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第 31 回岐阜県理学療法学会を終えて

第 31回岐阜県理学療法学会　　　　　　　

準備委員長　安　藤　誠　康　　

　新型コロナウイルスの影響で未だ大変な状況ではございますが、会員の皆様におかれましてはいかがお
過ごしでしょうか。去る令和 3年 2月 21 日、「つなぎ・紡ぐ」をテーマに第 31回岐阜県理学療法学会を
WEB形式にて開催させていただきました。当日は特別講演のみで、ZOOM、YouTube ライブを使用して
会員・一般向けに配信、演題発表は後日オンデマンド配信とさせていただきました。このような状況下で
も一般演題・症例報告合わせて 33題もの演題を登録していただき、誠にありがとうございました。状況に
関わらず、日々切磋琢磨して過ごされている会員の皆様に励まされながら開催できたことに心より感謝申
し上げます。また、査読をしてくださった皆様、座長を快く引き受けてくださった皆様、参加してくださっ
た皆様、本当に皆々様のご協力の賜物だと思います。心より感謝申し上げます。
　今回は初めての試みばかりで、参加登録から事前トライアル、発表方法や質問方法など、会員の皆様に
は大変混乱させてしまったことをお詫び申し上げます。前例のない状況の中、最善の方法と判断した結果
ですので何卒ご容赦願います。
　当日は、大湫病院の児童精神科医、関正樹先生をお招きして「発達性協調運動障害とその他の発達障害
　―学校での生活における困難―」というテーマでご講演いただきました。数少ない児童精神科医である
関先生の講演は大変貴重なお話ということで、東濃地区の小学校にも広報を展開したところ、学校関係者、
保護者など多くの方にもご視聴していただき、学校現場でのニーズの高さを実感しました。学会ホームペー
ジから視聴可能ですので、色々な方に紹介していただけると有用な情報かと存じます。
　このような状況での開催は恐らくこの先ないと思われますので、開催までの経緯を少しお話させていただ
きます。感染状況が深刻化する中、正直なところ運営スタッフ一同学会開催のことは考えられませんでし
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た。開催の方向で動き始めたのが 10月下旬で、例年では考えられない程遅い時期でした。そこから話し合
いを重ね、WEB形式、ZOOM、YouTube ライブを使用することなど大枠が決まりました。また、運営ス
タッフは他施設との接触も考慮し、学会長、準備委員長、学術担当の同施設 3人で進めることになりました。
準備を進める中でも刻々と変化する状況下で開催方法や進行方法などをその都度変更を余儀なくされまし
た。当初は、座長、発表者のみ来場していただく進行を予定していましたが、それも難しくなり当日は特
別講演のみで、発表は後日オンデマンド配信、質問はSlack というアプリを期間限定で使用するというこ
とになりました。本当に変更が多く、ご迷惑をお掛け致しました。
　アンケートで、ママさんPTから数年ぶりに学会に参加することができたという嬉しい意見を頂戴しまし
た。家庭の事情で参加したくても参加できない、そういう方も多くみえるかと思われます。今後一人でも
多くの会員が参加できるWEB形式という考え方も、一つの方法として柔軟に対応していく必要があると感
じました。
　今回、初めてのWEB開催で色々な混乱が生じたかと思いますが、私から会員の皆様に考えていただきた
いことが一つございます。今回の学会参加申し込みや事前トライアルなどを適切な手続きで行えた方は 3
割程度でした。県内のZOOMを使用したその他の講習会でも正しい手続きができている割合は同程度とお
聞きしています。残り７割の方々のデータ修正などの行為は、運営する立場になると非常に業務に影響を
与えるものです。今後皆様が運営に携わる機会もあるかと存じます。参加者お一人お一人がマニュアルを
読んだり、理解したり、同僚・知人に相談したりすることでスムーズな運営に繋がるだけでなく、せっか
く行った手続きが無効になってしまわないよう、また自分に不利益が生じてしまわないようにしていただ
ければ幸いです。今後はWEB形式主流の時代へ移行していくことも考えられますし、更に新たな方法が出
てくるかもしれません。PCに慣れた方だと感覚的に出来てしまうことも多いかと思われますが、今一度ご
確認願います。私自身も古いタイプの人間ですのでPC関係で戸惑うことが多々ありますが、情報共有しな
がら間違いのないようにしていきたいと思います。
　最後に身内の話で大変恐縮ですが、特に学術担当の淺井先生には、時間のない中、座長、演者とのやり
とりや他学会でのWEB使用調査、HP作成・管理、SNS発信に至るまで一人で担当していただきました。
この場をお借りして心より感謝申し上げます。
　この状況が一日でも早く終息へ向かいますことと、会員の皆様のご健康、ご活躍をお祈り申し上げます。
ご協力本当にありがとうございました。
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＜各部・委員会からの報告＞
令和 2年度

