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「令和」
福井県理学療法士会代表理事

四谷

昌嗣

2019 年 5 月 1 日、「令和元年」が華やかに幕を開けま
した。
「平成」が始まった日の記憶をたどると、昭和天皇
が崩御され、世間が喪に服している中、スキー場のロッ
ジでカレーライスを待つ時間に、故小渕官房長官の「新
元号は平成です」をテレビで見ていたことを思い出しま
した。皆さんは、改元の日をどのように迎えられました
か。
今回は、報道などでご存じだとは思いますが、「令和」
について書かせていただきます。
「令和」の由来は、
「初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の
香を薫す」という万葉集「梅花の歌」から出典され、その意味は、安倍首相の談話による
と、
「見事に咲き誇る梅の花のように、一人ひとりが明日への希望とともに、それぞれの花
を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたいとの願いを込め、決定した。」と
のことです。「日本の四季折々の文化と自然を、これからの世代にも引き継いでいきたい」
との思いもあるようです。
私たち福井県理学療法士会会員も、
「令和」の意味のごとく、県内外を問わず、しっかり
と咲き誇り、県民の健康と理学療法発展という希望とともに、
活躍の場を広げ、次世代に引き継いでいって欲しいと思います。
会員の皆さん、今後とも福井県理学療法士会の活動にご理解
をいただき、更なるご協力をお願いしたします。
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施 設 紹 介
中村病院
リハビリテーション部
永井

美香

松田

千照

中村病院は、越前市にあり病院の周辺に
は山々が広がり自然に囲まれた環境の中に
あります。春や秋には、日野山や村国山の
青々とした景色や紅葉に趣が感じられます。
また、夏には病院の屋上からキレイな武生
花火が見られます！
平成 26 年には改築もされて、外観をはじ
め、外来や病棟含め一新されました。
ちなみに、武生駅から徒歩 10 分程度のと
ころに位置しているため、交通の面では便
利です。
当院では、PASSION という理念に基づき、

Profit
Amenity

：社会利益のために
：すべての人が快適である
ように

Sincerity
：誠実に
Strength
：真の強さをもって
Innovation ：常に自らの向上を目指して
Optimism ：どんな時も明るく前向きに
Never give up：決してあきらめずに

リハビリテーション部では、現在 PT 13
名、OT 10 名、ST 5 名の総勢 28 名で毎日
仕事に取り組んでいます。
リハビリのモットーとしては、『報告』・
『連絡』・『相談』の『ほうれんそう』を合
言葉にみんなで連携をとりながら業務に取
り組んでいます。また、個人病院であるた
め、他職種との連携も図ることができ、和
気あいあいと毎日を過ごしています。
当院の対象疾患については、脳血管・運
動器・心大血管・呼吸器・がん・廃用症候
群になります。
地域包括ケア病棟も併設し、大病院や地
域の病院・施設等との連携を取りながら、
急性期から在宅復帰に向けて機能回復・能
力アップを目指し、一貫した医療サービス
を提供しています。
最後に、いつでも見学などお待ちしてお
りますので、気軽にお立ち寄り下さい。

をモットーに、ひとりひとりがより良い医
療を提供できるよう日々努力しています。
病床数は一般病棟 199 床であり、診療科
目は、脳神経外科・整形外科・内科・外科・
呼吸器・循環器・脳神経内科・小児科・耳
鼻咽喉科など小さな総合病院となっていま
す。
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フライングディスク

コンディショニングルーム報告
たなか整形外科・眼科

中畔 達郎

第 9 回福井県障がい者スポーツ大会のフライングディスク競技が、ふくい健康の森にて令和元年 5 月
26 日に、選手約 200 名が参加され開催されました。
しあわせ福井スポーツ協会からの依頼を受け、コンディショニングルーム運営に 6 名の県士会員が参
加しました。事前の天気予報から季節外れの高温になることが予想されたので、しあわせ福井スポーツ
協会のスタッフや PT のスタッフと連携を取り、熱中症対策として氷や経口補水液、塩分補給タブレッ
トなどの準備を行って参加しました。実際大会中の気温は 32℃と夏日になりました。塩分補給タブレッ
トは選手の方々に好評で、多くの方が利用されていました。選手が熱中症になることはなかったのです
が、ボランティアスタッフの 1 人が熱中症の症状を訴えられ、コンディショニングルームに来られまし
た。看護師の方と連携して PT のスタッフも氷嚢やうちわなどを使い冷却を行い、経口補水液にて水分
補給を促しました。大事には至らず回復され、その後家族の方が迎えに来られ無事帰宅されました。ス
タッフそれぞれが連携を取り役割分担をして対応できたので、良いチームワークだったと感じました。
事前に状況を想定して準備できていたので、慌てず対応できていたと思います。準備の大切さを改めて
感じる 1 日になりました。
コンディショニングルームの利用者は熱中症の方を含めて 5 名と多くはありませんでしたが、はぴり
ゅうも来てくれマッサージ？を受けていかれました（笑）。
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障スポ陸上競技

