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足元を掘れ 

福井県立病院 

小澤 純一 

  

先日、オンライン開催となった福井県理学療法学術大会の COVID－19 に関するシンポ

ジウムでの一コマ。シンポジストの一人が饒舌鋭く語る背後で、「パパ－、ただいまー!!」

の声。外出から帰宅した様子の子供さんの声に、冷静さを装う講師の顔…。リモートある

ある、である。そんな私も発表直前に、発表スライドの共有ができなくなり慌てて順番を

ずらしてもらうハプニング…、人のことは笑えない。 

世界中を吹き荒れる新型コロナウィルスの前に、今まで当たり前に行ってきたことが出

来ず、戸惑うことが多い。協会や士会活動も然り、対面での会議や研修会、そして飲み会

も儘ならず、今年上半期は空白の半年になってしまった感がある。しかし、オンラインで

の学会開催や研修会企画もはじまり、いわゆるニューノーマルの中で活動が再開されてい

る。 

「足下を掘れ、そこに泉あり」、ニーチェの言葉らしい。

自粛のために身動きがとりづらい状況はまだまだ続きそう

だが、やるべき価値のあることは職場や地域、県士会など

すぐそばにあるようだ。さてどうすればうまく泉を掘り当

てられるか、とりあえずハイボールを片手に学会の動画配

信でも見直してみましょうか。 
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【施設紹介】       社会福祉法人 大野和光園訪問看護ステーション 

 
 社会福祉法人大野和光園は、「すべてはその人のために」という基本理念のもと、介護老

人福祉施設と各種在宅サービスを提供しています。 

訪問看護ステーションでは、病状に合わせて 24 時間 365 日対応しており、利用者と家

族に寄り添ったケアや医学的な処置が必要な場合には、医師の指示のもと点滴などを行っ

ています。また、理学療法士が常勤しており、身体機能の維持や改善、家屋環境に適した

福祉用具の説明や助言、運動療法などを行っています。 

 

当ステーションでは、利用者の状況を

スタッフ全員が把握できるように毎日ミ

ーティングをしています。問題点に対し

てはそれぞれの知識や経験から意見を出

し合い、全身状態の管理や身体機能、活

動能力などをふまえて今後の予測まで積

極的に議論することができていることが

最大の持ち味だと感じています。 

看護やケアを中心とした看護師の視点

と身体機能と活動能力をより細かく評価、

解釈するリハビリ職の視点で利用者、家

族が安心して過ごせるように協働して向

き合うことができているという強みのあ

る施設です。 
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Professional  ~Style of works~ 

 

Profile 
プロフィール 

○ 氏名： 高氏涼太 

○ 所属先： 医療法人健康会 嶋田病院 

○ 取得資格： 認定理学療法士（脳卒中） 

○ 経験年数：  10年目 

○ 出身校：大阪電気通信大学 

○ その他資格：特になし 

 
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． 

 脳卒中の患者様を担当する機会が多くなり、治療をしていく中で専門的な知識が必要だと思い取得し

ました。 

 

Q2 この資格に関わる魅力を教えて下さい． 

脳卒中は病態によって症状が多様化するため、自分が苦手とする分野を明確にし、勉強することがで

きることです。 

 

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． 

近年、脳科学の研究が進む中で最新の知見をもとに、脳の機能解剖を学べることです。臨床では脳画

像を確認した上で、実際にみられる所見と症状と照らし合わせながら、効率のいい治療を考案するこ

とができ、実際に患者様が早く良くなっていくことが実感できることです。 

 

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． 

10症例のレポートを作成することが大変でした。また、今年は新型コロナウィルスの影響でオン

ラインでの試験となりましたが、講義資料を何度も見返して頭に入れて、理解することに苦労し

ました。また、試験問題で問われる問題と臨床で課題となる問題は異なるところが多いので、試

験と臨床の勉強を両立することが大変でした。 

 

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． 

 認定理学療法士は永久資格ではないので、今後も研修会や学

会などに参加して、専門的知識を更新し、自己研鑽に励みた

いと思います。 
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           事務局からのお知らせ 12月  

◆ 会員の動向（令和 2 年 11 月末現在）◆ 
会員数：920名（勤務先会員 873名、自宅会員 47名）、施設数：177施設 

新入会員：21名 、休会者総数：110名 、退会者数：23名 

✾会員の皆様、当士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✾ 

◆ 事務局預かりの備品◆ 

下記の備品を事務局で保管しております。講習会やイベントの際は貸出いたしますので、事務局まで 

ご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）経理運用基準にもありますが、消耗什器備品の購入は必ず事務局長の許可を得てください。 

また、士会で購入したものは、個人管理ではなく、事務局での管理といたします。 

会員の皆様が利用できるよう心がけてください。 

新型コロナウイルス感染対策備品（消毒液・フェイスシールド・非接触型体温計等）も準備してお

ります。 

◆会員の皆様へ◆ 

寒さもひとしお身に染みる頃となりました。県内のコロナ感

染者数は横ばい状態ですが、寒さが厳しくなるにつれ、別の

疾病での患者さんも増加してきます。 

会員の皆様におかれましては心身ともに、健康にくれぐれも

お気を付けください。 

 

ネームランド 1台 ビブス(小） 15枚
デジタルカメラ 3台 ビブス(大） 20枚
プロジェクター 1台 カードリ-ダー 7個
スクリーン 1張 ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ(安全ﾋﾟﾝ･ｸﾘｯﾌﾟ付) 124個
ＤＶＤプレイヤー 1台 ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ(不織布 緑) 226個
ステレオマイクロホン 1個 ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ赤紐） 46個
Hi-Fi ビデオコード 1台 ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ白紐) 532個
Web カメラ　（2台） 2台 胸章リボン大　赤 15個
USBスピーカー 1台 胸章リボン大　白 7個
プリンター(epson） 1台 胸章リボン小　黄 50個
プリンター(brother) 1台 胸章リボン小　青 33個
レーザープリンタ　（Canon) 1台 胸章リボン小　赤 4個
タープテント 4張 ホワイトボード大　 6枚
折りたたみベッド 4台 ホワイトボード小　 6枚
貸出金庫(大） 1個 ブラックボード　 1枚
貸出金庫(小） 4個 メディカルバック　 2個
会議室用ストーブ 1台 マガジンラック　 1台
延長コード（29ｍ） 1台 のぼり旗 (士会ロゴあり) 10枚
ジョイントマット 120枚 のぼり旗 (士会ロゴなし) 10枚
体温計　 4個 のぼり旗 (リハビリ展) 10枚
緑ジャケット(士会名入り） 4枚 のぼり旗用の棒 7本
名前カード立て 28個 賞状用お盆 1個

 

福井県理学療法士会 

事務局 

笈田裕美・横井浩江 

TEL：0776-29-7003 
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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 

 

 

【編集後記】 

2020 年は COVID-19 でもちきりの一年でしたね。最近のニュースではワクチン接種が始まっている国

もあるようで明るい兆しが見えてきました。まだまだ問題や課題はありますが、少しずつ改善していく

2021年になると良いですね。 

 


