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報　告

▪新年度のご挨拶

一般社団法人千葉県理学療法士会　 
会長　田　中　康　之

新入の皆様、おめでとうございます。

COVID-19の影響で先が読めずいろいろな不安がある

かもしれませんが、その不安は先輩理学療法士も同じで

す。理学療法士という資格を自己資本として、これから

の人生を豊かにするために一緒にがんばりましょう。

さて、新年度を迎え私たちを取り巻く環境にも変化が

あります。介護報酬の改定は大きな話題ですが、職能団

体としての大きな話題は学会法人化です。

日本理学療法士協会から学会が独立し、12分科学会は

一般社団法人格を取得し、８部門は研究会へと変わりまし

た。これまで分科学会・部門に登録されている方も、改め

て入会手続きが必要です。詳細は日本理学療法士学会の

ホームページ（http://jspt.japanpt.or.jp/）をご覧ください。

また、次に控えている大きな変化が生涯学習制度の改

変です。これについても協会ホームページを確認し、改

変が行われる2022年度に向けて自分が何をしなければな

らないのかを必ず確認するようにしてください。

さらに、今後予測される大きな変化として、協会の組

織体制の見直しがあります。

公開されている日本理学療法士協会臨時総会（2020年

10月11日）の報告書にも書かれていますが、市町村単位

での組織化などを含め様々な議論が始まっています。

私たち千葉県理学療法士会では「『学術』と『職能』の

両輪で県民に必要とされる、県民に貢献する人材の確保」

を目的とし、その実現のための一つの取り組みとしてブ

ロック化の推進に力を入れています。まだ会員の皆様に

浸透していないかもしれませんが、今年度は上述の今後

の協会の動きを視野に入れて

① 市町村化を前提とした市町村ごと及びブロック全体

としての会員の繋がりをつくること

② 市町村化への可否も含めて課題と課題解決策を明ら

かにすること

③ 2021年度においては新プロ修了者を増やすことと新

生涯学習システムの周知を図ること

等を各ブロックの共通の取り組みとして掲げています。

会員の皆様におかれましては、ブロック活動について

もアンテナを高くしていただき、県士会員5,000人が一丸

となって様々な変化に対応していければと思っています。

まだまだCOVID-19の影響は続くことと思います。会

員の皆様におかれましては、くれぐれもご自身・ご家族

の体調管理にご留意ください。
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各部局士会活動案内・報告

▪学術局報告

学術局担当理事　局長　藤　井　　　顕

新人教育プログラムは、日本理学療法士協会で実施さ

れるｅ－ラーニングのみでも修了可能です。2021年度入会

者は、受講費「無料」ですが、ｅ－ラーニング申込期限が

2021年11月末日、視聴期限が2021年12月末日となります。

お早目のお申込みを推奨します。

2021年度の研修会予定と新生涯学習制度につ
いて

学術企画運営部　部長　小　林　好　信

2021年度の千葉県士会主催の研修会予定については、学

術局ホームページにてご確認ください。今年度は、６月以降

に各ブロックでも新人教育プログラムを開催する予定ですの

