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　令和3年3月6日（土）、第25回目の卒業式が挙行されます。本年度は、理学療法学科39名、作業
療法学科36名が卒業し、新たな人生の第一歩を歩み始めます。本来であれば、新卒者歓迎会を盛大
に実施したいところですが、コロナ禍のご時世では大人数での会食は困難という決断に至りました。
　そこで、「オンライン」を利用した歓迎会を準備しております。24期生の歓迎会も実施できてい
ないため、「今年こそは！」の思いで、鋭意準備を進めております。現在、宅配サービスを利用した
オンライン飲み会ができないか検討しております。詳細に関しては決定次第、らくらく連絡網及び
LINE 公式アカウントからご連絡いたします。
　県外へ旅立った新卒生を含んだ、地域ブロックでの情報交換会も考えておりますので、是非参加の
程よろしくお願いいたします。

今まで県外でなかなか参加できなかった卒業生も久しぶりに、
同期生や先生方と顔合わせしませんか！？

25期生
卒業

祝
25期生ご卒業おめでとうございます！

未来会へようこそ！！

25期生オンライン歓迎会のお知らせ

© nonpi inc.

アンケート〆切

3/12（金）

参加者希望者は、定期総会アンケート
（下記QRコード）よりご登録ください。

定期総会・勉強会
【日　時】	 4月10日（土）　定期総会▶16：00～　勉強会▶16：30～18：30
【テーマ・講師】	『Motoric	Cognitive	Risk	Syndromeについて考える
	 －高齢者の有害事象を予測する新しい徴候－』
	 　滝本幸治先生（PT4期卒：奈良学園大学）

	 『病院リハから訪問リハへ転身してみえてきたもの』
	 　田村幸司先生（OT14期卒：てのひら訪問看護リハビリステーション）

現状案（変更の場合もあります。最新情報は上記連絡網よりご連絡致します）
開催日時　4月10日土曜日19:00 ～
25 期生は無料、24期生 2,000 円、１～ 23期生 2,800 円の負担をお願いします。
（残りは未来会が負担します）	
（右下の写真のようなおつまみと飲み物のセットの宅配サービスとなります）	
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24期生に向けた記念品について
　24期生の皆様、コロナ禍において如何お過ごしで
しょうか？社会人としてのスタートを新型コロナウイル
ス感染拡大によって、挫かれた方も少なくないと思い
ます。しかし、そのような逆境においても、飛躍的な
成長を成し遂げてくれているものと確信しております。
　さて、本来であれば令和２年４月11日に予定して
いた歓迎会で皆様の入会をお祝いさせていただく予定
でした。しかし、コロナ禍でその開催を見合わせてき
ました。出来れば歓迎会を開催し、直接皆様の入会を
お祝いしたかったですが、コロナ禍に陥って１年経っ
た今も、その終息の兆しは見えません。そのため、苦
渋の判断で歓迎会を中止することにしました。

　そこで今回、せめてもの歓迎の気持ちを記念品（判
子付きボールペン）という形に表すことにしました。
押印には「その内容に責任を負う」という意味があり
ます。日々実施する仕事に責任をもって取り組んで
欲しいという気持ちを込めて選んだ記念品です。ま
た、学生時代の思い出や、未来会の一員であることを
思い出してもらうために、土佐リハの校章や未来会
（Miraikai）の名称も刻みました。是非、白衣のポケッ
トに備えてご活用ください。
　最後になりますが、改めまして卒業おめでとうござ
います！そして未来会への入会を心から歓迎します。
これからは、共に学び共に成長していきましょう！

　初めに、昨年度までパラレルOT未来会
を運営していた松木さんから会長を引き継
ぎました、現在藤戸病院で働いています土
佐リハビリテーションカレッジOT23期卒
業の野崎雅義と申します。よろしくお願い
します。

　パラレルＯＴ未来会に参加してからの２年間を振り
返って、パラレルOTの皆さんの活動をサポートさせ
てもらい、先輩方との繋がりを持つ事ができました。
この先輩方との繋がりは、仕事で困った時に大きな
力・やる気となり、一緒に飲み会や食事など楽しい思
い出にもなりました。松木さんから会長を託される際
にこの思い出や経験を後輩に繋げたい、より良いパラ
レルOTを作りたいと言う思いで会長を引き受けさせ
て頂きました。
　会長を引き受け最初に当たった壁は新型コロナウイ
ルスの流行、今までの様に集まって話し合いや勉強会
を行う事ができず、これからどうしたらいいか悩んで
あきらめかけた時に、先輩方から、人との繋がりが少
なくなっている今、勉強会がない今だからこそ動くこ
とが必要ではないかというアドバイスを頂きました。
そこから直接集まって行っていた勉強会をオンライン

化する事になりました。2020年の勉強会の開催は間
に合いませんでしたが、今回の件から様々な学びを得
ることが出来ました。やると決まれば様々な方法が浮
かんでくること、個人の意見の大切さなど医療者とし
ても大切な事が、これからもパラレルＯＴのグループ
全員で相談し合い、より良いグループになるようにし
たいです。2021年には勉強会開催ができるように準
備を進めていきたいと思います。是非皆さん参加して
みてください。
　最後に、私はパラレルＯＴを勉強会や飲み会に参加
した時にそこに皆がいるような場所、頼りになる先輩
や、仲間がいる場所にしたいと思います。新型コロナ
ウイルスによって大変な状況が続いていますが、皆で
この新型コロナウイルスを乗り切りましょう。

