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　新入職の方々、新しい環境や仕事には慣れまし
たか？すでに臨床におられる皆さんも、新しい年
度が始まり、お忙しいと思いますが、今年度の目
標のひとつとして、認定・専門理学療法士を目指
しませんか？今回は滋賀の現状を含め、新人教育
プログラムの修了から認定・専門理学療法士取得
について簡単に説明させていただきます。
　新人教育プログラムでは、日本理学療法士協
会が定める 15 単位のテーマを取得します。士会
ニュースや日本理学療法士協会のホームページ
で、研修会の開催要項を調べて下さい。15 単位取
得後、各自でマイページから修了申請を行い、修
了が認定された後、７つある専門部会のうち、関
心のあるものに登録をします。将来、どの分野に
縁があるかわかりませんので、全ての部会に登録
しても構いません。
　認定理学療法士は、専門分野に 2年以上在籍し、
各分野の協会指定研修会、必須研修会等に参加し
て合計 180 ポイント取得すると、認定試験受験資
格が得られます。協会、士会の研修会案内やHP
を見て、登録した専門分野に該当する研修に参加
することになりますが、分野によってポイントの
内訳が変わりますので、HPでポイント基準表や、
「認定理学療法士受験に関して」のバナーからアク
セスして内容を確認して下さい。
　専門理学療法士は、専門分野登録後 5年経過し
560 ポイント取得すると、認定試験受験資格が得
られます。詳細は認定理学療法士と同様、「専門理
学療法士更新について」を見て下さい。認定・専
門とも、5年毎に更新が必要となります。

滋賀県の現状は以下の通りで、認定・専門とも決
して多くありません。滋賀県の理学療法士会を盛
り上げ、患者様のためにスキルアップを目指して
下さい。取得できた場合、医療広告に、認定・専
門理学療法士と掲載することができますので、職
場にとって、その存在がメリットになるでしょう。
なにより自身のモチベーションのアップになりま
すし、得意分野を作ることは、将来的に見て強み
です。関心のある分野の研修会に参加してみませ
んか？気がつけば、ポイントが貯まっているかも
しれません。ひと頑張りして、試験を受けて合格
すれば、より専門的な理学療法士になれます。「仕
事」としての勉強と努力の結果が資格取得となり、
自信につながるはずです。「集中して頑張ってみ
る」、手応えのある 1年にしましょう。

近畿の認定理学療法士　取得者数（人）　近畿の認定理学療法士　取得者割合（％）
  　　　　　　　　　　　　　　全国平均 0.8％

近畿の専門理学療法士取得者数（人）　　　近畿の専門理学療法士取得者割合（％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国平均 2.0％
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第 30回滋賀県理学療法学術集会のご案内
　

テーマ：～健康寿命を延ばそう～

　　　日　時：平成 27年７月５日（日）
　　　場　所：甲西文化ホール　滋賀県湖南市中央 5丁目 57番地
　　　時　間：９：00～ 16：15（受付・開場８：45～）
　　　参加費：滋賀県理学療法士会員・学生・一般…無料　　会員外…500円
　　　内　容：午前の部
　　　　　　　○一般演題発表

　　　　　　　午後の部
　　　　　　　○公開講座（無料）
　　　　　　　　テーマ「がんのリハビリテーションの実際」
　　　　　　　　講師：田沼　明　氏（静岡県立静岡がんセンター リハビリテーション科 部長）
　　　　
　　　　　　　○教育講演
　　　　　　　　テーマ「明日から活かせる臨床・自宅での運動指導のコツ」
　　　　　　　　～運動療法の見える化（動きたくなるココロと動けるカラダ）～
　　    　　　　講師：天川　淑宏　氏（東京医科大学八王子医療センター糖尿病・内分泌・代謝内科）

　　　　　※詳しくは抄録集をご参照ください（６月送付予定）。

　　お問い合わせ

　　　　第 30回滋賀県理学療法学術集会準備委員会本部
　　　　公立甲賀病院リハビリテーション課　浦山・龍本まで
　　　　電話 (0748)62-0234（代）　FAX(0748)63-0588
　　　　E-mail：kh21@kohka-hp.or.jp

