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平成 29 年度 基礎研究部会研修会のお知らせ（再送） 

 

謹啓 会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

当部会では、平成 29年度基礎研究部会研修会を下記のとおり開催する運びとなりました。 

今回は理学療法診断学教室のメンバーである 5 名の先生方をお招きし、「臨床で役立つ！研究の

具体的方法論～エビデンスをつかう・つくる～」と題し、昨年度に引き続き、研究支援の研修会を

企画いたしました。 

 本研修会では、①なぜ研究が必要なのか、②どのようにエビデンスを臨床で使うのか、③どうす

れば臨床疑問を解決できるのかについて学んでいきたいと考えています。また、先行研究の調査方

法やそれに必要な統計解析の用語などについても説明を行い、受講生を基礎コースと応用コースに

分け、受講生の理解度に合わせて研修会を進めていく予定です。 

エビデンスのある理学療法を展開していく上で、先行研究を調べ、研究活動を行っていくことは、

今後の理学療法の発展にとって、大事なことだと考えております。 

ご多忙の折とは存じますが、今後の理学療法の担い手である 1～5 年目の若手セラピストは、も

ちろんのこと、経験豊富なベテラン方まで、ぜひ多数のご参加いただきますよう、よろしく、お願

い申し上げます。 

謹白 

記 

 

テーマ；「臨床で役立つ！研究の具体的方法論～エビデンスをつかう・つくる～」 

講 師；天野徹哉 先生（常葉大学）  

伊藤秀幸 先生（山口コ・メディカル学院）  

田中繁治 先生（川崎リハビリテーション学院） 

森川真也 先生（放射線第一病院） 

内田茂博 先生（広島国際大学） 

日 時；平成 29年 8月 19日（土） 9:30～17:00（受付開始 9：00） 

         8月 20日（日） 9：00～16：00（受付開始 8：30） 

会 場；一般社団法人 宮崎県婦人会館 3階 大会議室さくら 宮崎県宮崎市旭 1-3-10 

対 象；原則として宮崎県理学療法士会または他県士会・日本理学療法士協会の両会員である事 

定 員；60名程度 

会 費；8000 円（会員），24000 円（非会員）、8000円（他職種） 

申 込；会員の方は原則、協会ホームページ【マイページ】からお申し込みください。 

非会員、他職種の方は、メールにて下記の要項でお申し込みください。 

セミナー番号；「13578」 

主催者名称；一般社団法人 宮崎県理学療法士会 

申込期限；平成 29年 8 月 15 日（火）※申込みに関しては、先着順となります。 

※ 登録後，理学療法士協会より自動返信メールが届きます。 

※ 登録後，【受講申込確認】をクリックすると確認可能です。 

※ メールでのお申し込みの場合は、原則として研修会ポイントを付与できませんので、必ずウェ

ブサイトからのお申し込みをお願いいたします。 



＜メールでのお申込み＞他職種の方、Webでのお申込みができない方（申請中の方など） 

宛先：fgh.reha@fujimoto.or.jp 

件名：「H29年度基礎研修会申し込み」 

記入事項：①氏名（漢字・よみがな）②生年月日（西暦）③都道府県④所属⑤職種⑥会員番号 

※お申し込み後に受付確認メールを 1週間以内にお送り致します。 

 

事前準備：統計解析を行うため、統計解析ソフト（改訂版 Rコマンダー）を弘前大学対馬栄輝研

究室 http://personal.hs.hirosaki-u.ac.jp/~pteiki/research/stat/S/ よりご自身のパソコ

ンにダウンロードしてご持参ください。 

（ダウンロードがうまくできない場合は当日 USBにてデータを配布いたしますが、データの解凍

に時間がかかるため、なるべく、ご自身のパソコンにダウンロードをしての参加をお願いしま

す） 

なお、解析ソフトは Macには対応しておりませんのでご注意下さい。 

 

受 付：○研修会場での入室時と退室時それぞれに JPTA発行の会員証カードが必要になりますの

で、予めカードの持参・準備をお願い致します。 

     参加費は当日、会場受付でのお支払いとなります。 

    ○今回の研修は「専門理学療法士ならびに認定理学療法士資格取得および更新に関わる

履修ポイント基準（2015年度版）の大項目 2」講習会・研修会等の受講 5）都道府県

士会主催の講習会・研修会 10ポイント、新人教育プログラム D-3 理学療法の研究方

法論（EBPT含む）を取得できます。なお、対象となるポイントは認定理学療法士(基

礎、運動器)、専門理学療法士(基礎、運動器)となります。申請したポイントが審査の

結果、認められない場合もあります。制度の変更により審査方法が変わる可能性があ

ります。 

    ○遅刻して入室された場合、入室時間によっては受講してもポイント付与できない場合

があります。予め、ご了承くださいますようお願い致します。 

 

注意事項：○生涯学習の流れやポイント管理についてご不明な点は，日本理学療法士協会へお問

い合わせください。 

     ○研修会中の写真・動画撮影、ICレコーダー、携帯電話等の使用は個人情報保護およ

び著作権法の関係上において使用を禁止します。また、携帯電話はマナーモードに

設定して下さい。 

     ○研修会の進行において暴言・妨害・迷惑行為があった場合、または研修会主催者側が

そのような行為と判断した場合は、研修会の途中であっても直ちに退室を求めます。

その場合は、研修会参加のポイント付与ができません。 

     ○研修会は、静粛を旨とし主催者側の指示に従うようお願いいたします。 

〇会場の駐車場については、周辺の有料駐車場をご利用ください。 

     ○研修会登録後のキャンセルについて、事前に連絡が無い場合は、受講料を収めて頂く

必要がありますので、十分に注意して下さい。 

 

