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コロナ禍で思うこと
嶋田病院 高田真弓
昨年から続いているコロナ禍において、日々の感染対策にご心労されている
と思います。
昨年の今頃は、
この状況下がこんなに長く続くとは思ってもいませんでした。
県内も独自の緊急事態宣言が発出され、日々の生活に大きく影響を及ぼしてい
ます。特に子供たちは学校行事や部活動など大きく制限され、ストレスに感じ
ているのではないでしょうか。
このような状況下、
学校ではタブレットを使った授業が行われるようになっ
ており、パソコン、タブレットなどの機器を子供たちは上手く使いこなしてい
るように感じます。
協会や県士会主催の研修会もオンライン開催が多くなってきました。先日職
能局のオンライン研修会に参加させていただきました。テーマは COVID-19
と理学療法で、
講義やグループワークがあり各施設での取り組みなども聞けて
とても参考になりました。講義の中で「遠隔リハビリ」の話がありましたが、
現在地域支援事業の活動や介護サービスなど感染拡大の影響で活動制限を余
儀なくされている部分があります。また地域の方や利用者の方々も外出の機会
が減り、生活不活病に陥りやすい状況にあります。現在
も様々な工夫で取り組まれていると思いますが、環境を
整備し WEB を活用しながらの活動も検討し少しでも生
活不活発病の予防や改善に役立てればと思っています。
今後も感染拡大は続いていくと思います。一日でも早
く収束することを願っています。
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施 設 紹 介
JCHO 若狭高浜病院＆附属介護老人保健施設
① 高浜町の紹介
福井県最西端に位置し、人口は約 1 万人。
“アジアで一番きれいなビーチ”として「ブルーフラッグ」を取得した若狭和田ビーチ、リアス式の海
岸線が広がる内浦湾など、さまざまな要素の自然がいい距離感で配置されている稀有な町です。京
阪神からも車で 1 時間 30 分ほどとアクセスも良く、ちょっとしたドライブで都会ではできない素晴
らしい体験を楽しむことができます。

② 病院紹介
若狭高浜病院は昭和 24 年に社会保険高浜病院として開設され、平成 26 年からは独立行政法人地域
医療機能推進機構（JCHO）若狭高浜病院として地域包括ケア病棟、療養病棟、介護老人保健施設、
訪問看護ステーション、居宅介護支援センターを有する地域の基幹病院として地域住民が安心して
暮らせる地域づくりに貢献しています。
さらに今年 6 月には高浜町と当院を含む周辺の医療機関、福井大学等との連携によって
「病気を治す医療」から「暮らしを支える医療」へとシフトさせ、予防から治療や介護まで途切れ
ることのない医療システムを目指しています。

③ リハビリ部門紹介
病院スタッフは PT4 名（1 名地域包括病棟専従、1 名訪問リハ）、OT2 名、ST1 名、併設の老健施
設は PT2 名、OT3 名と少数ではありますが、疾患の治療の他にも介護予防事業や退院後の在宅まで
地域の方々と触れ合いながら安心して暮らせる地域づくりに貢献しています。

④ リハビリスタッフ
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Professional ~Style of works~
Profile
・氏名：吉田 千裕
・所属先：福井総合クリニック
・修得資格：認定理学療法士（スポーツ）
・経験年数：9 年
・出身校：福井医療短期大学
理学療法学専攻 アスレティックトレーナー併修コース
・その他の資格：
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー

吉田先生は中央

Questions
Q1 この資格を取得しようと思った理由を教えて下さい．
福井国体に向けてトレーナー活動を行っていた時期でもあったため、知識・理解をさらに深める
ために勉強しようと思ったのがきっかけです。

Q2 この資格に関わる魅力を教えて下さい．
専門的な知識を身に付けることでスポーツ傷害の患者さんを担当していく際に、理学療法の進め
方やプログラムの立案を行う上で自信に繋げることができました。

Q3 この資格を取得して良かったと思うことを教えて下さい．
資格試験を受けた当時は普段の業務が入院患者さんを中心に診療することが多かったため、退院
後やスポーツ復帰に向けた段階的なプログラムを考えることが難しかったですが、症例報告とし
てまとめることで自分の中で整理ができ、さらなる理解に繋げることができたことです。

Q4

この資格を取得するために大変だった事などを教えて下さい．

症例報告の作成や専門的な勉強も大変でしたが、共通問題の勉強が特に大変でした。普段仕事を
していくなかでなんとなく過ごしていた部分もあり、医療安全や臨床研究、就業規則など文章で
読んでみると理解していないことばかりだなと感じました。

Q5 今後のセラピスト活動に対する計画や目標，希望などを教えて下さい．
今後も継続し勉強を行うことで、1 人でも多くの患者さんの力になれるよう
日々精進して参ります。
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事務局からのお知らせ
◆

