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コロナ禍での学習方法

コロナ禍で集合研修を開催することができず、少し寂しいですが、
（公社）理学療法士協会・（一社）日本理学療法学会連合のHPを
利用・活用して学習しましょう。

◆日本理学療法学会連合～より専門的に学習しよう～
（http://jspt.japanpt.or.jp/）
2021年5月に日本理学療法学会連合が設立されました。日本理学療
法士協会の学術機能の一部を移管し、法人化した12学会と8研究会
を会員として組織されました。
現在、分科学会・部門に登録されている方も、あらためて入会手続
きが必要です。

◆日本理学療法士協会マイページの活用～マイぺージで学習できる
こと～
①ガイドラインの閲覧 ②抄録集ダウンロード ③メディカルオン
ライン（本会発行の学術誌「理学療法学」「PTR（Vol.19~）」
「JJPTA」と会報誌「JPTA NEWS（一部抜粋）」が無料で全文閲
覧可能）④診療報酬改定情報 ⑤高齢者の保健事業と介護予防 ⑥
職場の腰痛予防 ⑦書籍優待販売など活用できます。

https://userweb.shikoku.ne.jp/kpt/
http://jspt.japanpt.or.jp/


「分科学会・部門」

日本運動器理学療法学会

JSPTF日本基礎理学療法学会

日本呼吸理学療法学会

日本支援工学理学療法学会

日本小児理学療法学会

日本神経理学療法学会

日本循環器理学療法学会

日本スポーツ理学療法学会

日本地域理学療法学会

日本糖尿病理学療法学会

日本予防理学療法学会

日本理学療法教育学会

「学術情報」

・学術誌「理学療法学」・英文誌「PTR」・理学療法ガイドライン
の紹介

・解説付き英語論文・EBPT用語集・EBPTチュートリアル・分科学
会・部門トピックスなどの情報が得られます。

メルマガを登録して各学会からの情報を得ることができます。
https://questant.jp/q/Y6257I68

まずはHPやマイページをいろいろ見て、活用できるところを探しま
しょう。

https://questant.jp/q/Y6257I68


第49回四国理学療法士学会にご参加いただいた皆様あり
がとうございました。
委員会発足時から開催までご尽力いただいた高橋謙一大会
長、山田耕平副大会長はじめ準備委員会の皆様、運営サ
ポートスタッフの皆様に深謝申し上げます。
英語で表すと今回の学会はまさに「Consultation」
準備委員長を拝命した時リモートで学会を運営している姿
は微塵も想像していませんでした。例年のように学会の準
備を進めていた最中、2019年12月に中国武漢で発生した
COVID-19により私達準備委員は大きく方針を転換するこ
とになりました。
１つめのConsultationは学会開催の1年延期です。会員の

皆様への周知、会場の再確保、講師先生方のスケジュール
再調整などの対応を急ぎました。

COVID-19の鎮静化は先が見えず、２つめのConsulta-
tionは開催方法の決断でした。本来の集合開催で行うべき
か？リモート開催にするべきか？準備委員会内でも度重な
る会議を重ねてリモート開催へと舵を切ります。もちろん、
リモート開催の経験も知識もありません。リモート開催の
学会に参加された先生や調べた資料を基にConsultationし
配信会社と契約、開催のアウトラインが見えてきました。
その後も多くのConsultationを行いました。

回生病院

学会準備委員長 矢野誠二
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例えば、ウェビナーの視聴方法、学生用YouTube配信の
方法、リモート開催での講演・質疑方法、事前参加登録受
付案内などなど。困難の連続でしたが無事学会を開催する
に至りました。
委員会員や運営サポートスタッフの先生方をはじめCo-

nsultationさせて頂いたすべての皆様に本当に助けて頂き
ました。我が士会にはこのように大きな事業を共に達成で
きる先輩・後輩がいらっしゃることを強く共感いたしまし
た。ありがとうございました。

学会運営の一コマ 学会運営スタッフ



2020年1月に日本で初めて新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)の陽性患者が確認され、ダイヤモンド・プリ
ンセス号のニュースも大きく取り上げられていましたが、
当時は「関東では大変なことが起こっているなぁ」程度の
感想でした。しかし当院にも同年4月に陽性患者が入院する
こととなり、一気に緊張感が高まったのを覚えています。

COVID-19は世界で急速に感染が拡大したため情報が少
なく、当院での感染症対策も目まぐるしく変化していまし
た。陽性患者に対して直接的な理学療法を香川県内で初め
て実施することになりましたが、今振り返ると、準備期間
から写真や動画を含めた経時記録を残しておいたことが今
回の発表に繋がったと考えます。
今学会はCOVID-19対策のためにリモートでの開催とな

りました。質疑応答はあるものの、発表後に座長や他演
者・聴講者等と話す機会がなく、情報交換を行うことがで
きなかったことが残念でなりません。早く世界が平穏にな
ることを願っています。

香川県立中央病院

理学療法士 桑嶋博史

集中治療室での離床場面
（患者さんへの許可は得ています）



第48回四国理学療法士学会において「透析期の糖尿病腎
症における上下肢筋力」という演題で発表させて頂きまし
た。奨励賞という大変名誉ある賞を頂き、身に余る光栄で
ございます。
今回の研究では、血液透析患者の原因疾患が糖尿病腎症

