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「腰痛予防について」 
 

群馬医療福祉大学 リハビリテーション学部 

新谷 益巳 

 

国民の健康状況を把握するために、厚生労働省は国民生活基礎調査（昭和 61 年を初年とし、3年ご

とに実施）の中（「Ⅲ世帯員の健康状況」）で実施しています。2019年の結果をみると、病気やけが

等で自覚症状のある者（有訴者）は人口千人当たり 302.5（有訴者率）となっています。男女別にみ

ると、男性 270.8、女性 332.1 で女性のほうが高くなっています。男女別の症状では、男性で「腰痛

（91.2）」の有訴者率が最も高く、次いで「肩こり（57.2）」、女性で「肩こり（113.8）」、「腰

痛（113.3）」が同等で高く、次に「手足の関節が痛む（69.9）」となっています。この結果から、

腰痛の有訴者が多いことが伺えます。 

業務上疾病に関する調査では、腰痛が全体の約 6 割を占めています。医療・介護職種を含む「保健衛

生業」における業務上疾病では、腰痛が 81％に上り、予防的対策が急務となっています。厚生労働省

は「職場における腰痛予防対策指針」を示し、これまで様々な取り組みが実施されています。 

日本理学療法士協会では、理学療法士が自らの専門性を発揮し、全国的な医療・介護施設での腰痛予

防・労働安全に貢献することを目的として、「2020 職場における腰痛予防宣言！」を行い、腰痛予

防に向けた取り組みが実施されました。この取り組み

には、3 つの Mission（Mission1 はポスターを施設

内に掲示、Mission2は各施設内で、職員に向けて腰

痛予防講習会を実施、Mission3 は施設の協力のも

と、職場のリスク見積もりと改善提案を行う）があ

り、全て達成することで金メダルの施設として認定さ

れます。2020年 1 月 6 日～2022 年 3 月 25 日ま

でに、全国で 130 施設が取り組み、5,645 人に貢献

したことを報告しています。 

今年度は「2022 職場における腰痛予防宣言！」

として、2022年 9 月 1 日～2023 年 3 月 24 日ま

で実施しています。2022 年 12 月 8 日現在では、

金メダルと認定された施設は 19 施設、銀メダルと認

定された施設は 57施設となっています。理学療法士

としての立場から、このような取り組みから活躍でき

る場を広げることは非常に重要なことであり、「保健

衛生業」だけでなく、他の業種においても理学療法士

の専門性を生かす場として広がることが期待されま

す。 
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群馬県障害者スポーツ協会競技補助員（ボランティア）に 

登録してみませんか？ 

 

