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【大会長挨拶】 

テーマ：さらなる高みを目指して 

～プロフェッショナルの評価、治療戦略～ 

 

 今般の新型コロナウィルスに対する感染拡大防止対策が続く中、皆様におかれましても様々な場面にてご尽力

しているものと拝察いたします。また、新型コロナウィルスに罹患された方々やそのご家族様におかれましては、一日

も早い回復を切に願っております。 

本研修大会は理学療法士の質の向上を目的に『臨床力の向上』をキーワードに企画致しました。時代の変

化とともに学校教育カリキュラムの変更が求められ、2022 年度からは新しい生涯学習システムが始まります。新・

生涯学習システムでは、経験豊富なベテラン勢に対しても自己研鑽を継続する事の重要性が示唆されています。

我々理学療法士が患者・利用者と対峙した際、症状や現象に対する要因について仮説をどれだけ多く挙げるこ

とができるのか、そして仮説をどこまで掘り下げ立証することができるのかが治療選択の幅を広げることに繋がり、こ

の一連の過程を洗練することが『臨床力の高い理学療法士』と言い換えられると思います。 

運動器分野は隈元庸夫氏(北海道千歳リハビリテーション大学)、神経分野は諸橋勇氏(いわてリハビリテーシ

ョンセンター)、内部障害分野は吉田剛氏(高崎保健福祉大学）のプロフェッショナルな講師陣をお招きし、理学

療法を実施するにあたって必要な評価項目、フィジカルアセスメント、治療選択、ゴール設定までの思考過程を

具体的にご講義いただき、臨床に即した評価や治療方法についてもご教授いただきます。そして道南支部企画

講演と致しまして精神疾患分野を佐藤裕一氏(作業療法士 函館渡辺病院附属ゆのかわメンタルクリニック函

館デイケアセンター)にご講義いただきます。 

大変貴重な機会であるため、参加される皆様におかれましては積極的に質疑をしていただき、一つでも多くの

事を学べる良い機会になれば幸甚です。 

 

 

 

第 28 回 全道学術研修大会 

第 2 回 道南支部学術研修大会 

大会長  松田 泰樹 

（訪問リハビリステーション ひより坂） 
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【大会スケジュール】  

 

12:00 Zoom 入室開始 

12:15 開会式・大会長挨拶 

12:20 

～13:20 

道南支部企画講演        司会：松田泰樹(訪問リハビリステーション ひより坂) 

「精神疾患を持つ方々との関わりについて」 

講師：佐藤 裕一 氏  

（函館渡辺病院付属ゆのかわメンタルクリニック函館デイケアセンター） 

 休憩（10 分） 

13:30 

～15:00 

基調講演①                                 司会：森山武(市立函館病院) 

「高齢者に必要な栄養・嚥下に対するアプローチ」 

講師：吉田 剛 氏 （高崎健康福祉大学） 

 休憩（10 分） 

15:10 

～16:40 

基調講演②                    司会：中田智大(函館赤十字病院) 

「脳卒中片麻痺患者における評価と戦略」 

～体幹機能を中心とした運動学習できる身体づくり～ 

講師：諸橋 勇 氏 （いわてリハビリテーションセンター） 

 休憩（10 分） 

16:50 

～18:20 

基調講演③                     司会：福井瑞恵(函館協会病院) 

「腰痛における評価、治療戦略について」 

講師：隈元 庸夫 氏 （北海道千歳リハビリテーション大学） 

18:20 閉会式 
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【ご参加の皆様へ】  

 

参加登録について 

参加費 参加申し込み〆切 備考 

会  員：3,000 円 令和 3 年 1 月 13 日（水曜日）まで ご登録に必要なセミナー番号：24098 

非会員：4,500 円 令和 3 年 1 月   6 日（水曜日）まで 北海道理学療法士会道南支部 HP よりご登録ください 

 

WEB開催について 

本研修大会は昨今の情勢を鑑みて WEB 開催(Zoom ミーティング使用)とすることを決定いたしました。 

下記要綱をご確認の上、参加いただければ幸いです。 

 

