


田宮崎県理学療法学会
~宮崎県理学療法学会を終えて~

準備委員長黒木 秀 一 (医療法人誠和会和田病院)

平成28年11月27日に開催されました、第23田宮崎県理学療法学会には240名の参加をいただき、また数多く

の施設・企業様より協賛いただき無事終了することが出来ました事、厚くお礼申し上げます。

準備委員長に任命されてから1年半、全くの無知の状態からのスタートでしたが、準備委員の皆さまや北部ブ

ロック会員の皆様、また都城ブ口ック前学会準備委員の皆さま、当日参加頂いた方々、数多くの会員の方々にご支

援とご協力を頂きました。学会運営は予想以上に大変なものでしたが、それ以上に得られるものがあり、理学療法

士としての今後にとって、大変貴重な経験となりましたこと、深く感謝しております。

学会参加者数・演題エントリー数ともに年々増加してきております。第24回学会が今回以上に盛大な学会とな

ることを祈念いたします。

戸止処面差一学会を来冬えて 副準備委員長 黒 木 慎 太郎(延岡リハビリテーション病院)
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去る、平成28年11月27日(日)、第23田宮崎県理学療法学会を北部ブロック主管のもと、副準備委員長という

立場で関わらせていただきました。

北部ブロックは、地理的にも広く準備委員すべてが集まる機会が少ない状態でしたが、準備委員長をはじめ各局

長が中心になり準備を進め、無事開催することがで・きました。これもひとえに、学会準備委員・県士会学術局の皆

様のおかげと心より厚くお礼申し上げます。

今回の学会のテーマでもある「未来に繋ぐJ'"専門性の追究~は、私共準備委員の中で病院・施設から在宅・地

域へ繋ぐ、次世代へ繋ぐ、患者様の過去・現在から未来へ繋ぐ、そのためには理学療法士としてどう関わっていく

のか、何が必要かを考え、知識・技術を高め、その専門性を追究してし1く必要があるのではないかという意昧で今

回のテーマを決定いたしました。その思いもあってか、演題数27演題と多くの演題が集まり、240名の会員、他職

種の方々に参加いただきました。

特別講演では、森岡周先生に本学会テーマでもあります専門性の追究に繋がるような貴重な講演をいただき、

参加された皆様も大変勉強なったと思います。

来年度は、九州理学療法士・作業療法士合同学会の為、県学会は行われませんが九州合同学会につなげていけ

るような学会になったのではないかと思います。

今回、私をはじめ学会運営に関わった会員も多くの貴重な経験ができたと思います。今後も宮崎県理学療法士

会がさらに発展していけるよう寄与していきたいと思います。

最後に、今学会の開催にあたり日向市をはじめご後援をいただいた諸団体、ご協力をいただいた会員及び関係

者の皆様に心より感謝申し上げます。



学会を終えて 学術局長 赤木 勇規(延岡市医師会病院)

今回、初めて学術局長を務めさせて頂きました。

学術局長を任命された時、「どのような仕事内容なのか?Hどのように計画を立てて進めていけば良いの

か?等、何も分からない状況からのスタートでしたので不安な思いを抱いていたことを思い出します。

学術局として座長依頼や演題募集管理、学会当日のスケジュール立案等の仕事がありました。座長依頼に

関しては「引き受けて下さるだろうか?Jという気持ちがありましたが、依頼をさせて頂いた先生方が快く引

き受けて下さりました。また演題募集に関しても「演題は集まるの力、?Jという不安は常に付きまとっていた

のですが、結果的に27演題と多数のエントリーを頂きました。本当にありがとうございました。

準備を進めていく中で行き詰る場面も多々ありましたが、準備委員会のメンバーが協力し合い、大きな失敗

もなく学会当日を迎えることが出来ました。学会も多くのご参加を頂き成功裏に終わったことを非常に喜ば

しく思います。

微力ながら学会運営に携わらせて頂いたことに感謝し、また次期学会のご成功を祈念致します。

陣 学会開えて
、J 匂ト

今回、初めて県学会の運営局長をさせて頂きました。

運営局長 山元 公俊(済生会日向病院)

