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　この度、滋賀県理学療法士会会長を拝命いたしました平岩です。私はこれまで事務局
長として、裏方の仕事を中心に士会事業を行ってきました。またそれが私には向いた仕
事であると自覚しており、会長など表に出る仕事は本来向いていないのではないかと自
問自答しております。しかしながら引き受けた限りは、何とか職責を全うしたいと思い
ます。大変微力ですが、皆さんのお力をお借りしながら少しでも士会が発展し皆様の仕
事のお役に立てればと思います。
　さて、会長職をはじめるにあたり、現在士会や理学療法士に課された課題は何かを分
析することにしました。前会長より引き継いだマスタープラン「【組織基盤強化】【理学
療法能力の向上】【地域社会のニーズに対応できる組織】」は当然引き継いでいく必要は
ありますが、具体的に何を私たちがしていくべきか、最も重要な戦略は何かを明らかに
したいと思いました。そこで SWOT分析という手法を使って士会としての戦略について執行理事を中心に議論するこ
とにしました。
　SWOT分析とは経営戦略や事業戦略を分析・評価するために有効な戦略フレームワークの一つと言われています。
SWOT分析では強み、弱み、機会、脅威の四つのカテゴリーに現状を当てはめて分析します。まず初めに、滋賀士会
の強みは何かという問いに対してあげてみました。「公益法人であること」、「会員数（県内の医療介護系の団体と比較
して）が多いこと」、「若い会員が多いこと」が上位にあげられました。会員数が多いことは、量的に他を圧倒する力
があること、マンパワーがあること、隠れた逸材があるかもしれないことなど、大きなパワーになるものだと思います。
では、滋賀士会を取り巻く環境（機会）はどうでしょうか。滋賀県は長寿県として「健康しが」をアピールしていますし、
医療計画の中でリハビリテーションはとても重要視されています。また、国体や障がい者スポーツ大会の開催予定な
ど理学療法士が活躍できそうな場がありそうです。また、厚労省からは介護予防には理学療法士という名前を使って
よいとお墨付きをもらったことはよい機会であり強みでもあると思います。SWOT分析では強みを最大限に生かして
機会に乗じて市場を勝ち取るということが最重要戦略となると言われています。ここで私としては大きな疑問が生じ
てきました。一般企業では、利益を得て、会社が大きくなることや、その従業員の給与が増えることが大きな目標に
なりますが、士会が勝ち取るものとはいったい何でしょうか。滋賀士会の目的は定款上、「理学療法の普及及び向上を
図り、もって県民の医療・保健・福祉の発展に寄与することを目的とする。」となっています。これを勝ち負けに当て
はめるなら医療・保健・福祉といった幅広い分野に職域を広げ、そこに理学療法士による理学療法を提供できる体制
が作れるということが勝ちではないでしょうか。そのためには強みであるマンパワーを活かし、会員の力を結集して、
イベントや市町事業などに参加していくことが、理学療法士が行う事業としての既成事実を作り、そこから職域拡大
がはかられ、理学療法を普及することにつながると思います。
　しかし、いくら会員数が多くても、それぞれの会員が事業に参加しなければ強みにはなりません。そこで私として
は会員の皆さんができるだけ気軽に士会事業に参加しやすい環境を作ることが第一ではないかと思っています。これ
まで、研究会による研修会、地域包括ケア推進部を中心としたブロック活動、国体や障がい者スポーツ委員会など、
これらは会員の皆様が自ら運営側として参加しやすい事業として企画してきたものです。まだその真意が十分皆様に
伝わっている実感はありませんが、よりわかりやすく情報を伝え、執行部の意思を皆さんに伝えられるよう努力して
いく必要があると思います。そのためには法人としての安定した運営が不可欠なのは言うまでもありません。
　最後に、私が考える三つの課題を示して、これらを実現することを目標として、決意表明としたいと思います。今
後ともよろしくお願い申し上げます。

　　　　1. 会員が参加しやすい事業展開
　　　　2. わかりやすい情報提供
　　　　3. 安定した法人運営　以上
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理事会だより　平成 30年度公益社団法人滋賀県理学療法士会定時総会報告

　平成 30年 5月 27日（日）に滋賀県立総合病院にて定時総会が行われました。
　会員 1007 名中、出席 672名　（本日出席 31名　委任状出席 641名）にて総会が成立しました。