令和２年度　パラレルOT未来会活動報告

※尊敬する先輩、仲間の一部の写真で、新型コロナウイルスが出てくる前の写真です。
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　今年１年を振り返ってみると、学生生活が昨日の
ことのように感じるほど怒涛のように過ぎていき、
大きな変化があった１年でした。私は学生時代に急
性期病院での実習を経験したことで、急性期病院で
の勤務を希望しました。
　現在は近森病院で主に脳卒中や神経難病等の患者
様を対象としたチームに所属しています。急性期か
らの関わりとなるため、患者様に対しては術後翌日
よりリスク管理に留意しながら作業療法を行ってい
ます。特に急性期はDr.からの安静度の指示に基づ
き、意識レベルや循環動態・呼吸状態等に注意をし
ながら離床訓練を行っています。また、ベッドサイ
ドの介入は、意識障害が軽～中等度の患者様に対し
てADLや高次脳機能評価と訓練を行います。そし
て、多部署と協力して直接自宅退院の可能性や継続
したリハビリテーションの必要性等の方向性につい
て検討をしています。
　私は急性期で働く中で重要だと思うことは、日々
患者様に変化のある時期ということもあり、リスク
管理やカルテからの情報取集に基づいた疾患の理解
だと思います。ですが、画像所見や採血結果などの
結果から、予測される病態を整理する事が特に難し
く感じています。そのため、日々上司に指導して頂
きつつ、自身でも勉強に励みながら作業療法士とし
てのスキル向上に努めています。
　作業療法士として働く中で記憶に残る出来事は、
意識障害があり重度片麻痺を呈した患者様を担当し
退院されるときのことでした。入院時は基本動作・

ADLは全介助～重介助
を要していましたが、
回復期病院へ転院時は
中等度～軽介助レベル
まで可能となり「もう
会えないのが寂しい、本当に良くしてくれてありが
とう」と感謝していただきました。私の職場は入院
期間も短いため、退院・転院をしていく患者様から
感謝の言葉をいただく度に、もっと良くできていた
のではないかと考えることがあります。業務に追わ
れる中で患者様の現状に目が向きがちになるため、
その方の大切な時間に関わる資格があるのかと悩む
こともあります。こういった未熟さを感じつつも、
いつも悩みを相談できる同期の存在や熱心に指導し
てくださる先輩方に支えられています。
　現在、世界的に流行している新型コロナウイルス
感染症の影響もあり、様々な場所で頑張っている仲
間とも会えず、勉強会などの開催も困難な状況が続
いています。ですが、また元の日常が戻ってくるこ
とを信じて、患者様にとって有益となるリハビリ
テーションの提供を行っていけるよう日々精進して
いきます。

新人（24期卒）からの一言

近森病院

松岡　英里（OT24期卒）

1年を振り返って
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　昨年はコロナ禍で卒業式も無く、学生生活が終
わったという実感が無いまま、社会人になりまし
た。今振り返ってみると、この1年はとてつもないス
ピードで過ぎていったように思います。私は、知り
合いがほとんどいない県外へ就職しました。一人暮
らしも初めてで身の回りのことを自分でしないとい
けないため、両親のありがたみを身に染みて感じて
います。仕事では業務や知識・治療技術向上のため
にやることが多く、ついていくのに必死ですが毎日
刺激のある日々を送っています。
　私は、学生時代に総合病院や脳神経外科で実習を
経験しました。その経験をもとに私は器用ではない
ため自分の興味のある分野に対して長けた理学療法
士になりたいと思いました。現在は、千葉県にある
整形外科病院の外来クリニックに勤務しています。
病院の規模も大きく、同期も全国各地から来ており
20人程います。また、コロナ禍で入社式や歓迎会
がない状態で他施設・他部署の先輩方との交流がな
かった為、とてもアウェイ感がありましたが、その
分同期と頻繁に連絡をとっており、同期にはいつも
支えられています。
　外来では評価・治療・運動処方を行うスピードや
評価の正確性が問われ、治療効果はもちろんです
が、自分自身の接遇が患者様の再診率に直結し、月
の単位数やノルマに影響してきます。そのため、私
はこの1年で技術だけではなく自身の第一印象やコ
ミュニケーション能力等の初めのつかみも重要であ
ると感じました。
　私が臨床1年を経験してみて、解剖学・生理学・
運動学・病態知識などが必要なことはもちろんで
すが、「なぜ？どうして？」等と何事にも疑問を持
ち、原因を探ることや自身の考えを整理し、相手に
伝わるように言葉にする事が改めて大切だと感じ
ました。なぜなら、来院される患者様は教科書に書
いていない様な症状や表現の仕方が人によって違

います。患者様の訴え
や何に困っているのか
等を聴取し、考察する
ことが必要ですが、初
めはただ評価・治療・
Home-exを提供することだけで精一杯でした。その
ため、症状はあまり良くならず、患者様に寄り添う
ことができていなかった時期がありました。その度
に先輩に相談しようとしても自分の考えがまとまっ
ていないため、うまく伝わらない事が多く、苦労し
ました。その状態を見ていたバイザーに自分の出来
ていないところを指摘され、自分自身を見直すきっ
かけにもなりました。それからは、疑問に思ったこ
とはそのままにせず、自身で調べ、分からないこと
は色々な先輩に相談するようにしました。そうする
ことで様々な考え方を吸収することができ、自分の
知識も増えて、患者様へより良い理学療法を提供で
きるようになってくると考えています。
　1年目はがむしゃらに頑張ってきましたが、2年目
からは後輩もできるため、冷静に落ち着いて仕事が
できるようにしていきたいです。業務も増えてくる
ので勉強も疎かにせず、勉強会への参加や自己研鑽
の機会を増やし、患者様へ還元できるようにこれか
も頑張っていきたいと思います。そして、私の夢は
スポーツ選手のコンディショニングやチーム帯同の
活動をしたいという夢があります。その夢を叶える
ためにこれからも突き進んでいきたいと思います。

医療法人社団	紺整会	船橋整形外科西船クリニック	理学診療部

篠田　果歩（PT24期卒）

コロナ禍での1年を振り返って
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　2020年４月より本校理学療法学科の教員として
就任しました近藤寛と申します。出身は愛媛県新居
浜市で、高校までは野球部に所属しており、部活動
中心の生活を送っていました。2010年から本校に第
14期生として入学し、香南市の山北キャンパスで３
年間、現在の大津キャンパスで１年間勉学に励みま
した。山北キャンパスは、自然豊かな場所で勉学に
集中できる環境であり、寮生活やサークル活動では
頼りになる先輩や気の合う同期、優しい後輩と出会
うことでき、毎日楽しい時間を過ごしました。大津
キャンパスでは、国家試験の合格に向けて夜遅くま
で勉強し、大変な時期でもありましたが、全体を通
して楽しく実りある生活を送ることができました。
　卒業後は高知大学医学部附属病院に10年間勤務
しました。高知大学では、整形外科疾患や糖尿病・
がん・肥満症などの内部疾患の患者さんを中心に子
どもから高齢者まで幅広く対応していました。ま

