


学会長柏木俊彦(かみぞの整形外科)

去る、平成24年9月29・30日の2日聞にわたり第19田宮崎県理学療法学会を、宮崎市郡ブロック主管のもと新

富町文化会館にて、無事に開催し終了することができました。

これもひとえに、ご後援・ご協賛いただいた宮崎県・新富町をはじめ各団体また各企業の皆様のおかげと厚く御

礼申し上げます。大会初日から台風の影響により悪天候という幕開けではあリましたが300名を超える参加を頂

き心より感謝いたしております。

今回学会のテーマとして「発信J~全国から宮崎、そして全国へ~とし、準備委員会一丸となり取リ組み、学会

テーマに沿って多くの会員に参加いただけるよう様々な企画を練リました。一般演題26演題と過去最多のエント

リ を頂き活発な議論や意見交換も見られ学会に対する意識の高さを実感いたしました。

今後の、宮崎県理学療法士会の発展に繋がる実リ多い経験になったと感じております。

私事ですが、学会長として大役を果たせるかどうか不安な中、準備委員会のメンバーに支えられながら、無事に

学会長としての責務を果たす事ができました。

本当にありがとうございました。

最後になりますが、学会に携わったすべての皆様また職場を守リご勤務された方々を含め心よリ感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。

.- 準備委員長園部雄一(桑畑整形外科)
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今回の学会は、学術大会後初めての学会ということもあり多少なりともプレッシヤーを感じながら準備を

進めました。準備段階で会場が押さえられない等のハプニングはありましたが、早く力、ら準備を進めていた

のが功を奏し細かい所まで何度も会議を重ね準備万端(?)で当日を迎えることが出来ました。当日は台風

接近、運動会と重なる等心配要素がありましたが、300名を超える方々に足を運んで頂き大変感謝しており

ます。今回のテーマ「発信」が宮崎市郡からなされたことで次の学会へと繋がっていけると幸いです。

今回学会開催に際し、お力添えを頂いた諸先生方にこの場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。

有り難うございました。



.- 副準備委員長吉良治(潤和会記念病院)

去る、平成24年9月29日から30日にかけ開催された第19回宮崎県理学療法学会に副準備委員長という

立場で携わらせていただきました。

第46回日本理学療法学術大会終了直後から柏木学会長、園部準備委員長以下、多くの若手を中心とした

ブロック会員とともに約1年間の準備期間を経て、最終的には300名を超える会員、一般の方々に参加頂き、

盛会のもと無事に開催できた事を衷心より感謝いたします。

本学会は二日間開催、新会員システムの導入、各専門領域部長によるパネルディス力ツシヨンの開催など

新たな試みを多く取り入れました。

真北聖子さんによる市民公開講座では素晴らしい歌声と共に、障がいを受けた10代から現在までの心の

葛藤を忌'1軍なく御講演いただきました。参加頂いた会員の皆様にとっては、我々、理学療法士を必要としてい

る多くの方々が、どのような心情て。あるかを享受できる良い機会になったのではないかと思います。

また、今学会の準備・運営は県内最大規模の会員数を有する宮崎市郡ブロックの交流・親睦を図る契機と

なりました。

ここで築いた『緋』をより強固なものとし、仲間と力を合わせ、今後も宮崎県理学療法士会の発展に寄与し

ていきたいと思います。

最後に、今後開催される宮崎県理学療法学会が益々「桃李不言下自成践jなものへと成熟し発展していく

ことを心から御祈念申し上げます。

.- 運営局長財津由忠(宮崎善仁会病院)

今回は、宮崎市群ブロックの若いスタッフを中心に約1年をかけて学会の準備を行ってきました。多くのス

タッフが学会準備を初めて経験することもあり、何をどうして良いのか分からないまま時間だけが過ぎて

いったようです。大会会場の変更や台風の接近など、パタパタした場面はありましたが、皆様の学会への理

解とご協力により滞りなく運営できたことを感謝しております。

また、学会の準備をすることで参加して頂いたスタッフもより貴重な経験ができ、違った角度から県士会

の活動を見ることが出来たのではと感じています。多くの会員に参加して頂いたことて¥皆の苦労も報われ

たのではと思います。本当にありがとうございました。
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.- 学術局長花田智(藤元中央病院)

