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　～　岐阜県理学療法士会　第７代会長を務められました橘田正人氏（あいざわ整形外科）が、公益社団
法人日本理学療法士協会平成 30年度協会賞を受賞、会員の皆さんへメッセージを頂きました。～

　この度、日本理学療法士協会の協会賞を受賞しました。これまで、岐阜県理学療法士会役員として活動
してきた事を評価され、この様な大変名誉な賞を受賞できましたことを大変うれしく思います。
　協会賞受賞にあたり、半田協会長をはじめ、協会理事役員の皆様に感謝申し上げます。
また、推薦してくださった舟木会長、役員の皆様、そして、これまで当士会の活動や運営に尽力してくださっ
た会員の皆様に、心より感謝いたします。
　さて、今回の協会賞受賞を記念に「らいちょう」に投稿するよう依頼されました。テーマは、自由とい
うことですので、私が第 7代会長時代に抱えた多くの問題や困難の中から、今後も重要な課題となる「会
員としてのメリット」について触れたいと思います。
　当士会は入会者も多いのですが、毎年、退会者も多いのが現状です。会長時代、良く耳にしたのが「会員
としてのメリットがない。会費を払うのがもったいない。」というものです。会員として会から享受できる
メリットがない、あるいは当士会の活動に興味がない（魅力がない）ということだと思います。また、公
益社団法人化（会長時代に当士会は社団法人で、公益社団法人化なのか、一般社団法人化なのかを決めな
ければなりませんでした）にあたり、当時、公益社団法人化しなければならないのか、何故一般社団法人
化では駄目なのかと、会員や役員から何度かご意見を頂きました。
　岐阜県が事業を展開する際、問い合わせをする、あるいは協力を依頼する団体は公益社団法人が優先さ
れると、当時考えていました。医療関連の団体が複数存在する中で、一般社団法人で良いのか？ハードル
は高くとも、公益社団法人化を目指すことが会として最善であり、公益事業を行う団体に属することこそ
が会員としてのメリットにもなると考えました。
　何故ならば、人のために働くこと、地域社会に貢献することこそが、人を豊かにし、充実した日々を送

「橘田正人氏が平成 30年度協会賞を受賞されました」

表彰式の様子　令和元年度岐阜県理学療法士会総会にて
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る要因の一つになると私は考えているからです。もちろん、理学療法士として学術研鑽し、治療技術を磨き、
スキルアップするために日々の精進を怠らず、患者様、利用者様等に貢献すること、それこそが一番に取り
組むべきことであることは言うまでもありません。そして、それが社会貢献につながるとも思います。しか
し、自分の仕事のみ必死で取り組んでいれば良いのか？私は、もう一歩前に出て、世のため人のために働く
ことが大事だと思い、必死に取り組んで参りました。ひとりではできないことも、複数の人が集まれば可能
になることがあります。支部活動に参加したり、当士会の部員になって活動することで、世のため、人のた
めに役立つことこそ、会員としてのメリットではないかと思います。しかしながら、ひとり職場であったり、
士会活動に参加できる環境にない会員の方もみえると思います。当士会の活動予算は、県からの委託事業費
のほか、賛助会員からの収益もありますが、会員からの会費がメインではないかと思います。当士会が公益
活動を行う資金は、会員皆様からの会費がメインで行われていることになります。県からの委託事業以外の
公益事業は、会員からの会費で賄われているといえます。よって、当士会の会員となり、会費を納めている
時点で社会貢献していると言っても言い過ぎではないと思います。会員にはなったが、会の活動にはほとん
ど参加できない方もみえると思いますが、会員であり続けること、それこそが大事だと思います。
　幸いにして、公益事業の規模は、年々拡大していると実感しています。舟木会長をはじめ、理事の皆様、
役員の皆様には、今後、更なる活躍に期待がかかります。職場と家庭以外に、当士会活動が加わることは、
大きな負担になると思いますが、負担が大きければ大きいほど、充実感もより大きく得られるのではないで
しょうか。会員の皆様におかれましては、当士会活動にご理解を頂き、できることなら活動そのものに参加
して頂ければと思います。会員としてのメリットを、当士会から享受できるメリットという受け身的な発想
から、地域社会への貢献参画という積極的な発想で会員としてのメリットを感じて欲しいと切に願います。
　当士会の会員数は、私が会長を務めていたころの 2倍近くになっています。それに伴い役割や事業も拡
大し、規模が年々大きくなっていると思います。役員を中心として多くの会員が事業に携わり、より充実し
た社会貢献が実施されることを心より期待します。
　稿を終えるにあたり、公益社団法人岐阜県理学療法士会の益々の発展と、役員の皆様、会員の皆様の健康
とご活躍を祈念いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橘　田　正　人

