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熊本地震 JRAT 活動ありがとうございました
（公社）鹿児島県理学療法士協会

会 長

梅 本 昭 英

2011 年 3 月 11 日発生の東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波、およびその後の余震に
より引き起こされた東日本大震災から 5 年が経過し、遅々としているものの関係者の努力で復旧が進み、
復興への道筋ができかけた矢先の 2016 年 3 月 14 日、今度は九州熊本で震度 7 の気象庁震度階級では最
も 大きい震度を観測する地震が発生しました。
4 月 16 日未明にも同様の地震があり、14 日の地震は前震であったとの報道でした。
まさか九州でこんなに大きな地震が発生するとは。
テレビから流れる家屋の倒壊、地割れ、ただただ大変のことが起こったと心配と不安がいれ混じった「怖
さ」を感じました。
隣県熊本で発生したこのような大規模災害に接し、何かしなければならないとの思いで、JRAT 活動が
始まりました。
理学療法士協会、作業療法士会、言語聴覚士会の情報を一本化して、JRAT チーム編成を行い順次熊本
へ派遣させていただきました。
初めての経験で手探りの対応でした。
多くの会員から JRAT チームとして派遣 OK の申し出があり、会の底力を感じ、うれしくもありました。
今回の熊本地震の際に JRAT として参加してくださった会員の方々、留守を守ってくださった会員の方々、
派遣を心から支援下さった職場管理者の方々に心から感謝申し上げます。
一方、会員の方々へは情報発信の仕方、チーム編成の脆弱さ等で多くのご迷惑をおかけしました。
この場をお借りしてお詫びいたします。
まだまだ復興までには時間がかかると思いますが、6 月中旬でいったんは JRAT 支援を終了したところ
です。これからは生活再建のための息の長い支援が必要になってくると予想されます。会員の皆さんの
ご理解とご協力を心からお願いします。

4/18

メーリングリスト登録施設・ホームページで広報
4/19-4/26 希望者募集

（その後も随時）

PT・OT・ST で協議調整
＜派遣一覧＞
4/27-29
4/29-5/1

恒心会おぐら病院 PT2
霧島リハセンター PT1

5/11-14

川内市医師会立市民病院 PT2

5/12-15

森園病院 PT2

5/16-19

米盛病院 PT3

5/19-22

厚地脳神経外科 PT1

5/22-25

米盛病院 PT3

5/27-30

池田病院 PT2

*6/3 現在協力者リスト 103 名登録あり
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長

嶺 英 博

熊本地震災害支援に参加して

川内市医師会立市民病院

JRAT（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）のスタッフとして 5 月 11 日から 14 日ま
で熊本地震災害支援に参加して来ました。
実は 2013 年 10 月に「多職種からなる災害リハビリテーションコーディネーターチームを育成し、そ
れぞれの地域において、多職種が連携した災害リハビリテーションチームを立ち上げ、来るべき災害に
備える」という目的で、東京で行われた JRAT 主催の「災害リハビリテーションコーディネーター研修
会」に、鹿児島県理学療法士協会を代表して私は
参加していました。
その後の活動の中で、
鹿児島県に災害時派遣チ
ームの確認をしたところ、DMAT については地域
医療整備課が、
心のケアチームについては障害福
祉課が担当窓口になっており、
県内外へのチーム
派遣を行う場合には、
保健医療福祉課が全体のと
りまとめを行っているとのことでしたが、JRAT
についての対応は全く行われていませんでした。
そのため「災害リハビリテーション」については
「地域リハ」との結びつきが強いことから、介護福祉課がその担当窓口になるべく組織づくりを進めて
行く予定でしたが、実際にはほとんど組織化できていませんでした。
そうした中、口永良部島での噴火が起き JRAT の活動が望まれましたが、実際には屋久島内での支援
活動で収束したため、鹿児島 JRAT の組織づくりはその後も停滞したままでした。
そして今回起きた熊本地震…あまりの被害の大きさに、JRAT 本部からすぐに鹿児島県の JRAT メンバ
ーにも支援要請があり、まだ組織として活動できていない鹿児島 JRAT から、コーディネーター研修会
を受けた緒方医師を含む 2 名の医師が支援に向かわれました。現地の JRAT 本部は熊本機能病院内に設
置されましたが、お二人はそこで組織編成に関わられました（私が伺った時、熊本 JRAT のメンバーの
方々が大変感謝されていました）
。
その後しばらくして、現地での JRAT の活動が軌道に乗り始めた頃、私は支援参加となりました。現
地に向かう際の高速道路も通行でき（ただし継ぎはぎだらけでしたが）、熊本市内も通常の生活を取り
戻しているように感じました。しかし私が派遣された嘉島町は熊本市内から 20Km 弱しか離れていない
にも関わらず、数多くの方々が被災され、避難所生活をされていました。私は最も多く避難されていた
町民体育館の被災者の方々の対応にあたりました。2ｍ四方のダンボールの仕切りの中、200 名を超える
方々が生活されていましたが、我々が活動した 9 時から 17 時の間には、多くの方々が仕事や学校に出
かけられたり、被災した自宅の片付けに外出されたりしており、残された数十名中、高齢者や障がい者
の方々への対応が我々の仕事でした。支援内容は心身機能の評価・運動等の指導、自助具の支給（主に
タッチアップバーや歩行器等）
・調整等でした。
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（嘉島町民体育館；避難所）
今回の支援は JRAT のメンバーはもちろん、それ以外の数多くのボランティア団体の方々とも連携～
交流を図ることができ、
非常に学びの多い 4 日間となりました。日々被災地でのニーズは変化しており、
それらへの他職種間での「柔軟な対応」や、数多くの方々に限られた時間や物資の中での支援となるた
め「ベストではなくベターな対応」を心がけること、また地域外から（物資等）支援しているため、極
力「地域経済を壊さない」配慮も必要なこと等も教えられました。
今後、自然災害が多い鹿児島県においても、今回の熊本地震災害を教訓に、これまで停滞していた鹿
児島 JRAT の組織化及び活動を積極的に進めていかなければなりません。そのためには数多くの先生方
のご協力が不可欠ですので、引き続きご協力・ご支援の程、何卒宜しくお願い致します。

（今回派遣チームメンバー）
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鹿児島県理学療法士協会賞を受賞して