会長行動録
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　当士会が今年 40周年を迎えるに当たり、記念講演会を開催します。本講演会のテー
マは「投球障害とその予防」と題して、山口 光國氏（元、横浜ベイスターズフィジカルコー
チ、理学療法士、セラ・ラボ代表）、牛島和彦氏（元、プロ野球投手・監督、野球解説
者）をお招き致します。当日は滋賀県内中学生の野球選手・その指導者にもご参加頂き、
実際の投球指導も含めてご講演して頂く予定です。投球指導現場を見る絶好の機会で
す。ぜひご参加下さい。

記
1) テーマ　投球障害とその予防
　　　　　 みんな知らない、本当に必要なカラダの使い方
　　　　　 みんな知らない、投球の基本
　　　　　 対象：県内の中学生・指導者・理学療法士・その他スポーツ障がいに
　　　　　　　　  関心のある方
2) 日　時　平成 27年 7月 12日（日）全国理学療法週間　14時～ 17時
3) 会　場　グリーンパーク山東（〒 521-0221 滋賀県米原市池下 80-1）
4) 内　容　山口光圀氏（理学療法士、セラ・ラボ代表）による講義
　　　　　 牛島和彦氏（元プロ野球選手・監督、野球解説者）による投球指導
5)申し込み　平成 27年 6月末までに e-meil にて所属、会員番号、氏名を記入して
　　　　　 申し込んでください
　　　　　 申し込み先：shigapt40@shiga-pt.or.jp  久田　信壱
6) その他　参加費無料
　　　　　 当日の講義はグランドに座っての受講となりますので汚れてもよい
                服装として下さい
　　　　　 投球指導は中学生のみとなっています
7) 問い合わせ先
　　　　　 大津赤十字病院　リハビリテーション科部　柴田　健治
　             電話 (077)522-4131( 代 )

士会創立 40周年記念講演会の開催について

◆◆ 40周年記念事業公開講座のカメラマン求む◆◆
　本年、滋賀県理学療法士会創立 40周年記念事業が開催されますが、できるだけた
くさんの士会員に協力していただく方針となりました。記念講演・公開講座がグリー
ンパーク山東で開催されますが、そのカメラマンを募集します。素人写真でOKです。

　　　　　開催日：7月 12日（日）　公開講座の開催時間
　　　　　場　所：米原市　グリーンパーク山東
　
　　　　　＊カメラ持ち込みでお願いします。
　　　　　＊応募締切　6月 19日（金）
　　　　　　自薦・他薦どちらでも結構です。ぜひ、ご協力お願いいたします。

　　　　　連絡先　40周年記念誌編集委員会
　　　　　　　　　石井　隆
　　　　　　　　　Tel 077-552-1221（済生会滋賀県病院）
　　　　　　　　　メールアドレス：ptshigati ＠ gmail.com
　　　　　　　　　件名に「カメラマン応募」と明記してください。
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○報告事項
各部・各委員会報告
総務部・事務局 ( 平岩副会長）
⑴ 会員数　806 名　新入会申請 70 名　
⑵平成 27 年度事業計画予算計画県に報告
 ・  労働災害保険継続手続き
 ・  決算、事業報告まとめ
 ・  研修事業補助金（3万 5千円）報告
 ・  圏域リハビリテーション補助金報告書提出
　（約 80 万円）
 ・  帳簿整理

広報部 ( 石井理事 )
⑴広報部事業ではないが、士会ニュースのデジ
タル化について、パブリックコメント募集を 6
月号に掲載する。

学術誌部（弘部副会長）
⑴年度内発行の予定であったが、事務局が 4月
発行の段取りをした。会長より、会員移動を考
慮し、年度内発行を目指す事が提起された。

介護保険部（吉田理事）
⑴ 5月 17 日の介護保険情報交換会の準備

保健福祉部（松岡副会長）
⑴研修会 2015 年 3 月 7 日　小児保健医療セン
ター「障害児の姿勢保持、移動、遊びについて」
講師　繁成　剛氏
　参加者 30 名（内　ＰＴ 16 名）　　　 

会議報告
⑴総合リハビリテーション推進会議
⑵ 在宅医療推進協議会
　 訪問リハビリテーション数値目標を要請さ
れている。
⑶ 地域支える人材育成会議
　 理学療法士 2名が全過程終了

⑷ 滋賀県連携リハビリテーション学会
　 今年度は 10 回記念研究大会であり二日間開
催予定である。
⑸ 福祉用具普及検討委員会
　　士会員の河島氏に参加依頼中
⑹ 滋賀県公衆衛生学会
　　地域包括ケアは 2年継続のテーマである。
　年 3回会議参加　柴田理事担当

