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㕲ӧ ఆ॔౫࣍בபօఔ֧ᇓಐ֭മᅏ֪֣փ֥
ગ਼ಐƠƤवࡿƣॉƊǈƣ౫࣍Ǉſ৪ŹƌƳƎƁbગ਼ఆ॔౫࣍ǤǪǮȀગ਼ᇻആƠƽƿဎᎩƊ
ǁƔሑÅƣඞଉƤ፣൞૪ଫႩࡒඑƜŷƿb౮็ྙƣ෮ೄƜŷǀƈƝbఆ॔ȕǺǬ|ȋƝƌƛ
ྔƌƛঊ၌ƜƂǀಈ་ਊኟఆ॔ȕǺǾȕǱ|ǢȒȞࣤȉǶȐǍȖƽƿƝƊǁƛŹƳƎcƳƔb
ঊ၌ౄइǇ৵ሰƊǁǀሑƤ႘ƀƾऌ໖ƹධƣጫशƤŷǀƀiධƭƣಈ࿓ࡎƹኃษƤi
ঊ၌ಐƣኃ࡙༛ƤईႷƀiƞǁƄƾŹƣৼ౫࣍ƜƂǀƀiƟƞ၍ፉƹऌ໖ƝſᎭǇƌƛƴƛƤ
ŹƀƁƜƌƼŻƀiગ਼ಐƣಈǇƴƛ२ධྙƣጵƠŷǀवࡿƣሑƠƤᇓಐƀƾƣฑธᅏǇſ
৪ŹƌƳƎc

㕳ӧ

ఆ॔౫࣍ঊ၌֧ஓև

ఆ॔౫࣍ঊ၌Ƥb%5%#666ƠƷŷƿƳƎƝſƿb౪ಘƝᎌૢǇƌƘƀƿጫशƌƛƒƣࡴࡿƝƌƛঊ၌
ƎǀಈǇጫशƌƛঊ၌ƎǀಈƁਿƶƾǁƳƎc

ĨƟఆ॔౫࣍ঊ၌ƠƙŹƛ

ҒภঊᆊঊᄇƝƒǁƠᄔŻఆ॔ᎌರƣያሻƝప

་ਊኟఆ॔ȕǺǾȕǱ|ǢȒȞ౫࣍ᎌཆ

ғภঊৄ੩ƣूƹᆍ

ਢव ࡒऀ,4#6 Ƥఆ॔౫࣍ঊ၌Ɲƌƛ

Ҕདࡰƹఆ॔౫࣍ཆƝƣᎌૢƌƔঊ၌

ࡒऀƣƙǇੑƇƛŹƳƎc

AKITA PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION NEWS

Å,4#6Ȇ|ȋȅ|ǣƽƿ

(６）

ĩఆ॔ಐƣ౫࣍ೄƝƌƛƣஓŽ
ᅇఆདƠ୶ƀŻಐbपyƤȕǺධƝƌƛ୶ƀŹƳƎƁbࡴᄤƣሑƣႡಡƁ࿃ŹƷŷƿƳƎƣƜb
ƳƏƤఆ॔ȇȔȞǲǎǍƣৰƜŷǀಛୂ႞fಛୂরଅƝŹŻಈǇႪ၈ƠſƂƳƌƼŻc
ஓŽƝȉǵ|ƠƙŹƛƤၾॷᆒƁሻఆȇȔȞǲǎǍƣſఢሓആǇഞƌƛſƿƳƎƣƜౄணƠƌƛ
ƴƛƤŹƀƁƜƌƼŻƀiࡒऀƤࡴᆪᄌෲƌƔƷƣǇૡఐƌƛŹƳƎc

ਊᄧஓŽÅମƤҒҙƳƜŷƿ
ғሻఆȇȔȞǲǎǍƤb෯fඳፍfඑᆪዂfโƟᆴົfᇱ့bᅢጅƟᅏŽǇƌƛಛୂরଅǇମ໋Ơᅇ
ఆདƠႚƿƳƌƼŻcᅇఆೄfᅇఆདƹଵདȇȔȞǱǎǍǦȞǪ|Ơᆟ༶ǇƀƆƟŹƽŻƠƌƳƌƼŻc
ҖᅇఆདƜƣȇȔȞǲǎǍঊ၌ƠౄइƎǀƤbಛᇀƣப၌૱बǇ೮ࡗƠಈƠ๊ነƌƛƀƾbƜƀƆƳ
ƌƼŻc

