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　皆さんにとって、心臓リハビリテーションは身近な存在でしょうか？日々

熱心に循環器疾患に立ち向かっている先生もいれば、急変リスクの高い循環

器疾患に苦手意識のある先生もいると思います。苦手なので学びたい、もっ

と循環器医療に触れてみたい、などご興味のある先生は是非『滋賀心臓リハ

ビリテーション研究会』に参加してみて下さい。

　本研究会は「顔の見える連携」を求め、2014年11月「滋賀県心臓リハビ

リテーション情報交換会」と銘打ち、県内の先生方に集まっていただいたのが始まりです。次い

で2015年３月「第１回滋賀心臓リハビリテーション研究会」を開催しました。これまで半年〜１

年ごとに研究会を開催し、ご高名な講師陣をお招きするほか、多施設から症例発表を行うなどの

活動をしてきました。関係施設先生方のご協力もあり今年６月28日、第８回開催に至りました。

　当院の川口民郎医師（リハビリテーション科）が代表世話人を務めますが、世話人は各施設の

医師のみで構成されるのではなく、必ず理学療法士あるいは看護師などメディカルスタッフも一

緒に務めて頂くようお願いしております。これには大きな意味があります。よくある医師中心の

（メディカルスタッフも参加可能な）研究会とせず、また理学療法士らリハビリ専門職だけに限

定した研究会にもしない、医師とメディカルスタッフが手を組んで滋賀県内における心臓リハビ

リテーション課題への対策を一緒に参画していきましょう、という意味です。心臓リハビリテー

ションの重要性は多職種チームで行う包括的な医療であることです。本研究会も多職種が同列に

議論できる場でありたいと考えています。現在、メーリングリストには17施設(＋個人登録)から

医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・臨床検査技師・薬剤師・健

康運動指導士・メディカルソーシャルワーカーの先生方にご登録いただいております。

　また、研究会を通して他施設の先生と話す貴重な機会は大変好評で、毎回「情報交換の場がも

っと欲しい」という要望を受けます。やはりどの施設の先生方も同じように悩み、他施設が行っ

ている工夫やアドバイスが大変参考になります。今後も遠慮なく相談できる「顔の見える連携」

を拡げていき、本研究会が少しでも先生方のお力になれたら幸いです。

　循環器医療と聞いて皆さんがイメージされるような敷居の高い研究会では全くありませんの

で、安心してご参加ください。臨床上の疑問や心臓リハビリテーション室開設など、多くの先生

方から本研究会事務局へご相談いただいております。皆さんも是非気軽に何でもご連絡くださ

い！

　＜連絡先＞　滋賀心臓リハビリテーション研究会事務局：shibut＠belle.shiga-med.ac.jp 

滋賀心臓リハビリテーション研究会をご存知ですか？
滋賀医科大学医学部附属病院　澁川　武志
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職能団体として滋賀県理学療法士会がすべきこと

会長　平岩　康之

　今年度、第１回管理者研修会に講演させていただいたことは私にとって良い体験になりまし

た。私が会長になって、あれもやらなければ、これもやらなければということで、今一方向性を

見失いかけていた時期でもあったので、改めて士会のあり方を問い直す良い機会になったと思

います。講演の中でも申し上げましたが、職能団体とは、その業界が発展するためにあるのであ

り、業界が発展することで、われわれの身分や生活が安定し、またその結果、国民の健康に寄与

することを目指しています。業界が発展するためには、よりよい人材を輩出していくこと、また

それが継続的に行われることが重要です。一部のスペシャリストというよりはセラピスト全体が

満遍なく一定の水準に達することが必要です。結論として、我々は、人材育成に力を入れないと

いけない。それが職能団体としての一番大事な役割なのだということに気が付きました。人材育

成というと新人教育が中心と思われる方もおられるかもしれませんがそうではありません。若手

を教育する中堅スタッフやベテランの管理者を含めてよい人材を輩出する努力をしていかなけれ

ばなりません。以下に良い人材とは何かを羅列してみたいと思います。

１．患者さんに信頼される人材

２．スタッフに信頼される人材

３．他職種の方に信頼される人材

４．高度の治療技術を持つ人材

５．高度な知識を持つ人材

６．困難な環境に適応できる人材

７．新たな業務を開拓できる人材

８．地域で信頼される人材

９．後輩の育成ができる人材

10．その他。

　と、いろいろあげればきりがありませんが、良い人材の条件は、第３者に認められる、また信

頼されるということが大事ではないかと思います。それは他人の顔色ばかり窺うというのではな

くて、知識、技術、人間性などが備わっていることで自然と他者が評価してくれる、そういう人

材の育成を目指したいと思うのです。

　日本理学療法士協会が行おうとしている新生涯学習システムは、賛否はあると思いますが、職

能団体が行わないといけない役割に合致していると思います。私はこのマテリアルを最大限に利

用して、人材育成のお手伝いをし、県全体の理学療法を発展させていきたいと考えています。
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障がい者スポーツ支援部だより

