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「代表理事就任のごあいさつ」 

 

公益社団法人福井県理学療法士会 代表理事 四谷 昌嗣 

 

この度、4 期目の代表理事を拝命いたしました、公立丹南病院の四谷昌嗣と申します。 

未だに続いております新型コロナウィルス感染症に対する感染拡大予防や治療にご尽力

されている会員の皆様に、心より敬意を表しますとともに、深く感謝いたします。 

新型コロナウィルス感染症発生より 3 年目を迎え、徐々に with コロナの生活スタイル

が確立されつつあるように感じております。福井県理学療法士会におきましても、事業の

多くがオンラインでとしておりますが、一部ではハイブリッド形式でも開催されるように

なってまいりました。今年度も社会情勢を鑑みながら Face to Face での事業開催を模索し

ながら継続したいと考えております。 

さて、当士会は今年度、ブロック事業局の再編をしております。担当理事を 5 名から 8

名に増員し、会員への情報伝達や相談の窓口として、また、行政や多職種との対応窓口と

して関係強化を図っていきたいと考えております。 

また、例年実施しております福井県理学療法学術大会の開催をブロック輪番制とさせて

いただきます。企画運営につきましては、士会学術大会部の協力のもと実施していただき

ます。学術大会を通じて、ブロック活動の目的であります、会員相互の顔の見える関係性

の構築と連携強化を図り、来る地域包括ケアシステムへの対応に備えていきたいと考えて

おります。 

これからも、当士会の目的である「県民の医療・保険・福祉の増進に寄与する」活動を

継続していくために、会員の皆様の協力は不可欠です。 

今後とも、士会活動へのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

News Letter 

 Ｎｏ.208 

公益社団法人 

福井県理学療法士会 

発行人：福井県理学療法士会 

〒910-0855 

福井市西方 1-2-11 嶋田病院 

会   長：四谷 昌嗣 

情報通信部：辻 大樹 



公益社団法人 福井県理学療法士会ニュース       No.208 

2022 年 8 月 27 日 

  

福井県理学療法士会 情報通信部 

 
2 

 
  

 

 

 

介護老人保健施設 リハビリセンター王山 
〒916‐0025        

福井県鯖江市旭町 1‐3‐22 

TEL ： 0778‐51‐7720  

１． リハビリセンター王山の紹介 

私たちが働いているリハビリセンター王山は、JR 鯖江駅から徒歩１分の位置にあります。 

医療法人王山としては、介護老人保健施設 リハビリセンター王山（入所定員 62 名（短期入所含む）、 

通所リハビリテ―ション（定員 38 名）、居宅介護支援事業所を併設しております。 

協力病院として約 50ｍの距離に広瀬病院があります。 

経営理念である「目配り、気配り、思いやり」を大切に、 

地域に根差した介護サービスの提供に努めています。 

 

２． リハビリ部門の紹介 

リハビリ部全体で PT3 名、OT2 名、リハビリ助手 1

名が在籍しており、それぞれ老健の入所リハビリ、 

通所リハビリに従事しています。主な業務内容は、要介

護認定をお持ちの通所利用者や（短期）入所利用者に 

対してリハビリテ―ション、リハビリテーションマネジメントを行っています。施設外業務としては、

鯖江市主催の地域ケア会議や丹南地区介護認定審査会に参加させて頂いております。 

 

３． コロナ禍での変化 

 令和 4 年 8 月現在、入所利用者の面会（事前予約制）は ご覧の場所 で対応させて頂いており

ます。面会が難しい場合は、LINE のビデオ通話機能を用いたオンライン面会、（入所中のご様子や

リハビリの近況報告）を動画送信させて頂いております。今後の感染状況によっては、鯖江市から

の委託業務、在宅の方を対象としたリハビリテーション専門職派遣事業にも協力させて頂ければと

考えております。 

 

施 設 紹 介 施 設 紹 介 
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若狭ブロックセミナーに参加して 

 

深田 拓人 

リハぷらす ダブルアール生活リハビリセンター 

 

若狭ブロック、地域支援部コラボセミナーに参加してみて連携の大切さに気づくことができました。

介護職の見解と理学療法士としての見解を組み合わせることでより質の良いサービスを提供でき、県内

の介護を必要としている方々を多くフォローすることができると感じました。 

また情報収集する際、患者、利用者の今後を考えるためにも本人と家族だけでなく、色々な職種の方

と連携することで、考え方が広がり、より良い支援ができ地域からの信頼を深めることができると感じ

ました。 

そして今回の研修では、介護未経験の方をモデルにすることで、利用者本人や家族の方など介護の知

識がない方でもわかりやすく説明する方法を知ることができました。 

今回の研修で、今まで気づけなかった部分に多く気付くことができました。これから介護の仕方を説

明する際はわかりやすい言葉遣いできるように心がけたいと思いました。 
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Professional  ~Style of works~ 

 

