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【日時】：平成28年4月９日㈯ 19時～
【場所】：和餐　帯や勘助
 高知市帯屋町２－２－１５
 TEL：088-823-4180
【会費】：4,000円（20期生は無料）

【日 時】 ４月９日（土）　定期総会

▲

14：00 ～ 14：30　 勉強会

▲

14：30 ～ 16：30　
【場 所】 定期総会

▲

土佐リハビリテーションカレッジ 中講義室　勉強会

▲

講義棟１階 104機能訓練室
【テーマ・講師】　『中枢神経疾患者の歩行と上肢機能』
 藤本　弾先生（OT3期卒：総合病院回生病院）
 ＊ 実技を交えながら介入のポイントや変化を伝えて頂く予定です。
 　実技を行いますので、動きやすい服装でお願いします。
※ なお、定期総会に出席できない可能性がある方は、返信はがきの委任状に署名・捺印をお願いします。

同封の返信用ハガキにて、
3月25日㈮までに
出欠の返事をください。

定期総会・勉強会

高知城
ひろめ市場 旧ダイエー★

中央公園

はりまや橋

高知橋

高知駅前

蓮池町通

堀詰大橋通

追手筋

帯屋町商店街

高知城前

帯や勘助

高知駅

　平成28年３月5日（土）、第20回目の卒業式が挙行
されました。本年度は、理学療法学科35名、作業療
法学科39名が卒業し、新たな人生の第一歩を歩み始
めました。そこで、毎年恒例の新卒者歓迎会を下記の
通り開催したいと思います。
　当日は、歓迎会とともに、未来会総会と勉強会も開
催しますので、皆さまお誘い合わせのうえ奮ってご参
加ください！

20期生歓迎会のお知らせ

20期生
卒業

祝 ついに卒業生が1,000人超え！
 実は昨年には1,000人超えていました（笑）。
これからも「未来会」の名に恥じぬよう未来に向け、
頑張っていきましょう！
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新教員のご紹介

プロフィールについて
①大学院修了あるいは進学中ですか？
　 来年の4月から高知県立大学人間生活学研究科人
間研究学専攻へ入学予定です。
② 現在、あるいは今後の研究（専門）分野について
教えて下さい。

　 Basic Body Awareness Therapy（BBAT）の
臨床効果について研究参加しています。
③所属されている学会や県士会を教えて下さい。
　 また、役職・委員などに就かれている場合も含め
て教えて下さい。

　 高知県作業療法士会、認知神経リハビリテーション
学会、日本マイオチューニングアプローチ学会
④職歴は、前任の芸西病院以外にありますか？
　芸西病院＋南海学園（平成24～1／週）
⑤趣味・特技を教えて下さい。
　魚釣り・料理・美味しくお酒を飲むこと
⑥現在ハマっていることはありますか？
　娘とプリキュアごっこ

職種について
①ＯＴを目指したきっかけは？
　 初めは色々な方の紹介から何となく、といった感
じです。学生時代は、OTについてはまだ漠然と
したイメージしか持ててなかったです。
② 他職種と比較してＯＴの仕事の魅力って、
　どんなところでしょうか？
　 「人の心を元気にするのは、やっぱり人(他者)の
心です」と教えてくれた精神科の先生がいまし
た。自分の知識・技術だけでなく、声かけや関わ
り方を工夫することでも痛みを緩和したり、生活
にハリが持てたりと、対象者の笑顔を引き出す魅
力がOTにはあると思います。
③萩原先生にとって、ＯＴ（セラピスト）とは？

『一緒にいると楽しいし、
頑張れると思ってもらえる
存在。』

学生に対しての
メッセージ

① 本校ＯＴ学科の学生に対して、
　一番伝えたいことって何ですか？
　 臨床現場で必要なことは、“なぜ？ どうして？”
という視点・思考を持つことです。なぜ上手に
歩けないのかな?どうして一人で起き上がれない
のかな？…など、ちょっとしたことでも疑問を
持って関わっていくことが治療的介入として重要
となります。普段の学校生活の中でも、少しのな
ぜ？ どうして？ と思うことから色々なことに興
味を広げていってください。

② これからＯＴ（医療職）を志す高校生や社会人に
対してメッセージをお願いします。

　 作業療法(リハビリ)は病院・施設だけでなく、今
後は地域社会での必要性がますます高くなる職業
です。特に作業療法には身体障害・精神障害・発
達障害・老年期障害と様々な分野があり、体と心
の両面にアプローチを行うことで、その人らし
さ(生活の質)をより良くしていく専門職です。専
門的な知識も必要ですが、自分の持っている特
技・趣味活動も治療技術につながる点が作業療法
の楽しさです。病気や障害を負っても、その人
らしい生活が続けていける関わりが出来るよう
に、一緒に勉強していきましょう！！

萩原  賢二先生

① 本校ＯＴ学科の学生に対して、

土佐リハビリテーションカレッジ
作業療法学科
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　平成27年度に未来会高知支部では、以下のような内容で勉強会を開催しました。今後も出来る
限りこのような機会を増やし、未来会全体のレベルアップや交流につながればと考えています。

　平成28年度の勉強会の予定は以下のようになっています。また詳細が決定次第ご連絡いたします。
もし「こんなテーマの勉強会をしてほしい」などの希望がありましたら、事務局までご一報ください。