コンディショニングルーム報告
たなか整形外科・眼科

中畔 達郎

第 9 回福井県障がい者スポーツ大会の陸上競技が、福井県営陸上競技場（9.98 スタジアム）にて令和
元年 6 月 2 日に開催されました。しあわせ福井スポーツ協会からの依頼を受け、コンディショニングル
ーム運営に 5 名の県士会員が参加しました。
福井県理学療法学術大会と日程が重なったため、5 名のスタッフが集まるか不安でしたが、障がい者
スポーツに理解があるスポーツ支援部所属の方々が集まってくれたので、スムーズな運営ができたと思
います。私が 2017 年の全国障がい者スポーツ大会「愛顔つなぐ愛媛大会」に帯同した際に、参加して
いた選手が何名かコンディショニングルームを訪れてくれ、懐かしい話をしながらコンディショニング
をさせていただきました。利用された人数は 9 名で、そのうち競技前のコンディショニングで来られた
方が 6 名、競技後が 1 名、競技前にテーピングのご希望が 2 名ありました。APT として国体に帯同して
いたスタッフもいましたので、テーピングも問題なく対応できました。利用された選手が活躍して表彰
台に乗っておられたり、競技後にメダルを持ってお礼に来て下さると、携わったスタッフには喜びや充
実感がみられました。また、空いた時間を利用して、若い PT から先輩 PT へテーピングの方法や評価
方法などの質問があり、臨時の研修会が実施され人材育成にもつながる良い時間を過ごせたと思います。
今後も障がい者スポーツ大会は毎年実施され、コンディショニングルームも設置されると思います。
興味はあるけど参加するのに不安がある方は、経験者のスタッフも必ず一緒に参加していますので、ぜ
ひ勇気を持って参加して頂けると嬉しく思います。
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障害者スポーツを学ぼう！！
ボッチャ

名前の由来

イタリア語で「ボール」を意味する単語から来ている

歴史

ヨーロッパが発祥。パラリンピックは 1988 年ソウル大会から正式競技に採用。
日本代表チームは「火ノ玉 JAPAN」の愛称で呼ばれ、リオ大会では銀メダルを獲得。
全国障害者スポーツ大会には 2021 年の三重大会から正式競技となることが決定。福井
県でも今年春にボッチャ協会が設立された。

用具

赤ボール６個、青ボール６個、白ボール１個

ルール

ジャックと呼ばれる白ボール（まとだま）にどれだけ自チームのボールを近づけられる
かを競う。
・赤チームが先攻で、まず初めにジャックボールを投げる。
・１巡目は赤→青の順番で投げるが、2 巡目以降はジャックボールから遠いチームが、
相手のボールよりも近くにいくまで連続で投げる。

得点（勝敗） 右図はジャックボールに近いボールを投げた赤チームの勝ち。
得点は、青チームの一番近いボールよりも赤ボールが２つ内側
にあるので２点となる。
氷上で行われるカーリングと似ていることから、
「床の上のカーリング」とも称されている。

ルールをアレンジして、
子どもや高齢者の
レクリエーションにも
最適です！！
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H31 年度

地域支援部

人材育成セミナー

テーマ：地域を支える療法士
～根拠のある介護技術と動作指導～
講師：牧野 伸哉（ 地域支援部 ）
アシスタント：福井県理学療法士会

地域支援部

対象
PT・OT・ST

・
OTOR
定員
40 名

2019 年

6 月 23 日（日）10：00～16：00

会場：通所リハ 健康の家(福井県福井市西方 1 丁目 2-11 いちご在宅支援センター１F)

2019 年

7 月 27 日（土）10：00～16：00

会場：若狭医療福祉専門学校 (福井県三方郡美浜町大藪 7-24-2)

♥この研修のここがいいね！
＃持ち上げない介護、福祉用具の使い方
＃療法士の公益性の向上
＃医療と介護と地域のつながり
＃他職種とつながりたい
＃地域に求められている療法士

＃人材育成、地域のリーダー育成
＃わかりやすい、おもしろい
＃結果にコミット
＃世のため人のための療法士
＃他職種に必要とされる療法士
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＜研修スケジュール＞
9:30