ƮƀƾƏȉǵ|ÅମƤҒҖƳƜŷƿ
ғሻఆȇȔȞǱǎǍƤbᅇఆೄƣጵǇƜƂǀƕƆጫशƌbಛᇀƣᄕཉǇࣥƌᆋƆǀƽŻƟƈƝǇᅊƆƳ
ƌƼŻc
ҖᅢጅࡒඑƠಛᇀƣ૪ଫǇවƿƀƋƎƈƝǇᅊƆƳƌƼŻc
ሻఆȇȔȞǱǎǍƣſఢሓആঊ၌ƠౄइƎǀŷƟƔƭbƴǈƟƜƳƷƿƔŹƈƝၾॷᆒ

Īఆ॔౫࣍ঊ၌Ơ፣ƵஓŽ
ఆ॔౫࣍ƠౄइƎǀवƁŷƿƳƌƔƾፑ፝ጫƣၾዴƷइታƌƔဪ႘་ූఆȕǺᎌ౫࣍ྙఞ
Ǭ|ȋၜङඞƷౄணƠƌƛƷƾŹƔŹƝ౩ŹƳƎc
ҒිƝƷƠଌஅƜŷǀƈƝǦȖȀfȉǸ|ǣȌȞǳƣኴ༎
ғ፵้ǇഓǈƍbไƠƤഋᇀਂǇვǀಈ
ҔŷƄƳƜƷᅊႍസႚസೄਸƨଵད౫࣍ೄƁཨƜŷǀಈ
ҕଂƌƛഞथƃƟŹƈƝಛୂተ໑ƣઔ
Җଵདƣ౪ಘƁ์ƜŷǀƈƝ
җሇெfᎌጛfະཎǇཧಲƠƎǀƈƝǞȊȐǶǜ|ǢȒȞ
Ҙቚ႘ƣǖȞȀǌȗȞǤǇಲபƌbᎩǇƌƘƀƿபŻƈƝ
ҙࢃೢƟƞƠƽǀ་ແƃƟƞჅᎃནƟபࡡƤƠઔ
ҚྙఞƠౖƘƛŹǀཀྵƣƈƝǇሬǁƟŹƈƝ
қಛමƝමႪǇƷƘƛƈƝƠŷƔǀƈƝ

ဪ႘་ූఆȕǺᎌ౫࣍ྙఞǬ|ȋၜङඞ

ī ǄƿƠ
ဂଡጫॺፑሓౠवƝఆ॔౫࣍ƷषኬǇƵƀŽ൛ƌƏƙભƟၾዴǇॉዻƠſŽƎǀಈƜƂƛ
ƂƔƝ౩ŹƳƎƁŹƀƁƜƌƼŻƀiௗषƤௗƳƜƣ૪ଫǇଭƠఢƾǁƔƷƣǇൾऴƊƐƛŹƔƕƂ
ƳƌƔƁbƈƣǞȘǵ࢘ƣඡੳऀƜƤbఆ॔౫࣍ǤǘȖƠइŽƽƿ॰ಲƟশపƷਿƶƾǁǀಈƤସ
ŻƳƜƷŷƿƳƐǈcఆ॔ƤŹƙƈǀƀǄƀƿƳƐǈƁbǄƀƾƟŹƀƾƈƒᇓಐƣᅏŽƁ་โƕƝ
౩ŹƳƎcषƷࢂƂ໗Ƃఆ॔ȕǺǾȕǱ|ǢȒȞƠౄइƌƔŹғǇያ࿊ƌƳƎcŹƽŹƽఆ॔౫
࣍ƠſŹƛጫॺፑሓౠƠਿƶƾǁǀཐಡƹਙടƟƞƠƙŹƛൾऴƌƳƎc

秋田県理学療法士会ニュース

Vol.202

(2021.10.15)

