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謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を
賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、この度島根県理学療法士会では下記の通り第34回中国ブロック理学療法士学
会を開催する運びとなりました。つきましては、御社より御協賛を賜りたくご連絡 
差し上げる次第です。今回の協賛は広告掲載によりいただきたいと考えております。 
本学会の趣旨をご理解いただき、ご協賛賜りますようお願いいたします。 
なお、本年度より学会抄録集はスマートフォンやタブレットに対応したアプリケーシ
ョンを導入し、学会専用ホームページも開設いたしております。広告掲載場所について
は別添の要項の通りでございますので、ご検討を頂きますようお願い申し上げます。 

謹白 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1．開催概要 
 
会 期  ： 令和 2年 9月 12日（土）・13日（日） 
会 場  ： くにびきメッセ 多目的ホール 
テーマ  ： 「 希望を紡ぎ出す～未来志向で語る私たちの理学療法～ 」 
予定者数 ： 600名程度（理学療法士、他職種、一般、学生） 
参加対象 ： 理学療法士、他職種、一般、学生 
学会内容 ： 学会長講演、特別講演、一般市民公開講座、教育講演、分科会、一般演題 
 
 

2．開催趣旨 
 

本学会は、中国地区（広島・岡山・山口・鳥取・島根）の理学療法士が集い、理学療法に関
する臨床、研究および教育について議論を重ね、情報を発信して参りました。今回の学会開
催においてはこれまでの議論をさらに進化（深化）させ、理学療法士自身の成長だけでなく、
多くの市民の方々に広く理学療法を認知していただき、国民の健康福祉に寄与することを
大きな目的としております。 
本邦において「理学療法」が誕生してから早や50年が過ぎ、有資格者数は10万人を超え
ております。この間、我々の活躍すべき職域は拡大の一途を辿りました。病院（医療）での
業務だけでなく、その知識や技術を発揮する場として、介護（福祉）、行政（保健）領域や
予防事業、研究活動そして教育の現場と多種多様な場で理学療法は活動を行って参りまし
た。年月が過ぎること、人員が増えることは当然、質の向上に繋がるものでなければならな
いと考えます。それは我々が学ばなければならないこと、知らなければならないことは医療
の枠を超え、社会全体としての視点が求められてきていることを表しています。我々が相対
して行く方々の人生、未来を支援するためには私たちが現状に満足せず、向上を目指すべく
活動を行うことが重要であると考えます。 
今回の学会ではメインテーマを「希望を紡ぎ出す ～未来志向で語る私たちの理学療法～」
とさせていただきました。我々理学療法士は対象者の方々の身体機能の回復を図ること、生
活を支援することをその生業としております。学びを深めて行くことは、対象者の方々はも
ちろんご家族の皆さん、そして社会全体への貢献に繋がるものであり、さらに加えれば我々
自身の成長にも関わることであります。そういった活動が私たちを含め関わる多くの方々
の希望となり、それが未来に繋がるものとなることを今回の学会のテーマとさせていただ
きました。 
我々が紡ぎ出す希望は未来を創造するものとなると確信しております。本学会において多
くの学び、そして議論によって未来志向の理学療法を創り上げていきたいと考えておりま
す。 



3．協賛広告募集要項 
                                      

協賛広告の詳細 

掲載箇所 

① 学会専用アプリケーション 
（中国ブロック管内会員8,000名に配信）  
② 第34回中国ブロック理学療法士学会ホームページ 
URL :  http://www.cbpt34-kibou.jp   

③ 学会公式 Facebook ページ 
 （2019/10/11現在の平均リーチ数：800/1 記事） 

規格 
大きさ 

① 学会専用アプリケーション ： 幅 1536px 高さ 210px 
② 学会ホームページ     ： 幅 260px   高さ 72px 

形式 
① 学会専用アプリケーション ：png 
② 学会ホームページ ： jpeg、png、gif（アニメーション可） 

掲載料 
1）学会ホームページのみ           30,000 円 
2）学会ホームページと学会抄録アプリ     50,000 円 
＊Facebook ページへの御社の情報掲載は双方共に実施致します。 

掲載期間 
申し込みが完了した段階から学会終了まで 
＊学会専用アプリケーションの公開は2020年 4月を予定しています 

 
 
