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福井県理学療法士会代表理事

四谷

昌嗣

平成が最後という，2018 年 5 月 20 日の社員総会において
引き続き代表理事を務めさせていただくことになりました公
立丹南病院の四谷です．
昨年は，第 33 回東海北陸理学療法学術大会へのご協力あり
がとうございました．
今年は，福井しあわせ国体・元気大会が開催されます．引
き続きご協力をお願いいたします．
昨年度の総会時に行いました管理者研修会のアンケート結果をみると，以下の 4 点につ
いて県士会への意見が多くみられました．
①
②
③
④

ブロックについて
組織率低下について
会員への情報周知について
同職種および多職種連携について

そこで，今年度，
「会員の会員による会員のための士会活動」を目標に，①受講費②管理
者ネットワーク③組織図等の問題について，
「組織強化検討委員会」を設置し，解決に取り
組んでいきたいと考えております．
また，第 7 期老人福祉計画ならびに第 7 次医療計画に基づき，介護
予防事業のみならず，疾病予防に対して，自治体はもちろん，異業種
の方々との連携を模索し，取り組んでいきたいと考えています．
会員の皆さんのご理解とご協力を，よろしくお願いいたします．
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こぱんだ訪問看護ステーション
理学療法士

山下

悠也

当ステーションは，平成 29 年 4 月 1 日から始まり，POS 各 1 名，看護師 7 名が在籍し
ています．当ステーションは現在約 50 名の患者様を抱えており，医療，介護保険両方で訪
問リハビリ，訪問看護を提供しています．

当ステーションの患者概要は医療保険が約 6 割，介護保険が約 4 割で，小児から高齢者
といったゆりかごから墓場まで幅広く対応しています．特に終末期の患者さんが多く，
「自
宅で過ごしたいと願う患者様を共に支える」を理念に，自宅でいかに素晴らしい最後を迎
えられるようにスタッフ一同協力しサポートしています．

また，①迅速，②柔軟，③丁寧を原則にひとり一人の患者様に対応しています．
ICT を先進的に取り入れ，スタッフ全員が iPad を持ち，患者様の日々の状態や急変，患者
様の要望などの情報をいち早く共有し，迅速かつ正確な対応を行えるような体制をとって
います．
患者様が，その人らしく，人生を謳歌できるようこれからもスタッフ一同励んでいきたい
と思います．
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姿勢ケア研修会に参加して
【理論編】

福井県立病院 片矢朋子

理論編は，姿勢ケアの総論や，解剖学や生理学的，
運動学的視点から見る座位姿勢の特徴についての講義
が主な内容でした．その中でも，姿勢ケアは 24 時間
を通して支え続ける環境支援であり，多職種によるチ
ームケアが重要であるということが印象に残っていま
す．例えば，朝食をスムーズに摂取するためには，夜
間のポジショニングが重要であり，そこには看護師サ
イドでの適切なポジショニングが必要となります．セ
ラピストは，介入後にポジショニングを実施するだけ
でなく，
他職種スタッフと共に姿勢ケアの理解を深め，
実践していくことが大切だと感じました．
恥ずかしながら，普段は姿勢ケアに関してはあまり
考えたことがなかったため，基礎から姿勢について考え直すことができた今回の研修会は大変有意義な
ものとなりました．QOL に関わっている姿勢ケアをおろそかにせず，少しでも患者さんが快適に過ごせ
るように意識・実践していこうと思います．

【実技編】 福井県立病院 堀田 和孝
実技は，特別な医療器具を使用せず，主に身の回り
ですぐに手に入る物を使用して行いました．また，チ
ェックするべきポイントも簡易的で，専門的な知識を
ほぼ必要としないものでした．
実際に自らシーティングの実践前と実践後を体験し，
今まであまり意識していなかった，車椅子のシート・
背張りのたわみや車椅子のサイズを調整することで，
座り心地の変化を感じました．
患者様，利用者様の中には，日常的に車椅子を使
用する方や，食事，軽作業などで車椅子に長時間座っ
ている方がいます．そのような方々にとって，座位姿勢による疲労，同一部位の圧迫による臀部の痛み
などが問題になることがあると思います．そうなると必然的に臥床時間が増えると予想されます．その
ような方々にとって，ポジショニング，シーティングが予後にも影響し，重要度の高いものであるかを
再認識しました．
セラピストだけでなく看護師や介護士にもわかりやすく，臨床でもすぐに実践できるような内容で，
姿勢ケアの重要性を肌で感じることができた講習会でした．
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新入会員歓迎会報告
中瀬整形外科医院