第 1号議案から 3号議案（事業決算報告、監査報告）は提出案通り承認されました。
第 4号議案　役員改選に関する件は以下の通り新役員が決定いたしました。

理　事：宇於崎孝、川﨑浩子、平岩康之、堀口幸二、酒井英志、吉田 環、松岡昌己、弘部重信、
　　　　久保貴弘、柴田健治、森智子 (参考投票順位順 )
監　事：前川昭次、本白水博。

平成 30年 4月に診療報酬改定が行われました

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診療報酬部　辻村　源司郎

　今年度 4月に診療報酬の改定が行われました。今回の改定は介護報酬との同時改定であった

ため会員の皆様も非常に注目された事と思います。改定から 4ヶ月が経過し、各施設におかれ

ましても日々の業務に落ち着きを取り戻されたところではないでしょうか。

　今回は、4月に行われました診療報酬改定の中でリハビリテーション関連分野について一部

触れていきたいと思います。まず、特定集中治療室管理料等の見直しとして、早期離床・リハ

ビリテーション加算が新設されました。また、退院時共同指導料について、医師及び看護職以

外の医療従事者が共同指導する場合も評価対象となりました。これらの改定を受け、今後ます

ます多職種連携が求められるとともに専門性を発揮した取り組みが期待されていると推察して

おります。

　回復期リハビリテーション病棟については、今回の改定により入院料の評価体系にリハビリ

テーション実績指数が組み込まれ入院料は 6つに分類されました。自宅等への退院を目標に、

より短期間に効果的なリハビリテーションを提供していくことが求められているように思いま

す。

　リハビリテーションにおける医療と介護の連携推進から、リハビリテーション総合計画評価

料とリハビリテーション計画提供料について見直しが行われました。医療保険と介護保険おい

て共通様式を使用し連携と業務の効率化を図っていく改定です。患者様・ご家族様を中心とし、

継続した関わりが今後さらに必要になってくると考えます。

　最後に、我々理学療法士は年々活動・業務の範囲を広げて行く中で診療報酬に関する知識も

高い水準が求められていると思います。患者様に良質な医療を提供していくために診療報酬に

関する正しい知識を持ち、日常業務にあたることが重要と考えます。今後も皆様方と共に情報

共有しながら診療報酬に関する知識を深めていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。
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平成 30年度第 2回公益社団法人滋賀県理学療法士会理事会報告

　開催日時：平成 30年 5月 27日（日）　16 時 30 分 ～ 17 時 30 分 
　開催場所：滋賀県立総合病院　新館 1階会議室
　出席理事：平岩康之　松岡昌己　柴田健治　川﨑浩子　酒井英志　堀口幸二　
　　　　　　弘部重信　吉田　環　宇於崎孝　久保貴弘　森智子
　出席監事：本白水博　前川昭次　　議長：平岩康之

議案 1　代表理事選出について
　　　　平岩康之理事が立候補され会長として承認されました。
議案 2　執行理事選出について（定数 3名）
　　　　平岩新会長が弘部重信理事、柴田健治理事、宇於崎孝理事を推薦し執行理事として承認されました。
議案 3　相談役の推薦について
　　　　現任の今井至氏、並河孝前監事が相談役に理事会として推薦され承認されました。
議案 4　役員組織図と役割分担について
　　　　資料のように決定しました。
議案５　各委員会への委員推薦について
　　　　行政関係、他団体への各種委員会の人選を調整いたしました。
議案 6． 理事会のあり方について
　　　　理事会を、公益事業検討会議と理事会の二種に分けることになりました。
　　　　理事会は法的に必要な議案を中心に、公益事業検討委員会は公益事業の運営に関わることを中心に
　　　　行う会議として行います。