県民健康プラザ鹿屋医療センター

下 村 正

和

平成 28 年度総会にて協会賞をいただきまして誠にありがとうございます。
私は鹿児島県理学療法士会の理事等を 20 年余り務めさせていただきましたが、
今回の名誉はすべて、この時代を支えた会員のお蔭であると身に染みて感じて
おります。
会員 50 数名の時代に地方での療育講座開催など、元気があったなあと思い出
しますが、経験が浅いながらも何か役立ちたいという思いに燃えていたのだと
思います。
私は来年県を退職して一区切りするところですが、今思うことは、自分たちの
職種を通じて、自分たちの時代を作っていくことが仕事なのだということです。

我々理学療法士が、患者様に介入することで再び人生
が動き出す姿に、理学療法士の素晴らしさを感じ、創
造性と患者に対する真摯な気持ちを高めることを使
命としていることを改めて痛感しています。
今後も、微力ではありますが患者様のため、県士会の
ために貢献できればと考えていますのでよろしくお
願い致します。
』

～士会活動経歴～
Ｓ62～63

厚生部員

平成 3～5

教育部員

平成 5～7

福祉部長

平成 6～12

福祉担当理事

第 12 回鹿児島県理学療法士学会長

平成 13～15 姶良大隅地区担当理事

第 35 回日本理学療法士学会

平成 17～18 渉外担当理事

第 47 回日本理学療法士協会全国学術大会

各種会議係
渉外部長

平成 19～20 渉外担当理事兼奄美地区担当理事

～

平成 21～22 障害児者担当理事
平成 23～24 南薩・北薩地区担当理事
平成 25～26 保険担当理事
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第 29 回鹿児島県理学療法士学会 受賞者紹介

学会長受賞 八反丸リハビリテーション病院 石田

俊先生

演題名；高齢者における歩行能力及び転倒リスクの検討

－Frail CS-10 と 10M 歩行を用いて－

この度は、学会長賞という素晴らしい賞を頂き誠にありがとうございます。また研究に際し、ご協力
頂きました患者様とご指導下さいました先生や上司・スタッフに感謝申し上げます。
今回の研究は、高齢者において病棟内自立歩行レベルであっても転倒のリスクが潜み、
何かその指標になるものはないかと思ったことが始まりでした。Frail CS-10 は、10 秒間あたりの椅子
からの立ち上がり回数を評価するもので、時間や場所の制限が少ない簡便な運動機能テストです。今回、
Frail CS-10 が歩行能力や転倒リスクの評価の一つとして使えることがわかりました。高齢者にも負担
が少なく忙しい臨床現場で利用できるのではないかと思います。
日々の業務の中で、疑問に思ったことを研究し発表することはいい経験になりました。今後は、この
研究の結果を基に次なる研究へ繋げていきたいと思っています。
学会奨励賞受賞 鹿児島大学病院霧島リハビリテーションセンター 板敷裕喜先生
演題名；機能的電気刺激装置（ウォ－クエイド○R ）の介入により歩行能力に改善を認めた
脳卒中回復期の 1 例

この度は，学会奨励賞という貴重な賞を頂きまして誠にありがとうございます．
機能的電気刺激は，脳卒中治療ガイドライン 2015 で推奨グレード B と高く評価されている治療法で
す．今回の研究で使用した WalkAide は，主に 3 つの使用モードがあり，患者の能力に合わせた設定が
可能です．本研究の症例では，歩行時につま先の引きずりが観察され，歩行自立に難渋していたため，
WalkAide の使用を検討し，座位での足関節背屈訓練や歩行訓練を 8 週間行った結果，歩行能力の向上を
得ることができました．本研究においては，1 症例での報告となっているため，今後もデータの蓄積を
行い，その有効性を報告していきたいと考えています．将来的には，より多くの患者様の治療の一助と
なることを目指しています．
最後に本研究にあたり，ご協力を頂きま
した患者様ならびに多くのご指導を頂きま
した先生方に深く感謝申し上げます．今後
も患者様により良い治療を提供できるよう
精進してまいります．皆様方のご指導，ご
鞭撻の程何卒よろしくお願い致します．
表彰式時写真
(左より、石田先生、吉屋学会長、板敷先生
梅本会長)
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理学療法週間事業 介護予防イベント実施報告

公益事業部

弥栄博文・瀬戸口佳史

H26 年度より日本理学療法士協会介護予防イベントして実施され、今年度で 3 回目の開催でした。7 月
10 日と例年と同じ時期の理学療法の日に合わせて今回もイオンモール鹿児島にて、10 時の開店から 16
時半まで実施しました。
今回は、公益事業部スタッフに加えて、
士会活動に少しでも多くの方が参加で
きるようにスタッフを公募致しました。
士会活動に参加することで、日本理学療
法士協会主催重点的人材育成事業であ
る地域包括ケアシステムに関する推進
リーダー制度の事業として申請できる
ため、13 名の応募があり、事前話合い・
打ち合わせもあり、総勢 25 名で実施しました。
従来の体力測定・健康相談の項目に加え、視
力測定や骨密度、ロコモ度チェックも追加し、
参加者が非常に興味を示し、天気が悪いなか、
男性43名女性117名合計160名の参加者があり、
大盛会となりました。
一般の方の体力測定への関心は高く、当協会
が関与した鹿児島県介護予防マニュアルに基
づき評価結果をもとに説明を行い、健康相談
を受けたいとおっしゃられたり、今の体力が
分かったから今のうちから介護予防・疾病予
防に努めたいとの意見や、こんなイベントは今度はいつあるの？との声も聞かれました。
従事された会員の先生方においては、休憩
もほとんどなくお疲れ様でした。「このよ
うなイベントにはじめて関わった」「理学
療法の広報につながった」など士会活動に
興味をもっていただけ、会員同士のつなが
りもできたように感じました。また来年度
もよろしくお願いいたします。
そして、今回、参加者でこられた会員の方
や、スケジュール調整ができなかった方も
ぜひ来年度も予定しておりますので、スタッ
フとして一緒に活動しましょう！！
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協会指定管理者研修会実施報告
本制度は、管理者の人材育成のための研修システムとして日本理学療法士協会が今後進めていく管理
者育成の目的・体制づくりの制度で今年度新設された制度になります。
地域特性から、各ブロックでの開催をし、内容につ
いては、「協会の求める管理者像について」日本理
学療法士協会統一ＤＶＤを使用しての講義や県士
会役員による、「鹿児島県理学療法士協会における
士会組織化の方向性と管理者の協力体制」「組織力
を高めよう～鹿児島県理学療法士連盟について～」
「ブロック活動について・制度について」でした。
日頃から管理業務に従事されている会員・また今後
目指す会員の参加があり、今後さらに顔の見える関係づくりへと進めていく予定
です。4 月から 6 月まで、105 名の初級修了となりました。急なお願いにもかか
わらず、会場日程調整・運営していただきました、ブロック関係者の方にこの場
をお借りしてお礼申し上げます。
本研修修了者 2 名が日本理学療法士協会の研修を受講し、今後伝達
講習も予定しておりますので、詳細がきまりましたら、ホームペー
ジ等で案内いたします。
地域における横の連携と縦のラインの強化を意識し、
情報共有を行い、県下の理学療法管理能力の向上をめざして
いきたい所存ですので、管理者のみなさまの、さらなるご理解
ご協力の程よろしくお願いいたします。
また、今回スケジュールがあわず受講できなかった方も、今後も継続されていくものですので、ふるっ
てご参加いただきますようお願いいたしまします。
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第 1 回発達サポート研修会の報告

