
 

 

 

 

 

関節ファシリテーション研究会 熊本県支部  
 

熊本県支部 運営役員 

支部長 （SJF 研究会 九州南支部 支部長） 黒土 達也 御幸病院 

副支部長 （SJF 研究会 九州南支部 副支部長） 土佐 太志 天草市立牛深市民病院 

事務局長 （SJF 研究会 九州南支部 熊本県理事） 佐藤 健 山鹿温泉リハビリテーション病院 

学術部長 （SJF 研究会 九州南支部 監事） 吉田 盛児 西日本リハビリテーション学院 

県支部運営相談役 竹丸 聡子 あきた病院 

熊本ブロック 

ブロック長 勝田 有希子 介護老人保健施設 第二コスモピア熊本 

運営庶務 吉橋 謙太郎 なかがわ整形 

運営庶務 俵積田 有輝 にしくまもと病院 

運営庶務 椎葉 恵美 にしくまもと病院 

運営庶務 吉川 加奈 にしくまもと病院 

運営庶務 園田 大輔  熊本リハビリテーション病院 

運営庶務補佐 （県支部研修会運営） 前田 康徳 御幸病院 

ブロック運営相談役 黒土 達也 御幸病院 

 会場責任者 （御幸病院） 前田 康徳 御幸病院 

会場責任者 （熊本託麻台病院）  勝田 有希子 介護老人保健施設 第二コスモピア熊本 

県北ブロック 

ブロック長 富崎 健 山鹿温泉リハビリテーション病院 

副ブロック長 瀬戸口 俊克 山鹿温泉リハビリテーション病院 

運営庶務 元田 盛之 悠紀会病院 

運営庶務 西川 亜矢 山鹿温泉リハビリテーション病院 

運営庶務補佐 （県支部会計） 犬塚 理恵 山鹿温泉リハビリテーション病院 

ブロック運営相談役 佐藤 健 山鹿温泉リハビリテーション病院 

会場責任者 （山鹿温泉リハビリテーション病院） 富崎 健 山鹿温泉リハビリテーション病院 

天草ブロック 

ブロック長 （SJF 研究会 九州南支部 事務局長）  四方田 将昌 天草市立牛深市民病院 

副ブロック長 金子 春樹 天草社会保険介護老人保健施設 

運営庶務 池田 仁亮 天草市立牛深市民病院 

運営庶務 山口 亮聖 福本病院 

ブロック運営相談役 土佐 太志 天草市立牛深市民病院 

会場責任者 （天草市立牛深市民病院） 四方田 将昌 天草市立牛深市民病院 

 

 



 

 

  平成 21 年度 熊本県支部主催 研修会及び月例勉強会概要 

熊本県支部主催研修会及び勉強会に参加される方へ 

●原則として 会員の方は、月例勉強会への参加費は無料 となります。非会員の方 につきましては、勉強会への 初回 

参加費は無料 となりますが、２回目以降からは参加費として 500 円を徴収 させていただきますのでご了承下さい。 

●当県支部主催の研修会及び勉強会は、PT・OT の方であれば 会員・非会員関係なく県内・外からの参加も可能 です。 

（但し、原則として SJF 研究会 熊本県支部会員の方を優先 させていただきますのでご了承下さい。） 

●4 月、10 月、11 月、12 月、（H22）3 月はブロック別の月例勉強会はありません。 

●運営の都合により、やむなく勉強会・研修会の日程・内容等が変更する場合もございますので予めご了承下さい。 

開催中止及び延期等のお知らせは、九州南支部 HP の掲示板にて行ないますので常時ご確認下さい。 

≪研修会≫ 

 

 

≪月例勉強会≫ 

熊本ブロック： 第３火曜日 （会場：御幸病院、熊本託麻台病院） 

日時・会場 内容 担当 

講義 『障害とは？』 5 月 19 日（火） 19:00～21:00 

  会場：御幸病院 実技 関節機能障害と SJF（L5/S1） 

園田 大輔 OTR 

 

講義 『ICIDH と ICF の違い』 6 月 16 日（火） 19:00～21:00 

会場：熊本託麻台病院 実技 治療的検査法と肩関節（複合体） 

勝田 有希子 RPT 

講義 『脳障害』 7 月 21 日（火） 19:00～21:00 

会場：御幸病院 実技 治療的検査法と肩関節（当該関節） 

俵積田 有輝 RPT 

講義 『骨・関節障害』 8 月 18 日（火） 19:00～21:00 

会場：熊本託麻台病院 実技 治療的検査法と胸・腰椎関節 

吉橋 健太郎 RPT 

講義 『筋障害』 9 月 15 日（火） 19:00～21:00 

会場：御幸病院 実技 治療的検査法と膝部 

椎葉 恵美 RPT 

（H22 年） 1 月 19 日（火） 19:00～21:00 

会場：御幸病院 

＜伝達講習＞ 

最新の SJF 技術 

（H22 年） 2 月 16 日（火） 19:00～21:00 

会場：御幸病院 

＜伝達講習＞ 

動作促通法と SJF 

 