以上 

 

 

(お問い合わせ) 

一般社団法人藤元メディカルシステム 藤元総合病院 

リハビリテーション室 豊永 勇樹 

電話：0986-22-1717 

FAX：0986-25-3950 

Mail：fgh.reha@fujimoto.or.jp 

mailto:fgh.reha@fujimoto.or.jp


 

宮崎県士会主催 理学療法士講習会  （2017年 8月 19～20日） 

8月 19日（土） 

 

受付  ：9：00～9：30 

  

1コマ目：PT界の現状 9：30〜10：20 

理学療法士のおかれている現状 

     理学療法士業界における研究の必要性 

     理学療法士個人における研究の必要性 

     研究活動を継続していくには何が必要か 

 

2コマ目：エビデンスとは 10：30〜12：00 

  エビデンスの定義（全員のイメージをさぐる） 

  臨床経験に基づく主観的な臨床推論の限界 

  エビデンス構築に必要な論文検索について 

  エビデンスと臨床経験の融合（中立な立場の重要性） 

 

昼食休憩：12：00〜12：50 

 

3コマ目：定量的評価と定性的評価 12：50〜13：50 

      定量的評価と定性的評価をつくるための基礎的知識について解説 

      測定尺度の分類：データの種類と統計の検定方法について説明 

      統計学手法を用いるための基礎知識 

      定量的評価と定性的評価について説明 

 

4コマ目：定量的評価の測定と設定 14：00〜15：00 

      基準範囲・標準範囲とカットオフ値との違い 

基準範囲設定に必要な平均値と標準偏差の意味と算出方法   

データ測定演習と基準範囲の算出演習 

 

5コマ目：エビデンスの臨床応用とまとめ 15：10〜16：40 

変形性膝関節症患者を対象とした多施設共同研究の紹介 

理解度確認問題の実施 

 

 

 

 

 

 

 



 

8月 20日（日） 2グループに分かれて研修 

 

グループ A(応用コース) 

 

1コマ目：研究デザインと測定演習 9：00〜10：30 

   PECOによる疑問設定 

   カットオフ値設定に求められる研究デザイン 

   イベント発生を予測するカットオフ値となる説明変数を議論 

   測定演習 

 

2コマ目：差の検定 10：40〜12：00 

   データのインポート 

   2標本 t検定と結果解釈 

   マンホイット二―検定の内容と結果解釈 

   χ二乗検定の R演習 

   χ二乗検定の内容と結果解釈 

 

昼食休憩：12：00〜12：50 

 

3コマ目：相関・回帰と再現性 12：50〜14：10 

   相関分析 

   重回帰分析 

   再現性の概念 

   級内相関係数とカッパ係数の算出演習 

   SEM/MDCの算出演習 

 

4コマ目：ROC曲線解析によるカットオフ値の設定 14：20～15：40 

   カットオフ値 

   ROC曲線解析 

   Rの演習による ROC解析と検査特性の算出 

カットオフ値とノモグラムの臨床活用について 

 

修了式 ：15：40～16：00 

  



 

グループ B(基本コース) 

 

1コマ目：エビデンスを理解するための基礎知識の整理 9：00〜10：20 

尺度・特性値とは 

グラフの種類や解釈について 

 

2コマ目：エビデンスの臨床応用 10：30～11：50 

標準値の臨床応用 

カットオフ値の臨床応用 

エビデンスを「つくる」意義 

 

昼食休憩：11：50〜12：40 

 

3コマ目：「つくる」ための基礎的統計解析 12：40～14：10 

統計解析の基礎知識について解説 

Rコマンダーの基本的操作 

測定データの正規性の確認 

差の検定，相関について説明して，Rコマンダーを用いて演習 

演習結果の解釈について説明 

 

4コマ目：臨床で「つかう」から「つくる」ための具体的な取り組み 14：20～15：40 

標準値，カットオフ値，臨床活用を解説 

(Rehabilitation Measures Database を用いる) 

臨床活用に必要な標準値，カットオフ値をディスカッション 

(対象となる集団，必要な検査項目などを発表) 

 

修了式：15：40～16：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



周辺駐車場情報 

①第 4ＦＫパーキング 

収容台数 150 台 

場所 宮崎県宮崎市橘通東２丁目８－４ 

料金 

通常 

07:00-23:00 60 分 300 円 

入庫後１時間迄￥３００以降１時間毎￥１００  

最大料金 普通・軽 ７：００-１９：００ ￥５００ 

制限 

3ナンバー制限ナシ 

1BOX 制限ナシ 

※駐車場～婦人会館まで 240ｍ、料金打ち止めあり、収容台数多い 

 

②トラストパーク橘通西４ 

収容台数 19 台 

場所 宮崎県宮崎市橘通西２丁目１ 

料金 全日 ０：００-２４：００ ６０分￥２００ 最大料金 入庫後１２時間迄￥４００ 

制限 

3ナンバー制限ナシ 

1BOX 制限ナシ 

※駐車場～婦人会館まで 290ｍ、料金打ち止めあり 

 

 