（公社）岐阜県理学療法士会
第 4回理事会　議事録（要約）

日時：令和 3年 2月 2 日（火）18 時 30 分より

場所：WEB 開催

出席： 舟木一夫、村雲憲、山下恒彦、岡村秀人、小

池孝康、岸本泰樹、、木村信博、河合克尚、

臼井美由紀、小野晶代、植木努、棚橋一憲、

田島嘉人、久保田将成、吉井秀仁、田中利典

欠席：  伊藤友紀

議題 1：会長及び常任理事報告

議題 2：新入会員の承認→ 2名承認

議題 3：令和 2年度補正収支予算案

    （収入の部）：事業収入は、新型コロナウイル

スの影響にて多くの事業が中止となり、大幅

な減額。 一方、PT 週間 55 周年事業費、シ

ルリハ委託費、持続化給付金、家賃補助等が

あり合計収入は増額となった。

    公益目的事業として黒字決算となる予想では

あるが、特別な事情ということで問題ないと

のこと。 →承認 

議題 4：令和 3年度事業計画案

   前回理事会からその他の変更なし。→承認 

議題 5：令和 3年度予算計画案

    一部事業をリハ協議会へ移行するため、補助

金収入、支出を減額。会計事務所からも公益

3 基準を満たしており問題ないことの確認も

取れている。令和 3 年度も多くの事業が中

止となり、予算執行ができず公益基準を満た

していなくても問題ないと指導を受けてい

る。→承認

議題 13：その他

   学会運営部補正予算について

    コロナの影響でオンライン開催となったた

め、当初予算に対し支出が 40 万円減額。収

入についても参加費収入がなくなったため

20 万円の減額となる。→承認

   新規賛助会員について

   （株）gene 様より賛助会員への申込あり

→賛成 

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 3年 2月 1 日～令和 3年 4月 30 日

★古田 一成  （つちや整形外科）  

★笠野 恵美  （県北西部地域医療センター

 国保白鳥病院）

★鈴木 裕也  （県北西部地域医療センター

 国保白鳥病院）

★仲谷 智子  （博愛会病院）

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（カ

タログギフト）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な

どの助成。

          企画型）フットサル等 多人数

で行う競技の助成

         参加型）マラソン等 個人競技

           

 上記以外にもご意見・要望、不明な点がございま
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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

教育部より

　教育部は新人教育プログラム研修会を担当してい
ます。各地域で履修しやすいよう、岐阜中・西部と
岐阜東・北部での計 6 回 開催予定です。
　日程・会場などの詳細につきましては今後、岐阜
県理学療法士会 ホームページ等でお伝えする予定
です。
　しかし、コロナ禍で中止も検討せざるをえない状
況なのが現状としてあります。そのような現状の中
で…
＜推奨事項＞
　新人教育プログラム研修会は全国どこの研修会に
参加されても履修は可能ですが、県外移動の制限も
あるかもしれません。そこで !!