（７）

1HZV'HVNSUHVHQWV

৶৾১ऩैੴढथउऌञः

ॱথঃॡସभઌৰ
ਸ਼گ

ॉघऍିਔॱ ءথঃॡସभ জ५ॡ धमء
ਸઢ ิ࿙ ق୭ஓ؞౼Ꮲᇈ७থॱكش

ॽগش५ౣૐྉभ ਸઢิ࿙ दघ؛ऒभ॥شॼشदमಏ෫टऐदऩऎؚঽী

ঋথॳউঞ५ऩैভآधൻୁघॊ৬
ୣ৶৾১؛ৗണभঽ୧पम௧৷४ुآ

ृੇఔभञीपु૽য়णॱথঃॡସभਵ॑औचथःञटऌऽघآ

ॺঞॽشথॢؚ৾౭ു৾भધ॑ഭिभऋ

ਸ਼گमॱؚথঃॡସၭदਞपऩॊႲਃચभउਵदघ؛

ୖ؛ਈमউটॸॖথॡॵय़شतऎॉपตর؛

ऒऒऽदॱথঃॡସၭभਏਙृၭ্১पणः

ेऎীऊैऩःधःअ্ुःभदमऩःदखॆअऊ

थງஂखथऌऽखञ؛০भॸشঐमَॱথঃॡସ॑

قऒऒटऐभਵੱؚজঁ॑ढथःॊஎभઉര

ၭघॊपିਔघॊऒधُदघ؛ऽङमॱؚথঃॡ

भ྇मेऎীऊढथःऽच॒ ൚؛كਈੂपॱؚথঃ

ସभૌၭद॑ऑॊටஓ¬जअؚႲටपି৯ख

ॡସधႲටभঢ়બऊैହखथःऌऽखॆअ؛
ॱথঃॡସम৬दાऔोॊपীੰऔोؚਈી

थਵ॑ਤीथःऌऽखॆअآ

ਓदँॊႌಞᄚಞृႌधःढञᄚಞ৲়प॑

ॱথঃॡସधႲටभഡமऩঢ়બ

इऽघ؛ऒोैमؚႲට॑ஂखथभा৬ਗपൾᩘऔ

Ⴒਃચऋৣखथःॊযमॱؚথঃॡସ॑खञ

ोऽघ؛जभञीؚႲਃચ૩॑થखथःॊৃ়पૌ

ऺअऋःःؚधःअऒधमओோੴभ্ुःधઓःऽ

ऩॱথঃॡସ॑ၭघॊधؚञटदऔइംखथ

घ؛खऊखؚजुजुऩछॱথঃॡସऋႲටपபःभऊ

ऩऎऩढञໃૉ৬पेؚॉऎभ૿ऋऊऊॉؚႲਂ
৸ऋਤ॒दःऎधःअப୭ऋেगऽघق؛كڭ

ॱথঃॡସभတၭमؚऒभ৴ൗभਸ਼पु
ൕൗखञधउॉؚਛয੬ਙदJGD\ؚਙद
JGD\धॎोथःऽघ؛उउकढरप৬ँञॉ
दઅइॊधJNJGD\दघब؛ऒोपৌखथؚႲਃ
ચऋৣखञཿਙႲට୰೩दमؚJNJGD\ऽ
द ॱ থ ঃ ॡ ସ ॑   घ ॊ ऒ ध ऋ  တ औ ो थ ः ऽ घ