た、臨床だけでなく、主に糖尿病やがんに関する研
究を行っていました。
　教員としてのこの１年間は、新型コロナウイルス
の影響で遠隔講義から始まり、テレビ撮影や学校紹
介の動画編集など今までにないほどの新たな挑戦の
日々でした。対面での講義が可能になってからは、
学生からも歩み寄ってくれたおかげで楽しく過ごす
ことができ、本当にあっという間の１年でした。ま
た、高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科学の外来
で週に１回臨床に関わる機会をいただいており、教
育だけでなく臨床においても貢献できるセラピスト
になりたいと考えています。今後も多くのことに挑
戦し、学校や地域に必要とされるように日々努力し
ていきたいと思います。

新教員の紹介

近藤　寛	先生
愛媛県新居浜市出身　1988年生まれ
理学療法学科　PT14期卒

【略歴】
2010年３月：土佐リハビリテーションカレッジ　卒業
2010年４月：高知大学医学部附属病院　入職
2016年４月：高知大学大学院（修士課程）入学
2018年３月：高知大学大学院（修士課程）卒業
2020年３月：高知大学医学部附属病院　退職
2020年４月：土佐リハビリテーションカレッジ
　　　　　　		理学療法学科　講師

【資格】
日本糖尿病療養指導士
がんのリハビリテーション認定資格取得

【その他の活動】
高知県理学療法士協会　教育部

▲初ゼミ生

◀実技場面
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　令和2年度も例年通り年6回、対面形式での勉強会を企画していました。しかし、昨年度末から
の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、対面形式での勉強会を見合わせることを余儀なくされま
した。早期にコロナ禍が終息し、これまで通りの勉強会が再開出来ることを願っていましたが、
上半期を過ぎても終足の兆しは見えませんでした。そのため、下半期はオンライン会議ツールで
ある「zoom」を活用したリモート勉強会（下記）を開催することにしました。これまで馴染みの
なかったリモート勉強会は、対面で会えない寂しさや、実技系の勉強会を企画しにくいなどのデ
メリットがある一方、これまで参加出来なかった会場（土
佐リハ）近隣在住会員以外も参加できる大きなメリットを
生みました。今回の経験を次年度に生かし、全国にいる会
員の研鑚や交流の場を作っていきたいと思っています。な
お、リモート開催した勉強会（講師の承諾が得られたも
の）については、未来会の共有driveに保存する予定です
（当日参加いただけなかった方にも視聴していただくこと
が可能となります）。

　令和3年度の勉強会の予定は以下の通りです。今年度の経験を活かし、リモートでの勉強会を継
続して企画しました。是非、全国各地からご参加ください。詳細は開催1か月前を目途に未来会ホー
ムページやLINE、らくらく連絡網等にてお知らせします。もし「こんなテーマの勉強会をしてほし
い」、「○○先生の講義が聞きたい」などの希望がありましたら、事務局までご連絡ください。

学術部からの“報告”と“お知らせ”

報告

お知らせ

令和2年度　未来会　勉強会実績報告

令和3年度　未来会勉強会計画案

第1回　4月10日（土）	 『Motoric	Cognitive	Risk	Syndromeについて考える
	 －高齢者の有害事象を予測する新しい徴候－』
	 　滝本幸治先生（PT4期卒：奈良学園大学）
	 『病院リハから訪問リハへ転身してみえてきたもの』
	 　田村幸司先生（OT14期卒：てのひら訪問看護リハビリステーション）
第2回　6～7月（予定）	 『創り手意識とセラピストの両立を行い見えてきたこと
	 －10年後を想像したQOLの向上について－』
	 　住江知昭先生（OT	23 期卒：( 株 ) オン・ザ・プラネット　ライフサポート事業部）
第3回　8～9月（予定）	 『脳卒中患者に対する電気刺激・装具を用いた運動療法』
	 　井上あゆみ先生（PT13期卒：近森リハビリテーション病院）
第4回　10～11月（予定）	 『トイレ動作について』　森祐輔先生（OT13期卒：だいいちリハビリテーション病院）
第5回　12～1月（予定）	 『未定』　公文亮佑先生（PT17期卒：野市中央病院）
第6回　2月（予定）	 『新人発表のプレ発表』　（PT25期卒：２～３名）

第1回		9月25日（金）	 『臨床で役立つ！糖尿病に関する基礎知識と最新情報』
	 　近藤寛先生（PT14期卒：土佐リハビリテーションカレッジ）
第2回		1月19日（火）	 『食行動を支える嗅覚：匂いにおける運動の制御機構』
	 　箭野豊先生（OT3期卒：土佐リハビリテーションカレッジ）
第3回		3月4日（木）	 『新人発表のプレ発表会』
	 　①「左膝関節疾患を多数合併した症例を経験して～ T字杖歩行自立獲得を目指して～」
	 　　　竹口大樹先生（PT24期卒：田中整形外科病院）
	 　②「重度の左片麻痺を呈した患者様の移乗動作自立を目指した症例について」
	 　　　武市美咲先生（PT24期卒：白菊園病院）
	 　③「腰椎圧迫骨折患者の歩行改善に向けた介入」
	 　　　三木悠大先生（PT24期卒：近森リハビリテーション病院）