○審議事項
第 1号議案　提出：弘部理事
議案内容：理学療法士協会主催講習会基礎編
（滋賀県は「カルテを読み解くことで・・・」
の 1件）研修会が協会主催から各士会主催へ移
行されることになるが、事業継続や費用補填に
ついて。
審議内容・結果：前年度までは協会が主催して
おり、士会では経費負担がなかったが、来年度
からは全額士会負担となる。今年度は移行措置
として協会から 6万円の経費補助がある。来年
度以降も事業継続するかは士会単位での選択と
なる。経費として、講師料、会場費、スタッフ
日当、印刷費があり、今までの運営では赤字に
なる可能性がある。滋賀県士会員より他府県の
参加者が非常に多い。参加費は士会で決定でき
るが、値上げすると参加数に影響を及ぼすこと
も考えられる。今年度は運営経費を節約しなが
ら、赤字分は士会から補填することとする。以
上承認された。

第 2号議案　提出：平岩副会長
議案内容：平成 28 年度以降の新組織体制につ
いて

平成 27年度第 1回公益社団法人滋賀県理学療法士会理事会議事録（要約）

開催日時：平成 27 年 4 月 9 日 ( 木 )　18 時 15 分～ 21 時 00 分
開催場所：滋賀医科大学医学部附属病院リハビリテーション科控室
出席理事：本白水博、平岩康之、松岡昌己、弘部重信、柴田健治、川﨑浩子、吉田環、
　　　　　町本高章、酒井英志、石井隆　
出席監事：前川昭次　現在理事数：11 名　監事数：2名　議長：本白水　博
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審議内容・結果：会長の下、学術局、社会局、
ブロック局、事務局、各種委員会で構成する。
特に学術局は内部障害系研究会グループ、運動
器系研究会グループ等々、学術分野別で構成し、
研修部が統括し、ゆくゆくは公益事業について
グループでの企画も検討していく。研究会の要
件や予算配分等について議論し、関係部署と調
整し、来年度執行できるよう計画を進めていく
ことが承認された。

第 3号議案　提出：弘部副会長
議案内容：次年度滋賀県理学療法士学術大会の
大会長選出と近畿学術大会の滋賀担当 2017 年
の開催日について
審議内容・結果：次年度第 1候補として湖西地
区より選出する。2017 年滋賀担当近畿学会は
11 月 2 日開催とする。以上承認された。

第 4号議案　提出：本白水会長
議案内容：本年度総会の議案書の承認について
審議内容・結果：平成 26 年度事業報告、平成

26 年度決算報告、平成 27 年度事業計画、平成
27 年度予算計画、議案項目、式次第が一部修正
されて承認された。

第 5号議案　提出：本白水会長
議案内容：地域支援事業（介護予防）の三士会
合同窓口の共同推進について　
審議内容・結果：急な要請もあり、十分協議で
きていないが、3士会長で検討し、暫定的に作
業療法士会が事務局となった事の報告があり、
承認された。

第 6号議案　提出：本白水会長
議案内容：50 周年記念事業の積立金について　
審議内容・結果：協議の上、500 万円の積み立
てを実施することが了承された。

第 7号議案　提出：本白水会長
議案内容：執行理事の平成 26 年度下半期執行
状況
審議内容・結果：執行理事である会長、及び 3
副会長の執行状況の報告があり、承認された。

68読みました！本

　著者はオリンピックで野球日本代表の主将を勤め、19年間の現役生活で2000
本安打達成、ゴールデングラブ賞10回を獲得した名選手です。
　飛び抜けた能力のなかった宮本氏が、プロ野球で生き残っていくために心掛
けていた『意識を高く持つこと』をキーワードとして全編が構成されています。
「練習でのちょっとした意識の違いがプレーを変える。もっと言えば、日常生活
の中での意識が試合中のプレーに影響することだってある」と語っています。
　「結果が出ないときは、できることをきちんとやる。誰でもできることを本気で
取り組む」「レギュラーになれる選手とそうでない選手との間には大きな違いが
ある。それは失敗への対処の仕方である。レギュラーになれない選手は、自分の
スタイルにこだわるあまり、変わることができない」
　野球を通じて語られている言葉は、私たちの仕事にも共通するものであり、実
践していくべきことではないかと感じました。野球ファンのみならず、皆様も一読
されてはいかがでしょうか。