障がい児者福祉部

部長

塩 屋 雄 一

今年度の発達サポート研修会では、昨年の「音楽をもっと療育で使ってみよう♪」の反響がよく、6
月 30 日に第 2 弾の実践編を開催いたしました。
基礎編においては、子どもの発達における音との関係や音楽が成長に際して、生理的、心理的、社会
的にどのような影響と役割を持つのかなどの基礎的な知識に加え、それらの作用をセラピーにどう工夫
すればよいかなど、大変興味深い講義でありました。
実践編においては、子どもの発達における音との関係や音楽が成長に際して、生理的、心理的、社会
的にどのような影響と役割を持つのかなどの基礎的な知識に加え、身体障がいを主とするグループと自
閉症スペクトラムや ADHD などを主に対象にしたグループの 2 グループに分けて参加者を募り、開催し
ました。障がいの特徴に寄り添いながら、メロディー・リズムなどの選定、またグループ分けの指標や
導入のための順番立てなどを講義の中に入れながら、実際に体験して頂きました。
参加者は、ほとんどが療育サービスのスタッフや支援学校の教師であり、実際の療育や学校での授業
場面において活用できる内容が盛り沢山な講義でありました。講義後のアンケート内容では、「もう少
し話が聞きたい・実技をしてほしい」
「実際、子どもを交えた実技をしてほしい」など次回の開催希望
の意見が多数ありました。来年度以降の発達サポート研修会も今回のように、ともに学び合えるような
内容を検討し、開催していきたいと思いました。
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新卒者オリエンテーション＆新人教育プログラム開催報告

今年度最初の事業として、4 月 24 日に新卒者オリエンテーションが実施されました。
梅本会長のあいさつにはじまり、働くにあたり優先してお伝えしておきたい、「理学療法士のための医
療政策論」
「理学療法と倫理」
「人間関係および接遇」3 つのコマを新人教育プログラム読み替えとして、
前倒しにしての実施となり、みなさん真剣に聞いておられました。急な案内にもかかわらず、およそ 150
名の参加があり会場が満席状態になりました。

また、6/19 と 7/3 には、新人教育プログラム必須研修会が実施されました。
昨年度より同じコマを年 2 回の開催で、日曜出勤がある会員が増えてきているなか、日程調整がつきや
すくなったとの声も聞かれました。また、なかなかスケジュールがあわない方・遠方で参加困難な方は、
日本理学療法士協会が推奨している、ｅ－ラーニングでの受講も可能ですので、ホームページをご参照
ください。
残りのＢ～Ｅに関しては、10 月に実施となります。
事前予約となりますので、ご確認の上お申し込みください。
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第 30 回鹿児島県理学療法士学会のご案内
学会長

平 名 章 二

皆さんこんにちは。第 30 回鹿児島県理学療法士学会長の平名章二です。記念すべき節目の学会で学
会長を拝命し、身の引き締まる思いです。
さて、本学会は鹿児島大学松田史代先生を準備委員長に、県内の若い
先生方を中心に組織された準備委員会にて来年 2 月 4 日・5 日の開催日
（予定）に向け鋭意準備中です。
先輩方よりいただいた“これまでの 30 年”の財産を、今後を担う若い
世代の会員にどう受け継いでいくかを念頭に、“これからの 30 年”を考
えこの学会が良いトリガーとなれるような斬新でアイディアに富んだ内
容を全委員で企画中です。また会期も含め記念学会にふさわしいイベン
トもできればとも考えています。
県内で活躍するすべての若き会員たちが主役となる素晴らしい記念学会となり、国内はもとより国際
的に活躍する人材のスタート地点となれるよう企画準備していきます。どうぞ多
くの会員の参加をお願いいたします。
尚、学会の詳細については別途ご案内致します。学会詳細やお願い・注意点等
も県協会ニュースや県協会ホームページにて発信していきますのでご参照下さい。

～鹿児島県理学療法学会の歴史～
回
1
2
3
4
5

学会長
斉藤禮達
冨田輝男
内田順一
立山一郎
佐々木順一

6 大西芳輝
7
8
9
10
11
12
13
14
15

井上 仁
梅本昭英
石峰昌雄
内匠正武
中筋八千美
下村正和
大重 匡
有村真也
小牧順道

準備委員長

会場

内匠正武
内匠辰哉
吉元洋一
大重 匡
田淵雅之

鹿大医療技術短期大学部

鹿大医療技術短期大学部

回
16
17
18
19
20

上村公子

鹿大医療技術短期大学部

21 長嶺英博

有村真也
渡辺 学
福迫 剛
大西芳輝
弓場裕之
坂本一路
なし
佛渕浩人
原野信人

鹿大医療技術短期大学部

鹿大医療技術短期大学部
鹿大医療技術短期大学部
鹿大医療技術短期大学部

22
サンロイヤルホテル
23
鹿大医療技術短期大学部 24
鹿児島県建設センター
25
鶴陵会館
26
鶴陵会館
27
稲盛会館
28
自治会館
29
アステム
30