Zoom利用に際してのお願い 

・事前に Zoom アプリをダウンロードしてください。 

・1 人 1 デバイスで参加して下さい。複数人が同じデバイスで参加した場合、各個人のログデータが残らず、単位認定できません。 

・ネットワークが不安定な場合は、視聴できない可能性がありますので、必ず無料 Wi-Fi 以外の Wi-Fi 回線又は、有線 LAN 接続等

の安定したネットワークへの接続をお願いします。これらが原因で視聴できない場合の、単位付与や受講料返金については、北海道理

学療法士会では責任を負いかねますので予めご了承ください。 

・聴講時はできるだけ、イヤフォン又はヘッドセットの使用にご協力をお願いします。 

・開催 3 日前までに Zoom 招待 URL・zoom ミーティングマニュアルをメールで配信します。 

・受信映像や発表資料の保存（画面キャプチャ含む）、録画・録音、再配布は禁止します。 

・大会開催中は音声をミュートにし、ビデオ画面を停止して視聴してください。なおホストの側で参加者の音声のミュートやビデオ画面の

停止を強制的に実行することがあります。予めご了承ください 

・各講演後の質疑応答方法につきましては、Zoom ミーティング内のチャット機能と手を挙げる機能を使用いたします。詳細につきまして

は当日の休憩時間などでご連絡をさせていただきます。 

 

領収書について 

・領収書が必要な方は、北海道理学療法士会 道南支部 HP よりダウンロードが可能です。ダウンロードにはパスワードが必要となりま

すが、概ね開催 3 日前に通知する Zoom 招待 URL のメールへ記載いたします。 

・押印された領収書が必要な場合は、北海道理学療法士会 事務局（ office@pt-hokkaido.jp ）まで、メールで「会員番号・

氏名・研修会名」を連絡の上、84 円切手を貼付した返信用封筒を郵送下さい。返信用封筒が到着次第、発行いたします。  

 

キャンセルポリシー 

地震・台風・豪雨・大雪等の自然災害、交通災害による交通遮断及び講師の急病・都合等のやむを得ない事情により、研修会・講

習会の中止・日程変更をさせていただくことがございます。 

中止の場合は、参加費は全額返金いたします。日時の変更の場合は、あらためて参加・不参加のご希望を確認させていただき、ご参

加いただけない場合は、参加費を全額返金いたします。 

 また、これに伴う交通費、宿泊費、その他の個人的損害につきましては、北海道理学療法士会では責任を負いかねますので予めご

了承ください。なお、中止によりご返金となる場合は、履修ポイントの付与はいたしません。 

 

お問合せ先 

準備委員長 斉藤亨 (介護老人保健施設やわらぎ苑西桔梗) 

E-mail: saito_228@yahoo.co.jp 
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道南支部企画講演 
 
「精神疾患を持つ方々とのかかわりについて」 
 
社会医療法人函館博栄会  

函館渡辺病院附属ゆのかわメンタルクリニック 
函館デイケアセンター 作業療法士 佐藤裕一 

【学歴】         

1987年 3月 北海道大学 医療技術短期

大学部 作業療法学科 卒業 

1987年 4月 渡辺病院勤務（現社会医

療法人函館博栄会函館渡辺病院） 

2019年 4月 函館渡辺病院附属ゆのかわ

メンタルクリニック函館デイケアセンター（現

職） 

 

【社会活動】 

 2005年 4月  

社団法人 北海道作業療法士会 理事 

 2011年 5月     

公益社団法人 北海道作業療法士会  

常任理事 

 2012年 12月   

一般社団法人 日本作業療法士協会  

代議員 

 2018年 6月  

第 49回北海道作業療法学会 学会長 

 

【受賞歴】    

2019年 3月    

厚生労働大臣表彰（精神保健分野） 受賞 

 

 
 