「e- ラーニング」

の活用を強く推奨します。2021 年度入会者は受講
費無料で履修・取得出来ます。日本理学療法士協会
ホームページマイページにログイン後、研修会・学
術大会のバナーから申込登録により、
　　セミナー番号：「24325」 有料
　　（2021 年度入会者用「24326」 無料）
にて検索頂き、「詳細」のバナーで新人教育プログ
ラムの受講手続きが行えます。数日後よりお手持ち
のパソコンから講義を視聴出来るシステムです。視
聴可能時間に制限がありませんので、勤務や都合に
合わせ、受講が出来ます。
　また、上記セミナーで取得が出来ないC 領域に
ついては以下のセミナーにより取得可能です。右記
に記します。
 　「セミナー番号」 （2021 年度の入会者用 無料） ： 
「22084」、「24566」、「24327」(24328)、「24329」
(24330)、「24331」、「24332」(24333)

　2022 年度より新生涯学習システム制度へと
移行される予定です。履修途中の方もおみえか
と思います。ぜひ、e- ラーニングの積極的なご
活用をよろしくお願い致します。

「GPTA 第 3回合同症例検討大会」 
　教育部主催にて、症例検討大会を予定しておりま
す。コロナ禍の状況もあり、現在開催方法など検討
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中です。
　学会形式のように行うことを検討しております
が、発表人数を制限せざるをえない状況と考えてお
ります。
　詳細つきましては今後、岐阜県理学療法士会 ホー
ムページ等をご確認下さい。

「お願い」
　教育部 9名一丸となって、今年度事業を運営さ
せて頂きます。
　来年度より新生涯学習システム制度移行に伴い、
運営人数が足りません。教育部員を募集しておりま
す。
　興味のある方は 
　E-mail ：gifushinpuro_2012@yahoo.co.jp
までご連絡下さい。よろしくお願い致します。
　　　　　　（公社）岐阜県理学療法士会

教育部長　木　村　英　司　

＜ 会　員　の　声 ＞

一人職場ならではの難しさと楽しさ

　　　　　　　　　　株式会社フェリックス
　　　　　　　　　　訪問看護事業所ゆら

加　藤　統　久　

　始めに、当事業所について説明いたします。当事
業所は可児市にあります。訪問看護事業所の他、訪
問介護事業所ゆら・住宅型有料老人ホーム悠楽を併
設しており法人全体として地域に根づいた看護・介
護での提供に努めております。訪問看護事業所ゆら
は、2018 年 7月より開始し、今年で 3年目になり
ます。看護師 5名、事務員 1名、理学療法士 1名
で構成しております。ご利用者様とご家族様の思い
を尊重し、その人がその人らしく生活が送れるよう
に、日々業務に励んでおります。
　現在、リハビリ職は私一人です。一人職場の難し
さは、「すぐに相談できる同職種者がいない」・「一
人であることのプレッシャーが大きい」・「やらない
といけない事が多く、やりたい事ができない」など
といった事があります。多くの病院や施設では、同
職種スタッフがいるため、わからない事や悩み事を
すぐに相談できる環境にあります。しかし、同職種
者がいないこの環境は、自分一人で判断する必要が
あります。私は現在 6年目のＰＴです。正直、ま
だまだ引き出しが少ないです。「本当にこれでいい
のか！？」「間違っていたらどうしよう」と思いな
がら、文献等を参考にして、ご利用者様の状態を確
認し、自分で答え合わせをしております。時には、
専門学生時代の先生や同期、以前勤めていた職場の
方に、連絡をして相談しております。周りに相談で
きる仲間がいる事のありがたみをつくづく感じま
す。
　当事業所は、ご利用者様のご自宅に訪問するのみ
ではなく、併設している施設のご入居者様の訪問も
行っております。施設では季節毎の行事や食事前の
口腔体操が日課です。しかし、「住宅型」という位
置付けにおいて、レクリエーションや集団体操をす
る機会がありません。そのため、施設で過ごされる
方のほとんどが、テレビを見たり、脳トレや塗り絵
など個人の好きな事をして過ごされます。そういっ
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た時間では、どうしても座っている時間が長くなり、
心身機能が低下するリスクが生じます。また、コロ
ナ感染対策により、外出制限もある中で体を動かす
機会も減っています。生活の質の低下も懸念されま
す。集団体操や自主トレの器具を作成し、活動する
時間を増やしたいと考えていますが、私一人では体
が足りません。どなたかご協力いただける方を募集
しております！！
　一人職場での難しさは先程述べた通りですが、
それと同時に楽しさでもあります。自分の好きな
ミュージシャンの歌の中に「何かに向かい　手をの
ばし　もがいている　その姿　それこそがパーフェ
クトなライフ　マイナスかけあわして　プラスにし
てしまえ」という歌詞があります。この歌詞のよう
に、ご利用者様・ご入居者様のために、必死にもが
き、マイナスをかけあわしてプラスにしていけるよ
う、今後も更なる努力を重ねていきたいと思います。