第１回 ４月11日（土）

第２回 ９月29日（火）

第３回 ２月10日（水）

第４回
３月23日（水）予定

第１回 ４月９日（土）

第２回 ６月予定

第３回 ８月予定

第４回 10月予定

第５回 12月予定

第６回  ２月予定

『中枢神経系疾患患者に対する活動分析アプローチ 
　～小児から成人まで、上肢運動発達・道具操作・ADLの視点から～ 』
 箭野豊先生（OT３期卒：土佐リハビリテーションカレッジ）
『骨折患者のレントゲンの診かた』
 奥田教宏先生（PT９期卒：土佐リハビリテーションカレッジ）
『地域包括ケアシステムにおけるリハ専門職の貢献と課題』
 滝本幸治先生（PT４期卒：土佐リハビリテーションカレッジ）
『新人発表のプレ発表』（全PT19期生）
① 透析患者のQOLと筋力についての比較　　青山涼樹先生（島津病院）
② 脳梗塞を呈した症例～家族への関わり～　井上莉奈先生（野市中央病院）
③ 高位頸髄損傷患者に対する車椅子座位姿勢の改善に向けたアプローチ
 岡本辰輔先生（細木病院）
『肩について 機能解剖学的に考える 』
 宗石一夢先生（PT13期卒：いずみの病院）

『片麻痺患者における麻痺側体幹・下肢の支持性低下に対する段階的関わり』
 藤本弾先生（OT３期卒：回生病院）

『高次脳機能障害について(仮)』　國友晃先生（OT14期卒：愛宕病院）

『脳卒中のリハビリテーションについて（仮）』
 小川真輝先生（PT12期卒：高知大学医学部附属病院)
『認知症について（仮）』
 中澤太志先生（OT16期卒：海辺の杜ホスピタル）
『脳卒中の予後予測の為に知っておきたい基礎知識（仮）』
 那須勇太先生（PT16期卒：近森リハビリテーション病院）
『新人発表のプレ発表』　（発表者：未定）

学術部からの“報告”と“お知らせ”

報告

お知らせ

平成27年度　未来会　高知支部　勉強会実績報告

平成28年度　未来会　高知支部　勉強会計画案
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　土佐リハの卒業生を中心としたメンバーで構成され、新人を対象とした勉強会、在学生を対象と
したセミナーなどを実施しています。

　今年度、新たな場で出発したわたしたちにとって、さまざまな分野で活動さ
れてきた先輩方・先生方のお話は貴重で、経験の少ないわたしたちにとって大
変わかりやすく聞くことができました。
　患者様によりよいリハビリテーションを提供するための情報共有の場とし
て、今後も卒業生と在校生との交流の場として活動をしていきたいです。
　ブログにて情報を発信しております。QRコードからご確認ください。

報告者：濱渦　希弥（OT学科 19期卒　高知整形・脳外科病院）

【日　時】平成27年5月26日（火）19：00～21：00
【講　師】海辺の杜ホスピタル　中澤　太志先生
 ～精神障害分野における評価・治療の重要性について～
 
 南国病院　西　洋平先生
 ～精神科退院前訪問指導～
 　作業療法士のかかわり

【日　時】平成27年9月30日（水）19：00～21：00
【講　師】片岡　聡子先生
【テーマ】姿勢分析

「パラレルOT」の活動報告

勉強会
趣旨

今後の
活動

平成
27年度
活動報告
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藤田保健衛生大学 七栗記念病院　渡邊　家泰　ieyasu@fujita-hu.ac.jp
近森リハビリテーション病院　那須　勇太　yuta.nasu@gmail.com

　理学療法学科 16期生は、元担任の岡部孝生先生も招き、勉強会と飲み会を年に 1～ 2回程開催しております。
勉強会の目的は、皆から刺激を頂くこと、自身の臨床を振り返ることです。勉強会の内容は「急性期のフィジカ
ルアセスメント」「脳卒中の回復期リハビリテーション」「診療報酬」「PT関連の資格取得方法」「大学病院の研
究紹介」等、なんでもありです。16期生は、現在 4年目でまだまだ若輩者ですが、このように振り返ると皆の
専門性が分かれてきており非常に面白いと実感しております。この勉強会の面白い部分は、各々に卒後の自分史
も発表してもらうことです。3年後には…10年後には…と、皆が目標や夢を話している姿を見ると、自分も負
けずにはいられないと刺激をうけます。定期的に開催することで、学生時代と変わらずクラスメイトの縁がつな
がっていると実感でき継続してきて良かったと思います。「最近の若手 PTは質が下がっている」と聞く事があ
りますが、着実に取り組んでいる仲間をみると、そんなことはないと自信を持って言えます。今日の PTは病院
に留まらず、資格を活かしたセミナー業、治療院、地域に根付いたリハビリテーション、大学院に進学し教員を
目指す等、様々なフィールドで活躍されています。その多様性が富んでいる中で、自分達が将来何になりたいか
を討論し、追求し続けられる仲間がいることは大変貴重です。　
　理学療法学科 16期生には、同窓会以外でも勉強会を開催している仲間もいます。土佐リハの先輩方、後輩達
と、「熱い良き繋がり」がもっとできればと思います！気になる方は、那須または渡邊までいつでもコンタクト
ください。
　最後になりますが、親身に協力して頂いている岡部孝生先生、運営係の那須勇太君に感謝します。今後も理学
療法学科 16期生の活躍を発信していきます。