だった場合に、対象群と比較し筋力低下が出現しやすい結
果となりました。腎疾患や糖尿病患者様などに対する目的
に応じた適切な理学療法を行えるように心がけております
が、患者様のために理学療法士として何ができるのか、と
いうことに無力さと難しさを感じております。しかし、1日
でも早く患者様の希望に応えられるように、患者様と一緒
に目標を共有し、達成できるまでの苦悩・達成できた時の
喜びなどを共感できる良き理解者でありセラピストになれ
るように、臨床と研究ともに精進していく所存です。
最後に、ご協力くださった患者様をはじめ、日頃からご

指導くださった皆様にもこの場を借りて深く御礼申し上げ
ます。

KKR高松病院

理学療法士 長井梓苑



現代社会においては理学療法士の活動領域の広がりに応じて科
学的根拠に基づいた理学療法の確立が強く求められており、香川
県理学療法士会学術局学会部では香川県士会員の研究活動を支援
しております。今回は研究に必要な文献検索についての簡単な説
明と勉強会の紹介をさせて頂きます。

まずは、広報誌先月号で掲載されています臨床疑問をPICOや
PECOで研究課題に整理した上で文献検索に進むことができます。

文献検索とは過去の研究業績が多数蓄積されているデータベー
スの中から目的の合った文献を探し出すことです。文献検索の
きっかけとなる手がかりとしては、図書館などで専門的なジャー
ナルを手に取る方法や、インターネットでデータベースにアクセ
スする方法、すでに手にしてある文献の末尾にある引用文献欄の
書誌情報を参考にする方法などがあります。主にはインターネッ
トを使用しての文献検索が多いと思います。医療系の文献検索で
使用されるデータベースの中で代表的なものとしては医中誌web、
Google Scholar、J-stage、Cinii、メディカルオンライン、
Pubmedなどが挙げられます。

文献検索に使用するデータベースを選択したのちにキーワード
の選択を行います。キーワードの選択方法については重要なキー
ワードを最初に入力して検索を実施して、文献の候補が多すぎる
場合には次に重要と思われるキーワードを入力して検索していき
ます。その中で文献候補が見つかった後は論文の選択を行ってい
きます。主にはタイトル（題名）、アブストラクト（要約）、図
表、結論等をふまえて文献を選択していきます。

第2回学会部主催小勉強会「研究のはじめかた」（2022年2月
6日開催、香川県理学療法士会員対象）では、上記を含めたより
詳細な内容をWEB配信で講演予定です。参加ご希望の方は、詳
細を香川県理学療法士会ホームページの「第2回学会部主催小勉
強会」に記載しておりますのでご確認頂ければと思います。参加
費は無料ですので、ぜひご参加ください。

学会部

学会部部長 久保輝明

三豊総合病院



永岡誠司先生は平成8年に理学療法士になられ、香川大学医学部
附属病院やKKR高松病院での臨床勤務、四国医療専門学校での専任
教員を務められた後に介護分野へ進出され、現在西日本ファーマ
シー介護事業部でご活躍されています。また、香川県理学療法士連
盟の会長代行として、理学療法士が地域社会で活躍するために、自
治体や他団体への働きかけなど大変なご尽力をいただいており、ま
さに香川県理学療法士会と地域の掛け橋となる先生です。

20年以上何かとお世話になっている私が永岡先生を表す言葉は
「ユニーク」です。“他に類を見ない”“独特な”“唯一”などの意味が
あります。写真のようなキャラクターもそうなのですが、発想力と
行動力は本当にユニークです。いつも、「患者さん、利用者さん、
地域の皆さんのためにもっと理学療法士が出来ること！」を探して
いるからこそ湧き出る発想、それを行動に移す力、仲間を作り、次
世代へつなげようとする姿は唯一無二と言っても過言ではありませ
ん。これからもユニークな姿を見せ続けて当会を牽引していただき
たいですし、私達もその姿を見習いたいと思います。

KKR高松病院 宮崎慎二郎

ナイスガイ お茶目

Profile～横 顔

【理事 永岡 誠司の横顔】



中島先生は愛媛十全医療学院をご卒業後、平成11年から橋本病院
で勤務されています。現在は、橋本病院リハビリテーション部部長
と香川県理学療法士会理事を務める傍ら、香川県地域包括ケアシス
テム推進委員会、協会指定リーダー研修推進委員会、地域における
医療介護連携など県下の理学療法士会活動においても多方面でご尽
力されています。

現場では強いリーダーシップと人間力により、100名を超えるセ
ラピストを纏めあげ、私生活ではどんなに帰宅が遅くなってもご家
族の為に次の日の夕食の準備を必ず行うなど、仕事と家庭を両立さ
せているバイタリティに溢れる女性です。何事にも真摯に取り組ま
れる姿。今後も見習っていきたいと思います。