スポーツ推進部の小保方祐貴（東前橋整形外科病院）です。皆さんは、群馬県障害者スポーツ協会の

HP（https://g-psa.jp/）はご覧になったことはありますか？県内で行われている障がい者スポーツ団

体の情報やイベント情報・報告が掲載されていますので、ご興味のある方は是非一度ご覧になってくだ

さい。 

群馬県障害者スポーツ協会では、障害のある方にスポーツを通じて交流を深めていただき、障害のあ

る方の自立と社会参加を促進することを目的に「群馬県障害者スポーツ大会」を開催しています。今年

度の大会日程を HP より抜粋しました。「身体」、「知的」、「精神」の障害ごとに多くの競技が開催

されますが、本大会の運営に当たり、多くの競技補助員（ボランティア）を必要とします。競技補助員

は競技ごとに配置され、選手の補助や大会準備・片付けなど、大会運営に当たり多くの役割がありま

す。過去、私もアーチェリー（身体）や水泳（身体・知的・精神）、フットベースボール（知的）等の

競技補助員として参加したことがあります。アーチェリー（身体）では、選手が射った矢を的から外し

たり、得点を読み上げたりしました。水泳（身体・知的・精神）ではスタート台の水拭きや床面の水捌

け、フットベースボール（知的）では審判も経験させていただきました。どれも理学療法とは直接関係

のない業務ではありましたが、障がい者スポーツの実際を学ぶ良い機会となりました。今年度の大会も

既に始まっており、私も数会場の配置が決まっております。ご興味のある方々は是非、競技補助員への

登録をご検討ください。 

さて、実際に競技補助員の登録をするためには群馬県障害者スポーツ協会が主催する「初級障がい者

スポーツ指導員養成講習会」を受講し、指導員の認定を受けた上で、群馬県障がい者スポーツ指導者協

議会に登録していただく必要があります。また日本理学療法士協会会員対象の「中級障がい者スポーツ

指導員養成講習会」を受講し、指導員の認定を受けても協議補助員として参加が可能です。 

障がい者スポーツに興味のある理学療法士の皆さんと一緒に県内の障がい者スポーツへの支援が増やし

ていけることを期待しています。 

期 日 競 技 障害区分 会 場 

７/７（木） バレーボール 精神 ALSOKぐんまアリーナ 

７/24（土） 卓球 身体・知的・精神 県立ふれあいスポーツプラザ 

7/30(土)・31(日) ボッチャ 身体 桐生大学グリーンアリーナ 

8/20（土） ボウリング 知的 パークレーン高崎 

9/4（日） アーチェリー 身体 県立ふれあいスポーツプラザ 

9/25（日） 陸上 身体・知的 県立ふれあいスポーツプラザ 

9/30（金） フットベースボール 知的 登利平桃ノ木グランド 

10/2（日） 水泳 身体・知的 県立ふれあいスポーツプラザ 

10/2（日） バスケットボール 知的 赤堀体育館 

10/9（日） ソフトボール 知的 前橋市北部運動場 

10/9（日） フライングディスク 身体・知的 県立ふれあいスポーツプラザ 

10/23（日） サッカー 知的 コーエイ前橋フットボールセンター 

群馬県障害者スポーツ大会 2022 競技日程（https://g-psa.jp/39th_2022/） 

スポーツ推進部
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「時間外労働について考えてみましょう」 
 

ワークライフバランス部  田畑 直人 

 

令和 4 年 10月 15 日（土）に、オンライン形式にてワークライフバランス部主催の研修会が開催さ

れました。第 1 部は特定社会保険労務士の中嶋栄先生より「時間外労働の制度と労務管理上のポイン

ト」をテーマにご講義いただきました。残念ながら当日は先生のご都合により事前録画した動画となっ

たため、直接お話を伺うことはできませんでしたが、労働基準法や男女雇用機会均等法、長時間労働に

よるリスクなど、就労環境の整備や労務管理におけるポイントについて学ぶことが出来ました。昨今、

育児休暇取得に向けた法改正が進み、本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対して、組織

は育児休暇制度に関する説明と取得の意向確認が義務付けられました。安定した組織運営に向けて、社

会情勢や社会保障制度を学び、仕事と生活のバランスがとれる職場を作ること、またその職場において

スタッフ自身が仕事と生活をマネジメント出来る様に支援することが必要であると認識しました。 

第 2 部では参加者による意見交換会が行われました。今回の研修会は理学療法士としての専門性を高

めるものとは趣旨が異なるためか参加者は少ない状況でしたが、少人数だからこそのざっくばらんな意

見交換が行えたと思います。各々の職場における時間外労働の現状について、業務の偏りやカルテ記録

や書類関係など挙げられ、参加者の職場における実態や働き方の工夫について共有する事ができまし

た。また当日の参加者にはプレイングマネジャーとして、治療だけでなく組織運営や管理に携わってい

る方もおり、所定労働時間には治療を行い、時間外労働として管理業務を行わざるを得ないという管理

職ならではの状況も確認できました。 

今回受講し、単に時間外労働の短縮に働きかけるのではなく、労働生産性を落とすことなく時間外労

働を削減するために業務を分析し改善していくことが必要だと認識しました。業務の基準やマニュアル

の整備、全体が最適となるような業務配分、治療だけでなくカルテ記録や書類についての教育、効率的

にリハビリテーションが提供できるよう他職種との業務プロセスを見直すなども必要かと思われます。

空いた時間は自己の成長やプライベートの充実へと活用する、そして個々のライフステージに応じた働

き方を選択できるよう就労環境の整備や労務管理に取り組みたいと思います。 

 

ワークライフバランス部 gptworklife@gmail.com 

【お詫び】 

この度、スポーツ推進部から寄せられた記事【群馬県障害者スポーツ協会競技補助員（ボランティア）に登録

してみませんか？】の掲載時期が大幅に遅れてしまいました。ご執筆いただきましたスポーツ推進部小保方祐貴

様、読者の皆様、関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。心よりお詫び申し上げます。 

このため、掲載の「群馬県障害者スポーツ大会」が令和 4 年度の大会日程となっております。最新の大会日程

は、今後、群馬県障害者スポーツ協会ホームページ（https://g-psa.jp/）に掲載されますのでご確認ください。

今後ともニュース源流をよろしくお願いいたします。         ニュース編集部担当理事 榊原清 
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社会法人 同仁会 

