






特集＾

国際活動と理学療法士

，国際活動の経験を生かす
ことだという考えがあるそうで、そう 野でもやさしい日本語で表現すると
した宗教的なところからくる物なのか 伝わることも多くなるのではないで
なと推測しています。 しょうか。

後藤海外に行かれたご経験が、現在 野々垣まさしく「個人モデル」と「社 野々垣確かにそういった発想もあり
のお仕事に役立っていることはあり 会モデル」という考え方に通じるもの ますね。
ますか？ で、その点は日本よりもスリランカの 後藤国際活動等推進検討委員会はま
福井経験をどう生かすかというのは 方が進んでいるように感じますね。 だ出来たばかりですが、今後どのよう
J|CAでも、しばしば課題として取り上 な活動を予定されていますか？
げられることがあり、私自身も何がで □ 野々垣時間に関しては職場の理解が
きるか葛藤があります。多くの人に 国際活動とは

ー」 必要ですが、お金に関しては、JICAや
私の経験をお伝えすることで役に立 助成金に関する情報提供やマッチン
つこともあるかと思い、今回のインタ 後藤私は、外国に行くことが国際活 グをお手伝いすることで解決の方向
ビュ ーをお受けしたという経緯もあ 動というイメージを持っていますが、 に持っていけるのではないかと考え
ります。日本にいるときは装具など 福井先生が考える国際活動はどんな ています。また県内に個人で活動され
の補装具などは比較的容易に手に ことがありますか？ ている方の情報を集めて共有するこ
入れることが可能な環境ですが、ス 福井外国に行くことだけではなく、 とも重要だと考えています。
リランカでは簡単ではないので、今 地域にいる外国人の方々に対して理 福井養成校でも国際活動について
あるもので工夫することが必要でし 学療法を提供することも重要な活動 の授業を取り入れている学校もある
た。庭に平行棒を作っている人やス だと思います。 と聞いています。学生のうちから興味
ロ ープを周囲の人が手伝つて作った 野々垣私もトルコの方で日本語も英 を持ってもらうことで国際活動への
りしている家もありました資源が乏 語も話せない方がいらっしゃったと 参加希望者が増えてくると良いです
しい中で、この経験のおかげで私の き、大変苦労しました。スマホのアプ ね。海外に行くとなるとやはりハー ド
考え方はがらりと変わりました。 リを駆使して何とか切り抜けた経験 ルが高いので身近なところでも国際
野々垣我々は装具が古くなれば新 があります。外国の方も多くなってい 活動ができる必要とされている等の
しい物を買えばよいと安易に思って るので、そういうケースは増えてくる 情報を出していくことが重要ではな
しまっていますね。助け合いの精神 でしょうね。 いかと思います。委貝会の今後に期待
のようなものが強いのですね。 福井地域によっては外国人の方向け していますし、また機会がありました
福井すごく印象に残っている出来事 の医療用語集を発行している自治体 ら協力したいです。
があります。私は廃用で動けなくなっ もあると聞いていますよ。あと、いろい 後藤いろいろなお話をありがとうご
ている人に運動を進めても拒否され ろな言語にこちらが対応することは ざいました。福井先生の活動や国際活
たことがあります。理由は「困ってい 大切です力又言葉の伝え方を工夫する 動等推進検討委員会の取り組みを
ない」でした。周囲の人が手伝ってく という考え方もあると思います。外国 ニュ ースやホームページで紹介する
れるから動けなくても困らないとい 人や子どもに分かりやすい「やさしい ことで、もっと多くのに興味を持って
うことでした。困った人に手を差し伸 日本語」というニュ ースがあるのをご いただけると良いなと思います。
べることが徳を積むことになり良い 存じですか？私たちが関わる医療分

INFORMATION 

福井先生のJICAポランティア活動のご紹介

愛知県理学療法士会ニュ ース183号・185号・186号・189号・191号では福井先生の青年海外協力隊
理学療法士隊員としての 2年間のご経験を掲載しています。 ぜひご覧ください。