納入方法 ： 後日請求書を送付いたしますので、銀行振込にてお願いいたします 
       支払いが確認出来次第、領収書を送付いたします 
 
申込方法 ： E-mail（cbpt34.kibou@gmail.com）にて受付いたします 
       件名を「第34回中国ブロック学会協賛」とご記載下さい 
       メール本文に以下の項目の記入をお願いいたします 

1 企業名・団体名 
2 住所 
3 電話番号 
4 ご担当責任者名 
5 学会ホームページのみ または 学会ホームページと学会抄録アプリ 
6 協賛広告バナーのリンク先のURL 

 
 
 



【大会ホームページ掲載イメージ】 
■ 学会ホームページ（PC閲覧） 

 
 
■ 学会ホームページ（スマートフォン閲覧） 

         
 
  
 
 
 
 
 
 



【お申し込み・問い合わせ先】 
第 34回中国ブロック理学療法士学会 事務局 
〒693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1 

島根大学医学部附属病院 リハビリテーション部 
事務局担当 石田修平 

TEL 0853-20-2457（直通）E-mail：cbpt34.kibou@gmail.com 



第34回中国ブロック理学療法士学会 

趣意書 

2020（令和2）年9月12日(土)～ 13日(日) 

くにびきメッセ（島根県立産業交流会館）

第34回中国ブロック理学療法士学会 

学会長   小川　昌　(かつべ整形外科医院) 



開催概要

１．　名称　　　　第34回中国ブロック理学療法士学会

２．　テーマ　　　希望を紡ぎ出す　～未来志向で語る私たちの理学療法～

３．　会期　　　　2020（令和2）年9月12日（土）、13日（日）

４．　会場　　　　くにびきメッセ（島根県立産業交流会館）　島根県松江市学園南1−2−1

５．　学会長　　　小川　昌　（かつべ整形外科医院）

６．　準備委員長　江草　典政　（島根大学医学部附属病院）

７．　後援　　　　〈自治体〉
島根県
松江市（予定）
〈医療関係団体〉
一般社団法人　山陰言語聴覚士協会
一般社団法人　島根県医師会
一般社団法人　島根県作業療法士会
一般社団法人　島根県歯科医師会
一般社団法人　島根県診療放射線技師会
公益財団法人　島根県体育協会
一般社団法人　島根県臨床検査技師会
一般社団法人　島根県臨床工学技士会
一般社団法人　島根県薬剤師会
公益社団法人　島根県看護協会
公益財団法人　島根県障害者スポーツ協会
島根県医療ソーシャルワーカー協会
社会福祉法人　島根県社会福祉協議会
〈報道機関等〉
朝日新聞松江総局
株式会社　島根日日新聞社
山陰ケーブルビジョン株式会社
山陰中央新報社
ＴＳＫ山陰中央テレビ
読売新聞松江支局



８．　学会概要

１）内容
　学会長講演、特別講演（一般市民公開講座）、教育講演、分科会、一般演題（口述、ポスター）

２）参加予定者数
　600名（中国地区理学療法士会会員、企業など）

３）開催趣旨
　本学会は、中国地区（広島・岡山・山口・鳥取・島根）の理学療法士が集い、理学療法に関す
る臨床、研究および教育について議論を重ね、情報を発信して参りました。今回の学会開催におい
てはこれまでの議論をさらに進化（深化）させ、理学療法士自身の成長だけでなく、多くの市民
の方々に広く理学療法を認知していただき、国民の健康福祉に寄与することを大きな目的としてお
ります。

　本邦において「理学療法」が誕生してから早や50年が過ぎ、有資格者数は10万人を超えておりま
す。この間、我々の活躍すべき職域は拡大の一途を辿りました。病院（医療）での業務だけでな
く、その知識や技術を発揮する場として、介護（福祉）、行政（保健）領域や予防事業、研究活動
そして教育の現場と多種多様な場で理学療法は活動を行って参りました。年月が過ぎること、人員
が増えることは当然、質の向上に繋がるものでなければならないと考えます。それは我々が学ばな
ければならないこと、知らなければならないことは医療の枠を超え、社会全体としての視点が求め
られてきていることを表しています。我々が相対して行く方々の人生、未来を支援するためには私
たちが現状に満足せず、向上を目指すべく活動を行うことが重要であると考えます。
　今回の学会ではメインテーマを「希望を紡ぎ出す　～未来志向で語る私たちの理学療法～」と
させていただきました。我々理学療法士は対象者の方々の身体機能の機能回復を図ること、生活
を支援することをその生業としております。学びを深めて行くことは、対象者の方々はもちろんご
家族の皆さん、そして社会全体への貢献に繋がるものであり、さらに加えれば我々自身の成長に
も関わることであります。そういった活動が私たちを含め関わる多くの方々の希望となり、それが
未来に繋がるものとなることを今回の学会のテーマとさせていただきました。