受付開始

10:00

研修会開始

主旨説明

10:30

実技①（ ポジショニング、圧抜き、ベッド上移動：シート、グローブ使用 ）

12:00

昼休憩

13:00

実技②（ 寝返り、起き上がり、立ち上がり、移乗：ボード使用 ）

16:00

研修会終了

≪参加費≫：福井県理学療法士会会員／無料

非会員の方（OT・ST）／500 円（資料代）

≪服装・持ち物≫：動きやすい服装※実技あり 内履き不要
≪申し込み方法≫
参加希望者は件名を「地域支援部研修会 参加申し込み」とし、
①氏名 ②所属施設 ③職種 ④会員番号（理学療法士会の方）
を明記の上、メールにてお申込み下さい。
締め切り：嶺北会場 平成 31 年 5 月 22 日（水）※ 締め切りました
嶺南会場 平成 31 年 7 月 12 日（金）
申し込み先: b-kobayashi@kenkoukai.or.jp
≪問い合わせ≫医療法人健康会 通所リハ健康の家
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2019 年 5 月 17 日
福井県理学療法士会
職能局長 蟹本 信一郎

令和元年度

介護保険部・福井県理学療法士連盟共催研修会

平素は県士会の活動にご理解、ご協力頂き誠に有り難うございます。
今回は介護保険部と福井県理学療法士連盟の合同研修会を開催させて頂きます。
内容は、日本理学療法士協会から厚生労働省に出向中の佐々木嘉光先生による、介護保
険分野における加算に関する研修となっております。また、事前に質問を送って頂ければ、
できるだけ回答して頂くようにいたします。
現状の制度の中で、いかに活動していくのかを一緒に考える機会に出来ればと存じます。
◆日 時
◆会 場
◆テーマ
講 師
◆参加費
◆対 象

：2019 年 6 月 30 日（日）9：30～11：00（9：15～受付開始）
：嶋田病院 7F 研修室
：「介護保険分野における加算に関して」
：日本理学療法士協会 職能課 佐々木嘉光 先生
：会員 500 円（資料代） 非会員 2000 円
：理学療法士

お申込み

：6 月 21 日（金）までに、表題を「共催研修会参加希望」として、①氏名、
②所属施設名 を記入して下記のアドレスまでお申し込み下さい。
なお、予めご質問をなさりたい方は、5 月末日までに送信して頂けるよう、
お願い致します。

【問い合わせ】
たなか整形外科・眼科
電話：0776-35-9299

野上 敦史
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tenderabid-business@yahoo.co.jp
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新入会員紹介
今年もたくさんの方々が入会してくださいました。既会員の方々との交流のきっかけとなれば幸いです。

大滝グループ
西本 有里 水澤 華奈子 田中 順也 兵 将太朗

若狭高浜病院付属
介護老人保健施設
佐藤 健人

公立小浜病院
井上 大暉

社会福祉法人光道園
冨田 直斗

夏目 真司

嶋田病院
竹内 菜穂
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トゥモローズリハビリテーショングループ
松田 湧世

有限会社なるざ
リハビリスタジオなるざの森
板橋 美和

福井県済生会病院
牧野 有沙

山内 皓介

福井勝山総合病院
幸澤 大貴
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事務局からのお知らせ
◆

6月

会員の動向（令和元年 4 月～5 月末）◆

会員数：915 名（勤務先会員 881 名、自宅会員 34 名）
、施設数：168 施設
新入会員：56 名、休会者総数：95 名 、退会者数：1 名
✾会員の皆様、当会の運営にご協力とご理解を頂き厚く御礼申し上げます。
士会活動は皆様の会費によって運営されております✾

◆ 事務局からのお願い

◆

本会会員の皆様には令和元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、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退会の手続きがなされますのでご留意ください。退会
後は以下の会員権利が喪失いたします。
また、年度途中の入会・復会・休会・退会は当年度の会費全額の納入が必要です。

【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。

事務局への Mail でのお問い合わせの際は、用件のみではなく、
福井県理学療法士会

お名前・勤務先・連絡先をご記入ください。

笈田裕美

また、会員管理システムからの各種申請におきまして、申請日から

事務局

横井浩江

反映されるまでお時間がかかることがございます。

TEL：0776-29-7003

申請は余裕をもってお手続きください。

Mail：office@fpta.co,jp

その他ご不明な点等ございましたら、右記までお問い合わせください。
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2019 年 6 月 15 日

【編集後記】
5 月より「令和」に年号が変わりました。世間では、10 連休のゴールデンウィークなどお
祭り気分もありましたが、1 ヶ月経つとすっかり落ち着いてしまいましたね。
しかし、まだまだこれからです。新しい時代の到来だと思って「心機一転」し、何かに挑戦
するきっかけにしてもいいかもしれません。みなさんもいかがですか？

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

株式会社ミタス

有限会社 奥義肢製作所

福井市問屋町 4 丁目 901 番地

福井県福井市二の宮 2 丁目

順不同
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