学会長
村山芳博
山本真一
羽島厚裕
福田隆一
坂本一路

永田克也
大渡昭彦
大迫由美
東條夏也
福田秀文
生駒成亨
廣瀬直樹
吉屋光晴
平名章二

準備委員長
平名章二
若松 猛
弥栄博文
榎畑純二
瀬戸口佳史
田中隆人
平本一郎
木山良二
神田勝利
白木信義
児玉興仁
五十峯淳一
黒岩博文
村山貴彦
松田史代

会場
アステム
大口市ふれあいセンター
加治木 加音ホール
鹿屋体育大学
かごしま県民交流センター
薩摩川内市国際交流セン
ター
川辺町文化会館
鶴陵会館
鹿児島第一工業大学
鹿児島中央公民館
鹿屋市文化会館
鹿児島市民文化ホール
奄美市名瀬公民館
出水市音楽ホール
鹿児島市民文化ホール
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第 30 回鹿児島県理学療法士学会のお知らせ及び演題募集要項
長 平

名 章 二

学会準備委員長 松

田 史 代

学

会

謹啓 時下ますますご健勝の事とお慶び申し上げます。
さて、第 30 回鹿児島県理学療法士学会を平成 29 年 2 月 4，5 日に、鹿児島市民文化ホールの第 2 ホ
ールで開催する運びとなりました。つきましては多数の応募をお願いしたく、以下の要領にてご案内
いたします。
演題応募についてご不明な点は以下のお問い合わせ先までお問い合わせください
演題募集要項
Ⅰ．応募資格

03．運動器理学療法 04．内部障害理学療法

１．公益社団法人鹿児島県理学療法士協会会員に

05．生活環境支援理学療法

限ります。

07．教育・管理理学療法 08．その他

２．共同演者も原則として本会会員に限ります。

なお、発表形式は学会長の判断で決定致しますの

Ⅱ．応募方法

で、ご了承ください。

１．E-mail にて下記の応募記載項目を記載し、演

Ⅲ．演題応募期間（期間厳守）

題原稿ファイルを添付して送信してください。演

平成 28 年 8 月 1 日（月）14：00 から

題原稿ファイルにつきましては、「Ⅳ」の作成要

平成 28 年 10 月 28 日（金）14：00 まで

領に従って作成してください。E-mail を利用でき

Ⅳ．演題原稿ファイル作成要領

ない場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡く

１．原稿のファイル形式は Microsoft Word 形式

ださい。

とします。フォント：MS 明朝、サイズ：10.5 で

２．送られてきたメールのアドレスを今後の連絡

作成してください。

用メールアドレスとして使用させて頂きます。連

２．演題タイトル、氏名、所属施設、本文の順番

絡用に別な連絡用アドレスを希望される場合は

に改行して記載してください。

その旨をメールに記入してください。

３．氏名は発表演者を先頭にし、発表演者名の前

３．E-mail 受信後 1 週間以内に受信確認の返信メ

には○を付けてください。

ールをお送りします。1 週間経っても返信メール

４．共同演者は筆頭演者の後ろに記載し、各氏名

が届かない場合はお手数ですが以下のお問い合

の間にはスペースを付けてください。

わせ先までお問い合わせください。

５．所属施設が複数ある場合には、氏名の後ろに

４．応募記載項目

番号を振り、番号順に改行して記載してください。

メールタイトル：
「30 回県学会演題応募」

06．物理療法

６．本文（演者名・所属を除く）の文字数は 1400

①発表演者の氏名、会員番号、所属施設

字以内を厳守してください

②演題タイトル

７．本文には【目的】
・
【方法】
・
【結果】
・
【考察】・

③演題分類番号

【まとめ】【倫理に関する記述】等の小見出しを

（以下の演題分類表より選択してください）

付けてください。

01．基礎理学療法 02．神経理学療法

８．図表は使用しないでください
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なお、学会誌のフォント、レイアウト等は学会側

１．発表形式：学会長の判断で口述発表かポスタ

で調整させて頂くことをご了承ください。

ー発表か決定致します。

Ⅴ．応募上の注意

２．発表時間

１．応募された演題と学会当日の発表内容が大幅

発表時間は 7 分以内、質疑応答は 3 分以内とし

に異なることのないようにしてください。

ます。（演題数により変更される場合がありま

２．発表演者として複数の演題を応募することは

す。）

認められません。１人１演題を遵守してください。

３．口述発表スライド作成要領

３．本文中に研究対象にとって不利益となるよう

１）PC プレゼンテーションを使用し,ファイル

な属性（人名、施設名等）を記載しない等、プラ

形式は Microsoft Power point 形式とし、ス

イバシーポリシーに配慮してください。

ライド枚数は発表時間内であれば特に制限

４．演題原稿に関する著作権は第 30 回鹿児島県

を設けません。

理学療法士学会および筆頭演者に帰属し、学会誌
へ掲載されます。
５．採択後の演題取り消しはできませんので、ご
注意ください。
６．発表演者が発表できない場合は必ず共同演者
が発表を行ってください。
Ⅵ．応募演題に関する倫理と利益相反に関する
注意点

２）動画及びアニメーションは使用できません
のでご注意ください。
４．ポスター作成要領
１）ポスター掲示には、ポスターパネルを用意
いたします。
２）演者は指定された時間帯に従ってポスター
の貼付及び撤去を各自行ってください。
３）ポスター掲示面積は縦 150 ㎝×横 90cm で

