
第 10 回リハビリテーション技術講習会（H31.1.19 開催） 

アンケート集計結果 

 

１．参加人数及びアンケート回収率 

 当日参加者：110 名 アンケート回収数：107 枚  

 

２．性別＆年代別 

 

 20 代 ：男性 40 名 女性 20 名 

 30 代 ：男性 21 名 女性 8 名 

 40 代 ：男性  8 名 女性  3 名 

 50 代 ：男性  4 名 女性  2 名 

 60 代 ：男性  0 名 女性  0 名 

 70 代 ：男性  1 名 女性  0 名 

 未記入：    3 名 

 

３．地域別参加者 

 水俣市・芦北郡：18 名 

 鹿児島県出水市： 4 名 

 熊本県内：76 名 

 （水俣市・芦北郡以外） 

 鹿児島県内：9 名 

 （出水市以外） 

 その他・未記入：3 名 

 

 

 

 

 

４．職種別参加者 

 理学療法士：74 名 

 作業療法士：15 名 

 医師・その他専門職：3 名 

 学生・一般・未記入：8 名 
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５．講習会を知ったきっかけは？（複数回答あり） 

 

国水研からの案内：73 

 水俣市報、芦北、津奈木 

町報：3 

 当センターホームページ：1 

熊本県 OT 協会 HP：7 

 その他：23 

 （友人・職場の紹介など） 

 

 

 

 

 

６．講習会に参加しようと思ったのは？（複数回答あり） 

 

 内容にひかれて：64 

 講師にひかれて：56 

 無料だから：26 

 その他：1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

７．講習会はいかがでしたか？（満足度） 

 

 大変満足：61 名 

 満足：30 名 

 普通：4 名 
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８．今後このような講習会・研修会にまた参加したいと思いますか？ 

 

 はい：101 名 

 未記入：6 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．講習会に寄せられた感想 

【主に内容に関する意見】 

・時間がもう少しあればよかったと思う。（20 代、男性、理学療法士） 

・歩行について、もっと考えなければならないと感じました。（20 代、男性、理学療法士） 

・大変わかりやすく姿勢制御や歩行に対するアプローチについて教えていただきありがとうございます。 

（20 代、男性、理学療法士） 

・非常に聞き入るほど、興味を惹かれる講習でした。（20 代、男性、職業未記入） 

・メカニズム等再確認出来てよかった。再度講話を聞きたい。（20 代、男性、理学療法士） 

・先生の研究が臨床で生かせるようにしていきたいと思います。どんどん新しい考えを提供していただけるので

楽しかったです。（20 代、男性、理学療法士） 

・前半は内容的に大変理解しやすく興味深かった。臨床にも活かせそう。（20 代、男性、作業療法士） 

・大変満足した。（20 代、男性、学生） 

・2 年連続でとても勉強になる講習でよかったです。（20 代、男性、理学療法士） 

・森岡先生の話をもう少し聞かせて頂きたかったため、時間を延ばしていただけるとありがたい。 

（20 代、男性、理学療法士） 

・森岡先生の講演は研究を元に話をしていただけるので、わくわくしながら学習しています。またシリーズ化し

ていただけるとまた参加したいと思います。（20 代、男性、理学療法士） 

・興味深い内容でした。臨床に活かしていきたいと思います。（20 代、男性、理学療法士） 

・姿勢や歩行に関する評価視点や介入への考え方を知る機会になったので、今後の臨床で活用していきたいと思

います。（20 代、男性、作業療法士） 

・訓練等行う時に、自由意思の尊重に不足している部分が多々あったため介入方法の再検討をしたいと思います。 

（20 代、男性、理学療法士） 

・歩行のメカニズム（神経学的）について知ることができ、今後のアプローチにとても参考になりました。 

（20 代、男性、作業療法士） 

・研究内容が多く心配でしたが、説明が分かりやすく理解できる所が多々ありました。臨床にぜひ活かしていき

たいです。（20 代、女性、理学療法士） 

・レベルが高く、とても勉強になった。（20 代、女性、理学療法士） 

・内容も難しすぎず説明がわかりやすくすぐ活かせるものであり、とても勉強になりました。 

（20 代、女性、理学療法士） 
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・内容が少し難しかったがなるほどと思うこともあったので、もっと勉強していきたいと思った。 