回生病院 樋口雄祐

中島理事 学会での集合写真（中上）

Profile～横 顔

【理事 中島 由美の横顔】



森田伸（もりた しん）先生は、2000年に愛媛十全医療専門学校
を卒業され、経験年数は22年目。現在は、香川大学医学部附属病院
リハ部のボスとして、我々、スタッフをまとめています。また、香
川県士会では生涯学習部担当理事、学術局長を務められています。

そんな森田先生との出会いは、私が実習生として香川大学にお世
話になった時です。当時、大人しく物静かな森田先生は何となく近
寄りがたく、あまりお話しもしませんでした。その頃から、何事に
も真面目で用意周到という印象が強かったように思います。実は違
うんです。

皆さんには見せないかもしれませんが、お笑い好きで、後輩の結
婚式などでは先陣を切って大はしゃぎします。これがオレの背中
だ！！といわんばかりに。今では、仕事だけでなくプライベートに
ついても相談することが多く本当にお世話になっております。更な
るご活躍を期待して、森田先生の紹介を終わらせていただきます。

香川大学医学部附属病院 藤岡修司

香川大学医学部附属病院
理学療法士一同

Profile～横 顔

【理事 森田 伸の横顔】

森田理事



宮崎慎二郎（みやざき しんじろう）先生は、2002年に四国リハ
ビリテーション学院（現四国医療専門学校）の2期生としてご卒業
され経験年数は20年目。1年目から入職されたKKR高松病院に現在
も在籍されており、リハビリテーションセンター長を務められてい
ます。香川県士会では、学術局の研修部と学会部の担当理事であり、
日本理学療法士会では、日本呼吸理学療法学会理事など重要なポス
トでご活躍されています。

宮崎先生との出会いは、2006年4月でした。四国リハビリテー
ション学院（通称：シコリハ）は卒業生のお祝いとして、先輩方が
新人歓迎会を行うのですが…未熟な私たちは先輩方へのご挨拶をせ
ぬまま同級生で盛り上がっていました。そんな中、宮崎先生が「そ
れではアカンな。」と優しく一言。それがきっかけとなり、結婚式
に参加したり、県士会活動でご指導いただいたりと、公私ともども
お付き合いをさせていただいています。宮崎先生の魅力は、的確な
判断力と決断力の速さですね。本当に面倒見の良い頼れる兄貴です。

顔は強面（こわもて）ですがまだ関わりの無い方はぜひ、思い
切って胸に飛び込んでみてください。後悔はさせません！！今後の
ご活躍も近くで見させていただきます。

香川大学医学部附属病院 藤岡修司

幸せいっぱい写真 研修部のスタッフ

Profile～横 顔

【理事 宮崎 慎二郎の横顔】



令和3年度 香川県理学療法士会 理事会開催の報告

私は香川大学医学部附属病院リハビリテーション部に所属してい
る根木郁弥と申します。理学療法士2年目の私は、日々新たに学ぶ
知識を積むのではなく、それぞれの知識を繋げて臨床に活かす努力
をしています。急性期病院で様々な分野の患者様を担当させて頂く
中で、あらゆる状況の変化を正確に捉える力が求められます。しか
し、臨床現場で働くことで学生時代には点でしか学習していなかっ
た事に気づき、その力を身に付けるには知識という点同士を繋げる
ことが必要でした。少しずつ知識が繋がってくると、あらゆる視点
を持った上で理学療法を実践できるようになったと感じます。これ
からも新たな知識を吸収する、そして繋げる努力を続け、目の前の
患者様と全力で向き合っていきたいです。

第7回理事会：令和3年11月18日(木)19:00～20:14 リモート開催(ZOOM)

第8回理事会：令和3年12月16日(木)19:00～21:17 リモート開催(ZOOM)

このコーナーでは3年目以下の若手理学療法士に今後の抱負や夢を
語って頂きます。

私の目指したい理学療法士像
香川大学医学部附属病院 根木郁弥

今号の書籍紹介はお休みさせて頂きます。



今号は巻頭言として生涯学習部の稲田先生にコロナ禍での学習方法について記事を頂きました。
やはり自ら情報収集することが必要なようです。

第49回四国理学療法士学会の運営、準備に携わられた先生方には、この場を借りまして感謝
申し上げます。

理事の先生方の個性を紹介させて頂きました。この記事をみて少しでも香川県理学療法士会の
運営について興味を持って頂けたらと思います。

次号は5月となりますが、また新しい企画も取り入れていきたいと思います。今後も香川県理
学療法士会広報誌をご愛読頂きたいと思います。（田仲）

広報部では以下の原稿を募集します。
なお、投稿資格は香川県理学療法士会会員のみのとなります。

・各部のイベント報告や周知事項 各部長、部員
・私の理学療法士像 若手理学療法士（3年目まで）
・書物の薦め 全会員

応募頂ける会員の方は、広報部 田仲までご連絡ください。
E-mail:tanaka.shoichi@kagawa-u.ac.jp

 

高松義肢製作所 

義手･コルセット･補助装具･整形外科医器 

補聴器･車椅子･点字器･杖 

〒761-8058 高松市勅使町５１４－３ 

TEL：087-802-9681 

FAX：087-802-9682 

社団法人 日本義肢協会会員 

代表取締役 東原隆雄 