理学療法学科16期生の活動報告
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PT学科 ６期卒　上田　康裕

　昨年１月より２ヶ月に１回のペースで、PNF（Proprioceptive Neuromuscular Facilitation：固有受容性神
経筋促通法） Conceptを中心とした実技メインの勉強会”19会”を始めました。この勉強会は、セラピストの対
象者への触り方（触覚刺激）や抵抗のかけ方、身体の使い方などを見直すことによって治療効果を向上していく
ことを目的とし、下記の３つの方向性で勉強会を行っていきます。

「19会」の活動報告

➊ PNF Conceptを通して解剖学・運動学、動作分析などの知見を勉強する動機づ
けをしていきたいと思います。
➋ PNFの基本原理であるパターンを実技練習することによって、セラピストの身体
の使い方や対象者への触覚刺激や抵抗、伸張刺激等のスキルを向上することを実
技の目的とします。
➌ ICFの機能/構造レベルの治療だけでなく、対象者の活動制限や参加制約の軽
減・QOL向上に繋げられるように、広い視野をもてるような勉強会にしていき
ます。

　指導も、治療を少しの工夫や意識を変えることによって治療効果が上がることを体感してもらうことを心がけ
て、実技指導をしていきます。
　勉強会は、ざっくばらんに楽しい雰囲気で行っています。時には、脱線をしたり、マニアックなこともやって
います。興味がある方は、勉強会への申し込みを宜しくお願いします。
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　ついこの間まで、分からないと唸りながら教科書
とにらめっこしていた学生が、無事国家試験に合格
し、作業療法士になって早１年が経とうとしていま
す。どちらに行こうか、何をしようかと立ち止まっ
て悩む私を、職場の先輩方に相談しながら、同期の
新人が頑張る姿を励みにどうにかこうにか進んでい
ます。さまざまな授業の中で、環境の大切さをよく
言われたと記憶していますが、その言葉の意味を今
実感しています。
　私の中で１年は長い時間ですが、あちらへ、こち
らへ勉強不足を実感しながら動いていると、あっと
いう間のことです。業務内容を覚えることもなかな
か大変です。しかしそれよりも、さまざまな疾患、
さまざまな性格、抱える事情もこれからの未来も千
差万別の患者様とのかかわりがとても難しいです。
今患者様について目標や課題を考えることは、実習
の時に考えていた目標や課題よりも、もっと身近に
自分に乗っかってくるような感覚があります。ああ
でもないこうでもないと脳みそをこね回す中で、患
者様からの「ありがとう」「おかげさまで良くなり
ました」の言葉に、救われているのは私の方なのだ
と思います。「こちらこそありがとうございます」
と返すことも少なくありません。セラピストとして
患者様と向き合う日々に難しさを感じながら、その
中に楽しさを感じている毎日です。
　また、新人の登竜門ではないですが、県学会の実
行委員や発表者としても学会に参加させていただき

ました。どうすればいいのか困惑している私を引っ
張り、導いてくださった先輩方のおかげで、少し遠
くに感じていた学会に触れることができました。何
事も裏方がいないと円滑な運営は困難だと思います
が、裏方としても発表者としても参加できることをと
ても嬉しく思います。裏方の大変さや積み上がって
いく楽しみ、発表者としての症例のまとめ方や見せ
方も知ることができました。貴重な体験であると同
時に、自分の糧になったのではないかと思います。
　さて話はかわりますが、就職して作業療法士とし
ての勤務が始まってから、時々ふと「私って作業療
法士にむいてるんだろうか」と考えることがありま
す。それは今の私には深すぎて見えない“作業療法”
を掴みきれていないことや、まだ１年という経験年
数のせいなのかもしれません。それでも、患者様と
接する中で“作業療法”という私の中での核を見つけ
られたら、向いている、向いていないは別にしても
「作業療法士になってよかった」と他者に伝えるこ
とができるようになるのではないかなと考えていま
す。２年目以降は、自分がどうなりたいかを模索し
ながら、勉強を重ねて自分の中での目標となる作業
療法士像をつくっていきたいと思います。

この1年を振り返って

愛宕病院　作業療法士

吉本　衣里（OT学科 19期卒）

「この１年を振り返って」

新人（19
期卒）

からの一言
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　理学療法士１年目を振り返り、学生から社会人にな
ること、新しい環境、仲間と離れるという事もあり緊
張や不安がありました。その中でまず思うことは職場
の環境、人に恵まれ、同期やスタッフの支えがあった
ということです。忙しくとも臨床上の悩みをすぐに相
談できアドバイスをくれる、わかっていないところを
とことん教えてくださる上司、いつも励ましてくれ、楽
しませてくれた同期には感謝しています。
　音羽病院での配属は呼吸・循環チームとなりまし
た。初めは緊張から自分の担当患者様でも、うまくコ
ミュニケーションが図れなかったことを覚えていま
す。職場の環境にはすぐに慣れ、患者様から先生と呼
ばれることに照れくささを感じながらも、覚えなけれ
ばならない業務も膨大にある、家に帰り自己学習しよ
うと思っても疲れて眠ってしまい次の日がくるという
ように入職後１、２ヶ月は慌ただしく毎日が過
ぎて行きました。
　また、リスク管理が出来ない、重要な内容
をカルテから見落とす、疾患特性を理解した上
で状態に応じ、多岐にわたる介入方法を考える
ことが私の持っている知識だけでは追いつかな
い、わからないというのが現状でした。
　「なぜこの現象が起こったのですか」という
ようにわからないことを質問する際に自分の考
えを述べず、疑問だけを丸投げしてしまうこと
が多くありました。その都度、先輩や多職種の方
に指導してもらいましたが、仕事にも慣れてきた