　我々が紡ぎ出す希望は未来を創造するものとなると確信しております。本学会において多くの学
び、そして議論によって未来志向の理学療法を創り上げていきたいと考えております。



９．プログラム企画（案）

１）学会長講演　1日目（9月12日）12:50～13:20　第1会場（国際会議場）
　　講師：小川昌（第34回中国ブロック理学療法士学会　学会長、かつべ整形外科医院）
　　タイトル：「希望を紡ぎ出す～未来志向で語る私たちの理学療法～」

現代の理学療法が置かれる状況をただ憂うのではなく、あくまでも前向き、良き未来志向
を目指すために我々が創造すること、行動していくことを提言したい。

２）特別講演（一般公開講座）　2日目（9月13日）13:30～15:00　第1会場（国際会議場）
　　講師：玄田有史先生（東京大学社会科学研究所　比較現代経済部門　教授）
　　タイトル：未定

「高齢社会」、「地域（地方）」、「暮らし（生活）」といったキーワードを通して希望
をどのように紡いでいけるのかを考えたい。理学療法、医学という範疇だけではない、広
い視野からの人々の暮らしについてご講演いただく。

３）教育講演　2日目（9月13日）10:30～12:00　第1会場（国際会議場）
　　講師：生野公貴先生（西大和リハビリテーション病院　リハビリテーション部　技師長）
　　タイトル：電気刺激療法について（仮）

　　近年の物理療法分野の動向および、臨床で注目されている電気刺激療法について実技も含
　　めご講演いただく。



４）分科会①（小児）　1日目（9月12日）13:30～15:00　第1会場（国際会議場）
　　講師、ファシリテーター：
　　　浅野大喜先生（日本バプテスト病院　リハビリテーション科　室長）　
　　講師：武田真樹先生（別府発達医療センター　リハビリテーション課　理学療法係長）
　　講師：藤本智久先生（姫路赤十字病院　リハビリテーション技術第一課長）
　　タイトル：「“家族のなかで育つ子ども”として小児リハビリテーションを考える（仮）」

　　今、小児理学療法で何が起きているのか、そしてこれからどこに向かおうとしているのか
　　を3名の先生からお話しいただく。トピックス講演（お一人20分）では講師お一人お一人
　　の取り組み（専門領域、興味関心）、経験を主としたお話をいただき、その後のシンポ
　　ジウム（30分）ではこれからの小児理学療法、小児医学への提言をいただく。
 
　　学会テーマである「希望」「未来志向」を意図として考え、小児理学療法という範囲だ
　　けでなく、子供たちの未来を創造するもの（未来志向の小児理学療法）という視点か
　　らこの分科会を開催する。

　
　分科会②（痛み）　1日目（9月12日）16:30～18:00　第1会場（国際会議場）
　　講師、ファシリテーター：
　　　西上智彦先生（県立広島大学　保健福祉学部　理学療法学科　教授）
　　講師：萬福允博先生（乳腺ケア泉州クリニック　リハビリテーション科　科長）
　　講師：壬生彰先生（甲南女子大学　看護リハビリテーション学部　理学療法学科　助教）
　　タイトル：未定

　　現代の理学療法では「痛み」への視点が新たな局面を迎えている。しかし、最新の知見に
　　ついて多くの理学療法士が正しい知識として認識できているかは未知数である。この分科
　　会では、「痛み」について最新の知見を含め、多面的な視点から講演いただき、「今を知
　　る」ことに特化させたい。3名の先生方のご経験を含め、様々な視点からの「痛み」の捉
　　え方のご講演（お一人20分）と、シンポジウム（30分）ではこれからの理学療法（臨床、
　　研究、教育）への提言をいただく。そこには今回の学会テーマである「希望を紡ぐ」こ
　　とに視線を注ぐものとなるようにしたい。
 
　　「痛み」に立ち向かう我々理学療法士にとって、「痛み」と日々格闘する多くの患者さん
　　たちの「希望」となり、「未来」に向かって行動すべく道筋を作るものとなればと考える。