みづほの里 デイサービスセンター 

吉川 豪 

 

社会福祉法人同仁会は、昭和５２年１２月から太田市・大泉町を主な

拠点に、救護施設・特別養護老人ホーム・デイサービスセンター等の８

施設、居宅介護支援・地域包括センター・クリニック・訪問看護ステー

ション・保育園等を運営しています。法人副理事長である群馬県議会議

員の穂積昌信は、理学療法士でもあり、運営の中心となって多様化する

福祉や医療のニーズに応えるべく、法人の基本理念である「やさしさと

思いやり」を我々と実践しています。 

みづほの里デイサービスセンターは、平成６年５月に太田市牛沢町に

開設し現在に至ります。１日の定員は４０名となっており、介護保険で

のリハビリ「個別機能訓練」を常勤の理学療法士・看護師・介護職等と

同じ目線で協力しながら、実生活に合わせたプログラムを作成していま

す。２０２１年度からは厚生労働省より新設された LIFE への取り組みを開始。個別機能訓練計画書や

居宅訪問を通して、生活状況を 3 ヶ月おきにデータ提出しリハビリを実践模索しています。 

当施設の特徴は、マシンでのリハビリ・ホットパック・低周波など物理療法機器に加え、徒手療法・

義肢装具・インソールの作成を提供していること。そして AI や ICT の活用です。手工芸による手指機

能からの刺激の他に、認知機能へのアプローチとしてコミュニケーションロボットを活用しています。

体操・歌・クイズやレクリエーション等を一緒に行い、会話が出来ますので脳への刺激にも働きかけを

し、楽しみながら取り組んで頂いております。

また職員の介護負担軽減には、マッスルスーツ

を準備しており業務提供者へのアプローチも並

行して行っています。 

このような導入背景には、デイサービスでの

限られた人員配置や業務時間内に効果的かつ効

率よくリハビリを提供していくにはどうすれば

よいかを、日々研鑽していく中で生まれてきま

した。 

ご利用者の皆様には出来る限り自立した生活を継続できるようサポートすると共に、ご家族も含めた

生活での心身の悩み、そして不安に対する精神面のフォローも重要と考えております。気持ちの衰えは

体に連動し、介護度の悪化につながる様子を実感しています。お寺の住職になった気分で日々ご利用者

の皆様のお話を受け止め、共に学び励まし合いながらリハビリを行い、混沌とした時世を柔軟に笑顔で

歩んでいきたいと考えております。 
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「入谷 誠の理学療法 評価と治療の実際」 

 

医療法人財団明理会 イムス太田中央総合病院 

                        鈴木 雄太 

著者：入谷 誠、園部 俊晴  

出版社：運動と医学の出版社  

価格：5,000 円＋税 

 