 

令和元年度
（公社）岐阜県理学療法士会
第 1回理事会　議事録（要約）

日時：令和元年 5月 11日（土）13時より
場所：岐阜県水産会館

出席：舟木一夫、和田範文、村雲憲、岸本泰樹、山
　下恒彦、岡村秀人、河合克尚、原司、臼井美由紀、
　小池孝康、植木努、棚橋一憲、田島嘉人、久保田
　将成、田中利典、伊藤友紀 
 
欠席：木村信博

議題 1：新入会員の承認→全員挙手により承認
議題 2：平成 30年度事業報告→総会資料をもとに
　 事務局長（田中）より報告。 大きな修正点はな

く承認。
議題 3：平成 30年度決算報告→総会資料をもとに
　 財務部長（田島）より報告。予算通りに執行でき
ており、公益事業 3大基準も満たしており問題
ない。→適正な予算運用ができており承認。
議題 4：監事監査報告：監事（植木）より令和元年
　 5 月 11（土）午前に監事監査を行い、理事等の
職務執行状況について説明を求め、重要書類等を
閲覧した結果、適正に処理しているものと認めた
と報告。
議題 5：学会賞受賞者決定方法と表彰について：学
　 術局長（小池）より、一部表彰の過程を見直し閉
会式において受賞者の発表、表彰式を執り行うと
の説明、提案あり。→承認。
議題 6：協会組織運営協議会：学術局長（小池）よ
　 り新生涯学習制度と臨床実習指導者講習会につい
て説明と報告あり。県士会として何れも協力して
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いくことで一致。会員への周知については協会か
ら行う予定。
議題 7：後援申請の審議：岐阜県難病連絡協議会よ
　 り難病コーディネーター研修の後援申請があり、
申請書、定款等を確認。→承認

令和元年度
（公社）岐阜県理学療法士会
定期総会議事録（要約）

日時：令和元年 6月 16日（日）15:00 ～ 16:00
場所： 岐阜県図書館

第 1号議案：平成 30年度事業報告
第 2号議案：平成 30年度決算報告・監事監査報告
第 3号議案：令和元年度事業予定・予算報告
第 4号議案：その他

会長挨拶：会長　舟木　一夫が令和元年度公益社団
　　 法人岐阜県理学療法士会定期総会開会の挨拶。
会員の皆様のご意見をお聞きし、今後の県士会
の方向性を決めていきたいと思いますので、ご
協力よろしくお願いします。

定足数報告：平成31年3月31日現在、会員数1,603
　　 人、委任状人数 1,024 人、本会場人数 84人で、
定款第４章第 19条による総会成立に必要な定
足数に達したことを報告。

第 1議案：平成 30年度事業報告→賛成多数により
　　承認。
第 2議案：平成 30年度決算報告・監事監査報告→
　　賛成多数により承認。
第 3号議案：令和元年度事業予定・予算報告→賛
　　成多数により承認。
第 4号議案：執行部より平成 30年度役員選挙があ
　　 り、理事・監事ともに定数以内の立候補届出が
あり、無投票当選となったことを報告。全役員
に対する承認を得た。

 

令和元年度
（公社）岐阜県理学療法士会

第 1回部局長会議　議事録（要約）

日時：令和元年 6月 30日（日）10時より
場所：岐阜県福祉・農業会館

出 席：舟木一夫、村雲憲、河合克尚、山下恒彦、岡
村秀人、岸本泰樹、小池孝康、臼井美由紀、久保
田将成、 藤橋雄一郎、田島嘉人、大場かおり、西
嶋力、三川浩太郎、木村英司、浅井結城、小久保晃、
西沢喬、岩島隆、中島久雄、三浦大介、富田純也、
寺倉篤、小鳥川彰浩、森輝樹、横山大輔、丹羽
達貴、岩田裕充、馬場隆幸、住若克弥、吉井秀人、
小林弘明、矢野夕都、小島健嗣、辻量平、倉坪
裕介、岡山好男、留田隆志、熊崎康将、藤本佳希、
伊藤友紀、田中利典
 
