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活動報告

先月 23 日、鹿児島アリーナにて「第 33 回市民健康まつり」が開催されました。本協会からも、転倒骨折予防
の自己診断・相談（担当：鹿児島大学 医学部 保健学科）、女性のためのリハビリテーション相談（担当：鹿児
島女性療法士の会）、在宅リハビリ相談（担当：なちゅは鹿児島）の３つのコーナーを設置し、市民のみなさまへ
本協会の啓発活動を行いました。生憎の天候でしたが、本協会のコーナーへ 150 名程（まつり全体の参加者は
約 1,000 名）の方が足を運んで頂きました。
当日、スタッフとして参加した協会員は市民のみなさまに対して真摯に向き合っていました。他の団体からは
「理学療法士協会はよく考えたコーナーであり、スタッフの対応も素晴らしい」というお褒めの言葉を頂きました。
我々の地域住民への積極的な働きかけは、地域包括ケアシステムの中では望まれる部分でもあります。このま
つりの参加もその一助であると考え、協会員の皆さんとともに新しいアイディアも取り入れながら取り組んでいき
たいと考えております。
当日、協力して下さった協会員のみなさま、ありがとうございました。

相談風景

体験の様子

相談風景
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福利厚生部より
福利厚生部 川上剛

懇親会のご案内
拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。平素より鹿児島県理学療法士協会の活動

にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。
さて、このたび、日頃の皆様のご尽力に対するお礼と会員間の親睦を深めるため、懇親会を下記のとおり
開催することとなりました。
ご多用中誠に恐縮でございますが、多くの会員の皆様にご参加下さいますようお願い申し上げます。
敬具
記
１． 日時
２． 場所

平成 29 年 2 月 4 日（土）午後 7 時 30 分～午後 9 時 30 分
ふぁみり庵 与次郎本店 鹿児島市与次郎 1－9－7

３． 会費

4000 円（当日会場にて承ります。おつりのないようご準備ください。）

４． 定員

70 名

申し込み方法：事前予約制

メールにて下記の項目をご記入の上お申し込み下さい。

件名は「懇親会予約」でお願いいたします。
① 会員番号
② 氏名（フリガナ）
③ 勤務先
④ 連絡先（日中連絡の取れる電話番号）
⑤ メールアドレス（メール設定をご確認ください。
）
申し込み先：Email : rehabilitation@shunpukai.com
＊申し込み締め切りは平成 29 年 1 月 13 日（金）
＊数日経過しても確認メールが来ない場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。
お問い合わせ先：田上記念病院 リハビリテーション部

担当 川上剛

TEL 099-282-9988(内線 200) Email : rehabilitation@shunpukai.com
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理論）開催のお知らせ

今年度も例年と同様の研修会を企画いたします。毎年、日本各地から受講者が集まり、リピータが多数の
講習会です。昨年は実技のデモもあり大変盛況に終わりました。

タイトル：変形性膝関節症に対する理学療法の可能性と実践
講師(所属)

木藤伸宏 先生（広島国際大学）

小澤淳也 先生（広島国際大学）

森山英樹 先生（神戸大学大学院）
内 容：変形性膝関節症（膝 OA）に関する基礎研究および臨床研究のエビデンスを知り，最新の知見を
活かした理学療法の可能性と実践方法について議論することを目的とする．
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）
（進行次第では日頃の臨床の疑問にお答えする時間もございます。
質問のある方はご用意ください。）

日 時：平成 29 年 2 月 19 日 日曜日
場 所：鹿児島大学 鶴陵会館
（〒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://kakuryokai.jp/introduction/hall.html
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。
＊駐車場は鶴陵会館周辺に利用可能です。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 12 月 1 日(木) ～ 2017 年 2 月 1 日(水)
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【申し込み先】
アドレス：20170219kagoshima(a)gmail.com

※(a)を@に置き換えてください。

①講習会テーマ （変形性膝関節症に対する理学療法の可能性と実践）
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（都道府県士会・勤務先・〒・勤務先住所・電話番号）
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。