（令和2年9月25日：未来会初リモート勉強会の様子）
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　令和２年３月に高知大学大学院総合人間自然科学研
究科博士課程を修了し、博士号（医学）を授かること
ができました。今思えば、高知大学大学院の門を叩い
たのは、24歳の頃で、どの大学院へ行くべきか悩ん
でおりました。その時、宮本謙三先生から高知大学を
勧めていただきました。研究内容についてご多忙の中、
ご指導をしていただいたことを今でも覚えています。
竹林秀晃先生からは、学生時代より理学療法士・研究
者としての情熱を授けていただいたおかげで、今日ま
で到達できたと思っております。博士課程における研
究は、Chemosensory	Perception という医学雑誌
に「Impaired	Olfactory	Identification	of	Patients	
with	Cerebrovascular	Disease	Can	Be	Revealed	
by	Dual	Testing（２種の嗅覚検査で明らかになった
脳血管障害患者における嗅覚同定能力低下）」という
テーマで掲載される事になりました。この研究は、世
界で初めて脳血管障害において嗅覚障害を明らかにし
ました。さらに、嗅覚機能は検知能力と認知能力に大
別されますが、その中で脳血管障害の特有症状とし

て、認知能力が特異的に障害を受けることを明らかに
しました。嗅覚は、脳において発達を過ぎた後におい
ても可塑性が非常に富んでいる領域であり、脳血管障
害の麻痺改善を目指す上で良い経験を積むことができ
ました。現在においても高知大学協力の下で、脳血管
疾患やパーキンソン病に対する嗅覚機能の治療法の検
証を行なっております。ここで得た知見を理学療法の
分野に応用できるように今後も励んでいきたいと思い
ます。臨床以外には、土佐リハで非常勤講師もさせて
いただき、他にも中・高校生や一般の方対象の講演活
動や中学校での部活動（野球）指導を行なっておりま
す。土佐リハを卒業して 10年になりますが、とても
感じているのは、周囲の人や様々な先生方が支えてく
ださったおかげで今日があると感じております。今後
も様々な方々と繋がりながら活動をしていきたいと思
います。最後に土佐リハの宮本謙三先生・竹林先生、
高知大学院統合生理学講座の奥谷先生・山口先生・椛
先生においては、格別なご指導を賜り、誠にありがと
うございました。今後ともよろしくお願いいたします。

　2020年３月に、本校作業療法学科教員の稲富惇一
氏と桂雅俊氏（15期卒）、理学療法学科教員の渡邊家
泰（16期卒）が、２年間の大学院を卒業し修士号を
取得しました。大学院に通う目的は、学術的な側面か
らデータを分析して臨床に還元できるようになるため、
学校教員として高度な学生教育を提供できるようにな
るためでした。修士論文の作成は、専門学生時代より
も大学院生の主体性が求められ、普段の学校業務を並

行しながらの活動は大変でしたが「やればできる」と
大きな達成感を得られたように思います。週２日程度
の夜間通学や通信教育は大変と感じることもありまし
たが、それ以上に家族や職場の理解、協力があって成
り立っているものだと実感しました。子育て等の家庭
のサポートをして頂いた家族、そして「本当に修士号
は完成できるのかな？」と不安に思った際に、多くの
助言を頂いた職場の皆様には深く感謝します、ありが

博士課程を修了して
松山リハビリテーシ

ョン病院

博士（医学）

大森　一志（PT15期
卒）

「未来会会員の活躍」

～学校業務と大学院を両立
　　　　　　　　　　してみての感想～

土佐リハビリテーシ
ョンカレッジ

稲富　惇一（OT15期卒）

桂　雅俊（OT15期卒）

渡邊　家泰（PT16期卒）
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とうございました。大学院に通うようになるとは、遊
んでばかりで楽しかった土佐リハ学生時代には全く想
像しておりませんでした。しかし、気付けば３名とも
次は博士課程に進学です。月並みのことしか言えませ
んが、大学院の学費や時間を費やしてまで得られるこ
とは何か？自分だけのことではなく、周囲の人のため
に好影響となる活動を行えるように、成長していきた
いと思います。土佐リハ教員として最も若い３名が、
土佐リハのために、そしてこの機関紙を読んでいただ
いている卒業生と良い繋がりを築けるような教員にな

りたいと思います。今後も、ご支援のほど宜しくお願
いします！

　2020年３月に吉備国際大学大学院の博士前期過程
を修了し、修士（理学療法学）の学位を取得しました。
修士過程を修了するまでには沢山の「出逢い」があり
ました。
　思い返すと、臨床１年目に高知医療センターで勤め
ていた頃、私は２人の白血病の患者様との出逢いがあ
りました。私より同年代もしくは若いのに歩くことが
困難な患者様の状況を目の当たりにした時、私は衝撃
を受けたと同時に理学療法士としてなんとか力になり
たいと強く思ったことを覚えています。臨床２年目に
京都大学医学部附属病院に入職してからは、臨床生活
を送りながら、研究活動を始めました。研究内容はも
ちろん血液腫瘍患者さんを対象にしたものです。私が
入職するまでに蓄積されたデータの山を整理しなが
ら、倫理委員会の申請作業を行うなど今まで行ったこ
とのない大変な作業も多かったですが、特に大切にし
たことは医師や病棟看護師などと積極的にコミュニ
ケーションをとることでした。その苦労も実りつつあ
り、現在では医療者全員で患者様を支えるチーム医療
がより充実して実践できています。
　そのような日々を送るなかで、さらなるスキルアッ
プのために大学院に進学したいという気持ちが芽生え
てきました。そんな時、私が最も信頼している職場の
同期の紹介と後押しもあり吉備国際大学大学院に進学
することになりました。大学院での研究内容は「造血
幹細胞移植患者さんに対するリハビリテーション」で
あり、主指導である原田和宏先生には研究の基本的な
部分から丁寧に指導して戴きました。大学院２年間は
本当にあっという間でした。とにかく多くの論文を検
索し読み込んだ日々でしたが、その作業や習慣は財産
になっています。ほかにも国際学会での発表や様々な