圏疇饗圏躙
ニュ ース183号 ニュ ース185号 ニュ ース186号 ニュ ース189号 ニュ ース191号

国際活動等推進検討委員会
一

国際活動等推進検討委員会 委員長里予々垣i念

当委員会は2021年4月の愛知県理学療法士会組織改編の際に発足いたしました。 その
趣旨は、 「身近な国際交流から県レベルの国際活動に対して、 士会としてどのような関り
を持つことができるか、 また、 それらの活動に士会員が参加するにはどのような支援が必
要かを検討する」 としています。

愛知県理学療法士会は、 6,000人を超えるほどの会員を有する団体となりました。 士
会員の中には、 さまざまな国際活動を経験されている方が増えてきていると思われます。
一方で、 国際活動に興味があるものの身近にその経験者がおらず、 それらの活動に一歩を
踏み出せない会員もいるかと思います。 国際活動をされた会員の貴重な経験と未経験者
の湧き上がる興味を繋げていくことは、 土会としてのひとつの役割かと考えます。

また、 臨床に目を向けると、 県下でも日本語を母語としない患者さまと接する機会が増
えてきているように思います。 そのような患者さまの対応に苦慮しているとの会員の声も
聞かれるところです。 これらの声に対して士会としてどのようなことが出来るのかを考え
ていくことも、 当委員会のひとつの課題だと考えます。

昨年開催された東京オリンピック ・ パラリンピソクはまだ記憶に新しいですが、 愛知で
は2026年のアジア競技大会が控えています。 この大会を支援する “ 2026アジア競技大会
支援委員会 ’'の委員として、 士会役員が参加しております。 これは、 今後この分野におい
ても、 理学療法士の活躍が期待されている表れだと考えます。

オリンピソク・バラリンピソクの際は、 県下でも多くの理学療法士がボランティアとし
て参加されました。 2026年のアジア競技大会ではぜひ協力したいと思われる会員の方も
みえるかもしれません。 競技大会まであと4年。 当委員会の活動を通して、 海外選手と関
わることへの不安が少しでも解消されると幸甚です。

このように、 当委員会では、 国際活動に関わるジャンルを超えたさまざまな課題を、 若
手を中心としたメンバーで検討していきます。
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国際活動に関するアンケート……………………＞

https:/ /forms.gle/hftGTFMSGjQEbSKp 7 
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https://aichi-pt.jp/wp-content/themes/aichi-rigaku/dl/thera_only/news_183.pdf
https://aichi-pt.jp/wp-content/themes/aichi-rigaku/dl/thera_only/news_185.pdf
https://aichi-pt.jp/wp-content/themes/aichi-rigaku/dl/thera_only/news_186.pdf
https://aichi-pt.jp/wp-content/themes/aichi-rigaku/dl/thera_only/news_189.pdf
https://aichi-pt.jp/wp-content/themes/aichi-rigaku/dl/thera_only/news_191.pdf
https://forms.gle/hftGTFM5GjQEbSKp7
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一 詳細は当会ホ ームペー ジをご覧ください。

名古屋支部研修会
匡令和4年3月6日（日）9:00~12:00 Eエ'WEB配信

【内 容】 ■ 講演脳卒中患者の歩行練習とロボットリハピリテー ション 講師牧芳昭先生（鵜飼リハビリテー ション病院）

■ 症例検討会（脳卒中に関連する症例：4~5症例を予定） 講師川瀬修平先生（上飯田リハビリテー ション病院）
【参 加 費】無料
【定 員】350名 （日本理学療法士協会員の方300名、会員外の方50名）

※申込方法等の詳細は愛知県理学療法士会ホームペー ジでご案内いたします。

■その他イベント・研修会情報

標準徒手医学会·理学療法科学学会・日本スポーツリハピリテーション学会主催

三学会合同標準徒手医学（運動器疾患スベシャリスト）講習会
匡(1)2022年3月20日（日） （2)2022年4月24日（日） 巨工'ZOOMを用いたオンライン開催

