれ
ません。そして何よりも異文化交流の醍醐味は「お
互いの違いを知る」ことであり、「答えは一つでは
ない」という物事の多様性を気づかせてくれます。
専門職同士の仕事を通じた国際交流経験は、こうし
たスキルを磨くきっかけになるのではないか、と思
います。他方特筆すべきは、患者さん方も彼女らと
の交流を結構楽しんでおられたことです（別れを惜
しんで研修生の手を放さない人も）。はじめは距離
を置いていた職員も徐々に親しくなり、２週間は
あっという間に終わります。
　これまで３回、リハ科が主体となって院内外と連
携をとりながら進めてきました。今後も機会があれ
ば、研修生への貢献以上に我々自身が成長するチャ
ンスと考え、研修生・職員・患者が相互に学び合い、
エンパワーし合えればよいと思います。

理学療法士の臨床研修 fromタイ王国
国立病院機構西新潟中央病院　リハビリテーション科

山　田　規　央

診療見学（マヒドン大） 西瓜パーティー（ブラパー大）

院内講義（マヒドン大） 全員で Thai dancing !（ブラパー大）
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リレーエッセイ １

　　「絵」
岩室リハビリテーション病院　リハビリテーション部　永　井　理　沙　

　私の趣味は絵を描くことです。幼いころから風景画や人物画、イラスト等様々な絵を描いて楽しんでい
ました。学生時代の頃は、A4の紙に鉛筆で線を描いて色鉛筆で色を塗ることが多かったのですが、就
職してからは「液晶ペンタブレット」を購入して絵を描いています。WACOMの1番小さいサイズの物を使
用しています。液晶ペンタブレットとは、専用のペンで画面をタップでき、線や文字を書くことができる物
です。これは、紙に絵を描くような感覚でできるので、絵を描くことが好きな人やデジタル絵をやってみた
い人はおすすめです。そして、液晶ペンタブレットを購入してから、ゆっくりな頻度ですがアナログ絵では
なくデジタル絵の練習をしています。もちろん液晶ペンタブレットを購入しただけでは絵を描くことができ
ません（PCに内蔵されているものであれば可能）。
絵を描く専用のソフトも同時に購入していますが、機能
が沢山ありすぎて全てを使いこなせる日は来ないよう
に感じます（笑）。現在は絵の練習もしていますが、同
時に様々な機能を勉強して実践しています。驚く機能
ばかりなので、奥が深いなと思いつつ楽しんでいます。
今後も、もっと絵を上手く描けるように、研究して練習
してみたいと思います。
　次は、悠遊健康村病院の関真耶さんです。よろしく
お願いします。

リレーエッセイ ２

　　「私の好きなスポーツ」
長岡赤十字病院　鈴　木　雅　俊　

　私の好きなスポーツはラグビーです。始めた頃は何時辞めようかと考えながらラグビーをしていたのを覚
えています。今ではすっかりラグビーに嵌り、社会人チームで現役を続けています。
　ラグビーのルールは複雑で分かりにくいとよく言われます。簡単に説明すると、相手のゴールラインまで
ボールを持って走って運ぶことで得点が入ります。ただ、
前へパスすることは反則で後ろか横へのパスしかできま
せん。敵のDFを突破するためには、横や後ろにいる仲間
の声を聞いてパスを繋ぐことが重要です。仲間との信頼
関係が大切なスポーツで、得点が決まった時の一体感は
とても素晴らしいです。
　2019年にはWカップが日本で開催されます。日本代表
の強化も着々と進んでいて、前回のWカップでは優勝候
補の南アフリカを撃破するという快挙を成し遂げました。
今ラグビーが熱い！皆様も機会があれば観戦してみてく
ださい。
　次は長岡保養園の今井啓介さんです。よろしくお願い
します。
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　平成 29 年 5 月 7 日に晴陵リハビリテーション学