欠席： 木村信博、小野晶代、伊藤康行、名和敏晃、  
　　今井優利、鵜飼浩史

内容：会長報告、議題 1．各部局事業の進捗状況報
　　告、議題 2．その他

会長： 令和元年 6月 16日に岐阜県図書館において
　　 令和元年度定期総会が開催され、各議案が承認
されましたことをご報告致します。近年、様々
な団体からの協力依頼が増えてきていると実
感しています。皆様がいい種をまいてくれた
結果だと思います。感謝するとともに、今後
も多くの方に県士会事業にご参加頂きたいと
思います。

議題 1：各部局事業の進捗状況報告（一部抜粋）

学術局
局長（小池）
　新生涯学習システムは 2021 年度から運用開始
　予定。
研修部（三川）
　6月県民講座を開催。11 月と 2月に PT向けの
　研修会を予定。1月には岐阜県の委託事業小児リ
　ハ研修会を開催する予定。
教育部（木村英司）
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　合同検症例検討大会を 11月に予定している。
学術誌出版部（岩島）
　12月発刊予定。
学会運営部（中島）
　県学会を2月16日に中部学院大学にて開催予定。
人材育成サポート部（西沢）
　 10 月 22 日に管理者指定研修・初級と職域別研
修を開催予定。更には今年度から臨床指導者研修
会を養成校 3校とともに開催予定。

社会局
 福祉機器展部（三浦）
　6月 1日、2日に開催済。来場者 728名。　
　（小島）　
　今年度、東濃支部が運営。今後のマニュアル改変
　等を実施していく。
調査部（小鳥川）
　今年度、引き続き会員属性調査を実施予定。
災害対策部（森）
　岐阜県との災害協定を 6月 18日に締結。
メディカルサポート部（住若）
　各団体への要望に可能な限り対応していく。　　
　（舟木）
　要望に応えるためには、人財確保が必要であり、
　多くの会員に協力してもらいたい。

支部局
局長（吉井）
　支部だけでは担えないところもありますので各支
　部と各事業部の連携強化をしてく。

議題 2：
その他（田中）
　総会にて新たに理事、監事（任期 2年）の承認
　を受けたことを報告。

令和元年度
（公社）岐阜県理学療法士会
第 2回理事会　議事録（要約）

日時：令和元年 6月 30日（日）13時より
場所：岐阜県福祉・農業会館

出 席： 舟木一夫、村雲憲、河合克尚、山下恒彦、
岡村秀人、岸本泰樹、小池孝康、臼井美由紀、久
保田将成、植木努、棚橋一憲、田島嘉人、吉井秀
人、伊藤友紀、田中利典

欠席：木村信博、小野晶代

議題１：新入会員の承認　73 名　前回理事会（5
　月 11日）以降分

議題 2：令和元年度定期総会議決事項の報告（田中）

議題 3：賛助会員規定について（田中） 
　会費は据え置きとし、一部規定を改定し来年度総
　会にて承認を受けられるよう準備していく。

議題 4：その他 
　学会開催時期について（小池）
　2022 年度の開催時期の変更に向け、2月の学会
　評議委員会で詳細を検討していく。

　指導者講習会について（小池）
　2月 8日、9日に開催を予定しており、他団体と
　費用も含め調整中。
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舟　木　一　夫 村　雲　　　憲 木　村　信　博