研究テーマで研究を実践する大学院生との出逢いは刺
激的であり成長するきっかけを戴きました。
　高知医療センターでの２人の患者様との出逢いが今
の私の根底を作っており、今もなお支えてくれている
ことは間違いありません。思い切って高知県を離れて
現在の職場に入職したこと、大学院に進学するきっか
けを与えてくれた同期との出逢い、大学院での素晴ら
しい指導教員、大学院生との出逢い、この１つ１つの
素晴らしくかけがえのない出逢い「点」が少しずつ繋
がって「線」になってきているような気がします。そ
もそも大学院に進学できたのは土佐リハビリテーショ
ンカレッジを卒業して「高度専門士」を取得できたか
らであり、現在までに形成されている線の「最初の原
点」だと原稿を執筆しながら感じました。
　次の目標は、博士後期過程に進みさらなるスキル
アップを目指すことです。今後も沢山の「点」を増や
していきたいと思います。そのためには困難なチャ
レンジをすること
も重要だと思って
います。将来的に
「点」で形成され
た「線」がどこま
で伸びるか私自身
も楽しみです。

大学院修士課程修了までを振り返る
　　　　　　　　　　　　　　　-点と線-

京都大学医学部附属
病院

リハビリテーション
部

濱田　涼太	（PT	18期卒）
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　今年度はコロナ禍において、自宅で過ごす時間が増
えたこともあり活動機会の減少に伴う体力の低下（廃
用症候群）が全国的に叫ばれているかと思います。そ
のような状況の中で、「リハビリテーションの養成校」
として何か世の中に発信できることはないかと考え、
PT 学科の近藤	寛氏・渡邊	家泰氏、OT学科の稲富	
惇一氏・桂を中心に在校生の協力も得つつ、２社の
TV局（高知放送、さんさんテレビ）に取材に来てい
ただきました。
　具体的な内容としては、自粛生活のなかで自宅でも
実施可能なストレッチやスクワット・体と脳の体操
（コグニサイズ）・親子でできる活動（雑巾掛け・けん
玉）などを実施し、放送時には非常に良い反響をいた

だきました。また、個人的に嬉しかったこととして、
OT3 期卒の浅川	英則氏より個別にご連絡をいただ
き、「TV見たぞ！土佐リハえい取り組みしゆうなぁ！」
と言っていただいたことでした。最近は、SNSの普
及もあり TV離れも囁かれておりますが、卒業生の
方々からこのようなコメントをいただけると、「皆さ
ん、見てくださっているんだな」という気持ちと同時
に、土佐リハが益々発展していくためにも高知県民の
皆さまにとって有益な情報を発信していく必要性を強
く感じました。今後も継続して様々な情報を発信して
いきますので、温かな目で見守りとご支援をいただけ
れば幸甚に存じます。何卒よろしくお願いいたします。

　2020 年 11月１日に新型コロナウイルスの感染対
策を十分に行った上で、オーテピア高知図書館と共催
にて転倒予防教室を実施しました。この企画は、従来
の介護予防教室の課題である参加者のフォロー（知識
の更新・体操の種類を増やす、等）を解決する上で、
図書館所蔵の転倒予防関連書籍の展示・貸出が一助に
なるのではないか、と考え提案しました。そして、こ
の企画をオーテピア高知図書館の司書さんに提案した
ところ共感を得ることができ、共催にて行う運びとな
りました。
　準備の段階では、まず竹林学科長をはじめ、同僚の

桂氏・渡邊氏・石本氏・萩原氏・近藤氏の協力を得て、
より良い内容になるよう意見を出し合いました。その
意見をもとに、司書さんと打ち合わせを重ね、書籍の
貸し出しに繋がるよう、講義資料や体操内容はすべて
図書館所蔵図書から引用する、参加者に対し貸し出し
手続きの説明を行う時間を設ける、と様々な工夫を施
すようにしました。また、職場である土佐リハからの
様々な支援や宮本校長・宅間副校長・片岡学科長の後
押しもあり、円滑に準備を進めることができました。
　結果は大成功で、アンケート結果は従来の介護予防
教室より高い満足度となり、実施後に貸し出された本

TV取材を通した情報発信の意味と有用性

転倒予防教室　～土佐リハ×オーテピア高知図書館～

土佐リハビリテーションカレッジ　桂　雅俊（OT15期卒）

土佐リハビリテーションカレッジ　稲富　惇一（OT15期卒）
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は数十冊にも上りました。新型コロナウイルスの影響
で自粛期間が続いており、高齢者の身体機能低下が問
題視される中で、このような企画を行うことができ良
かったと感じています。
　最後に、新型コロナウイルスによる影響で大変な時

期であったにも関わらず、一緒に活動を行なってくだ
さった同僚の方々、応援してくださった職場・上司の
方々には感謝しかありません。この場を借りて改めて
お礼させて頂きます。

　2020 年 １ 月 に 本 邦 最 初 の Coronavirus	
Disease2019（COVID-19）感染者が報告されて
以降、医師・看護師を中心とした医療従事者は最前
線で COVID-19 患者の治療にあたっている。特に
COVID-19 に対する急性期治療は生命維持管理装置
（人工呼吸器や人工心肺など）や人工呼吸器との同調
性維持や体動防止のための筋弛緩剤投与などの影響に
よって重度の身体機能障害を呈するリスクが高く、リ
ハビリテーションスタッフの需要が世界的にも高まっ
てきている。
　当院リハビリテーション部でも院内クラスター発
生の予防のため、診療体制の縮小を決定し、同時
に COVID-19 専属チームが結成された。専属チー
ムに配属された場合は通常の臨床業務からは外れ、
COVID-19 病棟に専従という業務形態になる。専属
チームに配属されたスタッフは直接陰圧室内でリハビ
リテーション介入を実施するため、事前準備として個
人防護具（PPE）の使用などを感染制御部より指導を
受け、感染予防対策を徹底できるよう改めて学んだ。
　配属後の１日の流れとしては、医師・看護師・薬剤
師・臨床工学技師など様々な医療スタッフで結成され