ころに、それではいけないと思い、間違っていてもま
ずは考え・意見を述べる。ということを意識して今も
取り組んでいます。またチーム内勉強会、ケーススタ
ディー、カンファレンスにも参加させていただき自分
から疑問点挙げ、意見をもらうということにも努力し
ています。
　私は、上司の「患者様の最悪を想定しリハビリ介入」
という言葉が深く心に残っており起こったことに冷静
に対応すること、リスク管理を１年間かけて学んできま
した。常に悩みながらの１年でしたがそれでも患者様
と関わる際は楽しく毎日を過ごすことができています。
　振り返ると、とても早く濃い１年でした。初心を忘
れず学んできたことを活かし、自信を持って患者様の
ためリハビリを提供できる理学療法士に成長していき
たいです。

洛和会音羽病院

岸本　　栞（PT学科 19期卒）

１年間を振り返って

うと思っても疲れて眠ってしまい次の日がくるという

が多くありました。その都度、先輩や多職種の方
に指導してもらいましたが、仕事にも慣れてきた

たいです。
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この度、第 43回四国理学療法士学会において学会
奨励賞を頂き、昨年 11 月 28 日～ 29 日（愛媛県）
で開催された授賞式に参加してきました。緊張しなが
らステージへ上がり、何とか失敗もなく授賞式を終え
ることができました。その日の夜には、竹林先生（土

佐リハビリテーション
カレッジ）と同期の大
森先生（松山リハビリ
テーション病院）が祝
賀会を開いて頂き、た
くさんの土佐リハ卒業
生や先輩・関係病院の
先生方に美味しいお酒
を飲ませて頂きました。
その日も、いつも通り
竹林先生が次に行くや

もう帰るやで結局 3次会？ 4次会？まで回ってくれ
ました（連れまわされた？笑）。ありがとうございま
した。
少しだけ、受賞演題の内容を紹介させて頂きたいと

思います。演題名は「地域高齢者における転倒因子の
検討と各年代における片脚立位時間の変化について」
でした。香南市の地域高齢者において、開眼片脚立位
時間・閉眼片脚立位時間・TUG・10m努力歩行時間・
膝関節伸展筋力・10m歩行イメージ（実際の歩行運
動時間比mental walking time/actual walking time 
; M/A）を検討因子としました。結果は、膝関節伸展
筋力、閉眼片脚立位時間、開眼片脚立位時間において
転倒群と非転倒群において有意差が認められました。

特に、高齢者では開眼片脚立位時間において、非転倒
群の中央値より転倒群ではより低値で分布していたた
め、臨床で行っている片脚立位時間の測定は簡便なバ
ランス測定として有意義な評価であることが裏付けら
れます。今回、年代別の片脚立位時間を記録しました
がｎ数が少なく今後さらにデータの蓄積が必要である
と感じています。
　今回の受賞により、これからの研究に対する意欲を
頂きました。今後も、この気持ちを忘れず邁進して参
ります。 写真提供：宮本祥子先生（土佐リハ）

「未来会会員の活躍」

第43回四国理学療法士学会　奨励賞受賞
土佐リハビリテーションカレッジ　

理学療法学科

奥田　教宏先生（PT学科9期卒）

　３年連続で原稿依頼を受けたので執筆させていただ
きます。１期生の百田貴洋です。くれぐれも言ってお
きますが、目立ちたくて執筆しているわけではなく、
いつも年明けに未来会会長からの依頼が来るのが、こ
こ３年のルーチンになっている次第で、締め切り直前
の同期の友からの依頼をありがたく思っています。

　さて、2015年は、私にとっては、節目の年でした。
すべてはここでは言えませんが「博士過程を修了した
こと」、「科研費を獲得できたこと」、この２つがオー
プンにできる大きな２つの出来事でした。博士課程の
研究は、随意運動介助型電気刺激装置 IVES を用いて
嚥下機能の再建をするための研究です。IVES は随意

博士課程と科研費と…
藤田保健衛生大学

医療科学部
リハビリテーション学科

百田　貴洋先生（OT学科１期卒）
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　私は、作業
療法学科 6期
卒業の宮城哲
哉です。
　私が入学し
た当時、沖縄
からの初学生
ということで、
「お酒つよい」
とか「安室奈

美恵と会ったことある」とか、「英語で生活する」など
など、温かいお言葉を先輩方から頂きました（笑）。当
時は、山北の山奥で、「沖縄より田舎じゃないか」と驚
いたものです。男子寮に入り、同級生や先輩方ととて
も貴重な体験をしました。色々な意味で「大人の階段」
を昇りました。当時の片岡先生、淡野先生、須藤先生、
白木先生には大変お世話になりました。自分はどちら
かというと物静かな学生だったと思います（笑）。
　作業療法士になって沖縄の玉木病院という精神科の
病院に就職し、5年ほど経った頃、「このままではま
ずい」との思いが大きくなり琉球大学大学院を受験し
ました。