寺前

俊平

今回理学療法士協会の説明会・歓迎会を開いていただいた県士会の先生方に深く感謝しております．
理学療法士となって 1 ヶ月が経過し知識も浅い私達は不安や心配なことが多く，学生の時以上の責任
感，緊張感を持ちながら患者さんの治療をさせていただいています．その時に今回の新人歓迎会があり
多くの先生方，
先輩方に貴重なお話をお聞きすることができました．
とても温かく迎え入れていただき，
私達の話を親身になって聞いていただきました．それによって仕事に対する不安が軽くなり，今後の理
学療法士の活動に関してもとても興味がわき，改めて理学療法士としての魅力を感じることができまし
た．
そして 3 年間共にした仲間にも久しぶりに会うことができ，現状の報告や懐かしい話で盛り上がるこ
とができ，頑張っていこうと思える日となりました．また今回は初対面の新人理学療法士の方とも交流
ができ，いろんな考えをお互いに話していくうちに理学療法士として日々ケーススタディーを行い成長
していきたいという意欲向上に繋げることができました．
今回の新人歓迎会を通して自分の目標とするものを見つけることができこれからの勉学に励んでいき
たいと思います．また知識だけでなく患者さんの声にしっかりと耳を傾け患者さんに寄り添っていける
ような理学療法士になれるよう精一杯精進してきたいと思います．

＜新人歓迎会を終えての感想と意気込み＞
春江病院 リハビリテーション部 前田 結香
今回の新人歓迎会に参加させていただき，私にとって大変有意義で貴重な時間となりました．初めは，
理学療法士協会のことについてほとんど無知の状態で，どのような歓迎会になるのかなと思っていまし
た．しかし，いざ開かれると，久しぶりに会う同期の友人達と話が盛り上がったり，参加されていた多
くの県士会の先生方や先輩方が，優しく気さくに話しかけてくださり，理学療法士の未来の話から，普
段聞けないような話まで，色々な話をお聞きしたりすることができ，とても楽しかったです．また，く
じ引きで決められた席の近くには四谷会長がおられ，興味深いお話もたくさん聞かせていただきました．
多くの話をしているうちに，仕事に対する不安や心配な気持ちも軽くなり，より一層，理学療法士とし
ての魅力や情熱を感じることができました．
理学療法士になって約 1 ヶ月がたちました．まだまだ未熟者で不安なことも多くありますが，同期と
協力し合い互いに良き理学療法士として成長していけるよう，今以上に頑張っていこうと思いました．
また自己研鑽にも努め，向上心を持ち続け，常に進化していきたいです．
終わりに，大変お忙しい中，新人歓迎会を開催していただいた県士会の先生方に深く感謝しておりま
す．有難うございました．
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平成 30 年 5 月 24 日
坂井ブロック代表 杉本 陽介

福井県理学療法士会会員各位

坂井ブロック研修会のお知らせ
平素よりお世話になっております．今回，下記の通り，坂井ブロック研修会を開催する
こととなりました．
今回は，福井県立病院の小林義文先生をお招きしまして「難病患者のコミュニケーショ
ンツール」についてご講義いただきます．当日は実機なども用意し実際に触れたりしてい
ただく時間も設ける予定です．この機会に知識を深めませんか？多くの先生方の参加をお
待ちしております．

1．日時

平成 30 年 6 月 24 日（日）

2．会場

ディーパあかね
〒910-0367 福井県坂井市丸岡町羽崎 31-11-3

3．講師

福井県立病院

4．内容

難病患者のコミュニケーションツール

5．対象

職種不問

小林

9:00～12:10（8:30 受付開始）

義文

先生

6．参加費 福井県理学療法士会会員／無料
他職種・非会員／500 円
7．申し込み方法

参加希望者は，件名を「坂井ブロック研修会参加申し込み」として，
①所属施設 ②職種 ③氏名 を明記の上，下記メールアドレスにお申
込み下さい．
申し込みアドレス: reha-pt@kimura-hospital.jp