（20 代、女性、学生） 

・とても貴重なお話を聞けて勉強になりました。（20 代、女性、作業療法士） 

・歩くという行為でも患者様とセラピストの考え方（きれいに歩く、早く歩く、遠くまで歩く）で介入方法が変

わると感じ、もっと介入方法を勉強しできるだけ患者様のニーズに合ったリハビリをしたいと考えました。 

（20 代、女性、作業療法士） 

・いつも介入している中で疑問点について解決への糸口となりそうなお話が聞けました。自分だけではそこまで

たどり着かないような考え方など様々な刺激が受けられさらに臨床への興味が深まりました。 

（20 代、女性、理学療法士） 

・姿勢と方向という基本的なテーマを講演していただき 1 年目としてはとてもありがたかったです。 

（20 代、女性、理学療法士） 

・大変わかりやすい内容だったと思います。（30 代、男性、理学療法士） 

・また講習会に参加したいと思います。現場リハビリにつなげていきたいです。（30 代、男性、理学療法士） 

・過去に読んだことのある内容で理解できていないものが、講演を聞いて少し理解できた。患者さんにどう活か

していくか持ち帰って検討します。（30 代、男性、理学療法士） 

・姿勢、歩行のアプローチを多様に行えることを学ぶ良い機会となりました。（30 代、男性、理学療法士） 

・とても有意義でした。（30 代、男性、理学療法士） 

・講義内容のレベルが高く、自分の歩行に対する知識不足を痛感しました。（30 代、男性、作業療法士） 

・今後の臨床治療のため参考となりました。（30 代、男性、理学療法士） 

・アカデミックなことから哲学的なところまで明日に繋がるものになりました。（30 代、男性、理学療法士） 

・新たな知見を非常に多く得ることができた。（30 代、男性、理学療法士） 

・大変満足しています。脳画像のお話もあるので興味深く聞かせてもらっています。（30 代、男性、作業療法士） 

・難しい内容でしたが、わかりやすくまとめてくださり、臨床における介入のヒントになりました。 

（30 代、男性、作業療法士） 

・時間が制限されていたため内容が短くなっている所があり、もっと深くまで講習させていただきたかった。 

研究結果が聞けて今後の治療の参考にしたい。（30 代、男性、理学療法士） 

・十分面白かったですが、最新の話題と先生の考えが聞ければよかった。（30 代、男性、作業療法士） 

・日頃から重度心身障害者さんと関わっており、姿勢作りの面で多くのヒントをいただけました。 

（30 代、女性、作業療法士） 

・歩行のメカニズムについて、大変勉強になりました。（30 代、女性、臨床検査技師） 

・大変参考になりました。（40 代、男性、理学療法士） 

・非常に有用な講習でした。（40 代、男性、理学療法士） 

・わかりやすく臨床での考え方、活動の選択の指針になると思いました。（40 代、女性、作業療法士） 

・多少スピードが速かったですが、内容の濃い講習会でした。（40 代、女性、理学療法士） 

・再学習させていただいたり新しく学習させていただいたりとありがとうございました。 

（50 代、男性、理学療法士） 

・目的を持つことの大切さは介護予防の考え方で重要だと思いました。（50 代、男性、職業未記入） 

・もっと時間があってしっかり勉強させていただきたい。興味深い内容でした。（50 代、女性、理学療法士） 

・内容も詳しく研究が進んでいることを知ることができた。普段の訓練を脳科学的に考えていくことの大切さを

改めて感じました。（50 代、女性、作業療法士） 

 

 