た学際的チームでのカンファレンスから始まり、日々
の患者さんの状態を他職種で共有し、それぞれの職種
から意見を述べながら治療方針を決定することから始
まる。リハビリテーションスタッフからは、前日のリ
ハビリ状況や評価の結果、今後の方針などを他職種に
積極的に情報共有することを心掛けた。カンファレン
ス終了後、陰圧室でのリハビリテーション介入が始ま
る。陰圧室に入室する前には病院から供給されるスク
ラブに着替える必要があり、PPE に関しては提示さ
れた着脱手順を確認しながら手順に抜けが無いように
徹底した。特に装着時はガウンに隙間ができないよう
に手や目が届きにくい部分は看護師にチェックしても
らう必要があった。
　私が介入した患者を１例紹介する。本患者も PCR
が陰性化していない状態からリハビリテーション介入
を開始した。CT 所見上 COVID-19 に特徴的な胸膜
直下のすりガラス影、自覚的呼吸困難感の増悪を認め
ていた。COVID-19 患者に対する介入経験が皆無で
あったこともあり、全身状態や呼吸状態に注意をしな
がら離床を進めた。長時間の陰圧室内での介入は感染
リスクという面からも避ける必要があり、短時間でよ

　この度、高知新聞社が運営する、ココハレ～高知の
子育て応援ウェブメディア～に取材をしていただきま
した。ココハレとは、高知で子育てをするお父さん、
お母さんを応援するために、高知新聞社が立ち上げた
子育て世代向けのウェブメディアで、子育てのヒント
になるような情報を高知県民向けに発信しています。
今回の取材では、発達性協調性運動障害に関する話を
中心に、書籍紹介を交えながら行いました。詳細はコ
コハレ内の『「うちの子、不器用？」「運動が苦手かも
…」「発達を促す遊びは？」リハビリの専門家おすす
めの本を紹介します：https://kokoharekochi.com/
article/feature/recommend/n10709/』を見てく

ださい。
　取材の運びとなったのは、今回の機関紙記事で載せ
ている、オーテピア高知図書館との共催がきっかけで
した。様々な他業種と力を合わせることで、色々な繋
がりができ、結果誰かの力になれていること実感した
本年度でした。未来会会員の皆さまで、これを取材し
てほしい！ということがあれば、お力になれるかもし
れませんので、頼っていただければと思います。最後
に、ココハレでは家族で楽しめるおでかけ情報も掲載
されていますので、週末家族でのお出かけの際に、ぜ
ひ活用してください！

高知新聞取材を受けました

COVID-19患者に対するリハビリテーション介入経験

土佐リハビリテーションカレッジ　稲富　惇一（OT15期卒）

京都大学医学部附属病院リハビリテーション部　濱田　涼太（PT18期卒）	
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り多くの情報を得ることが必要であった。また、正面
からの介助や患者との密着回避、ベッドなどの周辺危
機などへの不要な接触などにも注意を払う必要があっ
た。こういったセラピストの動作制限や補助具の使用
制限によって通常診療で有効とされるプログラムの実
施が困難となり、適宜対応をする必要があった。しか
し、先述した制約や課題に直面しながらも介入を継続
した結果、介入開始時ではCOVID-19 による低酸素、
呼吸困難感の増悪、治療の影響や臥床時間の増加によ
る四肢の筋力低下を認めていたものの、最終的には歩
行を再獲得することができた。本患者はその後 PCR
結果も陰性化し、現在では無事に職場復帰を果たして
いる。
　COVID-19 患者に対するリハビリテーション介入
においては緊張感も今まで以上に高まるが、病態や感
染予防対策を「正しく理解し、正しく恐れる」ことが
重要であることを改めて感じた。COVID-19 患者の
機能・社会的予後を改善させるためには、他職種での
協業体制がより重要になってくる。
　このような状況が今後どうなるかは誰も予想ができ
ないが、ウィズコロナ時代と言われる現状において、

リハビリテーションスタッフの必要性や存在感は今後
さらに増すと思われる。今後も急性期病院で働く医療
従事者として少しでも患者の力になれるように全力を
尽くし、現在問題となっているCOVID-19 発症後の
後遺症を軽減できるよう介入を継続していきたい。

　新型コロナウイルスの影響拡大により、様々なイベ
ントの中止・延期が相次ぎ、開催を予定していた学会
も通常開催が不可能な状況でした。そんな中、2020
年９月 25日から 10月 25 日の１ヶ月間、日本作業
療法学会はWeb開催が決定しました。開催予定地が
新潟県ということもあり、打ち上げで飲むお酒を楽し
みにいい緊張感で取り組んでいましたが、まさかのオ
ンラインでの発表登録となり、落胆した反面で、伝え
方に拘ることができました。画面上で、他者が理解し
やすいスライドの見せ方や聞き取りやすい声など、そ
の場での受け答えができないため、より一層配慮しな
がら行いました。
　今回、私は「回復期脳卒中患者に対する修正CI 療
法の試み」と題し、職場の方の協力を得ながら、参加
させて頂きました。内容は、エビデンスの確立された
CI 療法から派生した、修正CI 療法を用いて当院の回
復期リハビリテーション病棟における実施可能性につ
いて検証しました。回復期で修正CI 療法を行った研
究はまだまだ少ないため、先行研究を参考に適応基準
を設けて対象者を募り、10週間での介入変化を前後
比較で結果を分析しました。Web開催ということで、
質問やご指摘をその場で頂くことができず、意図した

内容が他者にしっかりと伝わっているのか、掲載終了
後も不安と緊張で達成感がなく、最終日でようやく安
堵感が広がりました。顔を突き合わせて行う学会発表
とは異なり、聞いていただける方の表情や雰囲気を読
み取ることができないことはオンラインで行うことの
弊害かなと感じました。
　最後に臨床３年目になり、初めて学会発表を行うこ
とができました。参加と活動の観点から作業療法の質
に期待が高まる中で、日進月歩のリハビリの世界で新
しい知見を得ながら、私自身も学術活動を通じてアウ
トプットしていければと考えています。自分らしく対
象者に還元できる
ようにこれからも
努力していきたい
と思います。

第54回　日本作業療法学会に参加して

岸和田リハビリテーション病院　浪上　滉司（OT22期卒）
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片岡　聡子