【著者名】
著者：宮本　慎也
【出版社名】

株式会社PHP研究所

「意識力」

東近江市立能登川病院　　　
理学療法士　稲葉　一慶
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（公社）滋賀県理学療法士会　学術誌　【湖都】

第35号 原稿募集のお知らせ
　学術誌　【湖都】　第 35号に掲載する原稿を募集します。当誌はＩＳＳＮに登録されて
おり、生涯学習プログラムの単位認定が可能です。是非，ご投稿ください。
　学術誌「湖都」では、研究と報告・文献抄録への投稿に対し、研究の公正を保つために
査読を実施しています。査読は、研究のデザインやデータの統計学的な検討が妥当かどう
かなど、研究がより良いものになるようにベテランの会員からアドバイスを頂けるよう判
定基準を設定させていただいております（詳細はホームページを参照下さい）。
　日頃、皆さんが取り組んでおられる研究や活動を発表していただき，研鑚の場に出来る
ようご協力をお願いします。

＜投稿規定＞
１．募集内容および執筆枚数
（１）研究と報告　実験的研究、調査、症例報告などが対象です。文献、図表を含め
　　 て刷り上がり 4～ 6頁 (400 字詰め原稿用紙 17～ 25枚程度 )として下さい。
（２）印象記　学会、講習会などに参加しての印象についてまとめてください。研修
　　 旅行についてなど含みます。刷り上がり 2頁（400 字詰原稿用紙 8枚程度）と
　　 して下さい。
（３）文献抄録　英文等に限ります。刷り上がり 2頁（400 字詰原稿用紙 8枚程度）
　　  として下さい。
（４）短　　報　各部の活動紹介や成果のまとめ。刷り上がり 2頁（400 字詰原稿用
　　  紙 8枚程度）として下さい。
（５）ＰＴ苦楽部　日頃、ＰＴとして感じていること（苦しいこと，楽しいこと）な
　　 ど自由な意見を随筆風にまとめてください。刷り上がり 1頁（400 字詰原稿用
　　  紙 4枚まで）として下さい。
（６）書　　評　現在使用中の書籍で、臨床に役立ち、分かりやすい本をご紹介くだ
      さい。書名、著者名、出版社、定価等を明記し、刷り上がり 1頁（400 字詰原
稿用紙 4枚程度）として下さい。
※詳しくは、（公社）滋賀県理学療法士会ホームページ「原稿記入書き方 2014」を
参照して下さい。

２．執筆規則
（１）Word を原則とします。（その他はお問い合わせ下さい）
「原稿記入書き方 2015」別掲に則り、横書き、口語体、数字は算用数字、数量はＳ
Ｉ単位とします。
（２）外国の人名には原語を用い、タイプまたは活字体で明瞭に書くこと、外国の地
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名はカタカナ書きとしてください。術語はできる限り訳語を用い，必要に応じて（　）
の中に原語を入れて下さい。
（例）理学療法（physical therapy）

（３）参考文献・引用文献は引用順に，参考文献はアルファベット順に配列し、文末
　　  に掲げて下さい。
　Ａ．雑誌の場合（例）
　１）今井至：足趾変形矯正装具；エルコトン，ベルコプラストの活用，ＰＴジャー
　　　ナル 26：188-190，1992
    ２）Greer M.etal:Physiological responses to low-intensity cardiac 
　　　rehabilitation exercises，Phys Ther 60:1146-1151，1980.  
　Ｂ．単行本の場合（例）
　１） 千野直一：臨床筋電図・電気診断学入門，第２版，1981
　２） Basmajian JV : Muscles Alive.
　　  Their Functions Revealed by Electronomyography， 4thed Williams ＆
         Wilkins， Baltimore， 1979.