ীੰ

قVWDJHEਰ؛كؚฟᕄధా౬ীभॱথঃॡସ

يਈીਓً

॑घॊॖওش४दघ؛ॎॉऽघऊ ء൚

ᄚಞ৲়قႌಞᄚಞ؞ႌऩनك
Ⴒ
ට

ْႲਃચ૩भৃ়ٓ
भᄚಞ৲়॑ૌघॊऒधदႲටقໃૉ৬كभ૿প
ମႲ૩ऋਤষ ମऔैपૌप૿ऋऊऊॊ ମப୭آ

ཿਙႲට୰दमॱথঃॡऋآ

Ⴒට॑ஂखथ
৬ਗषൾল

ْਫଞႲਃચभৃ়ٓ
भॱথঃॡସ॑ၭखथुႲਃચपम୶ऩखधਾઔँॉ
ͤधमःइশभॱথঃॡସૌၭमृमॉିਔऋਏ¬

ॱ ڭথঃॡସधႲටभঢ়બ

AKITA PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION NEWS

(８）
औथਖमऒभदघآآႲටभ૿॑ਞपखथؚૌ

Ⴒਂ৸়॑ಡघॊऒधऋऎؚટपॱথঃॡ

২ऩॱথঃॡ୫॑ਘःॊधؚટपၭघसऌढ़

ऋਏपऩॉृघःदघऋॱؚথঃॡସभਏधၭ

টজਂुشଌखؚॎङऊपၭखञॱথঃॡସऋؚ൙

धभੰऋଞਛযਰपপऌऎऩॊञीؚ൙

ृഷૉऩनभॱথঃॡ়ਛप௮ऊङؚে୵भग़ॿ

ऋକऌृघःऒधऋীऊॉऽघब؛

ঝॠش౺धखथઞ৷औोथखऽःऽघ؛जभञीॱؚ

ମभၭॉघऍम୵॑చॊءآ

থঃॡସभ॑ষःणणुిؚ২ऩग़ॿঝॠقشढ़

ਈमॱؚথঃॡସभரథपेॊିਔਡदघ؛୫भ

টজكشमၭघॊਏऋँॉऽघق؛كڮ

৪৲पൣःؚমযभॱথঃॡସၭमؚຂृຼ
ऽञফॱؚথঃॡସभஅથऋ௹୕ऩଓஃ୫ષु

ेॉुథऋੜइथःऽघ؛खऊखؚథ॑ၭॉघऍ

ऎਲ਼औोथःऽघऋؚ୫হऋેীၭोथःऩः

ॊधੱؚഷଵႈ೩ඪজ५ॡृଈಝজ५ॡऋৈऽॊ૭

قढ़টজਂشଌكभ೩औ॒पؚऒअखञଓஃ୫ષ॑

ચਙऋँॉऽघ؛ময॑ৌपखञଢ଼पेॊधؚ

ၭखथुैढथुؚ൙पमऩैङؚग़ॿঝॠشध

థभၭऋःණदଈಝজ५ॡऋಊق+5

खथ৻පऔोथखऽःऽघ؛ಗટधमःऽच॒ऋؚ

&,كखؚরदुੱႈ೩पेॊଈಝজ५ॡ

৯धम౮ऩॉऽघेबॱ؛থঃॡସधၭग़ॿঝ

ऋৈःق+5 &,كऒधऋਾઔऔोथ

ॠشमؚઈध൪ीऩऋैؚಏ෫दुेऎઅइॊ

ः ऽघ   ق  ؛ ك گ థ भ  ਜ਼ શ द ा ॊ ध ؚ ମ

ਏऋँॉऽघقଵ৶౭ുऔ॒धৼखऽखॆअ؛كآ

قฟ؞ᆈكभၭऋःधଈಝজ५ॡऋৈःधःअ
ટदखञ؛ञटମमସुःभदؚমਊपॱ
থঃॡସऋபऔ॑खथःॊभऊਞपऩॊधऒौदमँ
ॉऽघब؛؞؞؞

ढ़টজشभଅपॱথঃॡସऋ
ऩॊऊैମ৬ऋैोॊآ

ढ़টজش

ॱথঃॡସ
ढ़টজش

ে୵पਏ
ऩग़ॿঝॠشध
खथਹ৷औोॊ

 ڮாഈऩॱথঃॡସभ૫ਙ

ଈಝ



ૌ২ऩॱথঃॡସम
ঋش५भढ़টজਂشଌपିਔآ

ঁ२ૻॻش

ॱথঃॡସ






ੱഷଵଈಝ
















థ৸৬भၭ
ऒऒदखؚஎभ௧दँॊ୭ஓभਵुऔचथऎ
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 0LFKDHOD & 'HYULHV $UMXQ 6LWKDPSDUDSLOODL HW DO &KDQJHV LQ .LGQH\ )XQFWLRQ 'R 1RW 'LIIHU EHWZHHQ +HDOWK\ $GXOWV &RQVXPLQJ +LJKHU
&RPSDUHG ZLWK /RZHU RU 1RUPDO3URWHLQ 'LHWV $ 6\VWHPDWLF 5HYLHZ DQG 0HWD$QDO\VLV - 1XWU    ² 
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 (LNR 6DLWR ;LDRKH 7DQJ HW DO $VVRFLDWLRQ EHWZHHQ PHDW LQWDNH DQG PRUWDOLW\ GXH WR DOOFDXVH DQG PDMRU FDXVHV RI GHDWK LQ D -DSDQHVH
SRSXODWLRQ 3/R6 2QH    H 
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会長のあゆみ
7～9月会長活動記録
&DUWRRQE\0RPHQW&DP