　　　資料　組織

会　長　平岩　康之

副会長 担当理事 部　　　門

事務局　柴田　健二 久保　貴弘 総務部　　　財務部　　厚生部

松岡　昌己 職能部

柴田　健治 介護保険部　診療報酬部

吉田　環 広報部　　　学術誌部

学術局　弘部　重信 弘部　重信 教育部　　　学術集会　　講習会事業部

川崎　浩子 生涯学習部　生涯学習管理部　研修部（各研究会）

社会局　宇於崎　孝 森　智子 地域包括ケア推進部

酒井　英志 公益事業部

堀口　幸二 災害対策部

宇於崎　孝 国体支援部　障がい者スポーツ支援部

監　事　前川　昭次 本白水　博 選挙管理委員　　　　小澤　和義

相談役　今井　至 並河　孝
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第９回 施設対抗フットサル大会 参加チーム募集
　第９回の施設対抗フットサル大会を開催するにあたり、参
加チームを大募集します。
　今大会も資格を有する審判員を外部から招き、厳正にレフ
リングをしていただく形を取ります。また、交流を目的とす
る事業のため、特別ルール（今大会よりシニアルール追加）
でのゲーム進行と交流イベントも開催します。
　皆さんで楽しむとともに士会員同士や他職種との良い交流
の場になれば幸いです。詳細は以下の通りです。

【日時】　平成 30年 10月 21日（日）　10：00～ 17：00（予定）
　　　　　　　　　　　　　　　     ※９：30～開会式
【場所】　フットサルポイント守山（ピエリ守山駐車場内）
　　　　守山市今浜町 2620-5　　TEL：077-516-4999
　　　　※少雨決行ですが、荒天の場合は順延予定。

【参加要項】　
◆参加費は１人５００円です。
　※直前のキャンセルでも運営上支払っていただきます。
◆１施設から１チームのみ（５人以上）の参加とさせていただき
ます。　グループ施設混合チーム、近隣施設混合チームでも構い
ません。
◆男性、女性、どちらでも参加して頂けます。男女混合やシニア
混合チームはフィールドに６人出場可能。

　※今大会ではシニアを５０歳以上と規定します。
◆チーム構成について、滋賀県士会員を代表者としていただければ、OT・STの方々でも参加可能です。また、
　医師・看護師・介護士など施設スタッフの参加も認めます。
◆大会運営およびレクリエーション保険加入の関係上、メンバー表・同意書の提出をしていただきます。
　エントリー時に詳細をお伝えします。
◆競技中の傷害補償については、三井住友海上レクリエーション傷害補償プラン（入院日額５, ０００円・
　通院日額３, ０００円）を利用します。エントリー後にお渡しするパンフレットをご確認後、補償内容が
　不十分であれば、各チーム独自でより充実したスポーツ保険等に加入されることをご検討ください。
◆参加いただいたチームすべてに参加賞をお渡しします。

【大会特別ルール】
　基本的には資格審判員のジャッジに従ってゲームを進行していきます。未経験者や女性の参加者も多数
おられることから厳正な審判に加え、大会特別ルールを設けて開催します。以下に主な特別ルールを示し
ます。
　◇１試合ファール３回で相手チームへ１得点加点（以後１ファールにつき１得点加点）
　◇女性・シニア選手の得点は２点
　◇スライディング全面禁止
　◇男性→女性へのボディコンタクト禁止
　◇無謀なロングシュート禁止
※本来のルールに加え特別ルールもファール対象です。審判員のジャッジに対しては必ず従ってください。
審判員および選手に対する威圧・暴言・侮辱行為はカード対象です。従っていただけない場合は、大会途
中でも個人およびチームを失格とする場合があります。
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【交流イベント】
　今大会では、フットサル競技とは別に交流イベントとして「真っすぐキック！ボールコントロール対決」
をリーグ対抗で開催します。各施設から１名の参加者を選出してください。内容は以下の通りですが、当
日に詳しい競技説明とデモンストレーションを行います。成績優秀リーグには賞品を差し上げます。
　◇一直線に並んだゲートにボールを蹴って通過させる競技です。
　◇各チーム代表選手が大会リーグごとにチームを組んで対戦します。
　◇男・女・シニア・子供で通過させるゲート数が違います。
　◇規定のゲート数を通過すれば次の競技者にバトンタッチ。通過判定は主催者側が行います。
　◇ゲートに接触したり、規定ゲート数に届かない場合はやり直し。
　◇各リーグの最終選手がゲートを通過し終えたタイムで順位を競う。

　今回のフットサル大会に参加して頂ける施設の代表者は、９月１４日（金）までに E-mail にてお申し込
みください。ご質問等あれば遠慮なく下記連絡先へお問い合わせください。
施設代表者は、大会概要（特別ルールや参加費、同意書、レク保険など）を必ず各メンバーへ周知してい
ただくようお願いします。
　また、大会規模が大きくなったため、今後の大会運営のお手伝いいただくスタッフを募集しています。
成績上位チーム（主に優勝チーム）にお願いする予定ですので、あらかじめご了承ください。