羽島市民病院 東可児病院 岐阜県立多治見病院

小　野　晶　代 田　中　利　典 山　下　恒　彦

岐阜清流病院 岩砂病院・岩砂マタニティ 多治見市民病院

岡村　秀人 岸本  泰樹 小池　孝康

西美濃厚生病院 （株）Thinnk Life  Life Up 可児 岐阜保健大学　短期大学部

河合 克尚 臼井 美由紀 久保田 将成

平成医療短期大学 からだRe創作Motto 岩砂病院・岩砂マタニティ

理　事　紹　介
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厚生部より

 厚生部では会員の皆様の福利厚生で、ご結婚の際

にカタログギフトを贈呈しています。

 会員の結婚に伴うカタログギフト送付者（敬称略）

令和元年 5月 1日～令和元 年 7月 31 日

★山上 太紀 （黒川胃腸科外科クリニック）

★西尾 悠嗣 （特別養護老人ホームシクラメン）

★小栗 優人 （東濃厚生病院）

★鈴木 景太 （東濃厚生病院）

★松岡 幸司 （いけだ整形外科リウマチクリニック）

★福井 美帆 （木沢記念病院）

★久保田大夢 （西美濃厚生病院）

★松井 健次 （関中央病院）

ご結婚、おめでとうございます。

※結婚届を申請する場合は、連絡のとれる電話番号

 の記載をお願いしています。

   何らかの確認でお電話を差し上げることがあり

ますので、必ず連絡のとれる番号をご記入願いま

す。058 － 276 － 7755 から番号通知しておか

けします。ご協力をお願い致します。

厚生部では、下記の内容を実施しております。

1）災害見舞金  会長の判断による。

2）結婚のお祝い  会員の結婚に際しお祝いの品を

贈る

          （本人または他会員の申請による）

3）弔電      会員の両親、配偶者、子供死亡

の場合は弔電。

          会員外は会長が認めた場合。

4）供花        会員本人に不幸があった場合、

 供花を供える。

5）イベント助成  会員有志によるスポーツ大会・ 

文化交流会などの助成。

           

 上記以外にもご意見・要望、不明な点がございま

したらご連絡ください。

連絡先

〒 500 － 8288

岐阜県岐阜市中鶉 2丁目 99 番地

TEL 058－276－7755 FAX 058－276－7733

  介護老人保健施設 喜の里

            名和 敏晃
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　会員の皆さまへ
（公社）岐阜県理学療法士会

会　長　　舟木　一夫
事務局長　田中　利典

メールアドレス登録・更新のお願い

　会員の皆様におかれましては、平素より（公社）岐阜県理学療法士会の活動にご協力を頂き感謝申
し上げます。
　さて、県士会では会員の皆様へ研修会、学会等のお知らせを会員所属施設への FAX送信で行なって
参りました。しかし、会員数の増加に伴い、施設によっては会員への周知が難しくなっているとの意
見も聞かれるようになってきています。
　このような背景から、先日の理事会において会員個人へのメールによる情報提供を検討していくこ
とが決定いたしました。
　そこで、（公社）日本理学療法士協会ホームページ「http://www.japanpt.or.jp/」の「マイページ」
（画面右上オレンジボタン）から登録情報のご確認をお願いいたします。メールアドレスの未登録、登
録アドレス等に変更のある方は各自にて登録・変更をお願いいたします。

【E-mail アドレス確認・登録・変更方法】

1．マイページへログイン
　　https://mypage.japanpt.or.jp/jpta/may/myLoginKaiin.html
2．「会員管理」＞「E-mail アドレス変更」へすすむ
3.【E-mail アドレス変更画面】の【更新画面】を押下
4.  E-mail アドレスを入力・変更
5.【次へ】を押下→入力確認を行う
6.【申請】を押下→仮受付完了
7.  登録したメールアドレスに「仮受付完了メール」が配信される
8.「仮受付完了メール」の本文に記載されたURLクリック
9.  申請完了

　登録・変更期限：2020年 3月 31日　
今後も会員の皆さまと多くの情報が共有できるよう努力してまいります。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
      【お問い合わせ】
      （公社）岐阜県理学療法士会
      総務部　藤橋　雄一郎（平成医療短期大学）
      TEL　058-234-3324　
      E-mail ： y.fujihashi@heisei-iryou.ac.jp
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学会評議員会より

～総会にて、第 29回県 PT学会表彰演題の表彰式
を執り行いました～

　平成 31 年 2月 17 日に開催された第 29 回岐阜
県理学療法学会にて発表された全 54題の中から最
優秀賞 1題、奨励賞 2題が選出され、受賞者 3名
の表彰式が 6月 16日の定期総会にて執り行われま
した。以下に受賞者をご紹介します。