8月

会員の動向（令和 3 年 7 月末現在）◆

会員数：938 名（勤務先会員 885 名、自宅会員 53 名）
、施設数：185 施設
新入会員：41 名、休会者数：名 10、退会者数：20 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 3 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。
学

術

ニュース

誌
秋田理学療法 第200号

(公社)秋田県理学療法士会

神奈川県理学療法士会ニュース No.287

(公社)神奈川県理学療法士会

大阪府理学療法士会ニュース 第285号

(公社)大阪府理学療法士会

第72回北海道理学療法士学術大会 プロ
(公社)北海道理学療法士会
グラム集

高知県理学療法 第27巻

(公社）高知県理学療法士協会

JPTA NEWS No.330

(公社）日本理学療法士協会

フレイル予防・対策：基礎研究から臨床、
そして地域へ

（公財）長寿科学振興財団

広島県理学療法士会ニュース No.265

(公社)広島県理学療法士会

静岡県理学療法士会ニュース ゆまにて No.186

(公社)静岡県理学療法士会

理学療法湖都 第40号
理学療法学 Vol.48(2)
理学療法の臨床と研究Ｎｏ.30
第3回山梨県リハビリテーション専門職合
同学術大会誌送付について

(公社)滋賀県理学療法士協会
(公社)日本理学療法士協会
(公社)広島県理学療法士会
山梨県リハビリテーション専門職団
体協議会

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

群馬県理学療法士協会ニュース 源流 No.146

(一社)群馬県理学療法士協会

JPTA NEWS No.331

(公社）日本理学療法士協会

理学療法新潟Vol.24

（公社）新潟県理学療法士会

大阪府理学療法士会ニュース 第286号

(公社)大阪府理学療法士会

熊本県理学療法士協会「かくどけい」VOL136

(公社)熊本県理学療法士協会

広島県理学療法士会ニュース No.266

(公社)広島県理学療法士会

神奈川県理学療法士会ニュース No.288

(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201号

(公社)秋田県理学療法士会

士会だより 第190号

(一社)兵庫県理学療法士会

WEB版機関誌「Aging&Health」の発刊について

(公財)長寿科学振興財団

理学療法沖縄 学術誌
秋田理学療法 Vol.28 No.1
医学中央雑誌 収載誌目録 2021

(公社)沖縄県理学療法士協会
(公社)秋田県理学療法士会
医学中央雑誌刊行会

理学療法ー臨床・研究・教育
理学療法 京都 No.50,2021
理学療法学 Vol.48(3)

（公社）埼玉県理学療法士会
(一社)京都府理学療法士会
(公社)日本理学療法士協会
(一社)大阪府理学療法士会障害学
習センター

総合理学療法学
福井県診療放射線技士会 ふぁっと福井
第42号

ゆきわり草 新潟県理学療法士会ニュース No.195 (公社)新潟県理学療法士会
「ＣＳＷ，Ｓふくい」（第23号）
(一社)福井県社会福祉士会

(公社)福井県診療放射線技師会

会員の皆様へ
そ

の

時候の挨拶では残暑とはいえ、毎日 35 度を超える酷暑が続

他

福井市第9次老人保健福祉計画・第8期介
福井市 福祉保健部 地域包括ケ
護保険事業計画・第2期高齢者居住安定
ア推進課
確保計画＜すまいるオアシスプラン2021＞

いております。最近はそこかしこに冷感グッズを見かけるようにな
りました。洋服にスプレーすると冷たく感じる冷却シャツスプレー
はお勧めです。まだまだ暑い日は続きますので、体調を崩さない

学校保健・特別支援教育における理学療
（公社）日本理学療法士協会
法士による介入支援システム全国事例集

ためにも工夫して乗り切りましょう。

地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ構築に向けた地域ﾘﾊﾋﾞﾘ (一社）日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院・施設
ﾃｰｼｮﾝ体制整備ﾏﾆｭｱﾙ
協会
NO Limit vol85
REGAC VOL.12
JD40年の軌跡 国際障害者年前夜から
権利条約が動き出すまで

（公社）日本理学療法士協会
(公社)広島県理学療法士会

2020年度学会活動報告書の送付のお知らせ

（公社）日本理学療法士協会

日本障害者協議会

福井県理学療法士会事務局

笈田裕美 ・ 横井浩江

第50回定時総会議案書
（公社）日本理学療法士協会
福井県高齢者福祉計画および介護保険事
福井県健康福祉部長寿福祉課
業支援計画
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【編集後記】
ワクチン接種も徐々に進んではいるようですが、コロナ感染者も急増してきているようです。
まだまだ気を抜かず、用心していきましょう！！！

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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