初めて学術局長という重役を拝命しましたが、皆様に助けられながら無事に学会を終了することができま

したことを、まず感謝申し上げます。

本学会には、26演題と多くのご応募があり、当日も悪天候の中でも300人近くの方々にご参加して頂き、

改めて、昨年開催されました全国学会により学術への興昧・士気が高まっていることを肌で感じられました。

学会当日は、特別講演、パネルディス力ツション、そして一般演題を拝聴させていただきながら理学療法と

いう学聞が奥深く、そしてまだまだ未知に溢れている世界であることも併せて実感できた2日間でした。

今後は、1人でも多くの会員の方が、大会テーマでもありました「宮崎から全国へ発信jに向けて、本学会に

触れたことがきっ力、けとなって繋げて頂けたら幸いです。

.- 事務局長 高月航(宮崎リハビリテーション学院)
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これまで全く学会運営へ携わった経験がなく 、役割を果たせるか不安でしたがスタッフの協力の下、多く

の方々に参加していただき無事に終了することができました。

至らない点も多々ありましたが、今回企画運営に携わらせていただいたことで、運曽される方々のご苦労

の一部を知ることができ、自分自身の視野を広げる手伝いにもなりました。

今後も県士会員の皆様と一丸となって日頃の臨床活動や研究などをもとに、知識、情報、経験を、宮崎県の

理学療法の発展に繋げていけるよう努力していきたいと思います。

最後になりますが、学会運曽に携わったスタッフの方々、学会に参加してくださった皆様に心より感謝申し

上げます。ありがとうございました。
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近医の理学療法士(: 

相談を。
足元まで垂直に
おろしれ状態の長き

[基本的な使い方 l 
T写枝を例に説明します。まず、杖は悪い足の反対の手に持

ちます。例えとして悪い足は右足とします。

根を左手に握り、杖をまず一歩手前に出します。

出した校に体重をかけながら、悪い万の足(右足)を出します。

次仁左足を出し両足をそろえます。この繰り返しです。

枝先のゴムにも注意を!

校の先に付いているゴム部分は、校を使用していくうちに往々に劣化してい

きます。劣化すると滑りやすく、転倒の危険性があります。こまめに点横し

て、劣化する前に新しいものを購入し、交換しましょう。また根の購入と同時

に、ゴム先もいくつか購入しておくことをお勧めします。
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.11橋口さんが、宮崎市社会福

祉協議会(清武麦所)で働

くようになったきっかけは
何でしょうか?