　　　　最優秀賞 

菅沼　惇一　先生（2年連続 2回目）
( 中部学院大学 )
重量弁別課題が立位バランスおよび知
覚閾値へ与える効果検証

　　　　奨  励  賞

高木　郁実　先生
(各務原リハビリテーション病院 )
脳卒中片麻痺患者に対し、社会復帰を
目指した院外リハビリテーションの提
供と動画を用いてフィードバックを実
施した一症例

　　　　奨  励  賞

吉井　太希　先生
(さとう整形外科 )
胸郭出口症候群の牽引型と圧迫型の合
併例に対する一考察

　受賞者の皆様、誠におめでとうございます。皆様
の今後益々のご活躍をお祈りいたします。
　なお、受賞された皆様の発表は、論文として岐阜
県理学療法士会学術誌第 24号に掲載予定です。
　本会の学術向上のため、今後も皆様の活発な演題
発表、学術誌への寄稿をお願い申し上げます。

【お知らせ】
次回の第 30回学会以降は、抄録の査読結果に
よって選出された「表彰候補演題」が、開会
式後の第 1セッションに集まってご発表いた
だく形となります。また審査の結果、受賞さ
れた演題の表彰式は当該学会の閉会式にて執
り行われます。

学会評議員長　小　池　孝　康　
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教育部より

～本年度事業予定～
　教育部は新人教育プログラム研修会を担当してお
ります。本年も履修しやすいよう、岐阜中・西部開
催と岐阜東・北部開催の計 6回 開催予定です。ど
ちらを受講して頂いても構いません。（全国どこの
研修会に参加されても履修は可能です。）
　日程を以下に記しますので、ご参考の上、日程調
整お願い致します。
　今後の詳細は岐阜県理学療法士会 ホームページ 
新人教育プログラムをチェックしてみて下さい。

日　付 会　場 テーマ

令和元年
7月14日（日）

下呂市民会館
B-1,B-2,
B-4,C-4

令和元年
8月4日（日）

ワークプラザ
（岐阜市）

A-4,A-5,
D-1,D-3

令和元年
9月8日（日）

苗木交流センター
A-1,A-2,
A-3,E-1

令和元年
10月13日（日）

ソフトピアジャパン
（大垣市）

B-1,B-2,
B-3,C-1

令和元年
12月8日（日）

岐阜県立多治見病院
A-4,A-5,
D-2,D-4

令和 2年
1月13日（祝）

不二羽島文化センター
A-1,A-2,
A-3,E-2

A：必須 B：選択（3単位）C：選択（4単位）
D：選択（2単位）E：選択（1単位）

　受講登録は日本理学療法士協会   ホームページ 
マイページよりお願い致します。（開催日 3ヶ月前
頃より、受付開始予定）是非とも履修・修了をよろ
しくお願い致します。

「GPTA 第 2回合同症例検討大会」
　教育部主催にて、昨年度より症例検討大会を行っ
ております。今まで例年ですと各支部において、症
例検討会が年に数回実施されていました。昨年度よ
り、それらを統合（各支部の検討会は廃止）し、一
日で学会形式のように行っています。県内多くの方
に出席頂きたいと考えております。計 30名の発表
を予定しておりますので、発表とともにご参加の程、
よろしくお願い致します。
　症例発表を行える対象者は新人教育プログラムの
C領域が未履修の方。発表することで「C-6 症例
発表」の 3単位を修得可能です。また、モデル発

表として、複数年経験を有するPTにも発表して頂
く予定でおります。モデル発表を聴講することで、
「C-2 運動器疾患の理学療法」を修得可能です。

日付 会場 セミナー番号

令和元年
11月 30日（土）

テクノプラザ
（各務原市）

20208

　詳細は岐阜県理学療法士会 ホームページをご確
認下さい。

　教育部一丸となって、今年度事業を運営させ
て頂きます。多くの方に奮ってご参加頂きます
よう、よろしくお願い申し上げます。（教育部
員募集しております。興味のある方は E-mail：
gifushinpuro_2012@yahoo.co.jp まで。
　　　　　　　　　　教育部長　木　村　英　司