申し込み先：y-nakai@kousei-rh-hp.or.jp　（甲西リハビリ病院　中井佑樹宛まで）
お問合せ先：滋賀医大附属病院　リハビリテーション部　渋川武志　ＴＥＬ：077-548-2111（代表）
申し込み締め切り：　平成 30年９月14日（金）

前回集合写真

前大会競技風景
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“綿向山ハイキング”のお誘い
　鈴鹿山系にそびえる綿向山（わたむきやま）。日野町では、標高１１１０ｍから１１月
１０日を「綿向山の日」と制定し、毎年綿向山で「ふれあい綿向山Ｄａｙ」と題して様々
なイベントが開催されています。
　今年は、この綿向山の日が週末に重なりますので、皆さんで登ってみませんか？

【対象】
　士会員およびその家族
　友人・同僚など
【日時】
　平成３０年１１月１０日（土）
　午前８時４５分集合・点呼
　※雨天中止
【集合】
　音羽信号付近臨時駐車場（予定）
　※参加者には詳しいガイドマップをお送りします。
【行程】
　８：45臨時駐車場～９：00シャトルバスにて登山口～ 12：00綿向山山頂・昼食
　～ 13：00下山開始～ 15：00登山口
　※イベント立ち寄りも含めた余裕をもたせた時間設定です。
【非常時携帯品のお願い】
　携帯電話、バンドエイド等は携帯ください。その他の応急手当品は幹事が備えます。
【参加者準備物】
　運動靴（ハイキング・登山用が望ましい）、非常用雨具、帽子、防寒具、必要ならステッキ、
　昼食、飲料水、敷物、着替え、携帯電話、応急薬品など。
　※ 11月の山頂付近は寒い可能性があります。防寒着は忘れずに。

　参加希望者は、件名を「綿向山ハイキング申し込み」とし、①氏名、②所属、③連絡
　先電話番号 (前日・当日に連絡が取れるもの・携帯電話推奨 )、④同伴者 (性別・年齢・
　学年 )を記入の上、下記メールアドレスへお申し込みください。締め切り後、詳しい案
　内をお送りします。

　申し込みアドレス：ptshiga_kouseibu@yahoo.co.jp（ptshiga の後はアンダーバー）

　申し込み締め切り：平成３０年１０月３１日（水）

　幹　事：奥田重人（東近江市蒲生医療センター・リハビリテーション科）
　お問合せ先：上記幹事まで。東近江市蒲生医療センター：0748-55-1175( 代 )
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＜障がい者スポーツ支援部だより＞
★車いすツインバスケットボール★

　車いすツインバスケットボールは、四肢麻痺の障がい者によるバスケットボールで、通常のゴー
ルとフリースローサークルの中央に置いたゴールの２つを使用することから車いすツインバスケッ
トボールと呼ばれています。四肢麻痺の人たちでも楽しめるように考案された日本生まれのスポー
ツです。なお、四肢麻痺とは、主に交通事故やスポーツ中の事故で首の骨を折り（頸髄損傷）、ま
たは病気により、手も足も障害を持ち機能が麻痺することを言います。 
　一般に知られる " 車いすバスケットボール "（脊髄損傷者などによるバスケッ
トボール）のルールとほぼ同じですが、大きな特徴は、低いゴールを追加し、よ
り重度なプレーヤーでも参加ができるように幾つかのルールを変更していること
です。通常の上ゴール（3.05m）とフリースローサークルの中央に置いた下ゴー
ル（1.20m）の２つのゴールがあります。障害のレベルに応じてプレーヤーの
ショット方法が定められています。それぞれにルールが設定され、プレーの仕方
や役割にも違いがあるため、オフェンスやディフェンスには幾通りもの戦術が存
在します。車いすバスケットボールと比べて見た目の派手さはないが、より戦略性と協調性が求め
られる点において、選手や観客にとって独自の魅力と面白味があります。選手にはそれぞれ障害の
レベルによって持ち点が与えられ、コートにあがる選手５人の持ち点の合計が 11.5 点を超えては
ならないルールがあります。