経験年数も浅く、運営局長に指名された時は本当に私で良いのかと不安しかありませんでした。準備を進

めていく中で、すべてが初めてでわからないことが多く、学会経験のある先翠の先生方や前年度担当の先生

と連絡を取りながら進めていきました。学会前日は夜中までリハーサルを行い不安が残るまま当日を迎えた

のを覚えています。心配と不安の学会当日でしたが、北部ブロックの会員・同期のスタッフの助けもあり、無

事学会を終えることが出来ました。約1年間、運営局長として学会準備・運営に関わり、初めてのことばかりで

運営スタッフの先生方にはいろいろとご迷惑をおかけしましたが、貴重な経験をさせて頂きました。今後も、

今回の経験を生かし士会運営へ協力をしていきたいと思います。

最後に黒木準備委員長をはじめ協力して頂いた運営スタッフの先生方にこの場を借りて感謝申し上げた

いと思います。
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学会を終えて 事務局長藤岡 崇 (谷村病院)

今回、学会の事務局長という大役を務めさせて頂きました。

前準備委員の先生方からの申し送りで全体の仕事内容は把握出来ましたが、まだ何をどう進めて良いの

か分からないと言う不安な状況から始まりました。しかし、準備スタッフと共に進めていくうちに問題が挙が

りそれを解決するたびに少しずつ時閣を掛けて前進している実感が出てきた事を覚えています。

協賛・広告では、北部ブロック会員の皆様にご尽力を頂いて、施設様、企業様へ声をかけて頂いた事によ

り、目標・予想を超えた病院等11施設、企業7社、養成校3校とたくさんのご協力を得る事が出来ました。ま

た、各局長・準備スタッフや前準備委員の皆様には、朝・タと業務の合閣をみて、毎日の様に連絡を取り、相談

やアドJ'¥イスまたは励ましの言葉を頂き、皆様の存在の大きさを心から有り難く頼もしくも感じられた時間

でした。その中で、私の至らない点も多々あり、ご迷惑をかけた事もありましたが、このような経験が今後の

学会・県士会の更なる発展に繋げていければと考えています。

次期の学会準備に関わる皆様へ、自分にとってもプラスになる経験だと思います。積極的に関わる事で人

生の成功体験の一つになる事を期待し、今回の大会以上の成功となることを願っております。

持 j口述肢を経験して 伊藤 俊二(医療法人誠和会和田病院)
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今回、学会で口述発表をさせていただきました。初めての事でしたので、諸先生方のご指導やアドJ'¥イスを

もらい無事に終えることができました。今回の経験は、理学療法土として今後の為になるとても貴重な経験

をさせていただいたと感じています。また、諸先生方の口述発表を聞く事で自分への刺激にもなり、より一層

勉学に励もうと感じることができた学会となりました。

今後も積極的に学会等へ参加し自分のスキルアップに繋げていきたいと思います。

奈須 勇樹(延岡リハビリテーション病院)

私は先日行われました第23回宮崎県理学療法学会におきまして学術発表をさせて頂きました。研究活動

を行うにあたり、難しいと感じる場面は多々ありましたが、中でも研究デザインを作成する過程が最も大変

でした。同時に、最も大切な段階であるとも感じました。日々の臨床の中で生まれる疑問をどのような方法で

検証するかという、臨床疑問を研究疑問に昇華させる過程で、先行研究を探したり、対象・方法を吟味したり

することに多くの時閣を使いました。先輩のアド/てイスを受け、勉強しながらの研究活動でしたが、とてもい

い経験になりました。今後も研究活動を続けていき、職能の向上に努めていきたいと思っております。また、

研究活動を通して社会貢献できる人材、研究活動を啓発できるような人材を目指して努力していきたいと思

います。

最後になりますが、今回の研究にご協力頂いた皆様、学会の準備・運営をして下さった皆様に深く感謝申

し上げます。
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活動報告

近年、理学療法土における女性の占める割合が係々に大きくなってきています。当士会において

も男女比のバランスが良い状況になると言えるのではないでしょうか?平成25年9月に女性会員

の慧欲・能力の積極登用を進めるとともに、女性リーダーの青成・各ブロック聞でのネットワーク

情築を図ることを目的に発足されました。他団体にはない理掌療法士の女性部会にふさわしい名

称として、 rPT(プリティー)ウーマンjと決定いたしました。

主な活動内容としてブロック毎に年1""'2回の交流会や研修会を企画し、これまでの士会研修企

画になかった女性視点、での内容を行っています。

問産師による研修会「妊娠による自体の変化を知る アロマを使ったリンパドレナージ

今後の展望として、様々なライフイベントを経験する申での悩みや憲男交換、相談等のできる交

流会や研修会の企画、また就労麦援等のサポートをできるようなシステム作りを行っていきたい

と考えています。

報告者:塩崎静香(橘病院)
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平成28年度特経研究部会活齢獄告 〕