必然的にです。小学校低学年時に近所のお

寺での報思議で“日本のヘレンケラーと言われ

ている中村久子氏の生涯"の8ミリ映写を見た

時、初めて“身体障カずい者"の存在と障がいを

持たれた方も努力することで普通に生活する

ことができることを知りました。また、PT専門

学校受験を決断する際(28歳時)に、一泊二日

で木城町の石井記念友愛社にボランティアに

伺い、小嶋草次郎理事長から「児童福祉施設

の内情と福祉についてjのお話を聴く機会を得

ました。施設で‘預カ3っている児童の生い立ち・

学校・施設内での生活全般の説明を受けると、

生半可な気持ちでできる仕事ではなく、当時の

私には進める道ではないと思いました。これま

で、いろいろな仕事を経験し、高子余曲折を経て

PT専門学校(夜間部)に入学。学生時代は、リ

ハ助手として3年問、成尾整形外科(全国的に

も椎間板ヘルニア・柱管狭窄症の手術件数の

多い)病院に勤務。資格取得後、宮崎医療セン

ター病院で急性期・慢性期・訪問リハビリテー

ション等を経験させていただきました。

娘カf誕生し、その娘の運動発達の遅れに気

づき、障がいがあるかもしれないという不安の

中、「父親として・ PTとして娘に何ができるかJ
と考えるようになり、当時、運動発達を促すた

めに妻が娘を連れて通院していた病院のスタッ

フから宮崎市祉協議会(社協)でPTの募集が、

あるとの情報を伺い、「娘の将来を見据えると

福祉の現場で働くことこそ、自分の進む道では

ないかJと考え、医療の現場から離れることに

多少の不安を抱きなが.らも、平成17年社協に

転職いたしました。

橋口さんの日常の仕事内容
とそれを継続していく上で
の秘訣を教えてください。

現在は、宮崎市社協清武支所、福祉係で宮

崎市在住の方々を対象に、介護予防を目的とし

た[高齢者の筋力向上トレーニング事業(社協

の自主事業)][今こそ鍛えてよみがえれ事業

(市からの受託事業)]と地域の見守りや介護

予防を目的にした小地域活動い、れあいサロン

事業(社協の自主事業)][ふれあい会食会事

業(市からの補助事業)]等、各事業の事務から

運営まで全てを担当。その他、清武支所内の通

所介護・訪問介護・居宅介護支援事業所等や

清武地域包括支援センター(包括)からの相談

に対応。包括からは“高齢者の人暮らしのつ

どい"での悪徳商法への注意喚起の寸劇の出

演要請も。又、“清武地域町づくり協議会"“さ

んさんクラブ(老人会)"“清武町内の福祉施

設"の催し等、地域事業への参加、支援。昨年

7月には、九州北部豪雨災害による大分県竹

田市の災害ボランティアセンター支援等にも

派遣され、全国の社協間連携に社協職員とし

て関わっています。

清武支所に異動になる前は、花山手の宮

崎市総合福祉保健センター(社協本所)内の

機能訓練室・障がい者プール・障がい者浴室

の施設維持管理と利用者の対応を主に行っ

ていました。対象者としては、障がい児・者、

介護認定を受けられている高齢者、支援され

ているその家族等でした。本所内の“児童発

達支援事業つくし園"に通園している障がい

児に対して、先進的な技術提供はできません

でしたが、遊びの中からの発達支援・生活の

中で注意すべきこと等を確認し、その保護者

へのピアカウンセリングも実施。“デイサービ

スセンターあゆみ"や“機能訓練室・障がい者

プール"に来られる方においては、その方の

意思を尊重した運動。又、今後やっていくと良

い運動や動作等、日常生活の中で実施でき

ることをアドパイスしました。

現在は、後任のPTが継続して業務に当って

いますし、もう1人、介護認定調査事務所「指定

市町村事務受託法人」の所長としてPTが勤務

しており、社協にPTがいること自体全国的に

も特化した存在になっているようです。

継続の秘訣は、「利用者さん等の相談ごとに

精神誠意を尽くすことj又、「いかに地域の住

民組織とたくさんつながりを築いていけるかJ
です。いろいろな地域の方に顔と名前を覚えて

いただき、社協の役割を知っていただくことが

業務を継続する上で、の鍵となっています。

.T<:・病院等で働く理学療法土

の業務と現在の業務との

遣いは何でしょうか?ま
た、共通点は?

業務としてはQ2で示したように、理学療法

士の専門性を生かした介護予防の啓発と、社

協職員としては、『ともに支えあい、安心して暮

らせる福祉のまちづくりJを行っていくという基

本理念のもと業務に当たっています。簡単に言

うと地域社会に暮らす人達の生活全般におい

て“⑧ つうに⑧ らせる⑥ あわせ"を実現さ



せるためのf士事且みをつくってし、くとし、うことです。

医療現場のPTも福祉現場のPTも、最終的

にはQOLの向上を目指してリハビリテーション

に携わっていることに相違ないと考えます。

'~I やりがいを感じる時は、ど
のような時ですか?

