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私は担当している患者さんの考察に行き詰まった時は、考え方を変えるために全く違う
ポイントからみて切り口を変えられないか考えてみたり、あえて一歩引いて患者さん自身
に頑張ってもらって反応をみたりするなどしています。言うなれば、“押してダメなら引
いてみろ”というような所でしょうか。
ただ、文面で書くのは簡単ですが、いざ患者さんを目の前にして自分が熱くなっていた
りするとなかなかできないことが多いです。私は免許を取って 10 年経ちますが、今思えば
反省することの方が多い日々だったようにも思います。
昨今のコロナ禍においても様々な企業等で逆転の発想や発想の転換をしている所が増え、
ニュースで取り上げられているのを見て思わず感心してしまうことがあります。とあるフ
ァストフードチェーンが ETC を利用してテイクアウトの支払いができないかと動き出し
たそうです。確かにこのご時世には、“知らない誰か”と面と向かってやり取りすること
を避ける場面が増えてきており、今ある資源を有効活用して、客とスタッフが互いにスト
レス少なく商品のやり取りができるのでまさしく目から鱗でした。実用までには制度の緩
和など問題は多岐にわたるとは思いますが、発想そのものはとても柔らかい考え方だと思
います。このニュースを見て、このような考え方を真似したいなと思いました。
現在、県士会主催の研修会等も軒並み中止となっています
が、11 月 8 日には福井県理学療法学術大会が ZOOM を用い
て開催されます。このような県士会主催の研修会や学会は参
加者・準備者はともに“知らない誰か”ではなく、“福井県理学
療法士会の会員”です。ニュース編集部として、そのような部
分にもスポットを当て、より良い県士会活動のためにも、顔
の見える活動が報告できるようにしたいと考えております。
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施設紹介

弊社は、44 年前の昭和 51 年 5 月に初代会長である
角田春野が角田看護婦・家政婦紹介所を設立。平成 8
年 7 月、現代表取締役の横井小夜子が敦賀で最初の宅
老所「かくだのお家」、平成 15 年 4 月には、民間初の
「デイサービスセンターかくだ」を開設しました。
現在は、居宅介護支援 2 施設（かくだ、こころ）、
通所介護 2 施設（かくだ、さくら）、グループホーム
2 施設（はるか、あずさ）、小規模多機能型居宅介護支援
（みかん）、訪問看護、訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護支援（あおい）、サービス
付き高齢者住宅（はるのさん）、介護タクシー、有料職業紹介事業の計 13 か所で事業展開
しています。ほとんどの施設が敦賀の市街地に位置しており、高齢者住宅は、山の上にあ
り敦賀を一望できる景色が魅力です。
リハビリテーション部では、現在 PT 5 名・OT 2 名の総勢 7 名で、訪問リハビリ、デイ
サービス全員の個別リハ、看護小規模多機能型居宅介護事業所の生活リハなどを行ってい
ます。部門目標として、1．出会う人には微笑みを 2．近寄る人にはやすらぎを 3．去り
ゆく人には幸せを を掲げて、笑顔を大切に業務に携わっています。デイサービスでは、要
支援や軽度・中等度～重症の方まで、利用者様一人一人の自宅を訪問し、身体状況や住居
環境に合わせたプランを作成し ADL・QOL の向上を目標にアプローチしています。
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事務局からのお知らせ

8月

◆ 会員の動向（令和 2 年 7 月末現在）◆
会員数：913 名（勤務先会員 870 名、自宅会員 43 名）
、施設数：177 施設
新入会員：18 名、休会者総数：109 名 、退会者数：21 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✾

◆ 外部団体からの資料（令和 2 年 4 月～7 月末受付分）◆
下記の資料を事務局で保管しております。ご興味ある方は事務局へお問い合わせください。
ニュース
(公社)和歌山県理学療法士協会ニュース 89号
滋賀県理学療法士会ニュース No.219

学術誌
(公社)和歌山県理学療法士協会
(公社)滋賀県理学療法士会

理学療法沖縄 学術誌

(公社)沖縄県理学療法士協会

理学療法湖都

(公社)滋賀県理学療法士協会

理学療法学 Vol.47(2)

(公社)日本理学療法士協会

理学療法研究・長野 No.48

(一社)長野県理学療法士会

理学療法新潟Vol.23

(公社)新潟県理学療法士会
(公社)茨城県理学療法士協会

神奈川県理学療法士会ニュース No.283

(公社)神奈川県理学療法士会

広島県理学療法士会ニュース No.261

(公社)広島県理学療法士会

大阪府理学療法士会ニュース 第279号

(公社)大阪府理学療法士会

理学療法いばらき 第24巻

JPTA NEWS No.324

(公社）日本理学療法士協会

福井県診療放射線技士会

秋田理学療法 第194号

(公社)秋田県理学療法士会

ふぁっと福井 第41号

愛知県理学療法士会ニュース №197

(公社)愛知県理学療法士会

理学療法学 Vol.47(3)

(公社)日本理学療法士協会

理学療法の臨床と研究Ｎｏ.29

(公社)広島県理学療法士会

高知県理学療法 2019 No.26

(公社)高知県理学療法士会

京都府理学療法士会ニュース NOW5月号

(一社)京都府理学療法士会

静岡県理学療法士会ニュース ゆまにて No.180

(公社)静岡県理学療法士会

群馬県理学療法士協会ニュース 源流 No.142

(一社)群馬県理学療法士協会

その他

ゆきわり草 新潟県理学療法士会ニュース No.191 (公社)新潟県理学療法士会

医学中央雑誌 収載誌目録2020

大阪府理学療法士会ニュース 第280号

(公社)大阪府理学療法士会

令和元年度 厚生労働省

JPTA NEWS No.325

(公社）日本理学療法士協会

老人保健健康増進等事業 報告書

広島県理学療法士会ニュース No.262

(公社)広島県理学療法士会

士会だより 第185号

(一社)兵庫県理学療法士会

「ＣＳＷ，Ｓふくい」（第21号）

(一社)福井県社会福祉士会

神奈川県理学療法士会ニュース No.284

(公社)神奈川県理学療法士会

秋田県理学療法士会ニュース 第195号

(公社)秋田県理学療法士会

和歌山県理学療法士協会ニュース 90号

(公社)和歌山県理学療法士協会

静岡県理学療法士会ニュース ゆまにて No.181

(公社）静岡県理学療法士会

(公社)福井県診療放射線技師会

医学中央雑誌刊行会
(公社)全国自治体病院協議会

第34回全国研究集会in福井

(公社)認知症の人と家族の会

NO Limit vol81

(公社）日本理学療法士協会

CDEJ認定機構20周年記念誌

(一社）日本糖尿病療養指導士認定機構

令和元年度地域保健総合推進事業報告書 (公社）日本理学療法士協会

（公社）福井県理学療法士会
事務局

新型コロナ感染の勢いが衰えない中、猛暑も重なり、
会員の皆様におかれましては心身ともに疲労が溜まっ

笈田裕美 ・ 横井浩江
TEL：0776-29-7003

ていることと存じます。
まだまだ暑さが続くようですので、どうぞ体調管理

Mail：office＠fpta.or.jp

にご留意下さい。
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【編集後記】
夏も最盛期ですね。私は海まで車で 5 分の所に住んでいますが、
もっぱら子供と一緒に自宅にて子供プールで水遊びをしています。
来年こそは海に行きたいですね！！

賛助会員
有限会社 奥義肢製作所
福井県福井市二の宮 2 丁目
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