　博士前期課程では、「統合失調症患者の社会復帰促
進に向けた就労支援プログラムの実証的研究」を行い
ました。その後研究生の 2年間経て、博士後期課程
に入り「The relationship between post-traumatic 
stress disorder（PTSD） and subjective care 
burden and distress, stress response in family 
caregivers of individuals with schizophrenia」と
の研究テーマで、統合失調症患者を抱える家族に焦点
をあてました。琉球大学は、東南アジアとの交流も盛
んにあり、大学院在籍中（７年間）は、台湾、インド
ネシア、韓国、モンゴル、マレーシアなどの学会に参
加する機会を頂きました。とても貴重な時間でした。
インドネシアの料理が一番美味しかったです。
　卒業して自分から動かないと高みを目指せない、高
みを目指すことは多くの犠牲を強いるわけですが、達
成感はめちゃくちゃいいものです。卒業して、13年
が経ち高知県に行く機会は少ないですが、在校生や卒
業生に負けないように自分も頑張りたいと思います。
（写真は韓国での学会の一コマです）

大学院７年間の経験

美恵と会ったことある」とか、「英語で生活する」など

玉木病院　地域医療部

宮城　哲哉先生（OT学科６期卒）

筋電量に合わせた電気刺激を発生させるため、随意運
動に同期した嚥下筋の促通が可能なため、嚥下時や嚥
下トレーニングとの併用効果について研究しました。
私の能力では本当に苦労しましたが、ご指導いただい
た先生方のおかげで、どうにかこうにか博士号を無事
取得することができました。大変でしたが、このプロ
セスを通して、三次元動作解析器や筋電計、電気刺激
装置、VF、image-J といった機器にも親しむことが
できました。
　また、4月には、文部科学省の科学研究費（挑戦的
萌芽研究）を獲得しました。この研究内容は、実は嚥
下とはまったく違う研究で、電気刺激を用いて筋を
刺激し筋由来サイ
トカインを発現さ
せ、がん患者など
の栄養障害や免疫
力を改善しようと
いう研究です。こ
れまた、今まで見
たこともないよう

な機器や薬剤を
つかって、サイ
トカインを分析
します。写真は、
詳しい先生がレ
クチャーしてく
れたときの写真
です。正直、本
当にできるのか、
怖くなるときも
多いですが、チ
ャレンジしてみ
ない限り、何も
変わりません。
　1年後にはこれらの機械にも親しんでいるはずです
（そう願っています…）。まだまだ、発展途上で怒ら
れることも多いのですが…だからこそ、見えてくる
ものもあるかも知れません。まだ、落ち着くには早
いですね。もう少しチャレンジャーで頑張ってみよ
うと思います。
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　こんにちは。7期生の篠原　博です。私は2014年
3月に広島大学大学院を修了し、博士号（保健学）を
取得しました。大学院では研究以外にも多くのことを経
験させて頂きました。今回は大学院で学んだ事など簡
単ですが報告したいと思います。
大学院では研究に関する作業（実験、論文作成、会

議等）や授業の補助、後輩の教育等を行うことが多く、
これらはどの大学院でも共通して経験することになると
思います。ただ私は臨床業務を続けながら大学院に通
わせて頂いたので、日中に大学にいないため、大学での
授業補助等はあまり行うことができませんでした。また
研究室がスポーツリハビリテーション学研究室であっ
たこともあり、他の研究室よりもトレーナー活動の機会
が多くありました。私はアーチェリー競技、アメリカン
フットボールに携わる機会が多くあり、特にアーチェリ
ー競技では5年間、国体にも帯同させて頂き、貴重な
体験をしました。アーチェリー競技でのトレーナー活動

がきっかけと
なり、その分
野の障害等
を調査し論
文にまとめた
ものが博士
論文となりま
した。

土佐リハを卒業された方々
の中で大学院への進学を検討

したことがある方は多いのではないか
と思います。私の場合は研究や業務などの壁があり（と
思い込んでいて）、前に進みにくくなることがありまし
たが、周りの人を頼ると思った以上にすんなり前に進
むことができました。研究であれば、最初からうまくい
くわけがないので相談しながら少しずつ新しいことにト
ライする気持ちを持ち、何よりも「続ける」ことで少し
ずつできるようになりました。臨床業務に関してはスタ
ッフに負担をかけることが多くありましたが（急に午後
から不在にしたり、学会等で数日留守にしたり…等々）、
迷惑をかけましたが、話し合うことで乗り切ることがで
きました。当然ですが、臨床業務と大学院での研究は
病院や他の大学院生、その他多くの方々の支えがなけ
れば達成できないので、本当に感謝しています。
大学院とは学んで研究する場ですが、様々な人と出

会う場でもあります。様々な学会や講習会に参加する
機会が得られ、出会った先生方とお話しするうちに自
分自身の夢や目標が現実になっていくことを実感しまし
た。もし大学院に行こうかと考えているようでしたら是
非行くべきだと私は思います。「苦しい」「しんどい」と
いうイメージはあるでしょうし、そこは否定しませんが、
それ以上に「達成感」「自信」等々多くの事を得ること
ができると思います。是非頑張ってください。