第1田研修会

平成28年7月98.......10日の2日間に溜り、信岡県の聖ヨゼフ園に劉務されております奥田憲一先宝を宮的市総合発達si援センターにお

招きして研修会を開催しました.小児症OlJの事例倹討というテーマにて、実際の症例を前に治療方滋の提示や意見交換などを行うことが

できました.小児分野の現状なども会員の笛僚にお伝えできるような研修会を今後も企画していきます.

第2回研修会

平成28ff8月21日に、京都府にあります十条武田リハビリテーション競院の酒匂唖ー先笠をお招きして研修会を開催しました.宮崎リ

ハビリテーション学院にて、脳~cþの病態や治療方2去、実授の提示に加えて症例倹約(グループワーク);を行うなど、とても活気のある研
修会となりました.

今後も学術に特化した研修会はもちろん、臨床の現湯で役に立つような妓術の普及に努めて移りたいと思います.

‘・岡、.

報告者:初経研究部会部長加膝友利



平成28年度の内部障害研究郡金は、2回の研修会を開催しまし

た第1回研修会Iel:SJZf:ilZ28年10月16目、宮崎リハビリテーション学

院に於いて、局玉医おi大学准数慢の園漂洋介先生をお招きしまし

た fがんのリハビリテーションセミナー2016-がんのリハビリ

テーションにおけるコミュニケーションと山理的問題への苅応-J
のテーマでご講演頂き、448(PT398、OT2名、ST28、Ns1名)の
参加を頂きました

今回の研修会に先立ち平成26年に~玉医和大挙の高倉保幸先

生にfがんのリハビリテーションの塁礎的理解と進め方j、また平

成27ffに静岡県立静岡がんセンターの岡山太郎先笠にf症例倹討

から掌ぷ、がんのリハビリテーションの進め方Jを開催しており曇

礎知磁力、ら症例倹割に続いて、より臨床的な締め括りの研修会と

なりました.

内容としては、前単にがん感奮を取り巻く宵祭や症状、コミュニ

ケーションスキルについて学び、後半は受縞蓄がf患者役H1zラピ
スト役jと4より具体的に提示された情報をもとに「懇蓄の患いを傾

聴・共感できるjことを白僚にロールプレイを行いました。

受講者からのアンケートでは、 r~段の臨床での自分のコミュニ
ケーションを録り返ることができました.原点に戻って、また患者・

家僚と向き合うことができそうな感じがしました.Hロールプレイ

は日頃の患者さんや利用者さんへの対応の仕方を見返すよい僚会

となりました自分にこんなに醤いた研修は初めてですJなどのコ

メントを頂き、受B局者の満足できる内容となりました.

-E苧竺日-市 研修リポート

第2回研修会leI:平成29年1月15白、喜S減市郡医師会病院に於い

て、東京工事i大学教慢の高僑芭也先笠をお招きしました.r新たに

学ぶ高島航者11)疾患の理学療涯の実際Jのテーマでご溺演頂き、83
8 (PT788、OT28、ST38)の参加を頂きました.

11)属病の病態と理解では、循環働能不全の把涯の仕方、。障と

際限・筒機能・代闘の関連住についてわかりやすく解説して頂き、

午後からは急性11)不全の症例の力ルテを下にデータを読み解く

ロールプレイを行いより~甥懸のある研修会となりました.
受講者からのアンケートでleI:.rrリスクの重み付けjをしていく

過程や、フレイルについての知見など今後臨床に活かしていけそ

うな情報が沢山あり、とても参考になりました.H今まで掌んでき

たことの復習となり、また臨床を見直す良い機主でした.症例など

を交えて話して頂いたので分かりゃすかったです.Jなど、充実した

研修会となりました.

第23回宮崎理掌療法挙会(平成28年11月27日)では、部員によ

る3;演題の発表を行いました.

平成29年度は、平成30年1月21日に今年に続いて東京工斜大学

の高僑芭也先笠をお娼きし、r/CI疾懇を育するフレイル・サルコペ

ニア懇筈への理解包括的評価怒らびに対策を零えるーjをテーマ

にご脳演頂く予定です.