はじめまして。私は IMS グループ医療法人財団明理会 イムス太田中央総合病院 リハビリテーション

科 理学療法士 7年目の鈴木雄太と申します。今回、ご紹介させたいただく書籍は"入谷誠の理学療法 

評価と治療法の実際"です。本書は第 1 章～第 8 章まであり臨床推論、基礎知識、評価、治療と沢山の

事を学べる内容がありますが、今回 紹介させていただく内容は"第 1 章 仮説検証作業"についてです。

まだまだ未熟者の私ですが、何となくあった自分なりの臨床の考え方が整理され、沢山の気づきを与え

てくれたのが本書でした。 

日々の臨床に一心に向き合っていたとしても、"どうしてなのかわからないけどよくなった"、"気付い

たら痛みが とれた"、"この結果は自分の介入の効果によるものなのか"なんて事を感じたり、経験され

た若手の方はいますか。私自身がそうでした。問題現象に対して介入するも改善した理由を言語化する

事が出来ず終いでした。例え良い介入結果が得られたとしても理解出来ていないのであれば、専門性と

は如何にと腑に落ちない事が多々ありました。そんな中私は本書と出会い、足りない考えに合点がいき

ました。臨床推論における思考過程として大切な 事は全て仮説から始まるという事です。評価結果を

基に仮説があり、検証して効果判定が得られたものは仮 説立証として治療対象となると言う事、また

思い込みを捨ててひたむきに疑問を持ち続ける事で知識・経験 の積み重ねていき、少しずつ専門性が

持てるようになるのではないかと感じました。しかし読みながら感じた事はまず第一に仮説を立てる事

自体に難渋するのではないか。その為には知識が必要であり、その都度調べながら臨床に取り組むが、

やはり時間が経ち考えよりも先に抽象的な介入で結果が出てしまう事もあるのではないか、と感じまし

た。ですが、最初はそれでもいいと私は思います。なぜならば、理想としては仮説 検証作業ができて

狙い（根拠）をもった介入ができる事がより専門性の高い介入だとは考えられますが、これは知識も経

験も必要で難易度が高いと思います。その為、私なりの解釈としては理想に近づける為に、手応えを感

じた介入が行えた場合には必ず考察をする事。これを大事にしたいと思いました。そうする事で、後付

けの考えが次の仮説列挙に活きてくると思います。そうして次第に積み重ねの知識・経験が仮説を基

に、根拠のある介入に繋がり、理想に近づくと考えます。私自身は狙いを持つ為に、仮説検証作業をし

つつ、足りない所は後付けで考察するよう心掛けています。   

私自身まだまだ患者様を通して勉強中の身で分からない事に直面しますが、私の中では"幹"となる概

念を 持ち、知識・経験を基に多角的に考察をする"枝"と柔軟的な観察力・気づきを持つ"葉"と各部位を

少しずつ 成長させ、立派な"自分の木"を育てる事を意識して臨床に取り組んでいます。そしてこの仮説
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検証作業という臨床推論を軸に臨床にあたる事は理学療法士が目指すべき体系の 1 つなのではないかと

思います。   

今回は本書の考え方の部分のみお話しさせていただきました。全ては伝えきる事はできませんが、分

析的 思考を持つ方・持ちたい方、病態からだけでなく身体機能・能力から根拠を持った介入をしたい

方、運動器疾患、骨関節系に関わっている方、関節モーメントを学びたい方、入谷式足底板を学びたい

方にお勧めできる書籍となっています。ぜひ、ご興味ある方はお手に取ってみてください。 

 

後輩理学療法士へ 
脳血管研究所 附属美原記念病院 

                 中山 泰輔 

 

 

新人理学療法士のみなさん、こんにちは。 

私は、脳血管研究所美原記念病院リハビリテーション科の中山泰輔と申します。今年で経験年数 4 年

目となり、入職してから現在まで急性期病棟に所属しています。今回執筆の依頼をいただいてから、つ

いこの間入職式を終え、あっという間に 4年目になってしまったように感じています。私自身経験年数

が僅かではありますが、今回私の経験についてお話させていただき、少しでも参考にしていただけると

幸いです。 

私が勤務している病院では、脳卒中の患者様が大半を占めており、発症早期からリハビリテーション

を実施しています。私たちは、リスク管理のもとリハビリテーションを実施し、病前情報の収集から、

治療経過を踏まえて予後予測を立て、回復期病棟や自宅復帰へスムーズに繋ぐことが重要です。私はこ

れまでに回復期や維持期の経験がなく、また、知識も技術も未熟であり、患者様の退院後の生活がイメ

ージできないことや、人それぞれ症状や経過、生活事情が異なるため、転帰先調整を進めるのに悩み、

苦労をしました。そんな時は、上司や先輩方にフォローしていただき、1年目をなんとかやり過ごした

というのが実際のところです。4 年目となる現在でも悩むことは多くあります。悩むということは、患

者様にとって 1 番良い選択を考えるということであり、これもまた重要なことだと思います。息詰まっ

てしまったら、先輩方の意見を参考にしながら自分の中で納得のいく選択ができれば良いと思います。

しかし、周囲に頼るばかりでは自分自身の成長には繋がりません。私が新人の頃に唯一徹底していたこ

とは、担当していた患者様の経過を追うことです。経過を見て、自分の中での予測と、どの程度合致し

ていたかを照らし合わせるという作業を繰り返していくことで、経験と自信を身につけることができま

した。そこから自分の中で徐々に余裕ができ、現在は興味がある分野について学び、充実した日常を送

ることができています。 

みなさんは入職してから現在まで、自信を持ってリハビリテーションを実施で

きているでしょうか。私のように自信がないことで悩んでいる新人の方もいるの

ではないでしょうか。自信がないリハビリテーションを実施していると、自ずと

患者様や回りのスタッフへ伝わりやすく、信頼関係を崩してしまうこともありま

す。自信をつける方法は人それぞれ違うと思いますが、何かきっかけを見つける

ことができると良いと思います。同じ理学療法士として、これからも一緒に頑張

りましょう。
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「学会を終えて」 

 