私は、平成26年度に高知大学大学院修士課程を修
了いたしました。高知大学での2年間は、理学療法分
野以外の知識や考え方、研究方法を学ぶことができ、
自身のステップアップに大きく寄与していると思いま
す。私の研究テーマは、以前、未来会の機関誌に寄稿
させていただいた時と変わることなく、現状より有効
な脳卒中片麻痺の改善であります。修士論文では、「脳
卒中片麻痺患者の歩行イメージと歩行能力との関係性」
をテーマに研究しておりました。脳卒中患者様の内観
を客観的に評価し、その評価結果が、実際の動作にど
う影響しているかを目的としたこの研究では、患者様の
脳内における自身の表像が麻痺の有無に関わらず影響
していることが分かりました。臨床的に考えると、目の
前の麻痺に着目するのもさることながら、患者様の脳内

のイメージについても着目し、修正を加えることで、よ
りリハビリ効果が高まると考えられます。現在、私は高
知大学大学院の博士課程へ進学し、さらに自身のレベ
ルアップに努めておりますが、博士課程は修士課程よ
り段違いにレベルが高く、日々悪戦苦闘しております。
しかし、自身の見識の広がりも日々感じることができる
ので、実になっていると思っております。大学院で学
んだことを、私が勤務している病院にて講義等を行い、
皆で共有できるような取り組みもしております。やは
り、学んだことは自分だけに止めることなく、スタッフ
へ還元することが大事であると思います。臨床や大学
以外の取り組みとして、今まで培った事を集約し、さら
に発展させるため、去年の6月より「リハビリテーショ
ン脳機能研究センター」を創立しました。活動内容は、

大学院での研究を通じて

大学院で学んだこと

松山リハビリテーション病院

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

リハビリテーション脳機能研究センター

理学療法士

大森　一志先生 （PT学科15期卒）

サザンクリニック

篠原　博先生（ＰＴ学科７期卒）

したことがある方は多いのではないか
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研究を日々取り組ん
でいるリハビリスタ
ッフ（PT・OT・ST
問わない）で構成
し、新しい治療法確
立などを目指し活動
をしております。ま
た、愛媛県には、リ
ハビリテーションの
大学がないため、卒

後に研究方法などを学べる環境が乏しい状況です。そ
のため、この研究センターが、教育機関的役割も果たし、
リハビリスタッフの卒後教育や質の向上に携われるよう
に、目指していきたいと思っております。
　未来会の機関誌の執筆にあたり、機会を与えていた
だけた竹林秀晃先生に謹んで感謝申し上げます。また、
私の研究に直接ご指導していただきました宮本謙三先
生においては、多分なるご指導ご鞭撻頂き誠に御礼申
し上げます。

　2015年 5月 2日～
4日にシンガポールに
て開催された、ＷＣ
ＰＴcongress2015
にて「片麻痺患者
の歩行時における
下腿三頭筋の筋電
図周波数解析～

wavelet 周波数解析を用いて～」
という演題名にてポスター発表を行いました。簡単で
すが、国際学会の様子について私の感想を交えながら
報告させていただきます。
シンガポールは東南アジアのマレー半島南端に隣

接する都市国家で、人口 473.7 万人の国です。松山
からは羽田で乗り継いでシンガポールのチャンギ空港
まで６～７時間の旅でした。また、土佐リハビリテー
ションカレッジから竹林秀晃先生、滝本幸治先生も演
題発表のため参加されるとのことで、ご一緒させてい
ただくことになりました。
今回の大会はシティホールという中部に位置する

都市で開催されました。全体の演題数は 2,000 を超
え、演題数・参加者数も日本理学療法学術学会と同じ
くらいの印象でした。研究の質も、かなり差があるよ
うでした。日本からの参加者も開催国がアジアでとい
うこともあり 400 人以上あったようです。演題の内
容を見てみるとアジアの中では日本の理学療法学が進
んでいるという印象があり、学会の規模や日本人の多
さには納得できました。
国際学会ともなればディスカッションは英語です

が、英語は話すのも聞くのも苦手で今まで避けて生き
てきた私にとっては、そちらの心配も多大にありまし
た。WCPTでは自身のポスター前に45分間立って、
質問を待つといったスタイルでした。緊張しながらポ

スターの前に立っていると、２人組の方から英語で質
問され、質問自体は要約して教えてくれといったもの
でしたが、何度も聞き返しながらしどろもどろで対応
し、相手も一生懸命理解しようとしてくれ、なんとか
終えることが出来ました。その後ディスカッション時
間は終了し、安堵感と英語の不勉強をただただ反省い
たしました。ただ、意外だったことは私以外にも英語
を苦手としている日本人は多いようで、やはり外国の
方から話しかけられるだけでも焦って混乱してしまう
方も多かったようです。言語だけでなくコミュニケー
ション能力がやはり重要だと思い知らされました。し
かし、口述発表でない限り英語はある程度わかれば後
は熱意で伝わると思います！皆さんももし機会があり
ましたら、ぜひチャレンジすることをおすすめします！
その他、現地では観光もさせていただきました。「マ

ーライオン」、「チキンライス」、「マリーナ・ベイ・サ
ンズ」と名所から
食事などなど、や
はり国際学会は観
光も含めて国際学
会ですので、しっ
かりと楽しませて
いただきました！
　最後になりま
したが、日ごろ
ご指導をいただ
いている諸先生
方、松山リハビ
リテーション病
院の皆様にこの
場を借りて感謝
申し上げたいと
思います。