○ヘルシンキ宣言等（倫理的な配慮）に沿った研

す。パネル左上に演題番号を学会側で用意い

究であることを確認し、説明と同意や個人情報の

たします。その右側に縦 20 ㎝×横 70 ㎝のサ

保護などの倫理的な配慮に関する記述をしてく

イズで演題タイトル・所属・氏名（発表演者

ださい。

の氏名の前に○）を表記してください。示説

○原則として厚生労働省の「人を対象とする医学

スペースは縦 130 ㎝×横 90 ㎝です。

系研究に関する倫理指針」に従うものとします。

Ⅷ．演題審査

○必ず本文中の【倫理に関する記述】欄を設け倫

演題の採択は学会の査読委員による結果を参

理に関する記述をしてください。記述がない場合

考に、学術的発表に資する演題と学会長が判断し

は取り下げる場合があります。

たものから選出し決定します。採否結果通知は 12

○倫理委員会の承認を得ている場合には、承認番

月初旬頃を予定しています。

号を記載してください。

Ⅸ．生涯学習のポイントについて

○研究対象にとって不利益となるような属性（人

発表演者は新人教育プログラムの単位として

名、施設名等）を記載しない等、プライバシーポ

認められます。また、認定理学療法士・専門理学

リシーに十分配慮してください。

療法士制度の履修ポイントは「県学会」の演題発

○利益相反の可能性がある事項（寄付金など）が

表のポイントとなります。

ある場合、研究助成がある場合はその旨を明記し

Ⅹ．応募先およびお問い合わせ先

てください。

第 30 回鹿児島県理学療法士学会

○これらについては、すべて登録者の自己責任に

準備委員長 松田史代

おいて登録を行ってください。

（鹿児島大学医学部保健学科）

※上記の注意点の記載に不備がある場合は演題

E-mail:fumiyo@health.nop.kagoshima-u.ac.jp

不採択となる場合があります。

TEL&FAX：099-275-6801

Ⅶ．発表形式について
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理論）開催のお知らせ

～がん患者に対する理学療法－緩和期の基本的な関わり方を中心として～
～内部障害に対する理学療法の進め方の基本（鹿児島）～

鹿児島県理学療法士協会

学術部理事 大重

匡

今年、初めてがん患者のリハビリテーションの筆頭でご活躍中の埼玉医科大学の高倉保幸先生を鹿児
島にお呼びすることができました。がん患者のリハビリテーションについて、1 日じっくり勉強してみ
てはいかがでしょうか？ 詳細は、以下の案内をご参照ください。例年開催している、内部障害に対す
る理学療法の進め方も今年度も開催予定です。新人の理学療法士先生には非常にお薦めです。詳細は、
以下の案内をご参照ください。
タイトル：がん患者に対する理学療法－緩和期の基本的な関わり方を中心として
講師(所属)

高倉保幸（埼玉医科大学保健医療学部

教授）

目的：がん患者に対するリハビリテーション，特に緩和医療が主体となる時期において，最新の知見を
活かした理学療法の可能性とコミュニケーションスキルや実践方法について教授することを目
的とする．
内

容：がん患者に対するリハビリテーションの概要と動向、緩和期の理学療法、種々の不安やストレ
スを抱えるがん患者に対するコミュニケーション・スキルについて、基礎的な知識とエビデン
ス、実践方法を中心に教授する。

プログラム：受付

9 時 00 分～9 時 30 分
9 時 30 分～12 時 40 分（10 分休憩含む）
12 時 40 分～13 時 30 分 昼食
13 時 30 分～16 時 40 分 （10 分休憩含む）

日

時：平成 28 年 8 月 21 日 日曜日

場

所：鹿児島大学医学部保健学科共通教育棟 6F インテリジェント教室（外観がガラスの建物）

（〒890-8520 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘 8 丁目 35-1）
会場までのアクセス：http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/outpatient/access.html
駐車場の案内：http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/outpatient/facilities/parking.html
B ゲートから保健学科共通教育棟をめざしてください。
駐車場の無料券を用意致します。駐車券を持参して下さい。無料駐車券と交換致します。
＊駐車場は利用可能です。ただし駐車場を利用される方は、時間に余裕を持ち、くれぐれも事故を起こ
さないようにご注意ください。
申込受付期間：2016 年 5 月 15 日(日) ～

2016 年 8 月 11 日(木)

申し込みは、20160821kagoshima@gmail.com に①講習会テーマ （がん患者に対する理学療法－緩和期の
基本的な関わり方を中心として）②会員番号（8 桁） ③氏名（漢字とフリガナをお願い致します。）④
所属（勤務先） ⑤メールアドレス（携帯メールアドレスは不可）⑥県コード（1～47）を記載して申込
ください。メールアドレスが用意出来ない方は、往復はがきにて⑤以外の内容を記載して申込ください。
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【往復はがき郵送先】
〒897-0132 南九州市川辺町中山田 1973-2 鹿児島県理学療法士協会 事務局 宛
その他：受講の決定は先着順とします。
＊がん患者に対する理学療法－緩和期の基本的な関わり方を中心としての受講者用公文書（PDF）は、
鹿児島県理学療法士協会のホームページ（http://infokpta.com/）の赤の枠で囲まれた研修会案内を
クリック後、○日本理学療法士協会主催の下に準備します。受講者各自でダウンロードしてお使い下
さい。
受講費：3,000 円 講習会当日に徴収致します。
宿泊については、準備はしておりません。各自でお願い致します。
新人教育プログラム 履修ポイント C-1 神経系疾患の理学療法
生涯学習ポイントを付与する認定領域・専門分野
2.神経理学療法専門分野
b.認定理学療法士（神経障害）
e.専門理学療法士
3.運動器理学療法専門分野
a.認定理学療法士（運動器）
e.専門理学療法士
タイトル：内部障害に対する理学療法の進め方の基本（鹿児島）
講師(所属)

村山 芳博（今村病院分院）・杉木優一郞（高岡病院）・大重 匡（鹿児島大学医学部）

＜目的＞ 本講習会は、臨床経験１年から５年ぐらいの協会会員を対象として、受講者負担を低金額
とした運用することで、できる限り多くの会員の参加を図り、専門家としての自覚と自己研鑽に向け
た一助となるために基本的な内部障害（呼吸・循環・代謝）系講習会を開催する。
＜内容＞循環器疾患，呼吸器疾患および代謝疾患（糖尿病）を主疾患，合併症（併存症）および既往
症に持つ患者に対する理学療法を進める際に，必要されるフィジカルアセスメントの基本を教示する．
また，このフィジカルアセスメントをもとにして，理学療法を進める際のリスク管理について教示す
る．
プログラム：受付

9 時 00 分～9 時 30 分
9 時 30 分～12 時 40 分（10 分休憩含む）
12 時 40 分～13 時 30 分 昼食
13 時 30 分～16 時 40 分 （10 分休憩含む）