病院に通院しながら、事業を併用される方が

おられます。主治医からの情報提供を受け、リ

スク管理をしながら事業を進めます。そのよう

な方も回数を重ねていくと、腰部のコルセット

が外れていき、杖を使用されなくなりという変

化が目に見えてわかります。中には、明らかに

病院での治療を優先した方が良さそうな方も、

個別プログラムを続けられた結果、どこも悪く

なかったかのように歩行できるようになり、自

らの変化を新しい利用者さんに説明されてい

ます。それを聞かれた利用者さん達のモチベー

ションも上がり、運動を継続することが大事だ

という正の相乗効果が得られています。このよ

うに介護予防の大切さについて、身を持って実

感していただいたり、「こういう場所があって良

かった。早く知っていれば・..Jrこんな事業が

あるなんて知らなかったj等の言葉をいただい

たときに一番やりカ九、を感じます。

橋口さんにとって理学療法
とは?そして後輩理学療法
士に一言お願いしまま

30年前に2歳年上の兄が大型自動二輪車

で、重症事故に遭ったことで理学療法を知

りました。私にとって理学療法は、糧を得る

ための手段であり 、精神・生活を豊かにして

くれるものです。今までにやってきた仕事の

中で、どの仕事にもなかった充実感を味わ

える憧れの仕事です。

福祉の世界に飛び込んだ時は、技術面で

の遅れは否めないと思っていました。学生時

代に思師から「これからは PTの職域も広

がっていき、専門性を持っていくことが必要

になるだろう 。常に危機感を持ち情報を

キャッチできるアンテナを張り巡らし、スキル

アップしていくようにJと言われていたこと、

自分でもそう痛感していることから、興味の

ある研修・講習会には県内外を問わず参加

し、業務に活かすようにしています。

又、これまでの職歴と家庭生活の経験から、

相手の身(心身)になって感じ・考え・対応する

ことが大切だと感じています。仕事をする上で

は、相手カf居なければ成り立ちません。日頃か

らの思いは、つい態度や言葉に表れ相手との

信頼関係を壊すこともあります。十分な信頼関

係を持って仕事をすれば結果は同じでも、相手

の満足度は格段に違ってくると思います。

退院される方に身体障がい(肢体不自由)等

の後遺症がある場合、退院後のADL維持のた

めの手段を検討されるとき、対象の方であれ

ば、社協力、‘宮崎市より受託している宮崎市総合

福祉保健センターの機能訓練室・障がい者

プール等、無料で利用できますので、どうぞお

問合わせください。

橋口さんが令熱申してい
る事はなんですか?

映画鑑賞や金魚観賞(親6匹、子ども17匹が

3つの水槽で泳いで‘います)。金魚の水槽の水

替え (毎日30L親の水槽のみ)は大変ですが、

金魚観賞がストレス解消になっています。他に

もスキーやサフィンの経験があり、時間をみ

つけてやりたいと思っています。冬には、家族

でゲレンデに行けたら最高ですね。

"..最後に、仕事と家庭を両立さ
せる秘訣を教えてください。

我が家は妻(同業者)・長女(11歳)・長男(9

歳)・次男(4歳)の5人家族です。昨年の2月か

ら妻もパート勤務を始め、家事もこなしてもらっ

ています。保育園の送迎は妻に頼み、私は長女を

小学校に送ってから出勤します。長女の下校時

は、移送サービスを利用出来る範囲でお願いしま

すが、妻が迎えに行ける日は迎えに行ってもらっ

ています。子ども達も大きくなってきましたので、

それぞれのできる範囲で家事を分担しています。

また、子どもの行事(学校・保育園行事、ス

ポーツ少年団、娘が所属する会のサークル活動

等)には、なるべく参加するようにしています。

家族みんなにいつも感謝の気持ちを忘れ

ず、何かあった時には「ありがとう !!Jと声に出

して言っています。
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〔 平成~年度生活環境支援系理学療法研究部会研修会報告 〕
テーマ:r生活のアセスメントとアプローチ ~ベッド周囲動作編-J

~生活に視点をおいたリハビリテーション~

講師:医)隆徳会介護老人保健施盤菜花園漬砂婿治先生

期日:平成24年11月25日(日)

会 場:宮崎リハビリテーション学院 種参加者数:348

平成24年度の当部会研修会をよ記日程にて開催致しました。今回の研

修会は当部会の部長を講師として、生活に視点をおいたリハビリテー

ションの実施に必要な知識 -技能についての講義をして頂きました。

入院または入所されている患者様において、日常生活と訓練場面での

動作の遣いや、それに必要な評価の視点など、グループ内でのディス力ツ

ションや意見交換を行いました。参加者の経験年数は様々でしたが、それ

ぞれが遣った意見を出し合うことでいくつもの「気付きJがありました。

体に障がいのある患者様の生活に対して、とeのような評価や訓練が必

要なのか、また生活をイメージしながら訓練を行うことの大切さなど、理

学療法士にl必要なスキルは何かを再確認させられる研修会でした。

令後も補装具や地域リハビリテーションなどの分野において、 f也職種

との連携も踏まえたリハビリテーションが提供できるような研修会の開

催に取り組んでいきたいと思います。今後とも当部会の活動に対しての

ご協力、ご理解を亘しくお願い致します。

生活環境麦媛系理学療法研究部会副部長加藤 友利

[ 平成rIl年度宮崎県理学療法士会I

第1固講習会

テーマ:r下肢の運動器理学療法を理解するj

f下肢の運動器疾患への皮膚運動学の応用J
講師:文京学院大学保健医療按術学部教授福井勉先生

期日:平成24年12月8日(土)・9日(日)