シュート位置 個人の持ち点 ヘッドバンドの色

フリースローサークルの中から下ゴール（円内シューター） 0.5 点 ～ 2.0 点 赤バンド

フリースローサークルの外から下ゴール（円外シューター） 2.0 点 ～ 3.0 点 白バンド

上ゴール（上シューター） 3.0 点 ～ 4.5 点 バンド無し

 
    

  
 
（上シューター）　（円外シューター）　（円内シューター）　　　　　　　（試合風景）

【INFINI の紹介】
　滋賀県では「INFINI（アンフィニ）」が唯一のチームです。
　主に滋賀県立障害者福祉センターを拠点に毎週金曜日の午後6時00分から活動をしております。
INFINI は勝敗にこだわり、高い目標をもって日々練習をしております。
　車いすツインバスケットボールはまだまだ知名度の低いスポーツです。もっと多くの方に知って
もらい、参加してほしいです。　　　　　　　　　 
　選手は重い障害があるためスタッフやマネージャーの支えが必要です。少しでも興味を持ってい
ただけたら一度練習に参加してサポートや体験をしてもらえたら嬉しく思います。どうぞよろしく
お願いいたします。
　　HP：http://www.hukusi-shiga.net/infini/（HPからメールで問い合わせ可）
　　滋賀県立障害者福祉センター　TEL：077-564-7327（担当：宇野）
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平成 30年度　滋賀県理学療法士会新人研修会のご案内

第2回新人研修会
日　　時　　平成 30年 8月 26日（日）
会　　場　　ピアザ淡海　　207会議室
研修内容
　  9：40～ 10：40 D-1　社会の中の理学療法（政策含む）
　10：50～ 11：50 D-2　生涯学習と理学療法の専門領域 
申込期間　　平成 30年 7月 30日（月）～ 8月 20日（月）
申込方法
　日本理学療法士協会ホームページのマイページからお申し込みください。なお、
研修会では資料を配布しませんので、各自マイページからダウンロードしご持参
いただきますようよろしくお願いいたします。

第3回新人研修会
日　　時　　平成 30年 9月 9日（日）
会　　場　　滋賀医療技術専門学校
研修内容
　  9：30～ 10：30 B-3　統計方法論
　10：40～ 11：40 B-4　症例報告・発表の仕方 
申込期間　　平成 30年 8月 13日（月）～ 9月 3日（月）
申込方法
　日本理学療法士協会ホームページのマイページからお申し込みください。なお、
研修会では資料を配布しませんので、各自マイページからダウンロードしご持参
いただきますようよろしくお願いいたします。 

第4回新人研修会
日　　時　　平成 30年 12月 2日（日）
会　　場　　ピアザ淡海　　207会議室
研修内容 1
　  9：40～ 10：40 B-2　クリニカルリーズニング
　10：50～ 11：50 E-1　臨床実習指導方法論 
申込期間　　平成 30年 11月 5日（月）～ 11月 26日（月）
申込方法
日本理学療法士会ホームページのマイページからお申し込みください。なお、研
修会では資料を配布しませんので、各自マイページからダウンロードしご持参い
ただきますようよろしくお願いいたします。 
新人研修会に関する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。
　　　生涯学習部　川﨑　浩子
　　　E-mail 　 h-kawasaki@pt-si.aino.ac.jp
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平成 30年度第 2回運動器理学療法研究会研修会