8.2

秋田県医療審議会医療計画部会（Web）

8.4

当会本年度第三回理事会（Web）

8.5

秋田県医務薬事課様と懇談（秋田市）

8.5

秋田市在宅医療介護連携推進協議会第一回多職種連携研
修部会（秋田市）

7.2

ニーズ発表会打ち合わせ会議（Web）

8.10

秋田県介護人材確保対策事業講師（秋田市）

7.3

第8回日本呼吸ケアリハビリテーション東北支部学術

8.18

日本理学療法士協会臨時全国士会長会議（Web）

集会教育講演講師（Web）

8.20

帝人ファーマ様と懇談（秋田市）

7.5

ACOMAT調整本部待機（秋田市）

8.25

日本理学療法士連盟演説会（Web）

7.7

ACOMAT調整本部待機（秋田市）

8.28

秋田県医療関係連合会（秋田市）

7.8

令和3年度第一回スポーツ医科学委員会（Web）

9.1

令和3年度第二回秋田県医療審議会医療人材部会（Web）

7.12

ACOMAT調整本部待機（秋田市）

9.3

東北ブロック協議会臨時士会長会議（Web）

7.14

秋田県リハビリテーション専門職協議会会議（Web）

9.4

21世紀の医療を守る県民の集い（秋田市）

7.16

当会3役会議（秋田市）

9.9

秋田痙縮治療セミナー（Web）

7.17

当会理学療法研修会（Web）

9.10

令和3年度第2回東北ブロック協議会理事会（Web）

7.19

日本呼吸ケアリハビリテーション学会東北支部代議員会（Web）

9.11

秋田市在宅医療介護連携セミナー（Web）

7.26

第二回潟上市障害者総合支援法にかかる審査会（潟上市）

9.11-12

東北理学療法学術集会（Web）

7.28

日本理学療法士連盟東北ブロック会議（Web）

9.14

肩関節拘縮セミナー（Web）

7.30

秋田県介護人材確保対策事業講師（Web）

9.27

潟上市障害者総合支援法審査会（潟上市）

よこしま

思い邪無し ー会長の想いをつづるー

連載
コラム

判断
『終わりよければ全てよし』の語源は、身分の違いの男女の物語を書いたシェイクスピアの戯
曲『All's Well That Ends Well』から来ているらしい。2020東京オリンピック・パラリンピッ
クは日本勢のメダルラッシュのうちに閉幕したが、高くついた経費の按分については東京都、
政府と組織委員会の三者で今後激しい綱引きが続くといわれている。お金じゃないのよと言
えるぐらいの額ではないのが気がかりだ。新型コロナウイルス感染症は、現時点（9/6）で実
効再生産数が全国0.81、東京都0.75と第5波が終息しつつある値を示している。ゼロコロ
ナは不可能であっても、感染者が少ないことに越したことはない。（何回思ったか）もうひと踏
ん張り！紙面が皆さんの手元に届くころには・・・と希望しかない。長いトンネルの出口を抜ける
瞬間は、蒸発現象に気を付けなくてはならない。トンネルを出た瞬間、眩しいっと感じる、あれ。
トンネルに限らず、夜間の対向車のライトなど、意外にも事故が多いらしい。光明が差し込みよ
うやくといった頃、最後の詰めが甘く、今までの努力が台無しにならないことを願うし、私自身
も心したい。
思い邪無し：
「論語」より。人々の詩を詠む心について述べた一節。
嘘偽りのない純粋さの意。
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ニュース編集班より
いつも有難うございます。ニュース編集班班長の加賀屋です。202号 ParTner いかがでしたか？
今月はコスモス！ ハチとコスモスを撮るためにアナフィラキシーに怯えながら接写を試みました（笑）
受賞報告ですが、職場などで受賞者がいるよ！という方はぜひ教えてください。我々の情報収集にも限界が
ありますので…
引き続きニュース掲載記事のご相談をお待ちしております。次回ニュースの原稿締め切りは12月18日
（土）です。宜しくお願い致します。
連絡・送付先：akita.ptnews@gmail.com
問い合わせ先：秋田県立循環器・脳脊髄センター 機能訓練部 加賀屋勇気
Tel：018−833−0115 Fax：018−833−2104 E-mail：kagaya-yuki@akita-hos.or.jp
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