院で行われた第 31 回新潟県理学療法士会技術研修

会に参加させていただきました。臨床福祉専門学校

の町田志樹先生より「いまさら聞けない解剖学～総

論～」の講義をしていただきました。

　パナソニックの MeAV anatomie 3d というシス

テムで実際の筋の走行、大きさなどを確認しながら

の講義だったため、非常にわかりやすい内容でした。

講義の中で特に印象的だったのは、解剖はバリエー

ションがあるということです。関節の構造や筋の走

行にはさまざまなバリエーションがあるため、それ

らをイメージしながら臨床に取り組む必要があると

いうことを学びました。

　最後に、貴重な講義をして下さった町田先生をは

じめ、本研修会の企画・運営にご尽力された先生方

に感謝申し上げます。

信楽園病院　水　倉　　　徹

―――――――――――�研修会参加記�―――――――――――

平成29年度
公益社団法人　新潟県理学療法士会
総会時理事会議事録
日　時：平成29年６月25日（日）　12：10～14：12
場　所：看護リハビリ新潟保健医療専門学校　
　　　　４階会議室
出席者：佐藤（成）、深川、五十嵐、郷、風間、
　　　　太田、堀川、大野、上路、高鳥、立石、
　　　　飯田、柳、松林、大島、桑原、中山、田中
　　　　監事　剱物、佐藤（雅）　
　　　　相談役　小林
　　　　（オブザーバー）高井、小林、長谷川
欠　席：高橋
議　題
１．議　案
　①　表彰委員会
　②　総会について
　③　各部局より
　　　生涯学習部
会長挨拶
・総会は昨年度の反省を基に、報告を簡潔にして討

議が十分にできるといい。
①表彰委員会
・本日参加は８名　研修会終了後、総会前に行う。
②総会について
・総会の流れと執行部推薦の議長、議事録署名人、

書記の紹介があった。
・研修会後会員は前に出ていただき、会員外は後ろ

で傍聴とする。
・執行部は前に並び、会員から顔が見えるようにす

る。
・平成29年度事業計画ではブロック長、委員長は名

前だけの報告とする。
・時間は最大１時間30分を目処とする。
③各部局より
（地域包括ケア推進部）
・ ６月７日　リハビリテーション専門職協議会開催
　県は個別ケア会議にアドバイザーとして６職種

（PT、OT、ST、栄養士、薬剤師、歯科衛生士）
を参加させたい意向あり。

　モデル事業として十日町市、新発田市、胎内市で
は今年度中に３件行う予定。

　リハビリテーション専門職が個別会議に参加する
ことで、介護保険費抑制の効果があることを示し
ていかなければならない。

　今後、県知事名での個別会議協力要請の公文書を
発行の予定。

・６月23日　基金のワーキングで地域ケア会議を２
日間で行うこととなった。

　８月19日　長岡（晴陵リハビリテーション学院）
新潟（新潟医療福祉大学）

 （理事会承認）
・専門研修　長岡地区開催　10月15日（日）予定　

晴陵リハビリテーション学院
　コグニサイズ　シルバーリハビリ体操導入研修　

上越で検討中 （理事会承認）
（生涯学習部）
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・生涯学習プログラムが変更となる。
　２年：研修理学療法士　91.5時間　座学、e-ラー

ニング臨床研修　OJT 48時間
　５年：登録理学療法士　69時間　事例研修　症例

レポートで症例検討　　　　　　　
　平成31年４月から開始
　専門、認定を持っている方はそのまま継続可能
　２年間のうちに認定、専門を取ってもらった方が

よい。
　平成31年までに新プロが終わっていない人はリ

セットされる。
　生涯学習のポイントは残る。
・広報部より
　ピンバッチの作製　100個作って１個1,500円　多

く作ると単価が安くなるか確認。
　商標登録について　タカヨシでは80万円　何に使

うかによって値段が違う。予算厳しい。
 （理事会承認）
・公益事業部より
　介護予防キャンペーンに30cm,40cm台が必要　10

万円程度　７月９日に使いたい
・就業支援部より
　管理者研修会　新潟は2.8％　全国33位
その他
・６月3.4日　PT協会代議員総会
　協会会館建設　平成32年末　15～20億円で建設予

定　年間１億円の積み立て
・会費納入期限が３月末へ変更
・PT協会が今年度から代議員選挙となった。
・事務局　事務員６月末で１名退職　７月から１名

採用
　７月の２週間は月、水、金の３日間のみ　火、木

は事務員不在 （理事会承認）
・障害児・者支援委員会については会長と担当者が

直接検討を進める
次回理事会　平成29年９月10日（日）10：00～　
新潟県理学療法士会事務局

平成29年度
公益社団法人　新潟県理学療法士会
第38回通常総会議事録

１．総会の種類　第38回通常総会
１．開催場所　　看護リハビリ新潟医療専門学校
１．開催日時　　平成29年６月25日（日）
　　　　　　　　14：45～16：15
１．総社員数　　　　　　　 1,517名
   　出席した社員数　　　　 1,031名
　　　内訳　本人出席      　   179名
　　　　　　委任状出席　　   852名