土佐リハビリテーションカレッジ
作業療法学科　学科長

「脳卒中×臨床OT」
―「今」、リハ効果を引き出す

具体的実践ポイント―
　本書籍は、山本伸一氏が率いる山梨リハビリテー
ション病院作業療法課全職員とそのOB・OGで執筆
されたものである。私もOGとしてActivityについて
の内容を共同執筆させていただいた。また、土佐リハ
卒業生の濱渦健弘君（作業療法学科19期）も手の運
動療法アプローチについて執筆している。編著者の山
本先生自身は、多数の書籍を執筆・出版されている
が、この書籍に関しては、私が在籍していた10年以
上前から、「山リハ作業療法課全員で書籍を創る」と
いう山本先生の夢でもあった。それだけに、２年以上
の編集期間をかけて練られた思い入れの強い一冊と
なっている。
　タイトルにもあるように、「今」この瞬間、対象者
のこの反応に対して、如何に的確にかかわり、効果を
上げるか、ということに長けた山本先生の技術が、非
常に実践しやすく言語化され詰め込まれたものとなっ
ている。脳卒中のリハビリテーションにおいて、エビ

箭野　豊（OT３期卒）
土佐リハビリテーションカレッジ

環境適応　中枢神経系障害への知覚
探索アプローチ　実践実技ノート
　卒業後すぐに山梨県の富士温泉病院に就職し、環境
適応講習会に携わり21年になります。臨床実習で当講
習会の代表である柏木正好氏（現：柏塾塾長）の治療
に大変感銘を受け、『この治療技術を身につけた
い！』という想いを抱き、高知を離れたことを今でも覚
えています。1999年の入職当時、環境適応講習会はボ
バースコンセプトのインフォメーションコースの一環
として開催されていました。私にとって「環境適応」ア
プローチは、運動療法（ボバースコンセプト）の治療
技術が作業療法に直接応用できる点に魅力を感じ、懸
命に取り組んでいました。現在は北海道から沖縄県ま
で四国を含む全国19の都道府県で講習会が開催されて
います。残念ながら2020年度は新型コロナウイルス感
染症の影響ですべての開催が中止となりましたが、
2021年度はオンラインでの開催を準備しています。
　本書（2020年12月25日三輪書店より出版）は、
「平面適応・移動空間」、「洗体・更衣」、「アク

デンスのある治療が重要であることは言うまでもな
い。しかし、エビデンスがあると言われている治療を
オートマティックに行うだけでは臨床現場では通用し
ない。脳という複雑な臓器を損傷した対象者の病態像
やパーソナリティには多岐にわたる個別性があり、同
じ損傷部位であっても、みられる反応は多様であるか
らである。だからこそ、日々の臨床は簡単ではない。
一つ一つの反応を丁寧に捉え、考察することが必要
である。その集積がこの一冊となっている。巻頭の項
に、医師であり脳卒中当事者である同病院の山城亘央
氏の山梨リハでのリハビリ経験の考察は圧巻であり、
我々の実践してきたことは間違いではないと感じさせ
てくれる。
　また、書籍内にはコラムとして、セラピスト自身の
キャリアサポートとなる内容がちりばめられている。
これこそがチーム全体としてモチベーションと技術力
を高め、高いレベルで対象者に貢献できる秘策となっ
ていると感じる。全員が執筆できるチームはなかなか
無い。まさに、「対象者のため、そしてセラピスト自
身のため」と常々言われていることが体現された結晶
であろう。

ティビティ(activity)」、「食事」の各々のテーマに
基づいた環境適応講習会のなかで、継続して提案して
いる実技をまとめた1冊です。	柏木氏はリハビリテー
ション領域の臨床家の立場から、片麻痺者の本質的な
問題は何か、そして、セラピストが具体的に実践すべ
き項目は何か、を問い続けてきました。その内容を講
習会の全国各支部長と講師陣が取りまとめた書籍と
なっています。
　私はActivityと食事の2編を分筆担当させていただ
きました。食事では、私が研究で取り組んでいる「嗅
覚」関連のトピックスを食事の問題と解決の一助と
して考察しています。また、土佐リハ3期卒の藤本弾
氏（総合病院回生病院：四国環境適応講習会講師）
もActivityにて分筆担当しています。本書が皆さんの
日々の問題解決のための「いとぐち」になること、臨
床の対象者さん
の治療の一助に
なりますことを
心から願ってい
ます。

書籍紹介

同書は未来会にも寄贈されました。

総合病院回生病院

藤本　弾（OT３期卒）

濱渦　健弘（OT19期卒）
山梨リハビリテーション病院
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あの人は今

　作業療法学科3期卒業の望月（旧姓：東）靖一郎です。
作業療法士となり早 20年以上がたちました。学生時
代は、よく遊び・よく呑み・程よく学びの学生生活で
した。無事 4年間の学生生活を終え、精神科分野か
身障分野にするのか迷っていたところ、現校長である
宮本謙三先生から姫路赤十字病院の作業療法室開設の
勧めがあり、就職することとなりました。姫路赤十字
病院では新生児から高齢者、急性疾患など様々な疾患
に対して作業療法を学ぶことができました。また姫路
では同病院で知り合った整形外科の医師と結婚するこ
とになりました。結婚をきっかけに二人の地元が大阪
であることから病院を辞め、大阪に戻り以前から興味
があった地域医療をする為、松本起士先生を慕いメデ
ィケア・リハビリ訪問看護ステーションに就職、大阪
市内での訪問リハビリ事業に関わることとなりまし
た。当時は訪問リハビリの認知は低く、私は居宅事業
所や病院などに営業に行き、訪問リハビリについて話
して回りました。今までは白衣での仕事でしたが、ス
ーツ姿で外回り営業することの大変さを感じた時代で
した。なかなか依頼件数も伸びず悩んでいたところ、
大阪医専の教員依頼の話がありました。昼間は訪問リ
ハビリ、夜間は教員の仕事を掛け持ちする生活。大阪
医専では身障分野・評価学などを担当させていただき
ました。人に教えることで今までのいい加減さを痛感
させられ、教科書を通し基本に返れる良い機会となり
ました。その後 2人の娘に恵まれ、妻が勤務医であ
ったことから仕事よりも子育てを優先し大阪医専を辞
め主夫業中心の生活、保育所へ送り、日中は訪問リハ、
終われば保育所に迎えに行き夕食の支度、お風呂に入
れるなど子育て中心の生活を送りました。