調査部より

2019 会員アンケート調査　
ご協力のお願い

　皆様の状況をお聞きし、県士会の現状を把握する
ため、今年も「会員アンケート」を行います。
① この「らいちょう」を送付した郵便封筒にアン
ケート用紙が 会員 1人 1枚同封されています。そ
れぞれの設問に対し該当する項目に☑していただき
ます。自由記載欄については短文で簡潔に記入をお
願いします。
② 別に同封の返信用封筒で、事業所・病院ごとに
取りまとめの上、9 月 30 日までに 県士会事務局
へ郵送をお願いします。
③ 今回のアンケート結果については、本会ホーム
ページや学会報告など情報開示の資料として、また
会員名簿作成の参考資料として使用させていただき
ます（過去の調査結果はホームページをご参照くだ
さい）。
④ この調査により知り得た会員の個人情報は厳正
に管理し保護いたします。
　会員・組織の実情を把握することにより会の事業
運営の参考にさせていただきます。ぜひアンケート
回答にご協力をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　調査部　小鳥川
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人材育成サポート部

　昨年度より新設された部で、医療機関・介護保険
関連施設・教育機関等に従事している方々の協力体
制の強化を図ることを目標にしています。マネジメ
ントや職域別での研修会、そして、実習指導者研修
会を開催予定であります。人との関わりや、他施設
の方々、実習での学生とのつながりをサポートさせ
ていただいています。

部長
西沢 　喬　（にしざわ　たかし）
　　　平野総合病院　リハビリテーション課
部員
今津登紀子（いまづ　ときこ）
　　　岐阜リハビリテーションホーム
吉村　孝之（よしむら　たかゆき）
　　　平野総合病院　リハビリテーション課
佐分　宏基（さぶり　ひろき）
　　　平野総合病院　リハビリテーション課

教育部

～新プロ履修　お支えします～
　皆様こんにちは !!　教育部を担当しています、木
村英司です。
　教育部では新人教育プログラム研修会を担当し、
皆様の履修をお支えするのが主な仕事です。岐阜
県内を 2 つに大別し、皆様に受講しやすいよう
計 6 回 / 年 実施しています。また、昨年度より
GPTA 合同症例検討大会を開催し始めました。是
非、発表（新プロ未修了方）・ご参加（誰でも）を
お願い致します。新プロ・症例検討大会につきま
しては、岐阜県理学療法士会のホームページを
チェックしてみて下さい。また、教育部では 3名
程部員を募集しています。興味のある方は E-mail：
gifushinpuro_2012@yahoo.co.jp まで。

各部の紹介
学 術 局

部長
木村　英司（きむら　えいじ）木沢記念病院
部員
高山　智博（たかやま　ともひろ）城山病院
古川　元康（ふるかわ　もとやす）中濃厚生病院
森　　道徳（もり　みちのり）老人保健施設　城山
山田　展弘（やまだ　のぶひろ）県立多治見病院
安藤　春菜（あんどう　はるな）木沢記念病院
福井　美帆（ふくい　みほ）木沢記念病院
今井　涼太（いまい　りょうた）市立恵那病院

理学療法士講習会部

　当部は、県内で開催される理学療法士講習会の計
画、運営を行っています。運営時に講師の先生と受
講生の先生の理学療法に対する熱気を肌で感じるこ
とが出来るので、私としても仕事のモチベーション
が上がる良い機会だと感じています。当部の活動が
岐阜県の理学療法を盛り上げ、みなさんが将来的に
思い浮かべる理学療法士像に向けての手助けになれ
ればと考えています。今年度は 2回、次年度は 5
回の講習会を予定しています。

部長
　浅井 　結城（あさい　ゆうき）羽島市民病院
部員
　絶賛募集中です！
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　第 7回目を迎えた今年の大会は、13 施設から
10 チームが参加。2ブロック（組み合わせはくじ
引きにより決定）に分かれた予選リーグ後に順位決
定戦を行いました。

Aブロック
1位　大垣中央病院
2位　和光会グループ
3位　県立多治見病院
4位　いけだ整形外科
5位　朝日大学病院

Bブロック
1位　厚生会
2位　関中央病院
3位　やまが整形外科
4位　個人参加
5位　岐阜清流病院

　試合の合間には、ホットサンドの提供があり、と
ても美味しくて大人気でした。

総合結果は、
優勝：大垣中央病院
準優勝：厚生会
第 3位：関中央病院

　年々レベルは上がっていますが、絶対的に強い
チームがある訳ではなく、毎年順位が入れ替わるの
は交流大会の面白さですね。参加者みなさまのご協
力のおかげで、大きなトラブルもなくスムーズに大
会を運営することができました。
　ご参加＆ご協力ありがとうございました。来年も
開催しますのでよろしくお願いします。
　　　　文責：GPTFC実行委員　臼　井　美由紀