１．議長団選任の経過
　　定刻に至り司会者が開会を宣し、本日の通常総

会は定款第19条に定める定数を満たしたので有効
に成立した旨を告げ、議長および副議長の選任方
法を諮ったところ満場一致をもって、それぞれ長
谷川正浩氏、木賀洋氏が選任された。議長は、本
会の書記および議事録署名人を誰にするのかにつ
き議場にこれを諮ったところ議長指名としたので
議長は書記に布川まどか氏、大平潤子氏、議事録
署名人を阿部政義氏、 江部靖子氏を指名し、満
場これを承諾した。その後議案の審議に入った。

１．議事の経過要領及び議案決議の結果
１．第１号議案　平成28年度　総括事業報告案・決

算・監査報告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

各部局ごとに平成28年度総括事業報告後、財務部
長の太田氏より平成28年度決算報告、監事の佐藤
氏より監査報告の説明がなされた。

　　議長は議場にこれを諮った処、下記の質疑応答
の後、満場一致の賛成をもって議決された。

質疑１．韮澤氏より
　　ホームページがリニューアルされたが会員数、

施設数などデータの古いものが掲載されている。
新しくした方が良いと思うがいかがなものか。

応答１．松林氏より 
　　平成28年にリニューアルした。今後は随時修正

していく。
質疑１．三村氏より
　　「廃用症候群」への協力とはどのようなことを

したか。
応答１．大島氏より
　　算定区分の改定があり、実施単位数についての

調査、報告を行った。その成果もあり、単位数が
３単位までしか認められなかったものが４単位認
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められるようになった。
１．第２号議案　役員選挙結果に承認を求める件及

び補充理事・監事に承認を求める件について
　　議長は平成29年６月25日をもって理事、監事の

全員が任期満了、退任する事になるので、その改
選の件を付議したところ選挙管理委員会より理事
には佐藤成登志氏、松林義人氏、中山裕子氏、大
野智也氏、飯田晋氏、郷貴大氏、深川新市氏、田
中健氏、五十嵐進氏、柳保氏、堀川武範氏、棚橋
泉氏、風間美子氏、上路拓美氏、監事には佐藤雅
浩氏、太田智英氏の立候補があり、定款細則５-⑫
により無投票当選の報告がなされた。また、定数
に満たない理事について理事会は定款細則５-⑥に
より、推薦補充し理事には大島治氏、小林諭氏、
高井良明氏、高鳥真氏、立石学氏を指名した。な
お、退任される理事は桑原勇氏、高橋利一氏、太
田智英氏、監事は剱物充氏である。議長が議場
諮ったところ満場異議無く可決決定した。尚、被
選任者は全員その就任を承諾した。

報告事項
１．平成29年度総括事業計画・予算について佐藤会

長、中山副会長より本件に関わる説明がなされ、
財務部長太田より予算案について説明がなされ
た。

質疑１．三村氏より
　　障がい児・者支援とは具体的にどのようなこと

を行うか。
応答１．佐藤氏より
　　障がい児・者支援のための委員会の設立、活動

案、予算案を作成する。
応答２．剱物氏より
　　小児専門病院だけでなく一般病院への情報提

供。他職種合同研修会の開催など幅広い支援を考
えている。

質疑１．江川氏より
　　安心して就業、雇用を増やすシステムが出来な

いか。地域包括ケア病棟での０単位での集団療法
や他職種での治療が行われている現状がある。協
会の見解はどうか。

応答１．佐藤氏より
　　理学療法士は何ができるかを示さなければなら

ない。他職種との違いを明確にしていく必要があ
る。職域を広げていく必要がある。休職、出産か
ら再び働くための支援が必要。

応答２．中山氏より
　　協会は理学療法士が病院経営、病床のコント

ロールにも関わっていくようになってほしいとの
見解。

１．その他
　会費が前納制に変更となる。平成31年度より新シ

ステムとなるため新人プログラム、認定資格はそ
れまでに終了していた方がよい。

以上をもって第38回通常総会の議案全部の審議を終
了したので、議長は閉会を宣言し16時15分散会し
た。

学術局生涯学習部だより
学術局担当　髙　鳥　　　真

　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。 
　先にもご案内しましたが、平成31年４月から日本
理学療法士協会の生涯学習システムが変更されま
す。主な変更ポイントは、
①　新人教育プログラムは、研修理学療法士に変更
　・研修最低年限は１年→２年に延長
　・ 時間数は、15時間→91.5時間、１テーマ研修時