「精神疾患」と聞くと理学療法士の皆様はどのようなイメージを持

たれるのでしょうか。理学療法士、作業療法士の養成校では「精

神医学」が必須科目であり、国家試験を受験する際に苦労した皆

様も少なからずおられることと思います。30 数年前、私が受験した

際は作業療法学科は運動学が、理学療法学科は精神医学が鬼

門でした。得意不得意は別にしても、免許を取得してほぼ「精神

疾患」と関わることのない業務を行っていれば、遠い昔に教わった学

問、的なものでしょうか。 

 しかしながら時代は移り変わり、第 5 次医療計画（平成 25 年

度）から 5 疾病 5 事業となり、精神疾患への対応がリハビリテーシ

ョン専門職全体の問題となりました。精神疾患と一口で言っても、

その代表的な統合失調症、うつ病に代表される気分障害、アルコ

ールや覚せい剤などの依存症、そして最も社会的に問題視されて

いる認知症と様々な疾患があります。さらにこのような疾患をお持ち

の方々はそれ以外の方々以上に生活習慣病に陥りやすいというリ

スクをはらんでいます。例えば血糖コントロールが必要な糖尿病、運

動不足による肥満やサルコペニア、脳卒中、パーキンソニズム等に

よる転倒や外傷など枚挙に暇がありません。 

 地域包括ケアシステムについても、なぜか「精神障害にも対応し

た」と但し書きされた概念図が提示されています。「別物」の様に説

明されていると思うのは私の歪んだ見方かもしれませんが、本来地

域包括ケアシステムは「包括」ですから「精神障害」が含まれるのは

当然のことと読み取っていたからかもしれません。 

 皆様が精神疾患に精通することで、私の対応している方々へのメ

リットが大幅に増加することを信じて、誠に僭越ではございますが精

神疾患を持つ方々とのかかわりについてお話をさせていただきます。 
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基調講演① 
 
高齢者に必要な栄養・嚥下に対するアプローチ 
 
高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科 教授・学科長 
 
吉田 剛 

【略歴】 

1985年 国立療養所東京病院附属リハビリ

テーション学院卒業 

2006年 群馬大学大学院医学系研究科保

健学専攻 博士号取得 

2009年 高崎健康福祉大学保健医療学部

理学療法学科教授 

2014年 日本予防理学療法学会運営幹事 

2015年 栄養・嚥下理学療法部門代表運

営幹事 

 

【資格】 

理学療法士・ 日本摂食嚥下リハビリテーショ

ン学会認定士 

専門理学療法士（ 神経 ） 
 
【活動】 

日本予防理学療法学会運営幹事（第 7回

大会長） 

栄養・嚥下理学療法部門代表運営幹事（第

3回研究会会長） 

日本理学療法士協会代議員，理学療法学

編集委員会査読委員 
 
【論文】 

1）喉頭位置と舌骨上筋群の筋力に関する臨

床的評価指標の開発およびその信頼性と有

用性．日本摂食嚥下リハビリテーション学会

誌 7（2），143-150，2003． 

2）脳血管障害による嚥下運動障害者の嚥

下障害重症度変化と嚥下運動指標および頸

部・体幹機能との関連性．日本老年医学会

誌 43巻 6号，755-760，2006. 

3）Clinical characteristics of 
swallowing disorders caused by 
cerebrovascular disease: a study 
using newly- developed indices for 
the basic elements of  swallowing 
movement and neck range of 
motion．JJPTR10(1),11-15,2007 

 
 

 

日本において死因の第 7 位は誤嚥性肺炎であり，加齢に伴い

フレイル，サルコペニアが生じてくるのをいかに予防していくかは，高

齢者にとって最も重要な課題の一つになっている．高齢者にとって

オーラルフレイルは低栄養や口腔機能低下を招き，嚥下筋のサル

コペニアからサルコペニア嚥下障害となり誤嚥性肺炎につながってい

くことが近年注目されている．また，在宅高齢者に限らず，入院・

入所高齢者の半数以上に低栄養があることから，医療を受けてい

てもこの変化に気を付けてアプロ―チする必要がある． 

 嚥下筋のサルコペニアは，全身サルコペニアがベースにないと生じ

ないとも言われており，栄養状態をきちんとチェックしながら，適切

な栄養療法と運動療法を行う栄養理学療法の視点と，姿勢や

呼吸，嚥下筋の働きに注目して嚥下運動しやすい状態を作るた

めの嚥下理学療法の視点から予防理学療法を行う能力が，これ

からの理学療法士には必要であると考える． 

 本講演では，高齢者の栄養・嚥下に対するアプローチを行う上

で必要な基礎知識を整理し，何をチェックして，何にアプローチす

るのか，そして，そのアプローチ方法についてまでを時間の許す範

囲でお伝えしたいと考えている． 
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基調講演② 
 
「脳卒中片麻痺患者における評価と戦略」 
～体幹機能を中心とした運動学習できる身体づくり～  

  
公益財団法人 いわてリハビリテーションセンター 
 
諸橋 勇  

 

【略歴】 

・昭和 59年理学療法士免許取得 

・東北労災病院、東北大鳴子分院などを経

て、現在いわてリハビリテーションセンター（機

能回復療法部長）に在籍 

 

【資格】 

・専門理学療法士（神経） 

・認定理学療法士（脳卒中、管理・運営） 

・障害科学修士（東北大） 

 