（４）別紙　「湖都・投稿承諾書」・「投稿論文チェック表」に必要事項をご記入いただ
　　 き、投稿時に添付してください。（原稿を御寄稿いただける先生には学術誌部よ
　　 り「投稿承諾書」・「投稿論文チェック表」を送付させていただきますので下記
　　 アドレスまで御連絡下さい。

（５）e-mail で投稿を優先してお願いします。図表等のデータ量が大きい場合はメー
     ルでは送れない事があります。その時は、CD-R もしくはフラッシュメモリ等
     記録媒体での送付をお願いします。データ送付時に必ずウィルス対策ソフトで
      のチェックをお願いします。記録媒体の返却をご希望なさる方は必ず明記下さい。

（６）著作権は（公社）滋賀県理学療法士会へ帰属することをご了承願います。

３．校　正　　著者校正は行いません。

４．締切日　　平成 27年 10月末日

５．本誌への投稿，問い合わせ先（ホームページにも掲載中）
〒 520-2313  野洲市大篠原 951番地
野洲病院デイサービスしのはら　　西田政雄
e-mail：gakujyutushi@yahoo.co.jp 　（件名に必ず学術誌湖都と入れてください）
原則メールでのみ対応させて頂きます。
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会員コメント求む！

　当会のホームページに士会ニュースのPDF版が掲載されているのをご存知でしょうか。

最近、奈良県や和歌山県の理学療法士会でも同様にホームページに掲載し、配布を簡素化

しようという傾向になってきております。当士会では会員１名につき１部配布しておりま

すが、読んだ後のニュースはどうなっておりますでしょうか？そこで皆さんのご意見を募

りたいと思います。検討事項は他にもありますが、実現すれば来年度実施を計画しており

ます。

① 士会ニュースの配布方法の変更（案）

　　・自宅会員の不要希望者は配布を省略する。

　　・病院・施設等は人数毎の配布を終了し、人数に応じた配布部数とする。

　　　例えば、会員１～ 4名の施設は 1部、5～ 9名は 2部、10～ 14名は 3部等配布

　　　して回覧を行っていただく。

　　・士会ホームページの閲覧が困難だったり、紙媒体での保存が必要な施設等は、申告

　　　に基づき希望部数を配布する。

② メリット

　　・紙の省資源化とともに経費の節減

　　・会員多数が所属する施設での配布の手間の簡略可

　　・送られてくるニュースと所属会員照合の省略

　　・検索の容易化　バックナンバーの見たい記事がホームページですぐに探索できる

③ 連絡先

　 広報部担当理事　石井　隆

　　  Tel　077-552-1221（済生会滋賀県病院）

　　　メールアドレス：ptshigati ＠ gmail.com

　　　件名に「士会ニュース配布コメント」と明記してください。

　　締め切り　6月 30日（木）　
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平成 27年度（公社）滋賀県理学療法士会　研修会案内

第３回研修会

日　時：  2015 年 9月 6日（日）13時 30分～ 16時 30分（13時より受付）

会　場：  ひこね燦ぱれす　多目的ホール

テーマ：  『生活を支える訪問リハビリテーション～入院中からおさえておきたいポイント～』

講　師：  二井　俊行氏（ＪＡ愛知厚生連　海南病院）

申　込：  2015 年 8月 9日（日）～ 8月 22日（土）必着

第４回研修会

日　時：  2015 年 11月 29日（日）　10時～ 15時（9時 30分より受付）

会　場：  未定

テーマ：  『（仮）肩関節疾患の理学療法』

講　師：  赤羽根　良和氏（さとう整形外科病院）

申　込：  2015 年 11月 1日（日）～ 11月 14日（土）必着

各研修会費

県士会員・学生：無料　　　他士会・他職種：1,000 円

研修会申し込み方法

研修会の申し込み期間内に下記のアドレスまでメールにてお申し込み下さい。当士会員

の方は、氏名・所属・TELを必ずご明記の上お申し込み下さい。

他士会員・他職種・学生の方は、氏名（フリガナ）・職種・所属・TEL を必ずご明記の

上お申し込み下さい。

なお、件名には必ず「第○回研修会申し込み」とご明記下さい。件名に入力が無い場合

には迷惑メールと判断がしにくくなり、申し込みを見落としてしまう可能性があります

のでご協力下さい。

アドレス：ptshigakennsyuukai@yahoo.co.jp

　　　　　（公社）滋賀県理学療法士会　研修部　清岡哲也　宛
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【地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度の一部変更点】

　2014 年度は、「新人教育未修了の会員」でも、推進リーダーの取得を目指せましたが、
2015 年度からは、「新人教育プログラム修了者」が対象となります。
　ついては、2014 年度に推進リーダーの取得を目指されている会員（＝推進リーダー
登録をした会員）で、新人教育プログラム未修了の方には、新人教育プログラム取得
のための猶予期間を設定します。（公益社団法人日本理学療法士協会HPより）