間は、60分→90分

　・ OJT（臨床研修）の追加 （91.5時間の内の48時
間）

　・ 受講者の利便性を向上させるため、座学研修は
全講座e-learningで受講可能

②　登録理学療法士の新設
　・ 現行の新プロ修了から認定（専門）理学療法士

の間
　・ 基本的理学療法を臨床実践できるレベル（卒後

５年程度）
　・ 69時間の前期研修プログラム（座学研修24時間

演習研修45時間）
　・臨床経験6000時間以上
　・登録理学療法士は５年毎の更新性
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③　認定理学療法士制度の変更
　・ 専門領域理学療法研修360時間 （共通120時間　

専門科目240時間以上）
　・ 臨床練習 （180時間）：OJTおよび臨床報告の

作成
　・修了試験を実施し、認定となる。
④　専門理学療法士制度の変更
　・ 認定主体は分化学会となる。（詳細は各分科学

会で検討中）
となります。また、以下の点についてご注意下さい。

※�新制度開始時点�（平成31年４月）�で新人教育プ
ログラム未修了者は、現新プロの履修済テーマは
全て失効扱いとなります。すなわち、未修了者は
新制度で一から再履修となります。
※�認定理学療法士を目指されている方は、早めの取
得をおすすめします。

　今後、協会から詳しい制度の概要など説明があり
ます。協会、県士会からの郵送物を十分ご確認いた
だき、各自マイページで現在の生涯学習の履修状況
を把握して下さい。

H29年度研修会予定

日　程 研修会 テーマ/講　師 会　場

10月28・29日 第26回県学会

テーマ：「予防理学療法の展開　―理学療法士にしかで
きない地域貢献―」
大会長：髙橋明美（新潟リハビリテーション大学）
準備委員長：松林義人（新潟リハビリテーション大学）
内　容：�特別講演、教育講演、セミナー、大会記念シンポ

ジウム、専門・認定理学療法士ミニレクチャー、
演題発表・新プロ・協会指定管理者研修（初
級）、市民公開講座新人歓迎会

朱鷺メッセ

11月12日 理学療法士講習
会基本編②

「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（新潟医療福祉大学）

晴陵リハビリテーション学
院

12月2・3日　 理学療法士講習
会応用編①

「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） 新潟医療福祉大学

平成30年1月 第101回研修会 調整中 調整中

2月11・12日 中越ブロック主催
研修会 テーマ未定/講師：鈴木俊明先生（関西医療大学） 調整中

2月17・18日　 理学療法士講習
会応用編②

「徒手的理学療法　－頸椎・上部胸椎の評価治療とクリ
ニカルリーズニング－」藤縄理先生（埼玉県立大学）/荒
木茂先生（石川県立明和特別支援学校）

看護リハビリ新潟保健医療
専門学校

3月10・11日 第32回技術研修
会

「肩関節疾患の評価と治療」（仮）
西川仁史先生（甲南女子大学） 新潟市内予定

（９月現在）

　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。�
　入会申請後に会員証がお手元に届いていない方で
も会員番号がわかれば会員扱いとして研修会へお申
し込みいただけます。その場合は、県士会 HP から
お申し込みください。ただし、入会申請中の方でマ
イページの ID ならびにパスワード発行から 3 ヶ月
以上経っても会費納入の確認ができない場合、順次
会員権利が停止となります。その場合、申請中であっ
ても「会員外」扱いとなります。ご注意いただき、
かさねてご了承ください。