【内 容】・患者さんを診ていくための評価・治療の流れとは？ ・障害部を特定するための触診方法、「層別触診」とは？
・ 治療方針を決めるためのリ ーズニング（臨床推論）の立て方とは？ ・自信もって治療方針を定められる！「治療効果判定フラグ」とは？
•ここで全てが決まる！？「問診、視診で欠かさず診るポイント」とは？ ・翌日からすぐ使える疼痛·可動域治療テクニックについて［実技体験・臨床応用含むl

陣講師 三学会合同標準徒手医学（運動器疾患スペシャリスト）公認インストラクタ ー

【受 講 費】5000円 【定 員】いずれも定員30名
【申 込 方 法】URLリンクにて申込ください。（http://rigakusp.ws.hosei.ac.jp/index.html)

また、メ ールでの申込も可能です。以下メ ールアドレスに、件名：入門コ ース申し込みと記載し、①受講者氏名、②希望のコ ース
（参加希望日）、③所属、④連絡先（郵便番号・住所）、⑤経験年数を明記の上、下記の電子メ ールで申し込んでください（携帯電話
からも可能です）。申し込みアドレス：pt_mtspecialist@yahoo.co.jp
※申込締切：各日程、5日前までとさせていただきます。

-と mmm]◇令]令

医療法人財団善常会

〒4 57-004 6愛知県名古屋市南区松池町1-1 l 

052-811-9101 

1名

常勤 ・経験が1年以上ある方
・常 勤 8: 50~17: 20、 4週8休、 夏季・年末年始休暇

給与：226,200円～

リハビリテ ー ション部 熊谷・段まで

http://www.zenjokaijp 

いながき整形外科

〒4 71-0043愛知県豊田市宮町5丁目53番地

0565-31- 2525 (FAX 0565-31- 2505) 

理学療法士2名

常勤 ・給 与月給25 万～30.8万 円（月給は 一律手当含む）、 賞与あり
交通費規定支給、 時間外手当別途、 制服貸与、 社会保険（法令）
給与は経験・能力を考慮します。 昇給あり。

・勤務時間午前（月～土曜）／9:00~13:00 午後（月・火・木・金曜）／15:30~19:30
※水曜·土曜は午前のみ。 日曜祝日休み。 夏季 ・ 年末年始休暇あり

新卒の方は近隣の基幹病院で研修可能です。 詳細は面接時に相談し て ください。
パ ー トも募集しています。労働条件など詳しくはホー ムペー ジのリンク先求人サイトを参照してください。

院長稲垣弘進
https://inagaki-seikei.jp/ 

夕｀ デュシェンヌ型筋ジストロフィー治療剤 回顧囀
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魚爾麒250開
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Injection 

処方箋医薬品（注意ー医師等の処方箋により使用するごと）
条件付き早期承認品目

ピルトラルセン静注

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む使用上の注意等については、最新の添付文書をご参照ください。

製造販売元（文献請求先及び問い合わせ先）

〇日本新薬株式会社
〒607-8550 京都市南区吉祥院西ノ庄門口町 14

http://www.nippon-shinyaku.co.jp 
2021 年3月作成 A4
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http://rigakusp.ws.hosei.ac.jp/index.html
http://www.zenjokai.jp
https://inagaki-seikei.jp/
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2022年

10月29日 30日
オンライン開催
※個人のインターネットからご参加

石田 和人  豊橋創造大学

東海北陸ブロック理学療法士協議会
公益社団法人 愛知県理学療法士会
特定非営利活動法人 愛知県理学療法学会

2022年

10月29日 30日
オンライン開催
※個人のインターネットからご参加

石田 和人  豊橋創造大学

東海北陸ブロック理学療法士協議会
公益社団法人 愛知県理学療法士会
特定非営利活動法人 愛知県理学療法学会

臨床や地域の現場にこそ
本当がみえる
－技術と科学のクオリアを求めて－

https://thpt38.jp/

株式会社ティーケーピー
イベント・コンベンション事業課内
E-mail : event-medical@tkp.jp

株式会社ティーケーピー
イベント・コンベンション事業課内
E-mail : event-medical@tkp.jp

演題登録期間 2022年4月1日 ▶5月31日

会 期

会 場

運営
事務局

大会長

主 催

担 当