＊新人教育プログラムでは、「C-2 運動器疾患の理学療法」の単位認定となります。
＊新人教育プログラムを終了した人の受講は、生涯学習の 20 ポイントになります。

＊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/）の右下の青で
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。

鹿児島県理学療法士協会 学術部理事 大重 匡
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第 7 回鹿児島県臨床実習指導者研修会のお知らせ

会員のみなさん、臨床実習マニュアル（臨床実習指導者のための長期臨床実習教育のポイント）
はお手元に届いていることと存じます。ぜひ臨床実習指導の一助としていただけますと幸いです。
さて、日頃の臨床実習指導に少しでも活かせるように第7回臨床実習指導者研修会を開催します。
当協会で設置している、臨床実習施設認定を受けるためには、臨床実習指導者の研修会に参加する
ことが必要となります。また、新人教育プログラムE-1並びに専門・認定制度の履修ポイントに該
当しますので、積極的に参加して頂くようにお願い致します。尚、研修会への参加は配布資料準備
のために事前登録が必要となります。また当日は会員証を忘れずにご持参下さい。
日 時：平成 29 年 3 月 5 日（日曜日）10：00～13：00
会 場：鹿児島大学医学部保健学科共通教育棟 6 階「インテリジェント講義室」
テーマ：「臨床実習教育の方向性」
10:00～11:00 講 師：国際医療福祉大学（共用試験機構前理事長）丸山 仁司先生
11:00～13:00 鹿児島県理学療法士協会における臨床実習教育の方針
鹿児島県理学療法士協会臨床実習指導者連絡協議会

福迫 剛

【申込方法】 下記を記載のうえ，送信して下さい。
※件名は“臨床実習指導者研修会予約”でお願いいたします。
①研修会の期日
②研修会名
③会員番号（8けた）
④氏名
⑤勤務先
⑥連絡先（電話番号）
⑦メールアドレス
⑧新人教育プログラム 修了or 未修了
後日、受付確認のメールを返信いたしますが、1 週間しても返信が来ない場合は、
ご迷惑をおかけいたしますが下記まで問い合わせください
【申込締め切り】2 月 24 日（金）
【申込先】鹿児島県理学療法士協会事務局
メールアドレス： kptakensyu@po.minc.ne.jp
【問い合わせ先】鹿児島赤十字病院 リハビリテーション科 福迫 剛 宛
TEL：099－261－2111
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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
理事 大渡

政喜
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。
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
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
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

トピックス領域研修会のご案内
＜がんリハ領域＞
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
＜国際領域＞
今年度の企画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。
今後、不定期に開催予定していますので、県士会ホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
鹿児島大学医学部保健学科

松田史代 fumiyo@health.nop.kagoshima-u.ac.jp

TEL099-275-6801
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神経系領域研修会のご案内
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
今年度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。
日程が決まりましたら、ご案内いたしますので、県士会ホームページをご確認ください。
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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私の職場紹介
医療法人腎愛会 上山病院
リハビリテーション科
県士協会の皆様こんにちは。