【活動】 

・日本理学療法士協会 日本神経理学療法

学会 常任運営幹事 

・日本理学療法士協会 ガイドライン用語・策

定委員会 副委員長 

・第１９回日本神経理学療法学会学術大会 

大会長 (2021年 盛岡) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

脳卒中片麻痺患者の体幹は、発症時からの「廃用症候群」や

病前からの「身体の使い方のクセ」、また「誤った姿勢制御」によっ

て、運動学習できる体幹のコンディションとほど遠い状態になってい

る。そのような状態で、動作練習や ADL を行うと体幹はステレオタ

イプに活動をし、結果として上肢機能、下肢機能にも悪影響を来

たすことを経験する。 

 例えば、脳卒中患者に歩行練習を量だけ行っても歩行の機能

改善が頭打ちになることがある。そのような時に、頭打ちや停滞の

原因を皆さんはどこに求め、そしてどんなアプローチを試みますか。患

者が運動学習する為には、それなりの身体の準備状態が必要で

す。我々理学療法士は下肢の評価や治療は行いますが、体幹機

能の準備状態を見落としがちになります。本講演では、脳卒中片

麻痺患者の体幹の特徴、体幹機能の動作への影響、体幹機能

への具体的なコンディショニングの診かた、及びそのアプローチについ

て具体的に提案したい。 

今までの治療に、新たに体幹へのアプローチ戦略を加えることで

より効率的な治療へつなげられる可能性を、参加する皆さんと一

緒に考えていきたい。 
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基調講演③ 

「腰痛における評価、治療戦略について」 
 
北海道千歳リハビリテーション大学 健康科学部 教授 
 
隈元 庸夫 

 

【経歴】   

1997年 4月 北海道大学医学部附属病院 

2002年 4月 北海道千歳リハビリテーション

学院 専任講師 

2013年 4月 埼玉県立大学 保健医療福

祉学部 准教授  

2018年 4月 北海道千歳リハビリテーション

大学 健康科学部 教授 (現在) 

【学歴】  

 1997年 3月 札幌医科大学 保健医療学

部 理学療法学科 卒業 

2007年 3月 信州大学大学院総合工学研

究科 修了(博士 (学術) 取得) 

【近年の主要論文】 
・Repeated Standing Back Extension 

Exercise: Influence on Muscle Shear 

Modulus Change after Lumbodorsal 

Muscle Fatigue. Tsuneo Kumamoto, et 

al. WORK: A Journal of Prevention, 

Assessment, and Rehabilitation, 2020 

in press.  

・体幹の関節の機能解剖学的特性からみた理学療

法実践の考え方と進め方. 隈元庸夫, 他. 理学療

法 37(4) 292 – 303, 2020.  

・Change in the circulation and activity 

of the lower erector spinae muscles 

after repeated trunk extension 

movement. Tsuneo KUMAMOTO, et al. 

Journal of Back and Musculoskeletal 

Rehabilitation 32 931 – 936, 2019. 

・脊柱 I: 理学療法における脊柱の構造と機能の理

解 脊柱のバイオメカニクス的理解のポイント. 隈元

庸夫, 他. 理学療法 35(8) 683 – 692, 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

腰痛の約 85%が画像診断と一致しない非特異的腰痛とされ

る．しかし，近年の報告では椎間関節性 22%，筋・筋膜性

18%，椎間板性 13%，狭窄症 11%，椎間板ヘルニア

7%，仙腸関節性 6%などと約 75%以上が診断可能で，診断

不明の非特異的腰痛は 22%にすぎないとしている．この難しい

腰痛は整形外科テストや画像で「診断」されてきたが，画像技術

の向上により整形外科テストの使用頻度は減少傾向である．しか

し，セラピストにとっては機能障害レベルの問題点抽出や症状変

化，治療前後の効果判定など治療のための「評価」として整形外

科的テストを使用することが増えている．そして，それ以上に臨床

では制御されていない姿勢・動作を「評価」し，Local & Global 

Stability な筋機能で制御していく「治療戦略」が求められ，本講

演ではこれらについて概説する． 
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【第 2回道南支部学術研修大会 第 28回全道学術研修大会 スタッフ一覧】 

大会長：松田 泰樹(訪問リハビリステーション ひより坂) 

準備委員長：斉藤 亨(介護老人保健施設やわらぎ苑西桔梗) 

運営委員：中釜 郁（函館五稜郭病院） 

運営委員：福井 瑞恵（函館協会病院） 

運営委員：中田 智大（函館赤十字病院） 

運営委員：佐藤 嶺（西堀病院） 