一年を振り返ってみて

　　　　　介護老人保健施設　西美濃さくら苑

関　谷　藍　后　

　去年の 4月から介護老人保健施設西美濃さくら苑

に就職しました。新しい環境で働くことに最初は不安

でいっぱいでした。しかし、リハビリテーション科に

は新人プログラムがあり、日々の業務のこと等指導し

て頂きながら学ぶことができました。初めて担当の利

用者様を受け持ち、緊張が止まりませんでした。なか

なか思うようにできなかったことがあった時先輩が気

づき声をかけてくれました。相談したところ日々利用

者様の変化に自分1では感じられない部分も先輩に

相談し違う視点から考えることができると感じました。

色々な考え方がより出来るように常に考えることを忘

れないようにしていこうと思います。経験の浅い私が

利用者様の治療で悩んでいる際に先輩が相談にのって

くれたりしてくださりとても感謝しています。

　この1年を通して勉強になった点は、自分以外の職

員や利用者様との関わりがモチベーションを上げ、リ

ハビリの意欲向上に繋がるということです。そのため

には他職員との声掛けや情報共有の大切さを学ぶこと

ができました。

　2年目になった今でもまだまだ分からないことがあ

り勉強不足ということを痛感し、思うように結果が出

せないこともあります。この1年個々の利用者様への

アプローチが上手く行えていなかったと感じます。最

大限利用者様のニーズに応えていけるようこれからも

日々精進して利用者様1人1人の力になれるようにま

た1年努力していきます。

　最後に新型コロナウイルス感染症が1日でも早く終

息し、皆様が安心できる生活が訪れるよう心からお祈

り申し上げます。
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令和 3年度　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

株式会社 gene
〒 461-0004　愛知県名古屋市東区葵 1丁目 26番地 12号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IKKO新栄ビル 6F

TEL 052-325-6611
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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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編 集 後 記　



　らいちょう 137 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、安藤誠康氏、加藤統久氏、関谷藍后氏に感謝致します。
この場を借りて、お礼申し上げます。

　新入職員の皆様、入職おめでとうございます。
　例年であれば歓迎会等、職員同士の交流を深めるイベントを行っていましたが未だコロナウ
イルスの感染拡大により、今年も難しくなりそうです。
　コロナ前の日常生活から世界中が変化した日常を過ごす中、初めての環境で働く君たちは、
もっと体力的にも精神的にもストレスを感じているのかもしれません。
　ちなみに私は、ロードバイクやハイキングで自然と触れ合ったり、動画アプリを用いて映画
やアニメ鑑賞して気分転換しています。
　皆さまも自分に合った気分転換を見つけてこのコロナ禍を乗り越えましょう。そして、患者
さんに笑顔で接して患部も心も楽になってもらえるように私たちと一緒に仕事を励んでいきま
しょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（K）