　　　　　テ ー マ　肩関節周囲の疼痛について

　　　　　研修内容　13：00～ 14：30　肩関節周囲の解剖と触診

　　　　　　　　　　14：40～ 16：10　肩関節周囲の疼痛の評価と治療

　　　　　　　　　　16：20～ 17：50　肩関節周囲の疼痛と神経系の鑑別

講　師　大西 均（滋賀医療技術専門学校）

日　時　平成 30年 9月 9日（日）13時～ 18時（12時 30分より受付）

会　場　滋賀医療技術専門学校（〒 527-0145 滋賀県東近江市北坂町 967）

備　考　都道府県士会主催の講習会・研修会の履修ポイントの 10ポイントが付与されます。

　　　　また、新人教育プログラムC-2 のポイントが認証されます。

参加費　県士会員・学生…無料、他士会・多職種等…1,000 円

申　込　平成 30年 7月 30日（月）～ 8月 31日（金）必着　定員 30名

　　　　申込期間内に、日本理学療法士会ホームページのマイページからお申し込下さい。

　　　　応募多数の場合は、先着順とさせて頂きます。

第２回運動器理学療法研究会研修会で、ご不明な点があれば、下記までお問い合わせ下さい

　　　e-mail：shigaundouki@gmail.com

　　　運動器理学療法研究会　石﨑 裕也　宛



( 公社 ) 滋賀県理学療法士会ニュース　№ 209（2018 － 4）

10

【題名】

図書館戦争

【著者名】
有川　浩

【出版社】
角川文庫

【題名】

松下幸之助は私たちの
中に生きている

【著者名】
街を元気にプロジェクト

【出版社】
ＰＨＰ研究所

　誰もが一度は利用したことのある図書やメディアが自由に利用できなくなってし
まうという状況を想像できるでしょうか。日本において公共の図書館は無料で利用
することができ、小学校や中学校・高校などにも図書室というかたちで付属してい
るため、私たちにとって非常に身近な存在です。こうした図書館は私たちに様々な
情報を提供してくれるとともに、貴重な娯楽の場でもあります。
しかし、これらを利用する自由が国によって制限されてしまったらどう思うでしょ
うか。この小説の舞台はまさにそういった世界です。この小説の時代にメディア良
化法というものが制定されたことで、次々に違反語の書かれた本が検閲の対象となっ
てしまいます。その検閲に唯一対抗できる組織「図書隊」の隊員である笠原郁やそ
の上官の堂上篤を中心に恋愛描写や激しい戦闘シーンが描かれています。また図書
館の自由を守るという社会的のテーマも描かれており、スマートフォンなどのメディ
アが広く普及している現在には想像できない世界ですが、引き込まれてしまいます。
私はこの設定にまず恐怖を感じましたが、主人公 2人の掛け合いや大小さまざまな
事件を乗り越えて成長していく姿を見ていて楽しいだけでなく、自分への励ましに
もなりました。小説は全 4巻で構成されており、2013 年に第 1作目、2015 年に第 2
作目の実写映画が公開されています。興味を持たれた方は、ぜひご一読下さい。

　「売る前のお世辞より売った後の奉仕」「品物を売って代金を頂くなら、自動販売
機と同じ」松下幸之助氏の格言の中で代表的のものである。この本は、経営の神様
といわれる松下幸之助氏が大切にしてきた地域で頑張る『街の電気屋さん』が、街
づくりをテーマに集まり、執筆された本である。売った後のアフターケアに訪れた
時に困っていることがないか聞き、それに応えてくれるといったサービス精神に頭
が下がる。そして、ありがとうの言葉を地域に住む楽しみに商売されていることに
感心する。私は企業ばかりでなく病院や施設も、地域の街づくりの中に位置づけ、
この視点を無くしてサービス業は成り立たないと思っている。ナショナルの名前を
世界に広げた創始者の言葉が、今も地域の現場で生かされ、実践されていることに
すごいの一言である。商売人の使命とは、いい物を安くたくさんつくり、みんなに
行き渡らせ世の中を豊かにすることで、片田舎の町であろうとも時代の先端をいく
豊かな暮らしを楽しんでほしいという考え方である。これを水道哲学と呼んでいる。
水道の水はきれいに加工され安くて豊富に地域の末端まで供給できて、生活に貢献
しているという意味である。このように松下イズムが地域の現場にまで浸透するに
はどのような経過があるのかと気になっていたら、最後に人材育成する場があるこ
とが紹介されている。松下幸之助商学院という名前の学校で 1970 年設立されて技術
研修だけでなく、人間育成教育等一年間全寮制で教育されていて、今までに 4900 人
余りの卒業生を出している。その学校は滋賀県草津市野路東にあるのに驚くととも
に、この精神は我々の仕事の中に是非とも取り入れるべきと思いました。

読みました！本

読みました！本

済生会滋賀県病院　リハビリテーション技術科　

　　　　　　　理学療法士　田井中　歩

大津市社会福祉事業団

　並河　孝
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滋賀県理学療法士会問い合わせ先一覧

事務局　公文書発送

入会、異動、休会

財務部　事業費請求

発送物関係　総務部

ホームページ原稿受付

士会ニュース原稿受付　広報部

研修関係　研修部

介護保険部

診療報酬部

生涯学習関係　生涯学習管理部

厚生事業関係　厚生部
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8月分

○会員数名　1,062名（うち入会手続き中21名）
○賛助会員   5社

新入会された方へ
　入会手続きされた方で入会金、会費等が未納で、
日本理学療法士協会の規定で会員権利を停止され
ておられる方が毎年おられます。速やかに入金手
続きをされるようお願いいたします。会員権利停
止の方には士会からの郵送物の発送も停止させて
いただいております。