推進リーダー導入研修（地域包括ケア推進委員会）
　

　①介護予防推進リーダー導入研修
　　日　　時：平成 27年８月２日（日）９：30～ 17：00（受付９：15～）
　　開催会場：G-NETしが（滋賀県立男女共同参画センター）（予定）
　　講　　師：湯本　孝氏（リハマネジメント湯本）
　　　　　　　西山　直樹氏（大津市役所）
　　　　　　　北川　侑夏氏（鈴木ヘルスケアサービス）
　　　　　　　葛迫　剛氏（甲賀市水口医療介護センター）
　　受付期間：平成 27年６月８日（月）～７月 17日（金）　協会マイページにて
　　定　　員：50名
　　金　　額：県士会員　無料　他県士会員　3,000 円　 

　②地域包括ケア推進リーダー導入研修
　　日　　時：平成 27年９月６日（日）９：30～ 17：00（受付９：15～）
　　開催会場：G-NETしが（滋賀県立男女共同参画センター）（予定）
　　講　　師：河島　克彦氏（東近江市立湖東リハビリテーション）
　　　　　　　森　　智子氏（野洲病院）
　　　　　　　高橋　さゆり氏（米原市役所）
　　　　　　　中井　洋介氏（野洲病院）
　　受付期間：平成 27年７月６日（月）～８月 21日（金）　協会マイページにて
　　定　　員：50名
　　金　　額：県士会員　無料　他県士会員　3,000 円

【注意点】
　※導入研修の受講前までに e- ラーニングを終了してください。導入研修は、e- ラーニング受講
　　修了者または e- ラーニング受講免除者の方が対象となります。e- ラーニング受講未修了の方
　　も、導入研修を受講いただくことは可能ですが、履修済とはなりませんので、ご注意ください。
　※ e- ラーニングの免除申請をされる方は、導入研修開催の１週間前までの免除申請をしていた
　　だきますよう、お願い致します。
　※定員は 50名とし定員超過の場合は、県士会員で e- ラーニング受講修了者または免除申請者
　　を優先します。
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　理学療法士は、医療機関に勤務する割合が多く、地域包括ケアシステムについて
の知識や情報が不足している現状があります。理学療法士の果たすべき役割につい
ての理解を深め、地域に必要とされる人材の育成が求められています。
　湖南ブロックでは、地域包括ケアシステムをより多くの理学療法士に知ってもら
うための研修会を開催します。
これから勉強しようとしている方や導入研修を受ける前の方を対象とした基本的な
内容になっています。
　多くの方の参加をお待ちしています。

　　　日　時：平成 27年 8月 29日（土）　15：00～ 17：00
　　　内　容：①地域包括ケアシステム構築における背景などの基礎的な内容　
　　　　　　　　米原市役所　高橋　さゆり氏
　　　　　　　②草津市の現状　理学療法士に求めるもの
　　　　　　　　草津市役所　木村　太朗氏
　　　　　　　③地域包括ケア・介護予防推進リーダーの取得、
　　　　　　　　また取得後の活動について
　　　　　　　　南草津野村整形外科　奥長　陽介氏
　　　場　所：近江草津徳州会病院　大会議室
　　　参加費：無料
　　　申し込み先： E-mail rehabili@yasu-hp.jp 
　　　　　　　　　野洲病院　リハビリテーション課　森　智子宛
　　　　　　　　　（質問や疑問等がありましたら、上記アドレスへ）
　　　受付期間：　6/15　～　8/15
　　　＊この研修会は、士会指定事業研修となります。

　　詳細は、公益社団法人日本理学療法士協会HP内
　　地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度
　　　「2015 年度からの推進リーダー制度の一部変更点」にて、ご確認いただきます
　　ようお願い致します。

　　公益社団法人　滋賀県理学療法士会　地域包括ケア推進委員会
　　介護予防推進リーダー・地域包括ケア推進リーダー導入研修事務局
　　甲賀市立信楽中央病院リハビリテーション科　岩倉　浩司
　　E-mail:hiroshi.iwakura@city.koka.lg.jp
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○会員数 809 名　平成 27 年 4月25日（現在）
○賛助会員   5 社