第 29 回群馬県理学療法士学会 学会長  富田 隆之 

             （医療法人樹心会角田病院 診療技術部・リハビリテーション部 部長） 

 

令和 4 年 10月 23 日（日）に第 29 回群馬県理学

療法士学会を開催いたしました。 

当初は対面形式での開催を予定しておりましたが、7

月にコロナウィルスの第 7 波が始まったことから、急

遽ライブ＋オンデマンド配信に切り替えました。そのよ

うな中でも、272 名の参加申し込みがあり、群馬の理

学療法士の熱意を感じました。 

基調講演は、斉藤秀之会長（JPTA）に「理学療法の

過去と未来～本質を知り明日への第１歩を踏み出す」と

いうテーマで、新生涯学習制度の成り立ちや概要につい

てお話しを頂きました。教育講演は、諸橋勇先生（青森

県立保健大学）に「脳卒中患者に対する理学療法の本質とは～何が問われ、我々は今何をなすべきか

～」というテーマで、本質行動学を交えてお話しを頂きました。市民公開講座は、齊藤道子先生（玉村

町地域包括支援センター）に「元気で長生きする秘訣～99 歳！山の先生に教わったこと～」というテ

ーマで YOUTUBE 配信を行いました。盛りだくさんの講演のほかにも、一般演題は 45 も集まり、終

始熱のこもった質疑応答が繰り返されました。 

大きな機械トラブルもなく、無事学会を終了することができました。このような機会を 与えてくだ

さった GPTA の方々、協力してくださった皆様すべてに感謝いたします。どうもありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 29 回 群馬県理学療法士学会 開催 
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「学会を終えて」 

 

第 29 回群馬県理学療法士学会 準備委員長  荒木海人 

（医療法人樹心会角田病院 リハビリテーション部課長） 

 

向寒の候、皆様におかれましては、ご多忙の日々をお過ごし

のことと存じます。新型コロナの感染者数が再拡大しており、

まさに第 8波の中で臨床現場に限らず、教育現場においても苦

労が続いているかと思います。 

 さて、去る 10 月 23日に開会した第 29回群馬県理学療法

士学会も、11 月 26 日をもちましてオンデマンド配信の期間も

終了し、無事大会を終えることができました。 

 角田病院が本学会の運営依頼を受けてからは、「絶対に対面

で開催したい」という意気込みで、会場の選定や様々な企画を

練ってまいりましたが、第 6 波以降の感染者数減少の停滞化や

第 7 波も考慮し、やむを得ずオンラインへと変更となりまし

た。 

 しかしオンライン開催となったことで、感染が拡大する中においても 45 演題と多くの方の発表が行

われ、参加者も非常に多く、県外会員の方も 28名と多くの方に参加していただくことが出来ました。 

 これらの結果も、ご講演いただいた先生方、演題をご発表していただいた先生方はもちろんのこと、

学会運営にご協力いただいた理事会や学会部の先生方、なによりもご参加いただいた皆様のお力による

ものであったと感謝致します。また、この 1 年間通常業務と併行して学会の準備を進めることに理解を

示していただき、サポートいただいた角田病院と当日の運営に協力してくれた職場スタッフに感謝いた

します。 

学会のテーマは「本質を知る～明日の臨床を変える第１歩」でしたが、本学会が皆様にとって明日の臨

床を変える 1 歩になり、さらなる活躍に繋がっていただけましたら幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 11月 27 日（日）、オンラインにて地域リハビ推進部研修会が開催されました。研修会で