日

時：平成 28 年 9 月 25 日 日曜日

場

所：鹿児島大学医学部保健学科共通教育棟 6F インテリジェント教室（外観がガラスの建物）

（〒890-8520 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘 8 丁目 35-1）
会場までのアクセス：http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/outpatient/access.html
駐車場の案内：http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/outpatient/facilities/parking.html
B ゲートから保健学科共通教育棟をめざしてください。
駐車場の無料券を用意致します。駐車券を持参して下さい。無料駐車券と交換致します。
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＊駐車場は利用可能です。ただし駐車場を利用される方は、時間に余裕を持ち、くれぐれも事故を起こ
さないようにご注意ください。
申込受付期間：2016 年 7 月 6 日(水) ～ 2016 年 9 月 11 日(日)
申し込みは、20160925kagoshima@gmail.com に①講習会テーマ （内部障害に対する理学療法の進め方）
②会員番号（8 桁） ③氏名（漢字とフリガナをお願い致します。）④所属（勤務先） ⑤メールアドレ
ス（携帯メールアドレスは不可）⑥県コード（1～47）を記載して申込ください。 メールアドレスが用
意出来ない方は、往復はがきにて⑤以外の内容を記載して申込ください。
注意：返信先を必ず記載して郵送してください。
往復はがき郵送先
〒897-0132 南九州市川辺町中山田 1973-2 鹿児島県理学療法士協会 事務局 宛
その他：受講の決定は先着順とします。
＊内部障害に対する理学療法の進め方の受講者用公文書（PDF）は、鹿児島県理学療法士協会のホーム
ページ（http://infokpta.com/）の赤の枠で囲まれた研修会案内をクリック後、○日本理学療法士協
会主催の下に準備します。受講者各自でダウンロードしてお使い下さい。
受講費：3,000 円 講習会当日に徴収致します。
宿泊については、準備はしておりません。各自でお願い致します。
新人教育プログラム 履修ポイント C-3 内部障害の理学療法
生涯学習ポイントを付与する認定領域・専門分野
4.内部障害理学療法専門分野
a.認定理学療法士（循環）
b.認定理学療法士（呼吸）
c.認定理学療法士（代謝）
e.専門理学療法士
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鹿児島県理学療法士協会専門領域研究部研修会のご案内

部長 牛ノ濱

政喜

理事 大渡

昭彦

今年度開催予定の７領域、小児系、呼吸器系、神経系、生活環境支援系、運動器系、スポーツ系
（アスリート、障害者）
、がんリハの研修会案内をいたします。昨年度末から「スポーツ系」、今年
度から「がんリハ」を新規開催する予定です。会員の皆様のたくさんの参加をお待ちしております。
各領域の先生方にご尽力頂きまして、臨床にいかせる実践的な研修内容となっております。
研修会予約は事前登録制になっており、領域ごとに受付内容や注意事項が異なります。
詳細内容については県士会ホームページに掲載されます各領域の案内状をご覧下さい。
研修会予約の際に以下をご確認ください
① キャンセルのないように、申し込む前にスケジュールを再度ご確認ください。
② 勤務先・氏名等の会員情報変更がある場合、必ず異動申請手続きを行ってください。
③ 年会費未納の場合は、受付をお断りいたします。
※参加する前に県士会ホームページを再度ご確認ください（悪天候等により予定が変更になる場
合があります）
。

小児系領域研修会のご案内
第１回【日 時】 平成 28 年 9 月 25 日（日）
【場 所】 鹿児島大学医学部保健学科 教育棟 5 階 503 教室
【テーマ】 「NICU における評価とフォローアップについて」
【講 師】 中村 環先生（今給黎総合病院 作業療法士）
第２回【日 時】 平成 28 年 12 月 4 日（日）
【場 所】 鹿児島大学医学部保健学科 教育棟 5 階 503 教室
【テーマ】 「姿勢ケアのための評価～形態測定・Chailey 姿勢能力発達レベルを中心に～」
【講 師】 奥田憲一先生（慈愛会医療福祉センター聖ヨゼフ園 理学療法士）
第３回【日 時】 平成 29 年 2 月 12 日（日）
【場 所】 鹿児島大学医学部保健学科 教育棟 4 階 402 教室
【テーマ】 「臨床に役立つ小児発達評価（呼吸機能）
」
【講 師】 講師検討中（県内 PT）
お問い合わせ先

福田病院 竹田孝幸 reha.syounikei@fukuda-hos.org

TEL0994-43-4330
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呼吸器系領域研修会のご案内
第２回【日 時】 平成 28 年 10 月 30 日（日）

9:30～15:30

【場 所】 鹿児島医療福祉専門学校運動療法実習室 40 名
【テーマ】 「呼吸の解剖・運動と排痰」
【講 師】 片平 美文先生 （菊野病院 理学療法士）
第３回【日 時】 平成 29 年 1 月 29(日）

9:00～12:30

【場 所】 鹿児島大学医学部保健学科 教育棟 6 階 インテリジェント室
【テーマ】 「急性期の呼吸リハビリと人工呼吸器」
【講 師】 米田 由紀子先生（鹿児島生協病院 理学療法士）
吉野 徹先生

（国分生協病院 理学療法士）

県内の臨床工学士

お問い合わせ先
谷山生協クリニック 坂元将也 respptk@gmail.com

TEL099-263-5660

生活環境支援系領域研修会のご案内
第２回【日 時】 平成 28 年 9 月 11 日（日）

10:00～13:00

【場 所】 恒心会おぐら病院
【テーマ】 「生活を支えるリハビリテーション～動作介助の基本～」
【講 師】 井崎 弥生先生（なちゅは鹿児島 理学療法士）
お問い合わせ先
医療法人平和会ひさまつクリニック 戸田博之 hisa.clinic28@gmail.com TEL099-298-1230

がんリハ領域研修会のご案内
今年度の日程は終了いたしました。たくさんのご参加ありがとうございました。
お問い合わせ先
垂水市立医療センター垂水中央病院 富岡一俊 reha_tommy@yahoo.co.jp

TEL0994-32-5211
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神経系領域研修会のご案内
第１回

＊講師都合により中止となりました。申し訳ございませんがご了承ください。

第２回【日 時】 平成 28 年 11 月 6 日（日）

9:00～12:00

【テーマ】 「脳卒中の運動療法 ～床上動作から立位～」
【講 師】 内匠 正武先生（菊野病院 理学療法士）
【場 所】 鹿児島医療技術専門学校(平川校)
第３回【日 時】 平成 29 年 1 月 15 日（日）

9:00～12:00

【テーマ】 「脳卒中の運動療法 ～立ち上がりから歩行～」
【講 師】 内匠 正武先生（菊野病院 理学療法士）
【場 所】 鹿児島医療技術専門学校(平川校)
お問い合わせ先
医療法人菊野会菊野病院 村上勇太 kikunorc@po.minc.ne.jp