大隅鹿屋病院に続きまして、今回は医療法人腎愛会

前 野 陽 介

上山病院を紹介させ

て頂きます。
私の勤める上山病院は、鹿児島市宇宿に位置し、腎臓疾患・透析医療をメインとし今年で開院 36 年目を迎
えました。現病院は、2009 年に新築建て替えし、40 床の療養病床を有しております。現在、病院横には高齢
者福祉複合施設「光陽」を建設中で、来年 1 月開業予定です。2006 年に、サテライト施設としてうえやま腎
クリニックも開設。外来透析ベッド 40 床を有し、外来透析医療に取り組んでいます。
当院では、内科、腎臓内科、人工透析内科、循環器内科、血管外科の診療科目を設置しており、外来透析
のベッド数は 74 床、入院透析ベッド数 18 床を有する透析病院となっております。
当院の透析システムではオンライン HDF 等の質の高い透析医療を提供するとともに循環器疾患や生活習慣病
といった分野の医療も展開しております。
リハビリテーション科では、平成 27 年 5 月より、運動器リハビリテーション(Ⅲ)の認定を受け、入院・外来
リハビリテーションが開始となりました。
リハビリテーション科スタッフは現在 1 名となっておりますが、来年 1 月開業予定のデイサービス開設準
備室に作業療法士が 1 名入職し、介護分野に関しての強化も進めております。「私たちは、豊かな人間愛を
持って、常に最良の医療を求めて最善を尽くします」という病院理念に基づき、日々の業務の他に、透析、
慢性腎不全、糖尿病等に関する様々な研修会にも参加しております。
今後は、腎臓リハビリテーションの充実や、スムーズな外来透析への移行を目標とし、慢性腎臓病を有す
る患者様、透析患者様の ADL 維持に努めていくとともに、自分の大きな目標である、「患者様の不安を少し
でも解消し、安心した在宅生活をサポートできるようにするため」医師、看護師、医療福祉相談員等との他
職種と連携体制が取れるシステム作りを目指しています。
多くの透析患者様は、おおむね週 3 回の血液透析実施とともに、さまざまな合併症を有する患者様も多く、
その患者様個々に合わせたリハビリテーション介入が必要となります。個々の患者様に対し、想いを確認し
ながら個別性の高いリハビリテーションが提供できるようこれからも努力していきたいと思います。
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私のおすすめ
医療法人玉昌会 加治木温泉病院 総合リハビリテーションセンター
理学療法士

増 田 和 幸

セラピスト中には動作分析が苦手である、という話をよく聞きます。私自身も非常に苦手意識を持っている分
野です。日頃の臨床を行う中でも、異常な動作や姿勢は感じる事ができても、何が原因かと分析するには非常
に苦労しています。今回紹介するのは、歩行動作について悩むときに参考としている書籍です。歩行分析の基
礎を理解する、確認するうえで参考になればと思います。
歩行に関する書籍は数多くありますが、今回紹介するのは「入谷式 足底板 基礎編」です。タイトルからも推
察できるかと思われますが、足底板の考え方について述べられています。足部の解剖から始まり、歩行時の力
学的・解剖学的メカニズムを通して歩行を整理します。その後、足底板の必要性と処方の考え方、効果検証と進
んでいきます。人間の歩行は、地面から靴－中敷き－足底と床反力が伝わっていきます。その際、細かなメカニ
カルストレスが幾分にも重なり下肢の障害が起こります。本書籍では、メカニカルストレスが起こる理由や動作に
関して詳しく述べられており、臨床に応用する際に大きなヒントが盛り込まれています。足底は地面と接する人体
唯一な部分です。足底からの床反力に対して足底板を使用することで、メカニカルストレスがどのように変化し、
どこに着目すれば軽減するのか、ということを考えさせられます。足部からの刺激が変われば、下肢のみならず
全身の姿勢や行動を変化させることが可能となります。また、DVD も付いているため、動画での解説もわかりや
すく述べられています。これまで、足部を苦手とされている方には少し難しい面もありますが、復習と更なる知識
向上には向いているのではないと考えます。是非とも、一度読んでいただき、何かしら参考となれば幸いです。
入谷式足底板 ～基礎編～
筆者 入谷 誠
発行所 株式会社 運動と医学の出版社
第１章 入谷式足底板の概要
第２章 足の機能解剖
第３章 歩行の概要
第４章 足底板作成のための直接的評価
第５章 入谷式足底板の実際（基礎編）
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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 内部障害理学療法専門分野（循環）
新杏クリニック 榎並 両一

◆取得しようと思ったきっかけ・分野について
一昨年より、スタッフの配置転換に伴い院内心臓リハビリテーションの患者教育
も全般的に担当することとなり、同時期に非常勤講師の依頼もあったことから、患
者様や学生に対して循環器領域の疾患や治療、生活上での注意点等をいかに伝える
べきかを模索するようになりました。しかし、非医療従事者にも理解できる形での
解説は中々困難で、かつ患者様からの質問に対し、自身の知識不足を感じることも
多々ありました。それらの経験から再学習の必要性を感じ、認定理学療法士の研修
制度に着目したのが取得のきっかけです。