は、あい友会 理事長 野末睦先生、株式会社 孫の手 訪問看護部部長 六本木留美先生から終末期の理

学療法士の関わりについて、ご講義をいただきました。終末期患者に対する看護師や栄養士等のそれぞ

れ役割やその中で理学療法士の役割について、さらに実際の事例も提示していただき、終末期の理学療

法の内容やどのようにかかわっていくのかについて学ぶことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 地域リハビリ推進部研修会 開催 
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令和４年 12月 7 日（水）、オンラインにて西毛ブロック 施設間連絡会が開催されました。研修会

の前半では、医療法人樹心会 角田病院から「登録理学療法士制度に則した新人教育体制」について講

義をいただき、角田病院における登録理学療法士制度やそれに即した新人教育の取り組みを教えていた

だきました。研修会後半では、登録理学療法士制度や新人教育の実際について、参加者によるディスカ

ッションが行われました。実際の各病院・施設における登録理学療法士制度や新人教育の取り組みやそ

の方法について話し合われ、各病院・施設における新人教育の実際を知る貴重な機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

令和４年 12月 10 日（土）、オンラインにて第 31 回群馬神経系理学療法学会が開催されました。

茨城県立医療大学 宮田一弘先生より、臨床評価指標の解釈についてご講義をいただき、その後、日高

病院 海津陽一先生、美原記念病院 近藤和加奈先生より実際の症例の解釈について、ご講義いただきま

した。整形疾患・脳卒中・神経難病により、バランス障害をきたした症例の臨床の思考過程から今後の

課題までが明確に提示されており、患者の観察・評価から病態を推定するための手続きを学ばせていた

だきました。質の高い症例検討を行うためには、普段の臨床の取り組みが如何に大切であるか気づくよ

い機会となりました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 32 回 群馬神経系理学療法研究会 開催 

第６回 西毛ブロック 施設間連絡会 開催 
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 令和 5年 3 月 1 日現在 

会員数 2,092 名、休会 294 名、施設数 342施設 

 

2022/11/11 群臨技会誌 Vol.61 No.２ 群馬臨床検査技師会誌 

2022/11/21 会報 群臨技 476 号 群馬県臨床検査技師会 

2022/11/21 士会だより No.197 兵庫県理学療法士会 

2022/11/22 群馬作業療法士会ニュース「からっ風通信」第 150号 群馬作業療法士会 

2022/11/22 静岡県理学療法士会 NEWS ゆまにて No195 静岡県理学療法士会 

2022/11/24 希望の家だより Vol.210 希望の家 

2022/12/1 群馬県医師会報 No.892 Nov.11 群馬県医師会 

2022/12/6 ぬくもり群馬 群馬県医療ソーシャルワーカー協会 

2022/12/20 ゆきわり草 No.201 新潟県理学療法士会 

2023/1/10 大阪府理学療法士会ニュース第 295 号 大阪府理学療法士会 

2023/1/10 和歌山県理学療法士協会ニュース No.97 和歌山県理学療法士協会 

2023/1/10 茨城県理学療法士会 令和 4 年度 No.3（No.178） 茨城県理学療法士会 

2023/1/10 群馬県医師会報 No893.2022 Dec. 群馬県医師会 

2023/1/10 ケアマネ群馬 No.128 群馬県介護支援専門員協会 

2023/1/10 JPTA NEWS 2022.12 vol.340 日本理学療法士協会 

2023/1/17 広島県理学療法士会ニュース No.272 広島県理学療法士会 

2023/1/19 秋田県理学療法士会ニュース第 207 号 秋田県理学療法士会 

2023/1/23 会報 群臨技 477 号 群馬県臨床検査技師会 

2023/1/23 静岡県理学療法士会 NEWS ゆまにて No.198号 静岡県理学療法士会 

2023/1/23 神奈川県理学療法士会ニュース No.294  神奈川県理学療法士会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊編集後記＊＊＊ 
 

 2023年になり、寒い日が続いておりますが、皆さんの体調はいかがでしょうか。源流作成にあたり

原稿執筆や研修会など、多くの方々にご協力をいただきありがとうございました。コロナ禍でも、各

部会の先生方のおかげで、オンラインで研修や学会に参加することができたことを感謝いたします。 

 源流の作成に携わらせていただいたことで、あまり知識のない分野の研修会に参加することがで

き、知識の幅が広がったと感じています。今後も取材目的だけでなく、いろいろな分野の研修会に参

加しようと思っています。 

                           嶋崎 健一 

会員動向 