 

 

 

 

熊本ブロック 月例勉強会に関するお問い合わせ先）  

介護老人保健施設 第二コスモピア熊本 ℡：096-360-3111 （理学療法士 勝田 有希子まで） 

◎熊本ブロック月例勉強会の会場は、実施月毎に異なります。確認の上、御参加下さい。 

平成 21 年度 特別研修会           H21. 10 月もしくは１１月開催予定  

平成 21 年度 くまもと合同勉強会           H22. 3 月開催予定 

※詳細が決まり次第、あらためて告知をさせていただきます。 



県北ブロック ： 第３木曜日 （会場：山鹿温泉リハビリテーション病院） 

日時・会場 内容 担当 

講義 『障害とは？』 5 月 21 日（木） 19:00～21:00 

会場：山鹿温泉リハビリテーション病院  実技 関節機能障害と SJF（L5/S1） 

佐藤 健 RPT 

 

講義 『ICIDH と ICF の違い』 6 月 18 日（木） 19:00～21:00 

会場：山鹿温泉リハビリテーション病院 実技 治療的検査法と肩関節（複合体） 

西川 亜矢 RPT 

講義 『脳障害』 7 月 16 日（木） 19:00～21:00 

会場：山鹿温泉リハビリテーション病院 実技 治療的検査法と肩関節（当該関節） 

元田 盛之 RPT 

講義 『骨・関節障害』 8 月 20 日（木） 19:00～21:00 

会場：山鹿温泉リハビリテーション病院 実技 治療的検査法と胸・腰椎関節 

富崎 健 RPT 

 

講義 『筋障害』 9 月 17 日（木） 19:00～21:00 

会場：山鹿温泉リハビリテーション病院 実技 治療的検査法と膝部 

瀬戸口 俊克 RPT 

 

 

 

 

 

 

 天草ブロック ： 第３木曜日 （会場：天草市立牛深市民病院） 

日時・会場 内容 担当 

講義 『障害とは？』 池田 仁亮 RPT 5 月 21 日（木） 19:00～21:00 

会場：天草市立牛深市民病院 実技 関節機能障害と SJF（L5/S1） 四方田 将昌 RPT 

講義 『ICIDH と ICF の違い』 福田 誠二 RPT 6 月 18 日（木） 19:00～21:00 

会場：天草市立牛深市民病院 実技 治療的検査法と肩関節（複合体） 山口 亮聖 RPT 

講義 『脳障害』 山本 龍誠 RPT 7 月 16 日（木） 19:00～21:00 

会場：天草市立牛深市民病院 実技 治療的検査法と肩関節（当該関節） 鎌田 佳子 OTR 

講義 『骨・関節障害』 水田 順司 RPT 8 月 20 日（木） 19:00～21:00 

会場：天草市立牛深市民病院 実技 治療的検査法と胸・腰椎関節 高尾 幸司 RPT 

講義 『筋障害』 川端 和子 RPT 9 月 17 日（木） 19:00～21:00 

会場：天草市立牛深市民病院 実技 治療的検査法と膝部 山畑 公弘 RPT 

（H22 年） 1 月 14 日（木） 19:00～21:00 

会場：天草市立牛深市民病院 

＜伝達講習＞ 

最新の SJF 技術 

（H22 年） 2 月 18 日（木） 19:00～21:00 

会場：天草市立牛深市民病院 

＜伝達講習＞ 

動作促通法と SJF 

 

 

 

 

 

 

天草ブロック月例勉強会に関する問い合わせ先）  

天草市立牛深市民病院 ℡：0969-73-4171 （理学療法士 四方田 将昌まで） 

◎天草ブロックの先生におかれましては、各勉強会が開催される前に、メールにて参加の有無を確認させて頂きます。 

※参加の有無に関する電話でのご連絡は、金子 （天草社会保険介護老人保健施設 ℡：0969-22-2111） まで。 

県北ブロック 月例勉強会に関するお問い合わせ先）  

山鹿温泉リハビリテーション病院 ℡：0968-43-4151 （理学療法士 富崎 健まで） 

◎県北ブロック月例勉強会は、H22.1 月・2 月はありません （熊本ブロック月例勉強会への参加となります）。 