TEL0993-56-5654

スポーツ系領域研修会のご案内
スポーツ系研修会は、今年度中にもう 1 回、実技を中心とした研修会を開催する予定にしています。
詳細が決まりましたらご連絡いたしますので、県士会のホームページをご確認下さい。
お問い合わせ先
鹿児島大学医学部保健学科

大渡昭彦 oowatash@health.nop.kagoshima-u.ac.jp

TEL099-275-6772

運動器系領域研修会のご案内
第２回【日 時】 平成 29 年 1 月 29 日（日）
【場 所】 今村病院分院

9:00～12:00

1F スポーツリハビリセンター

【テーマ】 「マッスルインバランスと運動機能障害の捉え方 ～下部体幹編～」
【講 師】 白尾 泰宏先生（今村病院分院 理学療法士）
お問い合わせ先
医療法人中山整形外科

牛ノ濱政喜 ushinohama@chuzanseikei.jp TEL099-266-6366
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平成 28 年度鹿児島地区研修会日程のお知らせ
鹿児島地区理事

弓場 裕之

鹿児島地区部長 五十峯

東

淳一
幸太

平成 28 年度の鹿児島ブロック研修会は新人教育プログラム未終了の方を対象とした症
例検討会と新人教育プログラムに対応した研修会（理学療法の臨床）を行う予定です。新
人教育プログラム未終了の方が、症例報告を行い、かつ研修会を受講した場合、症例報告
3 単位、研修会受講 1 単位の合計 4 単位が取得できます。参加のみの場合でも 1 単位が取
得できます。以下の日程と内容を確認の上参加してください。生涯学習のポイントにはな
りませんが、参加は可能ですので、ふるってご参加ください。
第１回研修会
日 時：平成 28 年 9 月 3 日（土）14:30～
場 所：厚地リハビリテーション病院
テーマ：「症例報告会」「C-1 神経系疾患の理学療法」
講師；弓場 裕之先生 鹿児島大学病院 「PNF の臨床応用」
症例報告および研修会参加の締め切り：8 月 22 日（月）
第２回研修会
日 時：平成 28 年 12 月 3 日（土）14:30～
場 所：八反丸リハビリテーション病院 研修室
テーマ：「症例報告会」「C-2 運動器疾患の理学療法」
講師； 竹内 直人先生 八反丸リハビリテーション病院 「障害者スポーツについて」
症例報告および研修会参加の締め切り：11 月 21 日（月）
※今年度より会場が一部変更になっておりますのでご注意下さい。
症例報告会演題募集について
症例報告会の演題を募集します。
発表形式：パワーポイントでのプレゼン方式（質疑応答を含めて 15 分程度）
第 1 回締め切り：8 月 22 日（月） 第 2 回締め切り：11 月 21 日（月）
申込先：reha＠hattanmaru.jp 八反丸リハビリテーション病院 五十峯宛
【事前申し込み方法】研修会への参加には事前申し込みが必要です。
申し込み先：八反丸リハビリテーション病院 五十峯
reha＠hattanmaru.jp
E-mail に件名「鹿児島ブロック研修会参加申し込み」と明記し、
①氏名・フリガナ ②勤務先 ③生年月日（西暦）④会員番号（8 ケタ）⑤新人教育
プログラム修了の有無 ⑥H27 年度会費納入について（納入状況） をご記入のうえお
申し込みください。
ご不明な点は下記までお問い合わせ下さい。
八反丸リハビリテーション病院 五十峯（イズミネ）：099-222-3111
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平成28年度 南薩ブロック研修会および症例検討会のお知らせ
南薩北薩地区理事

山中 純

南薩ブロック長

畑中信也

南薩ブロックにおいて平成28年度の研修会および症例検討会を下記のとおり開催いたします。研修会
参加のご案内と症例検討会の演題募集をいたします。会員の皆様の多数ご参加をお願い申し上げます。
【研修会】
日時：第 1 回目 平成 28 年

9 月 4 日（日） 9:30～11:00（受付 9:00～）

第 2 回目 平成 28 年 12 月 4 日（日） 9:30～11:00（受付 9:00～）
会場：菊野病院（寿光苑 4 階）
テーマ：「循環器から診るリスク管理その 1・その 2」
講師：鹿児島医療福祉専門学校 理学療法学科 鍬崎誠二 先生
※新人教育プログラム対象者は、理学療法の臨床「内部障害の理学療法C-3」の
単位1ポイント
※新人教育プログラムを修了された方は、生涯学習の 10 ポイント
（第１、2 回目の両研修参加にてポイント取得）
【症例検討会】
日時：第 1 回目 平成 28 年

9 月 4 日（日） 11:10～12:00（受付 9:00～）

第 2 回目 平成 28 年 12 月 4 日（日） 11:10～12:00（受付 9:00～）
会場：菊野病院（寿光苑 4 階）
発表形式：パワーポイントでのプレゼン方式（質疑応答を含めて15分程度）
※発表する新人教育プログラム対象者は、理学療法の臨床「症例発表」の単位
【申し込み方法】
研修会、症例検討会への参加には、事前申し込みが必要です。
申込締め切り日：第1回目 平成28年 8月21日（月）
第2回目 平成28年11月21日（月）
申込先：nch-hatanaka@nch.e-doctor.info 南薩ケアほすぴたる 畑中
E-mailに件名「南薩ブロック研修会or 症例検討会参加申し込み」と明記し、
①氏名（フリガナ） ②勤務先 ③会員番号（8ケタ） ④生年月日（西暦）
⑤連絡先（電話番号） ⑥新人教育プログラム修了or未終了
⑦メールアドレス（返信可能なアドレス） をご記入のうえお申し込み下さい。
※研修会参加については、会費納入がお済みの方を必須といたします。納入がお済みでない方は、手
続きのほどよろしくお願いいたします。
問い合わせ先：南薩ケアほすぴたる 畑中（ハタナカ） 電話番号 0993-56-1155
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私と私の職場
鹿児島大学病院