【第 7回GPTFC開催報告】

平成 31年 4月14日（日）フットサルアリーナ本巣にて

岐阜県理学療法士病院対抗岐阜県理学療法士病院対抗
フットサルカップフットサルカップ（略してGPTFC）（略してGPTFC）を開催しました。を開催しました。
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＜ 会　員　の　声 ＞

お昼休みのひと時

　　　　　　あるてあ訪問看護ステーション

山　﨑　　　潤　

　先日、新聞を読んでいると『もしバナゲーム』と
いうカードゲームが取り上げられていました。『も
しものための話し合い』の略で、緩和医療チームが

岐阜県リハビリテーション協議会便り

『設立総会（第 1回社員総会）を　　
　　　　　　　　行いました』

　平成 22 年に端を発し、PT、OT、ST のリハビ
リ専門職で連携するこの団体が一般社団法人となっ
て初めての社員総会を去る 6月 30 日に OKBふれ
あい会館にて開催。26 名の代議員中 21 名の出席
と議決権行使 4名にて総会成立、さらに顧問の岐
阜大学・青木先生、岩砂病院・森先生にもご参加い
ただきました。
　総会の議長に東可児病院・村雲先生を推薦し、今
年度の事業計画及び予算案を審議頂き円滑に承認さ
れた。今年度の事業の主なものは、リハビリテーショ
ンの普及・啓発として高校生一日体験、「まんがで
わかるコメディカルスタッフの仕事」の県内高校へ
の寄贈、知育包括ケアに関連した研修会や人材派遣、
災害リハビリテーションの推進を行います。同時に、
法人運営体制を活動しながら整備していくことにな
ります。
　当協議会は、PT、OT、ST 各士会と相補的な関
係の中で活動を行うことが特徴です。各士会で独自
に事業計画を持って活動される一方で、広くリハビ
リテーションとして活動することが望ましいことは
当協議会が主体になるよう事業を整備していく次第
です。
　総会開催のご報告と当協議会の今後の飛躍発展の
宣言を致します。

　一般社団法人岐阜県リハビリテーション協議会

　会長　柴　　　貴　志

作ったカードゲームです。余命半年と告げられた時
に何を優先したいを、36枚のカードを使って話し
あうゲームです。カードにはそれぞれ、「大切な人
とお別れをする」「私が望む形で治療やケアをして
もらえる」などといった死生観に関するキーワード
が書かれています。トランプゲームのようにカード
を取捨選択していき、最後に手元に残った 5枚の
カードについて、皆に説明し、共有します。最期を
どのように迎えたいか、というネガティブで敬遠さ
れがちな話題が、半ばゲーム感覚で意志を共有する
ことができる、というものです。
　これは興味深い！と思い、すぐに手に入れました。
そしてさっそく職場のリハビリスタッフや看護師、
事務員に紹介して、お昼休みにお弁当を広げながら
皆でやってみました。これが思いの外盛り上がりま
した。他でもない自分自身の死生観について考える
ため、皆真剣に取り組みます。
　「やっぱり呼吸は苦しくない方がいいよね」「私は、
薬で眠らされるより、痛くても良いから意識ははっ
きりしていたい」、「最後までユーモアは忘れずにい
たいな」など……。考えはそれぞれです。毎日のよ
うに顔を合わせている仲間でありながら、聞いてみ
ると意外な一面が垣間見えることもありました。死
生観というディープな話題を共有することで、仲間
意識が高まったように感じました。私自身も自分や
自分を取り巻く環境について見つめ直すよい機会に
なったと同時に、終末期における利用者の心情に寄
り添う感性が少しだけ養われたように感じました。
　私は現在、訪問業務に携わっております。このゲー
ムは、余命半年だとしたら、という前提ではありま
したが、多様化する生き方の中で、ターミナル期に
関わらず、利用者が「どのように生きていきたいか」
という思いを理解しようとする姿勢は、在宅医療に
おいて必要なことだと思います。特に、在宅医療に
おける理学療法士には、単純な機能訓練で終わるよ
うな関わりではなく、「生活」という視点から総合
的なアプローチができる力が求められていると思い
ます。利用者と「もしバナゲーム」をやってみるこ
とは難しいですが、求められているニードを正しく
理解し、柔軟な関わりができるようこれからも精進
していきたいと思います。
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おおがきハーフマラソン 2019 参加&応援会員募集のご案内