で、学術局ホームページを定期的にご確認いただき、計画的

な履修をお願い申し上げます。また、他士会の生涯学習研修

会を受講できることもオンライン開催の利点と思いますので、

日本理学療法士協会ホームページにて情報収集を行い、有益

な研修会を受講することで日々の臨床にお役立ていただけれ

ば幸いです。2022年度からは新生涯学習制度がスタートし、

職場内での実地研修も新たに始まります。詳細については、

日本理学療法士協会ホームページから「マイページ→会員専

用コンテンツ→新生涯学習制度」にてご確認ください。

メディカルオンライン 県士会学術誌無料閲覧
サービス 2021年度版アカウントのお知らせ

学術誌編集部　部長　大　谷　拓　哉

医学文献検索サービス「メディカルオンライン（http://

www.medicalonline.jp/）」の県士会学術誌無料閲覧サービス 

2021年度版アカウントをお知らせいたします。千葉県理

学療法士会員は下記アカウントを用いてメディカルオン

ラインにログインすることにより、県士会学術誌「理学

療法の科学と研究」を無料で全文閲覧することができま

す。ぜひご活用ください。

＊ アカウントは現時点から2022年３月末日まで有効で

す。なお、本アカウントは県士会員以外には公開され

ませんので、改めて会員の皆様にお知らせいたします。

マイページ履修情報確認のお願いと千葉県士
会活動へのご協力登録について

学術管理部　部長　伊　藤　　　新

新人教育プログラム・生涯学習研修会参加後、マイペー

ジ履修情報の確認にご協力ください。

新人教育プログラムの修了手続きは、修了要件（15単位

取得）後、ご本人により、日本理学療法士協会ホームペー

ジのマイページから修了申請手続きを行なってください。

マイページログイン ＞ メニュー：生涯学習管理 ＞ 
履修状況確認 ＞ 新人教育プログラム ＞ 次へ ＞ 修
了申請ボタン

新人教育プログラム修了後のポイントの取得にはマイ

ページで専門分野への登録を済ませておくことが必要と

なります。

マイページログイン ＞ メニュー：生涯学習管理 ＞ 
専門分野登録

生涯学習制度は、2022年度より新たになりますが、現

行制度での新人教育プログラムを終えられ移行されるこ

とを推奨いたします。千葉県理学療法士会でもリモート

開催による研修会を開催いたします。千葉県理学療法士

会ホームページよりご確認ください。

県士会の研修会をはじめとして、様々な活動に関して

ご協力頂ける会員を募り、各部局・委員会・ブロックな

ど県士会内で情報を共有し多くの会員が県士会活動に参

加できる体制作りを推進していきたいと考えております。

千葉県理学療法士会ホームページの登録フォームからご

登録いただきますよう皆様方のご理解とご協力をお願い

申し上げます。

学術局研究支援部より

研究支援部　部長　稲　垣　　　武

研究支援部は、「千葉県士会員の学術推進を図るため、

研究の支援を行うこと」を目的として結成された部門で

す。昨年度は、「PTの研究力を高める研究支援セミナー」

と題して、合計６回のオンラインセミナーを開催しまし

た。内容としては、「研究方法」「文献レビュー」「抄録の

書き方」「プレゼンテーション」「論文作成」などで、ど
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れも盛会に終えることができました。