理学療法士の可能性
2019年　8月

　突然ですが、2024年、滋賀県で第79回国民体育大会・第24

回全国障害者スポーツ大会が開催されます。

【国民体育大会とは】

　都道府県の持ち回り方式で毎年開催されている国内最大のス

ポーツの祭典です。都道府県対抗方式で、天皇杯（男女総合 

成績第１位）や皇后杯（女子総合成績第１位）の獲得をめざ

し、郷土の代表選手が熱い戦いを繰り広げます。滋賀県では、

昭和56年（1981年）の「びわこ国体」以来43年ぶり2度目の開

催になります。

【全国障害者スポーツ大会とは】

　障害のある選手が競技等を通じ、スポーツの楽しさを体験す

るとともに、国民の障害に対する理解を深め、障害のある方の

社会参加を推進するため、国民体育大会終了直後に同じ都道府

県で毎年開催されているスポーツの祭典です。個人競技と団体

競技があり、団体競技は都道府県・指定都市 対抗方式で行わ

れます。

　正式競技は、陸上競技・水泳・アーチェリー・卓球・フライ

ングディスク・ボウリング・バスケットボール・車いすバスケ

ットボール・ソフトボール・グランドソフトボール・バレーボール・サッカー・フットベースボール・ボッチャ

オープン競技は、（例）風船バレーボール・視覚障害者ボウリング・車いすテニス・卓球バレーがあります。

※転載元：滋賀県県民生活部スポーツ局 国体・全国障害者スポーツ大会準備室

【障がい者スポーツとは】

　障がい者スポーツという特別なスポーツが存在しているのではなく，障害のためにできないことを、ルー

ルの変更や用具の工夫により補って行うスポーツです。理学療法士の活動はコンディショニング、クラス分

け、用具の開発・工夫等、多岐にわたります。

【コンディショニング】

　怪我の予防・回復、コンディショニングは必要不可欠です。障害がある選手に関わる場合、疾病や障害特

性・合併症を理解しなければなりません。

【クラス分けとは】

　障害者の身体機能は障害の種類や程度により大きく異なり競技成績が左右されるため、できるだけ平等な

条件下で競技ができるように障害の種類や程度を評価し、該当するクラスに分けることです。筋力低下・筋

緊張亢進・関節可動域制限・脚長差等、理学療法士としての技術・知識をいかせる場面が多く、また日常動

作や競技を観察してクラスを決めることがあり動作分析の能力が活かされます。

【理学療法士の障がい者スポーツへの取り組みと社会参加への可能性】

　滋賀県理学療法士会において、数年前より障がい者スポーツ支援部が立ち上がり活動を開始しておりま

す。前年度は車いすの競技特性について研修会を実施し、今年度も障がい者スポーツの講義・実技を検討中

です。理学療法士は大会におけるクラス分けやコンディショニング等での役割は大きいと考えます。また競

技だけでなくレクリエーショナル活動・ボランティアを通じ障がい者スポーツが社会参加・自立支援へのき

っかけとなればと思います。

滋賀県理学療法士会　障がい者スポーツ支援部

ptshiga.parasports@gmail.com
キャッフィー チャッフィー
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施設対抗フットサル大会　参加チーム募集第 10回記念大会

　第10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。

【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。なおシニアの
方は腕に腕章を付けていただきます。

◆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。

【日時】10月20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。
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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第10回大会記念「10（逃）走中」と題した逃走
ゲームをリーグ対抗で開催します。各施設から２〜３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。

◇敵ハンターに奪われないよう限られたエリア内を10人が逃げるしっぽ取りゲームです。
◇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。
◇男性のみのゲームと女性・子どもの混合ゲームの２種類を行います。
◇代表選手はポケットから運営側が用意するしっぽ（ビブス）を垂らして逃走します。
◇敵ハンター（別リーグから選出）は、時間経過とともに投入され徐々に増えます。
◇敵ハンターにしっぽを取られず規定時間経過まで逃げ切れた人数によって順位を決定します。

　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13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：futsal.shiga@gmail.com （公立甲賀病院　リハビリテーション課 大谷明日輝宛まで）
　※必ず上記アドレスからのメールが受信できるように設定してください。また、提出書類等を添付し返信