会費について
　2015 年度年会費より「育児休業割引」と「シニア割引」
が導入されることになりました。
詳しくはPT協会のホームページをご覧ください。
http://www.japanpt.or.jp/members/membership/
procedure/
　対象の方はPT協会のホームページ（マイページ）から
お手続きください。
　尚、士会費については現在のところ割引制度は設けて
おりませんのでご留意ください。
　会費未納の方はすみやかに納金してください。

会員異動について
　所属施設の変更、県内外への異動、姓の変更、自宅
住所の変更などがありましたら必ず協会ホームページにて
お手続きください。紙申請は平成 25 年 12月で廃止されま
した。
　ユーザー名やパスワードをお忘れの場合は「ＩＤ・パスワー
ド」再発行申請書を協会に送付して再発行していただく
必要がありますのでご注意ください。申請書は協会ホーム
ページの異動・休会・復会等の手続きのページからダウン
ロードできます。
　異動手続きを怠りますと協会や士会からの発送物がお届
けできないばかりか、転居後新しい住民の方にご迷惑をお
かけしますのでご協力お願いいたします。
　施設名の変更がありましたら、所属施設の責任者の方
のマイページから修正が出来ます。出来ない場合は平岩ま
でお知らせください。
　発送物は昨年度から会員区分が施設の方は所属施設
の方へ発送することになりました（PT協会からの発送物を
除く）。
　県内の病院、施設等にお勤めの方は、必ず所属施設
をマイページで登録しておいてください。
　日本理学療法士協会ホームページ
　　http://www.japanpt.or.jp/

新卒者の入会について
　皆様の施設、あるいは近隣の施設に新卒者がおら
れましたら、日本理学療法士協会への入会をぜひお
すすめください。

入会方法について
　国家試験合格発表後、協会ホームページ
URL http://www.japanpt.or.jp/about/join/　
より入会登録を行ってください。
　初年度のみ、協会より会費の請求書が入会登録者に送
付されます。会費、入会金納金後、会員証等が送付され
ます。
　尚、県士会からの発送物はシステムの都合上、入会申
請後 2カ月程度遅れて発送されますのでなるべく早く手続き
されることをおすすめします。登録前の発送物は発送され
ませんのでご了承ください。

入会金、会費について
　新卒者の入会　
　　入会金 5,000 円　協会費  5,000 円 
　　士会費 9,000 円　合　計 19,000 円
　2年目以降の入会　
　　入会金 5,000 円　協会費 11,000 円 
　　士会費 9,000 円　合　計 25,000 円

発送物仕分け用名簿配信サービス仮運用中
　各施設へ送られた郵送物の仕分け用に名簿（個人情
報を伏せております）をメーリングリストで送付するサービス
を仮運用中です。ご希望の施設の代表の方は、下記問
い合わせ先に「メーリングリスト希望」と件名に書いてメー
ルを送ってください。施設名、代表者名を明記してください。
会員異動、会費関係問い合わせ先
　〒５２０-２１９２　大津市瀬田月輪町
　　　　　　　　滋賀医科大学医学部附属病院
　　　　　　　　リハビテーション部　平岩康之　宛
　問い合わせ　info@shiga-pt.or.jp

6月分
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滋賀県理学療法士会問い合わせ先一覧

　

　



( 公社 ) 滋賀県理学療法士会ニュース　№ 190（2015 － 3）

14

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

f
f

f
f

f
f

f
f

f
f

f
f

f
f

f
f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

広報部メールアドレス
shigaptnews@yahoo.co.jp

編集後記編集後記
　新年度も始まり、はや2ヶ月。新入職の方々は職場に慣れましたか？管理職
の方々、新しい年度の体制は軌道に乗ってきましたか？特に介護保険の改正
を受けた職場では大変かと思います。
　さて6月は梅雨の季節。太陽と遠ざかると憂鬱になりがちですが、ちょっと
したことで楽しくすごせるもの。この時期はあじさいも楽しみのひとつです。
　滋賀では、もりやま芦刈園や、愛荘町の金剛輪寺。京都では、宇治市の三
室戸寺あじさい園等、時にはゆっくりとした時間の流れの中で、仕事でスト
レスのたまった心と身体を癒してあげるのもよいかと思います。
　これから、夏に向けて厳しい季節となります。患者さんのために一生懸命
頑張る事は素晴らしい事ですが、自分の身体もケアしてあげてください。
　それでは皆さん、一日一日を大切にしていきましょう！