【森岡先生の講習会に関する希望】 

・身体性やプッシャーなどについて話をしていただきたい（20 代、男性、理学療法士） 

・今回よりもさらに詳しい内容を熊本市内でも実施してほしいと思います（20 代、男性、理学療法士） 

・来年も森岡先生の講習をお願いしたいです。（20 代、男性、理学療法士） 

・身体性や疼痛の講演を聞ける機会があればありがたいです。（20 代、男性、理学療法士） 

・ぜひ森岡先生の話を次回も聴きたいです。（20 代、男性、理学療法士） 

・小児の分野のお話を聴いてみたいです。（20 代、女性、作業療法士） 

・森岡先生の話をまた聞きたい。（30 代、女性、理学療法士） 

・森岡先生の研究の話も聴いてみたいと思いました。（30 代、男性、理学療法士） 

・半側空間無視やプッシャーなど高次脳機能障害について。（30 代、女性、理学療法士） 

・先生の現在進行形で進めておられる研究の内容を聞きたかったです。（30 代、女性、理学療法士） 

・1 日聴きたい。（40 代、男性、理学療法士） 

・発達についての講義を聞いてみたい。（40 代、女性、作業療法士） 

・森岡先生の発達や神経のことなど深く学びたい。（50 代、女性、理学療法士） 

 

【主に場所や時間、その他に関する意見】 

・机がもっとあるとよかった。（20 代、男性、理学療法士） 

・色々な講習会に参加させていただいていますが、講演時間を午前中に開始していただければありがたいと思っ

ています。（20 代、男性、リハ専門職） 

・場所を間違えて研究センターに行ってしまった。（20 代、男性、理学療法士） 

・遠方だったので、午後からの開催は準備しやすかったです。（20 代、男性、理学療法士） 

・文字が小さいと思いました。A４に 6 スライドなので 1 枚当たりのスライド枚数を抑えていただけると助かり

ます。（20 代、男性、理学療法士） 

・水俣までは少し集まりにくいところかと感じました。（20 代、女性、理学療法士） 

・土曜の午後は参加しやすいと思います。（30 代、男性、理学療法士） 

・無料なので大変ありがたいと思いました。（30 代、男性、理学療法士） 

・資料がもう少し見やすかったらなお良いです。（30 代、男性、作業療法士） 

・無料であり、場所も時間も住んでいる所からの距離を考えるとちょうど良い（30 代、女性、理学療法士） 

・熊本市内で開催してほしい。（40 代、男性、理学療法士） 

 

【今後のテーマに関して】 

・脳卒中重症レベルでの促通アプローチの選択、パーキンソン病や脊髄小脳失調症等難病に対するアプローチ、

脳卒中タイプ別アプローチ（20 代、男性、理学療法士） 

・沖田先生、ROM 制限について。（20 代、男性、理学療法士） 

・竹内孝仁先生、パワーリハについて。（20 代、男性、理学療法士） 

・高次脳機能障害に対する評価、メカニズムや治療方法について（20 代、男性、作業療法士） 

・無料とは思えない。ぜひ来年も開催してほしいです。（20 代、女性、理学療法士） 

・半側空間無視に対するアプローチ（20 代、女性、理学療法士） 

・スポーツや救急救命について。（30 代、男性、理学療法士） 

・皮膚感覚等、様々な感覚に関する内容について。（30 代、女性、理学療法士） 

・発達分野の話が聞きたい。（30 代、女性、理学療法士） 

・車椅子シーティングや呼吸リハビリについて。（30 代、男性、理学療法士） 



・竹林崇先生の上肢機能訓練の課題設定と難易度調整など。（30 代、男性、作業療法士） 

・ニューロリハについて道免先生や竹林先生など。（30 代、男性、作業療法士） 

・竹林崇先生。（30 代、男性、作業療法士） 

・ボディーイメージについて。（40 代、男性、理学療法士） 

・ロボットを使用した歩行訓練等の内容について。（40 代、男性、理学療法士） 

・世界のことも含めて新しい研究をテーマに入れた講習会を期待します。（40 代、女性、理学療法士） 

・今回のようなニューロリハビリテーションに関する講演が聞きたい。（50 代、男性、医師） 

 

 

 

 アンケートを通じて皆様からはたくさんのご意見ご感想を頂きありがとうございました。 

皆様から頂きましたご意見ご感想につきましては今後の講習会の参考にさせて頂きたいと思います。 