しますので、作業環境のある端末（パソコン等）からの申し込みをお願いします。
ＴＥＬ：０７４８-６２-３０８１（直通）　電話連絡は17時以降にお願い致します。

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：９月13日（金）

前回集合写真

前大会競技風景
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開催概要
テーマ：「神経難病の基礎と臨床−ALSと脊髄小脳変性症の病態とリハビリテーション-」
日　時：2019年9月15日

12時半から受付開始、13時〜16時半まで
場　所：滋賀医科大学医学部附属病院　臨床講義棟１
講　師：滋賀医科大学内科学講座　脳神経内科　教授　漆谷　真　先生

附属病院リハビリテーション部　理学療法士　澤野翔一朗・山中雄翔
参加費：1,000円
申込方法：E-mailにて件名に「第４回滋賀医大リハ研修会申込」と明記の上、本文に①氏名(ふりがな)　

②所属　③職種　④連絡先(TEL・E-mail)　を添えて下記アドレスまで連絡下さい。
※同一施設から複数名のお申込の場合は、代表の方がまとめてお申込下さい。

申し込み締め切り：2019年8月31日
お申込み・問い合わせ：リハビリテーション部 久郷真人

E-mail：9563＠belle.shiga-med.ac.jp 
TEL：077-548-2670（リハビリテーション部直通）

第 4 回　滋賀医大リハ研修会

　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。

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)

令和元年度「県士会ニュース新人紹介」
原稿執筆依頼について

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
締 切 日：９月25日
送 信 先：shigaptnews@yahoo.co.jp
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2019 年度　内部障害系理学療法研究会
第 1回　定例研修会

日　　時　　2019 年 12 月８日（日）10：00 〜 ( 受付　９：30 〜 )
会　　場　　滋賀医科大学医学部附属病院　リップルテラス

知識・技術の向上を図ります。
参 加 費　　県士会員・学生　無料

県士会外・会員外（OT、ST 等）　 1000 円
備　　考　　・新プロＢ−１、Ｃ−１対象（予定）

・認定理学療法士制度（呼吸）
専門理学療法士制度（内部障害）
10 ポイントが付与されます（予定）

参加申込
下記の必要事項を明記の上、メールにてお申し込みください。
rehabili@yasu-hp.jp@nospam
※お手数ですが、@nospam を削除の上、送信してください。
①氏名　②所属（所属士会、所属病院）　③職種　④ TEL
申込受付期間：2019 年 11 月 17 日（日）迄

件名には必ず『内部障害研修会申し込み』とご明記ください。件名に入力がない場合には、迷惑メールと判
断がしにくくなり、申し込みを見落とす可能性があります。また受講申し込みが確認されましたらその旨を
メールにて返信致しますが、メールのブロックにより返信できない場合があります。受講申し込みの前には
必ず受信許可をご確認ください。返信がない場合は受講申し込みができていない可能性があります。下記担
当者までお問い合わせください。

問い合わせ先：野洲病院　リハビリテーション課　中井、神田（077-587-1332）

研修内容
 ９：30　〜　受付

10：00　〜　11：30

『COPD 患者に対する呼吸リハビリテーション Up to date』

岩井　宏治（滋賀医科大学医学部附属病院　リハビリテーション部　理学療法士）
11：40 〜 12：40

『一次救命と基本処置』

梅村　由佳（滋賀医科大学医学部附属病院　救急看護認定看護師）
13：40 〜 15：40

『間質性肺炎患者に対する呼吸リハビリテーション Up to date』

有薗　信一（聖隷クリストファー大学　リハビリテーション学部　理学療法学科　教授）

『呼吸リハビリテーション Up to date』
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（公社）滋賀県理学療法士会　学術誌【湖都】

 第 39 号原稿募集のお知らせ 

　学術誌【湖都】第39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の方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。

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 2019」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 2019」別掲に則り、横書き、口語体、数字は算用数字、数量はＳＩ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。

投稿規定
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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）ご投稿いただく場合には最初に「湖都・投稿承諾書」へ必要事項をご記入のうえ、学術誌

部までお送り下さい。またご投稿時には必ず「投稿論文チェック表」を添付して下さい。
（公社）滋賀県理学療法士会ホームページにて「投稿承諾書」・「投稿論文チェック表」
がダウンロードできますのでご利用下さい。（送付をご希望の会員は学術誌部より「投稿
承諾書」・「投稿論文チェック表」をお送り致しますので、下記アドレスまでメールにて
ご連絡下さい。） 

（５）メールでの投稿を優先してお願いします。なおデータ送付時に必ずウィルス対策ソフト
でのウィルスチェックをお願いします。図表等のデータ量が大きい場合はメールでは送
れない場合もあります。その時はＣＤ−Rやフラッシュメモリ等記録媒体での送付をお
願いします。記録媒体の返却をご希望され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