◆研修会受講・症例報告・試験への対策について
心臓リハビリテーション指導士取得済みであれば、指導士資格や日本心臓リハビリテーション学会参
加もポイント申請に利用できます。必須研修に関しては、私が受講した年度は 2 会場（関東：茨城、関
西：和歌山）のみであり、交通機関等スケジュール調整が困難であったことを覚えています。申請ポイ
ントは受講年度を含め 5 年間有効なため、取得予定の先生方におかれましては、九州内や交通の利便性
がよい場所で開催される際、早めに受講されることをお勧めします。
試験対策としては、共通問題では普段の臨床で意識することの少ない関係法規等からも出題されるた
め、専門問題と比較し難しかった印象があります。これについては、指定研修にて配布される資料を熟
読する必要があります。

◆認定理学療法士を取得して
循環器領域で重要となるリスク管理や検査所見の再学習や、理解が曖昧であった項目に
ついても確認でき、自身の弱点を見直す良い機会となりました。また、研修会参加により、
第一線で活躍される講師の先生方が資料をいかにまとめ、循環器疾患に関わる理学療法士に何
を求めているかなども学ぶこともできました。それら学んだことを患者教育や学生指導に還元できれば
と思います。

◆今後の目標など
急性期医療の進歩により、一昔前であればハイリスクとされた超高齢者に対しての開心術も増加し、術後の経
過も良好となっております。一方で、先日の日本心臓リハビリテーション学会にて、要介護状態となった原因疾
患の上位に心不全が位置しているとの報告がありました。高齢心不全患者は今後増加が危惧され、在宅医療へ
のシフトもあり医療機関外でもハイリスク症例を担当する機会も増加することが予想されます。その中で、適切な
評価及びリスク管理のもとその他の重複障害も把握しつつ、結果の伴う運動療法を実施可能な職種こそ理学療
法士であり、その役割を担うべきと考えています。当院では体制が不十分ではありますが、今後は地域に対して
も積極的に参画していく予定です。
また、県内での認定取得者が増加し、多施設間で意見交換等の交流が活発に行えるようになればと考えてい
ます。今後も継続して自己研鑽に励み、鹿児島県の循環器領域リハビリの発展に貢献できればと思います。
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事務局からのお知らせ
年会費の納入はお済ですか？
協会の活動はみなさま方の会費で運営されております。
期限内の納入ありがとうございます。
お手続きがまだの方は、お早目に手続きください。
【入会金及び年会費のお支払いのお願い】 日本理学療法士協会から一括請求です。
新入会員 日本理学療法士協会入会金 5,000 円
会費 11,000 円（免許取得年度入会の場合 5,000 円）
鹿児島県理学療法士協会入会金 10,000 円 会費 9,000 円
合 計 35,000 円（免許取得年度入会の場合 29,000 円）
既会員
日本理学療法士協会会費 11,000 円 鹿児島県理学療法士協会会費 9,000 円
合 計 20,000 円
●会費納入用カード「楽天カード」の作成をお願いします。
発行され次第、会費や日本理学療法士協会主催の研修会や学会参加費の引き落としとして利用できます。
●会員としての活動や、研修会参加、制度の申請は年会費の納入が必須となります。
職場内での声掛けをお願いいたします。
平成 29 年度以降、日本理学療法士協会では会費前納入制など検討されております。詳細が決まりましたら、再
度アナウンスいたします。

H28.9 月より HP が変わりました。会員ページ ID・パスワードは以前と同じです。

編集後記

早いもので今年のカレンダーも、残すところ数日となりました。12 月といえば「師走」まさに字の如く月日が走り去
るように過ぎていきます。 この時期になると、やり残した事が多く、バタバタと毎日過ごしています。大掃除でスッキ
リした状態で正月を迎えたいですね。また、忘年会シーズンはつい暴飲暴食になりがちで体重計に乗りたくないで
すね。いつも以上に自己管理が大切だと思いますので、飲み過ぎ、食べ過ぎに気をつけて下さい。
編集部 春田 里奈
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