会場:宮崎リハビリテーション学院 参加者数:62名

第2固講習会

テーマ:r身体運動制御の視点から診た股関節機能の評価・治療j

講師:京都大学大学院医学研究科建肉忠重先生

期日:平成25年2月16日(土)・17日(日)

会場:宮崎リハビリテーション学院 参加者数:68名

平成24年度の当部会研修会を、上記にて、参加者が第1回62名・第2回68名で開催致しました。今回は、受講生の感想をご紹介

致したいと思います。

0第1固講習会を受けて 宮崎市内勤務理学療法士A氏 (4年目)

今回の講習会を受講する前は、皮膚を理掌療法評価-治療にどう生かしていくかなど考えたこともありませんでした。今回の福

井先生の講習を受けていくと、皮膚とは非常に繊細な組織であり器官であることを認識しました。皮膚の誘導で可動域改善が図れ



〔 平成24年度内部障害理学療法研究部会研修会報告 t 
テーマ:r服引についてJr循環器分野からみた時限・代謝のトータルアセスメントJ

講師:東京工科大学高橋哲也氏

期日:平成25年2月23日(土)・24日(日)

会 場:善仁会病院(23日)・JAアズムホール(24日)

去る、2月23・24日東京工科大学の高橋芭由先生を招轄し、「眼弓|につい

てJr循環器分野からみた呼阪・代謝のトータルアセスメントJ;を苔80名の受

講者の中ご講演頂きました。

「阪弓|についてjは、直ぐ限引行為のレクチャーに移るのではなく、限引行

為の前に行うべき評価や技術があることを強調されていました。また，実技

はデモ機を用いて臨床場面を想定し、プロトコルに沿って注意点などを確認

しながら実践すること，で、より臨床へ辰映しやすい内容となりました。I阪
弓IJ行為は， H22年より私たち理学療法士にも実施可能となった「医行為jで

あります。認可されるまでの背景や想いを聞き、安全に実践し、それを継続

することがこの眼ヨ|行為を任せて頂ける責任に応えるものだと強く感じまし

た。

後者の講演は、患者さんを循環器のみで診るのではなく、直列関係にある

肺、そして心臓に多大な影響を与えている腎臓との連闘を考えながら全体像

を捉えていくことを、図や実授を通してご教授頂きました。/[)疾患を育した

高齢者に「運動jという負荷を掛ける我々にとって、本研修が受講者の臨床

へのヒントになったのではないかと思います。

当部会では、今後も会員の皆様のご期待に添えるようなタイムリーな研修

を企画できればと考えております。

内部障害理学療法研究部会副部長花田智

参加者数:告808

軍動器理学療法研究部会研修会報告 t 
ることや、足関節(足根関節・横足根関節)に対する皮膚の誘導で、歩行に対してもアプローチすることが可能となり、度層が評

価・治療の一選択になることを感じました。これから日々の臨床にて合回掌習したことを活かしていこうと考えます。

0第2回講習会を受けて 宮崎市内勤務 理学療法士O氏 (2年目)

建内先生の講義は、股関節の機能解剖から運動学まで、最新の知見を踏まえ、ご講話いただきました。現在では、それを活かそ

うと臨床の際に「関節の適合性はつJr不安定性とはつj

「各関節の相互作用はりなどを考えながらアプローチ

しています。また、「なぜこの動かし万や動作で、こんな

ところに震痛がでるのか」などの日々の臨床の疑問にヒ

ントを与えてくださったと感じました。今後は、股関節の

みならず運劃連鎖なども踏まえて全身をみることができ

るように、勉強していきたいと思います。

こー協力いただいた2名の方、ありがとうございました。

充実した研修会になるよう今後とも努力していきたいと

思いますので、ご意見、ご感想、をぜひお伝えください。当

部会では、来年度の研修会を「症例検討会J. r著明な講

師の講習会Jの2本を計画しており、新たな試みを企画し

ております。多数のご参加をよろしくお願い致します。

運動器理学療法研究部会部長矢野剛土

⑬ 
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新着情報や学会のお知らせなど役立つ情報満載"

是非、お役立て下さい。
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平成25年度より当士会は社団法人から一般社団法人へと法人格が変更します。

当士会の活動が益々県民の皆様にご理解頂けるように会員一同研績を続けてまいりますのでご期待くださ

い。新しくなります宮崎県理学療法士会に今後もご理解ご支援頂きますよう宜しくお願い致します。