令和元年　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） 
原則、メールでの対応とさせて頂きます。 
e-mail：koto_shiga@yahoo.co.jp
（平成27年度以前とは異なりますのでご注意下さい）

件名には必ず「学術誌湖都」と入れてください。

〒520-3223　湖南市夏見　1168 
甲西リハビリ病院　リハビリテーション技術部　小原 典和
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読みました！本

【題名】

「スタンフォード式　最高の睡眠」
【著者名】

西野　精治

　本書は、数々の研究をもとに最高の睡眠を得るための方法

を示してくれています。

　特に印象深かったのは、睡眠の鍵は「最初の 90 分」であ

り量ではないという内容が述べられていたことです。これま

で、睡眠は長い方がよいと思っていた私にとって 90 分はあ

まりにも短く感じられました。しかし、睡眠（寝ている時間）

と覚醒（起きている時間）は２つで１つとなっており、脳・

精神・体のコンディションを整える質の良い睡眠をとれば、

睡眠時間にとらわれず仕事・勉強などにおいてパフォーマン

スの高い一日が送れるということが記されていました。私自

身、この本を読んだことが睡眠に関する習慣を改めるきっか

けとなりました。

　構成は、ポイントとなる部分を太字やカラーで記しており、

視覚的にも読みやすい本となっています。睡眠は人生におい

て「必要不可欠なもの」のひとつです。興味のある方はご一

読下さい。

医療法人社団　美松会　生田病院

神 鳥　 寛 人

2019年度公益社団法人滋賀県理学療法士会定時総会理事会だより

2019年６月２日（日）に滋賀県立総合病院新館講堂（４階）にて定時総会が行われました。

第１号議案から５号議案（事業報告、監査報告、定款細則変更等）は提出案通り承認されました。

 

 

編集後記編集後記
新しい時代に新しい夏がきました。それでも忘れてはいけ
ないことはたくさんあります。実際に動けなくても、心に
留めておくことも大切なことだと感じます。
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○会員数名　在会 1,062 名、入会手続き中等 28 名
（2019 年 7 月1日）

○賛助会員   ５社

協会マイページのログインＩＤ・パスワード
（PW）を紛失した方
　日本理学療法士協会ＨＰ内マイページのログイ
ンＩＤ・ＰＷを紛失して、マイページ内に入れない
という問い合わせがあります。日本理学療法士協
会ＨＰ内（http://www.japanpt.or.jp/inquiry/
faq/mypage/system20002.html）に案内があ
りますので、ＩＤ・ＰＷの再発行手続き等よろしく
お願いいたします。

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「Ｉ
Ｄ・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。
　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

2019年８月分
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滋賀県理学療法士会問い合わせ先一覧

事務局　公文書発行
j imukyoku@shiga-pt.or. jp　担当：岩倉

TEL:0748-78-0620　FAX:0748-78-0621

※お問い合わせ等は、できる限りメールにお願いいたします。

入会、異動、休会
異動届は協会ホームページ（マイページ）上から行うことになっています。

http://www.japanpt.or. jp/

財務関係
kaikei@shiga-pt.or. jp　担当：滋賀医大　平岩　川波　TEL/FAX　077-548-2670

発送物関係　総務部
reha@otsu.jrc.or. jp　担当：大津赤十字病院　リハビリテーション科　奥田

折込発送物等あれば、毎月25日までにお申し出ください

折り込み発送物の発送先の発送範囲についてもお知らせください（会員のみ、関連団体込など）。

各部の事業の配布物に関しても発送に関しては総務部にご相談ください。

ホームページ原稿受付　

担当：kojin@bel le.shiga-med.ac.jp　担当：滋賀医大　岩井

ホームページ　http://www.shiga-pt.or. jp　　　

士会ニュース原稿受付　広報部　
shigaptnews@yahoo.co.jp　担当：公立甲賀病院　山添

研修関係　研修部
spta.kenshu@gmai l .com　担当：小児保健医療センター　清岡

介護保険部
ptkaigohokennbu@yahoo.co.jp　担当：信楽中央病院　神山

診療報酬部
rehabi l i@yasu-hp.jp　担当：豊郷病院　磯嵜

※お問い合わせ等の際には、メールの件名に「診療報酬部の問い合わせ」と明記してください。

生涯学習関係　生涯学習管理部
m-ikeya@pt-si .a ino.ac.jp　担当：滋賀医療技術専門学校　池谷　TEL 0749-46-2322

厚生事業関係　厚生部
ptshiga_kouseibu@yahoo.co.jp  担当：東近江市蒲生医療センター　奥田

公益事業部
shigapt_k_mk2016@yahoo.co.jp　担当：甲賀市水口医療介護センター　岸本