　現在は子供も中学生となり、自身の仕事として
POST合同会社を立ち上げ、人材の派遣等を行いなが
ら、訪問リハビリ、妻の整形外科医院の事務等を行っ
ています。
　3期の皆さんお元気ですか？皆さんの活躍を聞くた
びに、自分の活力となっています。

もちづき医院　望月　靖一郎（OT3期卒）
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「つながりを大切に！」
皆さん、こんにちは。10期卒の石野泰央と申しま

す。今回、執筆のご依頼をいただきましたので、土佐
リハ時代の思い出から、現在、取り組んでいることを
少しご紹介いたします。　　
私は、初代竹林組の組員として、あの自然豊かな

人情味溢れる山北みかんの里で 4年間を過ごしまし
た。静岡県出身の私は、「どうせなら新しい土地で挑
戦したい」と思い、社会人経験者として土佐リハの門
を叩きました。入試の面接では「なんてアットホーム
な学校だ…」と衝撃を受けたことを鮮明に覚えていま
す。現役生と仲良くやっていけるか不安もありました
が、その思いはすぐに払拭されました。社会人経験者
には、面倒見の良いお兄さんお姉さん、面白いお兄さ
ん、いじられキャラのおじさん、それを見守る優しい
女の子達、明るくみんなをまとめる男子達などなど、
個性豊かなメンバーが揃い、明るく破天荒な師：竹林
先生の基、勉強や遊びを通し様々な経験をみんなで共
有することができました。
現在は、「静岡リハビリテーション病院」に所属し、

入院患者様への治療にあたると共に、県から委託され
ている「地域リハビリテーション広域支援センター」
の事務局として、静岡市で活動を続けています。
昨今、様々な場面で地域包括ケアシステムの構築

に向けての取り組みが成される中、多職種連携という
言葉を耳にする機会が多くなっています。私達、リハ
ビリテーション専門職も、一人の患者様を支援してい
く上で、多職種との関わりは重要です。また、広域支
援センター事業についても多職種連携の推進が役割の
一つとなっています。しかし、実際はどのように連携
を推進していけば良いのか不明確なまま、この言葉を
頻繁に使用していた時期もありました。また、臨床業
務に加え地域リハ事業に費やす時間が増えていくにつ
れ、本来の理学療法士としての仕事のあり方について
悩んだ時期もありました。
そんな折、実習地訪問で静岡に来られた先生方と

会うたび、「お前は何でも屋になれ！」「目の前に来る
仕事を一生懸命こなせば何時か…」といつも励まして
くださいました。元々、物作りや園芸、釣りなど趣味
が多く、何でも自分でやることが好きな私ですが、今
思えば、学生の頃も同じことを先生方に言われていま
した。理学療法士とは…といった固定概念にとらわれ
ていた私ですが、その頃より、地域の仕事にも前向き
に取り組めるようになりました。また、県士会業務

や学会運営等にも積極的
に関わることで、さらに
人とのネットワークの重
要性を感じられるように
なりました。人とのつな
がりが増えていくにつれ、
幅広い視野で物事を考え
られるようになり、様々
な職能団体との連携や、
リハ職の活動の場を広げるための市行政との関わりも
得られるようになりつつあります。今では、この連携
事業の取り組みを少しずつ認めてくださり、研修会や
シンポジウム等へのお声掛けもいただけるようになっ
ています。
これらは全て、人とのつながりがあってこそのも

のだと改めて大切さを実感しており、学生時代の仲間
との経験が活かされているのだと思います。これから
も、土佐リハ卒業生として、胸を張って地域での活動
の「わ」を拡げていきたいと思います。
最後になりましたが、今回お声かけいただきまし

た、竹林先生をはじめ土佐リハの先生方、この場を借
りて感謝をお伝えすると共に、皆様方の益々のご発展
をお祈り申し上げます。

静岡リハビリテーション病院　石野　泰央（PT10期卒）
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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。

Google	Driveを活用した文献データや動画ファイルの共有化
　Google	のオンラインストレージサービスであるGoogle	Drive を使用して文献データや動画ファイルの共有化
ができるようになっています。スマートフォン、タブレット、パソコンでインターネット環境あれば、どこからで
もアクセスでき、場所を問わず論文や動画データを閲覧することができます。
　閲覧希望の方は、未来会事務局（メール・電話）までご連絡ください。

未来会卒後研修センター

≪文献検索サイトのご紹介≫
　本校が、medical	finder 法人サービス（https://webview.isho.jp/cid）の契約をおこなったため、遠隔地
からもサイト経由にて以下の文献がダウンロードできるようになりました。希望の卒業生は、未来会事務局ま
でご連絡ください。
　「理学療法ジャーナル、作業療法ジャーナル、作業療法、総合リハビリテーション、BRAIN	&	NERVE（脳と神経、
神経研究の進歩）、臨床整形外科、リハビリテーション医学、脊椎脊髄ジャーナル、地域リハビリテーション」

注目

No .23

未来会事務局　e-mail：miraikai@tosareha.ac.jp（未来会事務局代表）　TEL：088-866-6119（土佐リハ内）

らくらく連絡網への登録のお願い

LINE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 PT 用
https://lin.ee/8DfgqvU

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 ～ 25 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。

　これまで連絡手段として、前述の「らくらく連絡網」を活用してきました。
しかし、近年のメール離れなどもあり以前ほど連絡が行き届かなくなりまし
た。そこで、数年前より「LINE 公式アカウント」を作成しました。当分は、
両者を併用しながら、情報発信の充実を図りたいと考えております。恐れ入
りますが、未登録の方は以下のリンクから、友だち追加をしてください。

未来会 OT用
https://lin.ee/n4KYZRJ