山野 太嗣
厳しい暑さが続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は鹿児島大学病院を紹介させ
て頂きます。
当院は錦江湾や桜島が展望できる鹿児島市桜ケ丘に位置しており、鹿児島県内で唯一の特定機能病院
として急性期医療やがん・難病の治療などに取り組んでおり、鹿児島県内および、南九州各地から患者
様が入院されています。私共のリハビリテーション室からは残念ながら桜島は拝めませんが、今後は平
成 29 年に新病棟が完成予定であり、9 階から錦江湾を望みながらリハビリテーションが実施できるよう
になる予定です。
当院には 36 の診療科が設置されており、病床数は全部で 716 床となっております。リハビリテーシ
ョン科はリハビリテーション科医師 7 名、理学療法士 12 名、作業療法士 5 名、言語聴覚士 2 名で活動
しております。さらに理学療法士は「整形・中枢グループ」と「呼吸・循環グループ」、「ICU 専従」に
分かれ、それぞれ専門性に特化した治療を実施できるように努めております。また、定期的にグループ
のローテーションを行うことで、様々な分野の勉強ができるような環境となっております。
当院の入院患者様の平均在院日数は平均 15.0 日と年々短縮してきていますが、リハビリテーション
依頼は増加傾向にあり、ICU も含めてより早期から開始されるようになってきています。リハビリテー
ションを受ける患者様の半数以上は転院され、入職当時はなかなか思うような治療が実施できず、病床
の回転率に圧倒され、短期間しか介入できないもどかしさに苦悩した日々もありました。しかし、短期
間だからこそ一人ひとりの患者様に真摯に向き合う必要があり、その姿勢があれば、当院は非常に多く
の知識と経験を身に着けることができる職場であると感じています。
まだまだ未熟な私ではありますが、学ぶ姿勢を忘れずに一日一日を意味のある積み重ねにしていきた
いと思います。関係各所の皆さまには今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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先輩認定理学療法士よりアドバイス
認定理学療法士

神経理学療法分野 (脳卒中理学療法)

いちき串木野市医師会立脳神経外科センター 志 村

一 展

◆取得しようと思ったきっかけ・分野について
当センターへは、「地元に少しでも貢献したい」という思いで就職しま
した。日々、脳卒中患者と関わる中で、急性期・回復期・生活期の全ての
時期を熟知したうえで、患者のニーズに応えていかなければならないと考
えるようになりました。そのようなとき、専門・認定理学療法士制度が始
まることを知りました。「地域の脳卒中患者」によりよいリハビリテーシ
ョンが提供するには、自己研鑚とスタッフに伝え、共有することがチーム
力の向上につながると思い、取得を目指しました。

◆研修会受講・症例報告・試験への対策について
取得を目指した年の脳卒中必須研修は、関東地方での開催でした。そのため、日程調整等に苦労しま
したが、職場の理解や同僚のフォローもあり、参加することができました。協会指定研修では、管理的
視点の考え方を学びました。症例レポートでは、多種多様な対象を選定し、評価・目標設定・アプロー
チ・変化点における考察を主に構成しました。これらは、日々の診療録の記載をしっかり行っていれば、
容易に振り返ることができると思います。最後の認定試験では、協会指定研修共通問題の倫理や法律に
苦労したので、しっかりとした対策を立ててから、試験に望むとよいと思います。

◆認定理学療法士を取得して
自信をもって、意識した発言や行動を起こせるようになりました。最初の１年は外部環境の大きな変
化はなかったですが、２年目より活動する機会が多くなりました。他職種への講習会や日置・いちき串
木野地区脳卒中合同委員会、糖尿病連携手帳を広めるコメディカルの会議などで講話する機会を頂きま
した。また、平成 27 年度から地域のリハビリ職や行政の人達と一緒に、介護予防事業や地域ケア会議
等に参加しています。地域の貢献に向けて行動を起こす「きっかけ」になっています。

◆今後の目標など
医療・介護の流れは早く、それに伴ってリハビリテーション医療も年々変化していま
す。今後は、①脳卒中の急性期から生活期まで質の高いリハビリテーションを多職種で
提供する、②リハビリテーションに関わる全ての患者・家族が笑顔で生活できる地域づ
くりをすることを目標に、同僚スタッフと切磋琢磨しながら頑張っていきます。
協会指定研修会・必須研修会（各領域ごと）のスケジュールは日本理学療法士協会 HP に掲載されい
ます。ご参照ください。また鹿児島では 11 月に脳卒中必須研修会が予定されています。
昨年度まで認定理学療法士 63 名でしたが、あらたに

9 名取得され、H28 年 6 月末現在で、72 名とな

っております。
専門理学療法士は、26 名と変化はありませんが、少しハードルが高いですが、認定取得を経なくても
560 ポイントにて（領域にて必須項目が異なりますのでご注意ください）取得可能です。
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Ｈ28 年度新役員紹介
今年度以下の 2 つの地区に役員変更がありましたので、紹介いたします。
鹿児島ブロック

厚地リハビリテーション病院

東幸太

今年度より鹿児島ブロック長を務めさせていただくことになりました。主に
中枢神経疾患の研修会・症例検討などブロック会員の皆さまに良い形で御提
供できればいいなと考えております。
五十峯先生と共に頑張りたいと思いますのでどうぞ宜しくお願い致します。

南薩ブロック

南薩ケアほすぴたる 畑中信也

この度、南薩ブロック長を務めさせていただくことになりました。宜しくお
願いいたします。初めての経験で行き届かない点もあり、皆様にご迷惑をお
掛けすることが多いかと思われますが、南薩地区担当理事の山中純先生に協
力をいただきながら活動がより良いものになるよう努力していきますので、
皆様のご協力をお願いいたします。

～その他～
介護保険部
赤﨑知子先生の勤務先がクオラリハビリテーション病院あいらへ変更となりました。

新入会員のみなさま、国家試験合格おめでとうございます。
少しずづ、業務に慣れてきたころでしょうか？
みなさんと一緒に仲間として働けることをうれしく思います。
既会員の皆様、今年度も事業が始まり、ご理解ご協力ありがとうござい
ます。
この 8 月よりホームページもかわり、さらに情報発信できるよう努めて
参ります。どうぞよろしくお願いいたします。
会員の皆様へのスムーズな対応に心がけてまいります。
ご不明な点等ございましたら、事務局までお問い合わせください。
公益社団法人鹿児島県理学療法士協会事務局
E-mail;infokpta@po.minc.ne.jp

編集後記

梅雨もすっかり明け、強い日差しが照り続く「夏」がやってきました。
患者様の体調管理はもちろんですが、ご自身の体調はいかがでしょうか。
夏ばてに気を付けながら、暑い夏を乗り切っていきましょう。
海水浴に行く時は日焼け止めをしっかりと塗っていきましょうね。
- 24 編集部 増田 和幸