今年度も、県士会員の皆様の研究活動に役立つような

セミナーを企画していきます。また、「新生涯学習制度」

の中の「症例検討会」も試験的に開催する方向で検討中

です。千葉県理学療法士会ホームページ等を適宜ご確認

いただき、どちらもふるってご参加ください。

▪職能局報告

♪ワークライフバランス部便り♪

WLB部　江　澤　かおり

国連は３月８日を「国際女性デー」と定めています。

その目的は、ジェンダーにかかわる偏見や不平等、差別

問題を解決することです。ジェンダーとは「男性と女性

の役割の違いによる性差」を指します。「性差」とは個人

を性別カテゴリーによって分類し、統計的に集団として

見た結果、集団間に認知された差異のことをいいます。

ジェンダーは社会的・文化的につくられるもので、例え

ば「家事は女の仕事」＝女性役割、ジェンダーです。

JOCでの「女性がたくさん入っている理事会は時間がか

かる」との発言をきっかけにオリ・パラ大会組織委員会

会長を森氏が辞任されたのは記憶に新しいところです。

女性だけが差別的に扱われているとは限りません。「男

ならしっかり働け」との風潮から男性の育児休暇取得が

進まないのも現実です。男性の育休取得率は2019年度で

7.48％にとどまっています。経済的な理由で育休取得でき

ないと考えるパパたちも多いようですが、育休中の給与

が支払われない場合に雇用保険から手当される「育児休

業給付金」の制度も活用できます。

育児休業給付金は育児休暇を取得できる期間中に支給

され、休業開始から６ヶ月までは育児休暇取得前の給与

の約67％、それ以降は約50％に相当する金額の手当を受

け取ることができます（男女とも申請可能。常勤１年以

上など一部条件あり）。

さらに、育休を取得する予定の方々が成功する秘訣は、

①職場の上司・同僚と良い関係を築き、理解を得られる

ように早めに相談しておくこと②早めに引継ぎを行い、

業務がスムースに移行できるよう確認しておくことが挙

げられています。

さて、日本理学療法士協会の女性会員は49,182名（39％）

対する男性会員は76,190名（61％）です。理事はというと

会長、副会長、理事計23名中女性は３名、13％です。で

は、千葉県理学療法士会はというと理事20名、局長、会

長など役員30名中、女性は２名。約７％です。人数はま

だ少ないため、女性ならではのアイデアやコミュニケー

ション力を発揮できる人材がさらに増えることも求めら

れていると思います。県士会に限らず、みなさんの職場

においてもジェンダーを超えた多様な発言が、アフター

コロナの時代に適応できると思います。より良い方向に

職場／士会活動を推し進めるため、なにか一歩を踏み出

してみませんか？

 令和３年４月介護保険報酬改定とその業務相
談の案内

介護保険部　部長　大　塚　　　剛

この原稿に目を通される皆様は３月下旬から４月頃と

思われます。このころには介護保険報酬改定の全貌が発

出されていることでしょう。

今改定の主な内容はリハビリマネジメント加算の算定

がさらに厳しくなったことです。その概要はVISITの運

用が拡大化され、上位の加算には、リハビリ実施計画書

等の情報をWEB上での厚生労働省への情報提供すること

が必須となりました。

これらの算定にはこれまでとは異なる環境や作業が必

要となり、疑問も生じてくると思われます。これになる

べくお答えでるよう令和３年４月より改定後の相談も皆

様と一緒に考えていきますのでご希望の方は以下のアド

レスまでご相談ください。

介護保険業務相談メールアドレス宛先　

chibaptkaigo@yahoo.co.jp 

この原稿は令和３年２月下旬に作成しました。
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編  集  後  記

●新年度を迎えて

 ニュース編集部　部長　纐
こう

　纈
けつ

　琢
たく

　磨
ま

徐々に暖かい日が多くなってきましたが、皆様いか
がお過ごしでしょうか。ニュース編集部 部長の纐纈
です。会員の皆様、いつも県士会ニュースをご覧いた
だきありがとうございます。

さて、今回のニュースの冒頭に新年度を迎えとあり
ましたが、会員の皆様も新年度を迎え、新たにチャレ
ンジした方や、新たな立場につかれた方、後輩ができ
た方など新しい環境での仕事が始まり、このコロナ禍
の環境においても、それぞれが新たなスタートが始
まったかと思います。

私の職場でも新人が入り、新たな体制でのスタート
となりました。今回仲間に加わった新人の理学療法士
へ仕事の楽しさを伝え、そして、将来、理学療法士と

して仕事や活動の幅が広げられるように自分が先頭に
立ち、今後も色々な事に tryしていこうと心に決めま
した。

会員の皆様も新年度を迎え様々な抱負をお持ちだと
思いますが、自らが楽しんで目標に向かって行きま
しょう‼

最後になりますが、つたない文章を最後まで読んで
いただき、ありがとうございました。
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問い合わせ先

● 千葉理学療法士会ホームページ 
http://www.chiba-pt.org/

● 求人広告のお申込・お問い合わせ 
chiba-rpt@crest.ocn.ne.jp

● ニュース編集部 
部長　纐纈　琢磨 
t.kouketsu@asunarogroup.com

 
※  当県士会ニュースの無断転載・引用はかたくお断り

いたします

次回のニュース原稿の締め切りは
令和３年４月20日です！

発行人 田　中　康　之
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イクメン防止・妊娠の順位付け・性的少数者への偏見・相談放置…