2019 年 12 月 15 日に開催される『おおがきマラソン 2019』
（公社）岐阜県理学療法士会として一緒に参加しませんか？

　昨年は 17名の方々と一緒に参加しました。
　コースは、ハーフ、10㎞、2.5㎞があり、県士会の福利厚生事業として 1人最大 3000 円の助成が
受けられます。スタート後は各自のペースとなるので、スタート前に集合して交流する時間を作りた
いと思っています。より多くの方々の交流の機会になればと考えておりますので、積極的にご参加く
ださい。
　エントリー期間が 10月 4日までとなっています。エントリー完了後、10月 10 日までに、岐阜県
理学療法士会おおがきマラソン世話役の臼井までご連絡ください。

岐阜県理学療法士会おおがきマラソン参加世話役　
臼　井　美由紀　

携帯電話：090-4296-9301
メール：miyukid325@yahoo.co.jp
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R １　賛　助　会　員

会　社　名　・　施　設　名 電 話 番 号

有限会社　加納ビジネス
〒 500-8456　　岐阜県岐阜市加納大黒町 2－ 32

TEL 058-273-3007（代）

有限会社　中部義肢
〒 486-0911　　愛知県春日井市西高山町 3丁目 16－ 12

TEL 0568-34-7143

岐阜保健大学
〒 500-8281　　岐阜県岐阜市東鶉 2丁目 92番地

TEL 058-274-5001

東名ブレース株式会社
〒 489-0979　　愛知県瀬戸市坊金町 271

TEL 0561-85-7355

株式会社　松本義肢製作所
〒 485-0805　　愛知県小牧市大字林 210－ 3

TEL 0568-47-1701

学校法人誠広学園　平成医療短期大学
〒 501-1131　　岐阜県岐阜市黒野 180

TEL 058-234-3324

中部学院大学
〒 501-3993　　岐阜県関市桐ヶ丘 2丁目 1番地

TEL 0575-24-2211

株式会社　ケア
〒 502-0848　　岐阜県岐阜市早田本町 1丁目 9番地

TEL 058-233-7981

株式会社　大塚製薬工場
〒 500-8856　　岐阜県岐阜市橋本町 2-20　濃飛ビル 9階

TEL 058-227-3811
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公告掲載のご案内

士会ニュース公告掲載のお問い合わせ・申し込みにつきましては
広報部までお願いいたします。 

　　　　　　広報部
　　　　　　〒 503-2417 揖斐郡池田町本郷 1551-1
　　　　　　　　　 　　　医療法人社団橘会　新生病院
　　　　　　　　　　　　　　リハビリテーション科　伊藤康行
　　　　　　TEL.0585-45-3161　FAX.0585-45-3255

　　　　　　　  E-mail：shinsei4@octn.jp

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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発行人：公益社団法人 岐阜県理学療法士会
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編 集 後 記　



　らいちょう 130 号作成に当たり、巻頭文・会員の声の原稿依頼を快諾して、ご協力下さい
ました、橘田正人氏、山﨑　潤氏に感謝致します。
　この場を借りて、お礼申し上げます。

　暑い日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
　日々の日常業務はもとより、日常の物事に悩み疲れている人も多いのではないでしょうか？
ある経営者は『頭を悩ませる事案のない一日は、業績上あまり良くない時の日常であった』と
言われておりましたが、身体的に暑くて疲れる上に、悩みまで多く抱えたらこの時期しんどい
ですね。別のある本に悩みを半減させる方法として、①問題点はなにか？②問題の原因はなに
か？③幾通りの解決策があって、それらはどんなものか？④望ましい解決策はどれか？と悩み
を分析し行動していくと良いと書かれておりました。
　理学療法と通じるものがあると思われますので、会員の皆様にあっては暑い夏を、身体的に
も精神的にも上手く乗り切っていきましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（F）