WCPTcongress2015を経験して 松山リハビリテーション病院

大森　貴允先生（PT学科９期卒）

ポスター会場内風景（滝本先生PT学科４期卒）

ポスター会場内風景（竹林先生PT学科１期卒）

　2015年 5月 2日～
4日にシンガポールに
て開催された、ＷＣ

ポスター前にて：私
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片岡　聡子（OT学科教員）・ 箭野　豊（OT学科３期卒）

土佐リハビリテーションカレッジ　作業療法学科

臨床OT ROM治療
～運動・解剖学の基本的理解から介入ポイン
ト・実技・症例への展開～の執筆にあたって

　日本作業療法士協会白書
のデータを経時的に見ると、
作業療法の手段として、この
20年ほどで、「関節可動域
訓練」を含む徒手的訓練が増
加傾向にあります。その一方
で、作業療法関係の書籍にお
いて、ROM治療に特化した
ものが少ない現状がありまし
た。そんな中、三輪書店発行

の作業療法雑誌「作業療法ジャーナル」にて、「これ
だけは知っておきたい！解剖・運動学に基づいたROM
治療」という講座が組まれ、全9回に渡り掲載されま
した。私自身、講座企画者の山本伸一先生の下、新人
時代から現在も指導を受けている経緯もあり、微力な
がら1回分の執筆に協力させていただきました。この
連載が大変好評だったことから、三輪書店編集者の勧
めにより書籍化に至っています。
　私自身、土佐リハではROM評価の講義を担当してい
ますが、基本軸・移動軸・参考可動域の理解とゴニオ
メーターの当て方などの指導に終始しており、ROM改
善とともに運動・活動に発展するような、治療として
のROM治療については、今でこそ授業に取り入れるよ
うになりましたが、それまではなかなか学生に伝えき
れていない現状がありました。同時に、臨床現場では
前述のような徒手治療の必要に迫られる場面も多く、
教育と臨床の解離も感じていました。実際、卒後教育
の一環として高知活動分析研究会という勉強会の企
画・運営をしている中で、現職者からも「触り方を勉
強したい」「実技を練習したい」という声も多く聞こ
えてきてきます。本書はまさに、そのような作業療法
士が求めていたものであったと感じています。その結
果として、2015年5月に初版が出版されましたが、同
年11月には第2版が増刷され、多くのセラピストに手
に取っていただいているようです。
　本書は、作業療法ジャーナルの内容に別法などを加
えることにより厚みをつけ、各関節の構造と機能の基
本的な理解、基本的な触れ方から知覚-運動を考慮した
手技、疾患別のROM治療実践としての症例報告から
構成されています。本書の大きな特徴は、単に可動域
を拡大するという目的に終わらず、運動・活動に発展

するための関節機能の回復を目指して理論展開・実践
をしている点にあります。これが、「臨床OT」とタイ
トルを付けられている意義であると考えています。実
技の具体的方法も非常にきめ細かく書かれており、な
ぜその部位を持っているのか、なぜその肢位を取らせ
ているのか、ある関節を動かしているとき、他の関節
および部位はどのような状態であるべきか…等、対象
者に触れるセラピストの両手が、それぞれに過不足の
ない意味を持つべきであることがわかります。1頁1頁
を紐解きながら、実践へと繋げていただき、対象者の
生活行為達成のための一助となれば幸いです。

松井　知之（PT学科３期卒）

丸太町リハビリテーションクリニック

パフォーマンスUP! 投球障害
運動連鎖から考える投球障害
～診察室からグラウンドまでをつなぐアプローチ～

　青少年野球選手の健康を守
る取り組みは、野球肩肘検診
や高校野球大会のサポートが
全国に広がっています。しか
し、投球障害によって野球人
生を断念してしまう選手は後
を絶たず、日常生活にも支障
を来たしてしまうケースもい
まだ存在します。
　投球障害のリハビリテー

ションは、患部である肩関節や肘関節のみへのアプ
ローチでは完治することが難しく、全身を評価する必
要があります。しかも短期間での競技復帰を目指さな
いといけません。投球動作という特殊な競技特性の理
解、さらにスポーツ現場との連携など一般診療とは異
なるケースが多々あります。
　われわれセラピストが投球障害の選手の問題点を早
期絞り込み、現場復帰するための具体的な考え方と方
法、将来的には投球障害の予防、パフォーマンスアッ
プにつながればという思いから、2014年4月に「運
動連鎖から考える投球障害」を出版致しました。本書
は投球障害の病態、評価の進め方、投球動作の分析方
法、競技復帰へ向けた実践トレーニングなど写真を多
く取り入れ、若いセラピストやこれから投球障害を勉
強する方にも読みやすい内容となっております。
　本書がわれわれセラピストの指導や治療方法の手順
をつかむきっかけになっていただければと思います
し、投球障害に苦しむ選手、スポーツ現場での指導者
のお役にたてればと思います。 

書籍紹介
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施設紹介
　2015年4月、丸太町リハビリテーションクリニッ
ク・洛和メディカルスポーツ京都丸太町という2つの
機能を持った施設が開設されました。京都市内の中心
部に位置し、施設面積は500㎡あります。丸太町リハ
ビリテーションクリニックでは、運動器の外来リハビ
リテーションに特化し、本格的なスポーツリハビリ
テーションに力を入れております。洛和メディカルス
ポーツ京都丸太町は、医療法第42条で認められた疾
病予防運動施設で、健康維持と介護予防を目的に、健
康づくりプログラムを提供しております。
　また本施設の特記すべき点として、最新型の
三次元動作解析装置（VICON）や筋力測定機器
（BIODEX）、筋電図測定装置（テレマイオDTS）、