当部会では今後も魁力ある企画を計画していきたいと思います

ので、皆さまの積極的な参加をお待ちしています.

報告番:内部障害研究部会 部長 田村幸嗣
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[ 平成W)年度第1回生活環境研究部会研修会穀告 J 
テーマ:rベッド上のポジショニングの評価と実路についてJ-生活に視点をおいたリハビリテーション~

璃

日
師:訪問看護ステーション 湾緩苑

時:平成28年6月26日 (日)

理学療法士 江口 宏先生

平成28年度第1回生活環境研究部会の研修会では、訪問雷~ス

テーション湾総苑の江口宏先生をお招きし、宮崎リハビリテーショ

ン学院で開催致しました.会員理挙療活士448、作業療法士3名、言
語聴鍵士18の計488の参加がありました.

研修会の内容は、生活に視点をおいたポジショニンクとして、f生
活備造の視点、 ICFの視点、時間・空間・人の視点jと3つの視点に分

けて憲議を挙びました。

ポジショニンクを3つの視点から考えた筒、個別伎が高く決まっ

たきえが主主い為、リハ介入の必要性が高いことを学びました.ポジ

ショ二ングに介入する際の考え方として大きく3つのコンテンツに

分けて、介入するポイントを分かりゃすく講義して頂きました。

コンテンツの1つ自は、t霊眠効率を上げるためのポジショニンク

です.睡眠、睡眠をct断されるメカニズムと寝返りのメ力二ズムをも

とに、マットレスなどの環境設定をきめて介入ポイントを者慮する

内Eきでした。

コンテンツの2つ自は、縛創に対するポジショ二ンクです。縛~Jメ

カニズムの説明があり実授を交えて、トータルコンタクトの必要性

から介入ポイントを考慮する内容でした.

会 湯:宮崎リハビリテーション学院

受講者敏:488(理学療法士44名作業療法土3名 言語隠鍵土1名)

3つ自のコンテンツは、疾患ごとのポジショニンクです。脳卒ゆ、A
しS、パーキンソン病に対するポジショ二ンクの考えfjをいくつか

のポイントにまとめる内容でした。笠活期に彼らずポジショニング

はI必要な介入の一つであり、悩むことも多くありました。

今回の研修で、コンテンツごとに分かりゃすく介入ポイントを提

示されていたため、ポジショニングを考慮する上で良い基準が得ら

れました.

これからも笠活環療研究部会では、笠活に視点を置いた篠々な研

修会を企画しております。会員の皆僚には、当部会へのご慧見当もお

寄せ頂きながら今後も当部会活動へのご受提こ・協力を宜しくお願

い致します.
報告書:笠活環境研究部会 部員 上ヒ菊規雄

ーム]

子.年度胸療 法 研 究 部 会 活 動 報 告 J 
平成28年度の物理療法研究部会の活動として、大きく3つの活動

を行いました.

1つ自の活翻として、宮崎県内g6ブロックとの合同研修会を5月
~6月に各ブロックで開催し、テーマを[Cþ偲疾患・運動器疾患に対す

る憲新電気刺激療法~ハンズオンセミナー~)とし、合計162名の会

員にご参加頂きました。

実際に電気刺激装置を使用して頂き与がら、疾態別、目的に応じた

使用方法や劾祭を南学習する機会となり、研修会後は{物理療法の

使用方法が明確に理解できたJf今後も研修会に参加したいjなど、

後々な辰醤が聞かれました.

2つ自の活動として、7月3日に富永病院で都会研修会を開催しま

した。講師に、平成記念病院の徳田光紀先生をお招きし、34名の参加

者を苅象に、[運動器疾患に対する物理際法】というテーマで、運動器

疾患に対し解剖学的視点・運劉掌的視点・物理僚主去学的視点から松学

的な根鎚を示しながらご教慢頂きました。

参加者からはf物理綴法的視点だけでなく、運動器疾患を見るう

えでの臨床推論の手段として活用できそうJr運動器疾患への物理

綴法介入に対する根鎚を理解できた、横領的に使用していきたいjと

いった意見わe聞かれ、開催して非常に良かったと感じ、企画運営側と

して大変満足する研修会となりました.

3つ自の活動として、11月27日に日向市で開催された宮崎県理掌

療法学会で、中原部長が過去3年間の物理療法研究部会活動報告を

行いました.研修会前後での物理療法に対するイメージ変化などが

得られ、宮崎県内での物理療法の実a方法の漫透・考え方の変化が

得られていると実感しています.