５）一般演題（口述、ポスター）　口述38演題、ポスター15～25演題（予定）
　　・口述1　1日目（9月12日）15:10～16:20　第1会場（国際会議場）
　　・口述2　1日目（9月12日）15:10～16:20　第2会場（501大会議室）
　　・口述3　2日目（9月13日） 9:00～10:20　第1会場（国際会議場）
　　・口述4　2日目（9月13日） 9:00～10:20　第2会場（501大会議室）
　　・口述5　2日目（9月13日） 9:00～10:20　第3会場（601大会議室）
　　・ポスター1　1日目（9月12日）15:10～16:20　第4会場（多目的ホール）
　　・ポスター2　2日目（9月13日） 9:00～10:20　第4会場（多目的ホール）

　＜生涯教育プログラム単位等＞
　　新人教育プログラム　教育講演：C4　
　　　　　　　　　　　　分科会（小児）：C1

　　　　　　　　　　　　分科会（痛み）：C2

　　　　　　　　　　　　演題発表(C6)

　　
　　生涯教育プログラム　学会参加　　　　　15ポイント
　　　　　　　　　　　　一般演題発表　　　5ポイント
　　　　　　　　　　　　査読　　　　　　　2ポイント

１０．学会日程
　　別紙「学会日程プログラム」

１１．託児サービス
　　　事前申し込み制にて開設。定員5名。

１２．参加費　会員　事前登録　5,000円、当日　6,000円
　　　　　　　他ブロック会員　6,000円
　　　　　　　他職種　6,000円
　　　　　　　非会員　15,000円
　　　　　　　学生　1,000円



１３．ナイトレセプション
　　　会場：レストラン「至誠」
　　　日時：9月12日（土）18:20～20:00

　　　デイレセプション
　　　会場：くにびきメッセ　多目的ホール
　　　日時：9月13日（日）12:10～

１４．組織
　　　別紙「組織図」

本学会に関する問い合わせ先
〈　準備委員会　事務局　〉
島根大学医学部附属病院　リハビリテーション部
島根県出雲市塩冶町89−1　Tel. 0853-20-2457（直通）
第34回中国ブロック理学療法士学会　学会事務局長　石田修平



第34回中国ブロック理学療法士学会 運営組織図

学会長
小川昌

（かつべ整形外科医院）
島根県士会副会長・学術局長

副学会長（渉外）
福田淳

（デイサービスサイン）

相談役
太田真英

（安来第一病院）
島根県士会 会長

副学会長（事務管理）
吉岡健太郎
（雲南市立病院）
島根県士会事務局長

準備委員長
江草典政

（島根大学医学部附属病院）

学会事務局
事務局長：石田修平
（島根大学医学部附属病院）

財務部長：森脇拓郎
（斐川生協病院）

運営部
部長：大森貴志

（こころね訪問看護ステーション春日町）

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ管理部
部長：藤丘政明
（島根県立中央病院）

福利厚生部
部長：板倉聡宏
（出雲市民ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院）

演題係 浅野由⾥⼦（出雲市⽴総合医療センター）

抄録係 福原翔 （島根⼤学医学部附属病院）
福代佳⼈（出雲市⺠ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院）

講演係 ⾜野正洋（出雲市⺠ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院）
飯⽥祐輝（島根県⽴中央病院）

広報係 武部晃平（松江⾚⼗字病院）
⿊崎智之（松江市⽴病院）

会場係 堀内秀太朗（松江⽣協病院）
佐藤優太（⼤⽥市⽴病院）

受付係 須⼭⻯⼆（松江⾚⼗字病院）
桑原泰之（やまもと整形外科ｸﾘﾆｯｸ）

接待係 福⾕早耶⾹（島根⼤学医学部附属病院）

濱⽥⿓（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝありがとう）

ﾅｲﾄﾚｾﾌﾟｼｮﾝ係 原⼤輔 （松江⽣協病院）

副準備委員長(学会部長)
野口瑛一

（島根大学医学部附属病院）
島根県士会 学会部長

庶務係
⽇下⻯太（斐川⽣協病院）
松本拓也（島根⼤学医学部附属病院）
佐々⽊翔太（島根⼤学医学部附属病院）

ﾃﾞｲﾚｾﾌﾟｼｮﾝ係 野村道徳（益⽥地域医療ｾﾝﾀｰ医師会病院）

相談役
安食克志

（出雲市立総合医療ｾﾝﾀｰ）
第29回学会 学会長