体組成計（Inbody）などを取り揃え、障害の早期発
見、フィジカルチェック、パフォーマンスアップなど
を目的にスポーツ選手向け人間ドック「スポーツドッ
ク」を行っております。開設から半年余りで、既に
200名程度が受診され、好評を得ております。

らくらく連絡網への登録のお願い

未来会 PT登録用のアドレス　16234137@ra9.jp

未来会OT登録用のアドレス　16388898@ra9.jp
▼① 空メールを送信する。

▼② 返信されてきたメールの指示に従い、手続きをおこなう。

▼③ 再び「らくらく連絡網」からの返信（「メンバー登録完了」の旨の）を確認する。

※PT／OTで送信するアドレスが違うのでご注意ください！　⇒ 空メール送信後、直ぐに「らくらく連絡網」から返信が届きます。

《方　法》

《対　象》

  返信メールの本文内に掲載されているURLをクリックし、画面下にある“同意する”をクリックしてください。その後、メールアドレスや
氏名（フリガナ）、性別、所属（病院・施設名）、電話番号、生年月日等の必要事項を記入して頂く必要があります。必要事項が記入できま
したら、“登録”をクリックしてください。登録ボタンクリック後、登録手続き完了の画面になりましたら、その画面は閉じて頂いて構いません。

注）  いずれの手続きも、PCからも携帯電話からも行えます。しかし、携帯電話・スマートフォンで行う場合、PCからのメールを拒否設定し
ている方はそれを解除してもらう必要があります。

もちろん、上記連絡網は未来会の活動に関する連絡事項通知すること以外の使用目的で使用することはありません。
※ らくらく連絡網について詳しく知りたい方はホームページ（http://www.ra9.jp/）をご参照ください。
※ 無料のMLを使用しているので、各種広告メールが添付されていることがありますが、ご了承ください。

「メンバー登録完了」の返信メールは1～7日かかる場合があります。「メンバー登録完了」の返信に記載されている個人専用のページの
アドレスをブックマーク登録しておくと、今後便利です。

全会員（PT／OT・県内外問わず、1～ 20期までの卒業生全員）

　未来会では、数年前より「未来会会員の連絡網」を作成しております。連絡網の手段として、無料のメーリン
グリストサービスである「らくらく連絡網」を利用させて頂いています。出来るだけ多くの卒業生に登録しても
らい、色々な情報の発信をと考えております。まだ登録されていない方は、以下の手続き方法を確認の上、手続
きを行ってください。出来るだけ多くの卒業生に協力頂けると幸いです。
　以上、大変お忙しいところお手数をお掛けしますが、よろしくお願いします。

施設内

走行路 マウンド

走行路
33m

メディカルフィットネス
ゾーン リハビリゾーン
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　会員が未来に向けて飛躍するために数年前より卒後研修センターを立ち上げて、研究・研修・学習などの学術
活動への支援をしています。

学習支援
● 講義棟 4階の卒後研修センターでは、未来会で購入した PCと複合機を設置しています。これらを利用した文
献の検索やコピーを無料で行えます（利用に際しては、必ず土佐リハ教員の許可を得てください）。
●卒後研修センターで保管する図書（卒業生が執筆した）やDVDなどのメディアを徐々に充実させています。

文献検索：Medical Finderのサイト
　PTジャーナル、総合リハビリテーション、脳と神経（神経研究の進歩）などの文献は、USBキーMedical Finder のサイトより
PDF形式で文献ファイル（pdf）をダウンロードできます。

注目 LAN HDDを使用した文献データや動画ファイルの共有化について

　以前、LAN HDDのシステムを使用していまし
たが、故障に伴い使用できずにいました。今回新
たにシステムを構築します。これは、インターネッ
ト環境があれば、指定するサイトから未来会会員
専用のパスワードを用いてログインすることによ
り、場所を問わず論文や動画データを閲覧するこ
とができるようになります。
　使用を希望する場合は、下記の事務局メールま
で連絡してください。

未来会卒後研修センター

　この度、同窓会機関紙第18号を発行することができま
した。同窓会として、このような会報誌を会員の皆様にお
届けすることで、母校を懐かしんでいただき、更には母校
の発展、会員の親睦に繋がればと考えております。そこで、
同窓会活動の活性化、より内容の充実した会報を皆様にお
届けする為に、会員の皆様に会費2万円（一度のみ）のご協
力のお願いを申し上げます。6期生以前の卒業生は、振込
みでお願いしているため、まだ納入していない方がいます。
右記の振込先までお願いします。7期生以降の卒業生は、
ほぼ全員卒業時に入金頂いています。自分が納入済かどう
かは、未来会事務局まで問い合わせ下さい。

事務局だより
　より充実した同窓会の運営、母校発展、会員の親睦の為
に、ご理解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

振込先：ゆうちょ銀行
記　号：16470　　番号：12022261
名　義：土佐リハビリテーションカレッジ同窓会「未来会」

　今後の同窓会活動に関しては、皆様からのご意見を頂
戴し、検討をしていきたいと考えています。また、職場
の異動などがありましたら、未来会事務局までご連絡下
さい。
連絡先メール　mira ika i@tosareha.ac. jp

住所変更届、会費納入のお願い