平成29年度も、各ブロックとの合同研修会や部会研修会を企画

し、例年以上に熱く積僚的に活動しますので、より多鍛の会員の方の

ご参加・ご意見をお待ちしております。

報告苔:物理療法研究部会 副部長 石原伸之
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平成~年度運動器研究部会活動穀告 】

適量nog研究部会では、今年度において研修会を1固と新人向け

ナイトセミナーを3回実施致しました

第1回研修会では、福岡王宮、恩病院の吉住洛平先宝を講師にお招

きし、f運動務理学療法における初経系機能障害のための治療展

開jをテーマとした研修会を開催致しました.重要加者は県内外から

3113の診加がありました.クリニカルリーズニンクとは伺か?とい

うことから始まり、掬経系の機能角flB1J機能異常について、そのE平
価と治療について実筏を鐙まえながら7寧にご指導頂きました.

先笠からはf得経に対する疑問や質問が多くあり、皆僚の実現IC¥さ

が伝わりましたj、参加者からはf初経系について媛しいと考えて

いましたが、議絡がとても分かりゃすくイメージが変わったjとい

う感想を頂き非常に良い研修会となりました.

新人向けナイトセミナーは3回行いました.今回は運動器研究部

会の役員が縞師として県内3か所に出向き、北部・児湯・2お阪市郡

ブロックでそれぞれ縞義を行い、定員をよ回る参加となりました.

第1回目I~、済生会日向病院にでf後足部の機能解剖と靴の選び
方H股関節の塁本的な~方についてJ .

第2回目は、鶴田病院にて「腰部の機能解剖H姿勢評価の愈寂

と実際J.
第3回目l広務元総合病院にてI胸郵のみかたH高齢者の同関

節疾患と姿勢jというテーマで縞擁を行いました.参加者からは、

f各ブロックへ来てくれるのは章参加しやすく怨しいHもう少しわか

りやすく説明してほしいHI話し合いやすい協を作ってくださりあ

りがたかったjなど、後々な感想を頂きました.皆緩から頂いた懲

見やアンケート結果をもとに今後の研修会のあり方について考え

てまいります.

当部会では、今後も臨床に生かせるような企画を進めていきま

す.また、学術にも積極的に取り組めるような企画を進めたいと

老えています.会員の皆僚の多搬の診加をお待ちしております.

報告書:河川哲郎・郡賢介(宮元整形外料)

L 平成~年度数斉・管理研究部会研修会報告
教湾・官理研究部会では、去る平成28f1:12月4日(日)に、宮崎大学教宵学部の佐藤正二教揮をお迎えして、臨床実習指導者研修会を開

依しました.

テーマI~r臨床実習指導の方活爺~掌宝の社会的スキルに応じた指導方活の倹討Jとして、児澄期から同年期にかけての社会的スキル
の現状を踏まえて、認知行働療活の得点から臨床実習での挙笠指場の問題に対する対応を、いろん砿データや窃例を過して検問しまし

た.
今回の研修会は、昨舎の臨床実習指導における問題を、学生と指導蓄の両方の側から分析し、今後の方向性を考えるという儀会とな

り 、 非常に示唆に富んだ内容であったと思います.参加さ~1~23aでしたが、お集まりいただいた臨床教宵に罪者意を待って取り紹んでいる

セラピストの皆さんlごとって、賃盟な研修会になりました.

今後l立、特に新人のセラピストの皆さんに向けて、臨床教育に関する滋制度などのトピックスや、これからの臨床実習指導のあり方など

をお伝えする研修会を倹討しております.また管理者研修会も企画しますので、皆さんの参加をお待ちしています.

報告書:数宵・管理研究部会 部長 大寺健一郎

白うゼ t 
研修8s会は、日本理挙僚注士協会における笠涯学習システムをサポートしています.

笠涯学習は、新人教育プログラムと既定・専門理掌療法士制度に大別されており、本部会では主に新人数湾プログラムの運営を担って

います.

本年度(IfZ成28年度)は、延べ1718の方が蛋鶴され、次のステップへ進まれています。次年度も北部ブロック(日同市)、都械ブロック(昔日

阪市)で開僚を予定しています。

詳細は、県士会HPを己確認ください.

学術局研修部 部長 田上茂縫

⑧ 
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