Profile 
・氏名：山野 敏志 

・所属先：福井総合病院 

・修得資格：スポーツ理学療法 

・経験年数：6 年 

・出身校：福井医療短期大学 

・その他の資格：福祉住環境コーディネーター2 級  

赤十字救急法救急員 

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． 

 職場の上司や先輩が、認定理学療法士の資格を取得しており、

私もスキルアップのために資格を取得しようと思ったからです。 

 

Q2 この資格に関わる魅力を教えて下さい． 

認定理学療法士の資格を取得するにあたり、10 症例の報告や学会、講習会の参加・発表等によるポイ

ントの取得、加えて試験勉強が必要です。これらに取り組む事で、自分自身の不足している知識や技術

等を再確認でき、更なるスキルアップに繋がると考えられます。 

また、認定理学療法士の資格を取得する事によって、論文の査読や学会の座長等の依頼があるかもし

れないという事です。そのような貴重な経験をさせていただける可能性もあるため、認定理学療法士は

とても魅力的に感じます。 

 

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． 

以前、初めて講習会の講師をさせていただける機会を得ました。多くの先輩や後輩の支えがあり、講

義の資料を作成する事が出来ました。このような貴重な経験をさせていただき、自分自身の成長にも繋

がり良かったと思います。講師の依頼をして下さった先生、講義の資料作成に携わった先輩や後輩の皆

さんには感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

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． 

10症例報告のレポート作成については、症例さんを決める際にカルテ等を確認する必要がありま

した。また、内容についても字数制限があるため症例さんを決める事に非常に迷いました。試験勉

強については、業務後に職場または自宅にて勉強を行いました。覚える事も多く大変でしたが、一

緒に受験をする先輩の支えもあり乗り越える事が出来ました。 

 

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． 

数年前から言われているように、現在もセラピストの質について問われています。量ではなく質にこ 

だわり、患者さんに寄り添い治せる、Needs に応えられる理学療法士を目指して今後も努力をしていき

たいと思っています。 
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新入部員紹介 2022 

 今年度の新入部員を紹介します！ 

 

 

 

 

 

左: 中西 良翔 
右: 福島 早紀 
            嶋田病院 

村井 通彦 
      春江病院 
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         事務局からのお知らせ 8月 

◆ 会員の動向（令和 4 年 7 月末現在）◆ 

会員数：927 名（勤務先会員 874 名、自宅会員 53 名）、施設数：183 施設 

新入会員：36 名、休会者数：12 名、退会者数：15 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✾ 

 

◆ 各種手続き（協会 HP より）◆ 

≪注意事項≫ 

①平成 25 年 12 月末日をもって書面申請の受付は終了しました。マイページから申請してくだ

さい。インターネットでの手続きが困難な場合は日本理学療法士会へご連絡ください。 

②事故防止の為、電話・メール・FAX 等による申請は受け付けません。 

③年度途中の入会・復会・休会・退会の場合は当年度*の会費全額の納入が必要です。 

＊当年度とは 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までを示します。 

➃申請には個人のメールアドレスが必須です。 

⑤申請後、仮受け付けメールが送信されます。本文中に記載されている 6 桁のコードをメール

受信確認画面で入力することで、申請が完了となります。 

⑥ご利用のメールアドレスによっては、ドメイン・メールアドレスの受信許可設定が必要な場

合があります。 

下記ドメイン・メールアドレスの受信を許可してください。 

  対象ドメイン：@japanpt.or.jp 

   対象メールアドレス：information@japanpt.or.jp 

また、まれに協会からのメールが迷惑メールフォルダに格納される場合がございます。メー

ルが受信できない際は迷惑メールフォルダもご確認お願い致します。 

➆各種申請手続き中は他の申請を行うことができません。「休会申請」「復会申請」で住所変更

できますので、改めて「異動申請」を行う必要はありません。 

⑧ログイン ID・パスワードがわからない方は協会 HP よりお手続きください。 

 

 

＊手続き完了までに 2～3週間のお時間を要します。ご了承ください。 

mailto:information@japanpt.or.jp
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◆会員の皆様へ◆ 

会員の皆様、平素より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。 

 上記手続きご不明な場合は右記までお問い合わせくだ

さい。 

異常な暑さが続く中、コロナ感染者数も激増しており

ます。ご多忙と存じますが、くれぐれもお身体ご自愛く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

株式会社 大塚製薬工場 

https://www.otsukakj.jp/ 

北陸大学 

〒920-1180 石川県金沢市太陽が丘 1-1 
順不同 

 

 

【編集後記】 

全国的にコロナ陽性者が増えてきていますね。ただ、花火大会や祭り・コンサートなどのイベントが開

催されたり外出したり、「with コロナ」の新しいライフスタイルが確立されつつあるのかなと実感し

ています。感染対策を十分にして身の回りの方々の健康や命を守りつつ、生活の質を上げていけたらな

と思います。 

福井県理学療法士会事務局 

笈田裕美 ・ 横井浩江 

TEL：0776-29-7003 

Mail：office＠fpta.or.jp 