申込締切

平成 30 年 6 月 15 日（金）

※当日参加も可能ですが，資料をご準備出来ない場合もございますので，出来る限りの事
前申し込みをお願いします．
8．問い合わせ先

至捷会 木村病院
杉本陽介
問い合わせアドレス：reha-pt@kimura-hospital.jp
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新入会員紹介
本年度もフレッシュさあふれる方々が入会されました．一部ですがご紹介いたします．

福井厚生病院

嶋田病院

本禄龍哉

森岡里美
山口夏輝

倉本征弥

半田渉
野村淳平

笠島明日香

泉ヶ丘病院

福井県立病院

屋敷晴香

小林宏至

ニュース編集部では今後も新入会員の

井上智生

方々の写真募集を行っていきます！
皆様のご参加お待ちしております！
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会員の皆様へ
平素より当士会の運営につきましてご理解とご協力を賜り感謝申し上げます．
今年度より事務局の受付時間が変わりました．
月曜日・金曜日：9：00～12：00

火曜日・水曜日・木曜日：9：00～16：30

となります．
東海北陸学会参加におけるクオカードの件や入会・異動手続き，会費等でご不明な点ございましたら，
事務局までお問い合わせください．
会員動向（平成 30 年 5 月 31 日現在）
会員数：931 名（勤務先会員 893 名，自宅会員 38 名）
，施設数：166 施設
【事務局】公益社団法人 福井県理学療法士会
事務局 笈田裕美・横井浩江

TEL：0776-29-7003
e-mail：office@fpta.or.jp
会費未納の方へ
本会会員の皆様には平成 30 年度年会費を昨年度末（3 月 31 日）までに納入していただいております
が，6 月 13 日現在，納入の確認が取れてない方がいらっしゃいます．
誠に恐縮ですが，協会から送付されている請求書にて 6 月 30 日までに納入をお願いします．
期日までに納入がない場合は会費未納により大会の手続きがなされますのでご留意ください．
尚，お手元に請求書がない場合は，再度協会より送付致しますので，至急下記問い合わせ先までご連
絡お願い致します．
【喪失事項】退会処理後は，以下の会員権利が喪失いたします
・新人教育プログラム，認定理学療法士，専門理学療法士取得等の生涯学習の履歴
・理学療法士賠償責任保険の加入
・各種研修会・講習会への会員割引料金での参加
・日本理学療法学術大会への無料での演題登録
・学術論文誌「理学療法学」ならびに会報誌「JPTA NEWS」の年 6 回の送付
・会員限定公開の学術情報（理学療法に関する各種ガイドライン等）
・国際情報等の入手
・福利厚生サービス「クラブオフ」の利用
＊退会処理施行後，再度本会への在籍をご希望いただく場合には，改めて入会手続きが必要となります．
その場合は，生涯学習の履修は再度取得が必要です．
いかなる理由があろうとも，以前ご在籍時の生涯学習履歴の移行は出来かねます．
【問い合わせ先】公益社団法人 日本理学療法士協会
会員・会費管理担当

TEL：03-6804-1421
e-mail：billing-chg@japanpt.or.jp
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祝！！ 堀 秀昭先生
日本理学療法士協会 協会長賞受賞！！

6 月 2 日，堀 秀昭 前士会長が，東京ベルサール汐留にて日本理学療法士協会協会長賞を受賞
されました．先生は，長年に渡り士会・協会活動に携わり，日本の理学療法をけん引してきた功績
が認められての受賞です．おめでとうございます！！

半田会長と堀先生，理事の方々

授賞式の様子

【編集後記】
福井国体まで 3 ヶ月程になってきました．個人的には今年は結婚と，福井国体とビックイベントが
あるので，どちらも楽しみながら，国体のサポートもしていきたいと思っています． S.S

賛助会員
ミナト医科学株式会社 金沢営業所

ハシノメディカル

石川県金沢市金市町二 18 番１

小浜市千種 1－10－18

ツールケア

有限会社 奥義肢製作所

福井県福井市加茂河原 2 丁目 13-32-2B

福井県福井市二の宮 2 丁目

株式会社ミタス
福井市問屋町 4 丁目 901 番地

順不同
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