会員異動について
　会員異動の手続きができていないことでトラブ
ルが増えています。
　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、マイペー
ジからお手続きください。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。
　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。
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。近年は養成校にて協会への
入会について案内していただけないケースも増え
ている様子です。日本理学療法士協会および各県
士会は理学療法士の質の担保、市民への質の高い
医療を提供するために教育活動を行っております。
理学療法士として一人前になるためには理学療法
士協会へ登録することが各免許保持者にとって最
低限の努力であると考えております。どうぞこの趣
旨をご理解いただき、積極的に新卒者の勧誘を行っ
ていただきたく存じます。

入会方法について
　協会ホームページ
　URL　http://www.japanpt.or.jp/about/join/
をご参照の上、入会手続きを行ってください。

入会金、会費について
　新卒者の入会の場合
　（2年目以降は協会費の減額がなくなります）
　入会金　5,000円　協会費　5,000円
　士会費　9,000円　合計19,000円
　2年目以降の協会費は11,000になります
　（士会費と合わせて年20,000円）

問い合わせ先　
　〒520-3201　
　湖南市下田909-9　滋賀県理学療法士会事務局
　岩倉　浩司　宛
　問い合わせ　jimukyoku@shiga-pt.or.jp
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厚生労働省医療に関する広告の規制について
新たなガイドラインが公表されました。
　厚生労働省はこれまで患者保護の観点から医療
に関する広告を規制してきましたが、医療機関の
ウェブサイトは対象から外れていました。しかし、
主に美容医療サービス等の自由診療を行う医療機
関についてトラブル件数が増加していること等を
踏まえ、平成30年 5月8日、ウェブサイトも対象
とする新たなガイドラインを策定し、都道府県に通
知しました。
　新ガイドラインでは、「患者の体験談」、「詳細な
説明のない治療前後の写真」など禁止事項が増え

た他、従来より禁止されていた「他と比較して優
良であることを示す広告」等の具体例が追加され
ました。また医療機関のウェブサイトのみならず、
個人が運営するSNSなども、特定の医療機関への
誘因性が認められれば規制の対象となります。
　会員の皆様におかれましても、所属機関、個人
の媒体を問わず、上記ガイドラインの内容を踏ま
えた対応をお願いいたします。（日本理学療法士協
会ホームページより抜粋）
日本理学療法士協会ホームページ
　http://www.japanpt.or.jp/info/20180517_01.html
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527-0145 967 
 

 
 

TEL :0749-46-2311/FAX:0749-46-2313 
E-mail:shiga@aino.ac.jp 
http://shiga.aino.ac.jp/ 

 

編集後記編集後記
あっという間に 8月となりました。私事ですが、昨年は水分と
電解質の補給を怠り、脱水症になってしまいました。今年こそ
は！元気にこの夏を乗り越えてみせます。みなさんも患者様だ
けでなく、ご自身の体調管理もしっかりして夏を乗り越えてく
ださい。

平成 30年度「県士会ニュース新人紹介 ]原稿執筆依頼について
　
　当県士会では毎年、新入会員の紹介を掲載しています。主旨としては購読されている各関係団体や既入会
員の方々へ新入会員を紹介し、顔の見える関係を目的とするものであります。ご多忙中誠に恐縮ではござい
ますが、下記掲載要領により原稿のご執筆を賜りますよう、ご協力よろしくお願い申し上げます。

　掲載内容：①名前　②勤務先　③出身県　④趣味　⑤セールスポイント 40～ 50字　⑥顔写真
　送 信 先：shigaptnews@yahoo.co.jp

　原稿の送信先は上記 e-mail でお願いします。また、送信の際は、件名に「新人紹介原稿」と入れ、返信
可能なメールアドレス (送信元アドレスと異なる場合のみ )記入お願いします。

問い合わせ先：公立甲賀病院　リハビリテーション課
　　　　　　　県士会広報部部長　山添　徹　TEL 0748-62-0234( 代 )