☆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。
　決済代行機能の利用に伴い、協会の決済後のキャ
ンセルついては返金ができませんのでご了承くださ
い。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
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録集
next ＳＴage 第64号（2017年3月）（新潟県言語聴
覚士会）
大阪府理学療法士会創立五十周年記念誌
NoLimit voｌ.69（公社）日本障がい者スポーツ協会
平成27・28年度「産休・育休に伴う人員確保に関す
る調査報告書」（神奈川県理学療法士会　ライフサ
ポート部）
日本音楽療法学会　信越・北陸支部第15回学術大会
プログラム集
老健にいがた第41号
リハビリテーション専門職による「地域リハビリ
テーション活動支援事業」を推進するための手引き
（兵庫県但馬県民局但馬長寿の郷）
新潟県作業療法士会学術誌Vol.11 2017
理学療法士の福祉用具・義肢・装具支援に関する実
態調査　報告書（日本支援工学理学療法学会）
新潟県医師会　会員名簿平成28年（2016年）11月現
在
医学中央雑誌　収録誌目録2017（特定非営利活動法
人医学中央雑誌刊行会）
平成28年度　患者のための薬局ビジョン推進事業　
報告書（公益社団法人新潟県薬剤師会）
平成28年度地域保健総合推進事業報告書（公益社団
法人日本理学療法士協会・一般社団法人日本作業療
法士協会）
義肢装具自立支援学　2015　6巻1号・2016　7巻1号
（新潟医療福祉大学　医療技術学部　義肢装具自立
支援学科）
陽光NO17（公益社団法人新潟県健康づくり財団）
JPTANEWS No.306 No.307
第46回定時総会（日本理学療法士協会）
第44回定時総会資料（茨城県理学療法士会）

学校法人北都健勝学園広報はまなす第44号
志　第8号（大分県）

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
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2017年度　新潟環境適応講習会のご案内
　今年も新潟で環境適応講習会を開催できる運びとなりました！テーマは「食事」です。
　担当患者さんや利用者さんで食事が楽しみ・生きがいである人は多いと思います。反面、食事を楽し
めない環境に陥っている方が多いのではないでしょうか。本講習会で食事についてもう一度考えてみま
せんか？　例年通り症例にもご協力頂き、臨床に持ち帰りやすい講習会になっています。つきまして
は、業務ご多忙とは存じますが、より多くの方々からご参加いただきたいとご案内申し上げます。　

日　時：平成29年 11月18日・19日　　　12月16日・17日　（4日間で一つの講習会になります）
会　場：岩室リハビリテーション病院　〒953-0104　新潟市西蒲区岩室温泉772-1　TEL 0256-82-4100 
テーマ：「食事」
講　師：柏塾塾長　OT柏木正好、富士温泉病院OT高橋栄子、枡病院OT渡部昭博、
　　　　悠遊健康村病院OT伊林克法　他
参加費：15,000円　（懇親会費は別で5,000円程度を予定）
定　員：60名
申込期限：平成29年10月15日（日）
お申し込み：必要事項を明記のうえ、下記アドレスまでお申し込み
　　　　　　ください
　　　　　　niigatakantekimousikomi@yahoo.co.jp　
必要事項：件名に「新潟環適参加申し込み」 とご記入ください　
　1.施設名 （所属もご記載下さい）　2.施設郵便番号 　3.都道府県名 　4.施設住所 　5.施設電話番号 
　6.氏　名 （1メールにつき１名でお願いします　フリガナをご記載下さい）　
　7.メールアドレス (携帯メールはご遠慮ください)　
　8.職　種 　9.経験年数 　10.環境適応講習会の受講歴 　11.懇親会の出欠 　参加　or　不参加　
お問い合わせ先：悠遊健康村病院　本間亜以子 　
　　　　　　　　岩室リハビリテーション病院　花岡知世

　日本各地で不安定な天候が続きますね。これも
地球温暖化の影響でしょうか。さて、今回の特集
は新人紹介となります。1年過ぎるのはあっとい
う間です。昨年、新人紹介の原稿を作成していた
だいた新人の方が、今回は「先輩からの一言」と
して記載されている方もおり、みなさん先輩に
なったんだなぁと感じました。日が過ぎるのは早
いもの、一日一日を大事に過ごしていきたいです
ね。（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。
　当会では、会員への迅速な情報発信と、ペーパレス化の実現に向けて、メルマガを構築いたしまし
た。平成29年度より、随時情報をメルマガに移行していきます。
　ホームページ右下の「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
を入力していただくだけで、とても簡単にできます。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。　ホームページ：http://nipta.or.jp

ゆきわり草　No.180

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

〈申し込み用アドレス〉〈講習会ホームページ〉


