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土佐リハビリテーションカレッジ25周年記念
未来会研修大会のお知らせ

　土佐リハビリテーションカレッジは今年で開校25周年を迎えます。1997年３月に１期生が卒業
された時は、両学科合わせて40名であった卒業生も1,200名を超えるまでになりました。　　
　「未来に向けて頑張ろう」「自分達の力で未来を切り開いていこう」という思いを込め、梅澤俊一 
初代校長に命名いただいた「未来会」、土佐リハ１期生卒業と同時に発足した本会は、卒業生の皆
様に支えられ、20年間継続し成長してきました。今回はその足跡を確認し、更なる飛躍を目指す
べく25周年記念研修大会を企画しました。つきましては、盛大に25周年を祝しご参加いただきま
すよう、宜しくお願い申し上げます。

大会長　箭 野　　豊
（土佐リハビリテーションカレッジ 作業療法学科：OT学科３期卒）

【日　時】	 2018年4月14日㈯　9:45～16:30
【場　所】	 土佐リハビリテーションカレッジ　講義棟	大講義室
【参加費】	 無　料
【対　象】	 未来会会員（土佐リハ卒業生）、会員外の方（PT/OT/STまたはその学生）も
	 参加可能です。

プログラム

９：00 受 付 開 始

９：45 開 会 式

10：00～10：25 記念講演①
「動物を用いた基礎研究と痛み研究」
　講師：奥田 教宏 先生　土佐リハビリテーションカレッジ（PT学科9期卒）
　座長：大森 貴允 先生　松山リハビリテーション病院（PT学科9期卒）

10：30～10：55 記念講演②
「急性期脳卒中リハビリテーション」
　講師：小川 真輝 先生　高知大学医学部附属病院（PT学科12期卒）
　座長：橋本 洋平 先生　芸西病院（PT学科12期卒）

11：00～11：25 記念講演③
「ボツリヌス療法とロボットリハビリテーションの複合療法について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～大学院で学んだこと～」
　講師：奥野 剛史 先生　専門学校健祥会学園　作業療法学科（OT学科6期卒）
　座長：岡村 忠弘 先生　脳損傷友の会 高知 青い空　作業療法士（OT学科6期卒）

11：30～11：55 記念講演④
「訪問看護ステーションにおける対象領域の幅 ～OT・8年目の今～」
　講師：山本 洋輝 先生　株式会社セラピット 訪問看護ステーション リハ・リハ（OT学科15期卒）
　座長：稲富 惇一 先生　土佐リハビリテーションカレッジ（OT学科15期卒）

12：00～12：20 休 憩

12：20～13：20
未 来 会   
定 期 総 会

（ 昼 食 ）

未来会会長　竹林 秀晃　３階 305中講義室
※詳細は3ページをご参照ください。

13：30～13：55 記念講演⑤
「地域包括推進部 認知症班の取り組み」
　講師：今城 可嗣 先生　藤戸病院（OT学科10期卒）
　座長：森 恒太 先生　芸西病院（OT学科10期卒）

14：00～14：25 記念講演⑥
「変形性股関節症に対する人工関節置換術と理学療法 ～当院における取り組み～」
　講師：濱田 涼太 先生　京都大学医学部附属病院（PT学科18期卒）
　座長：下川 貴大 先生　国立病院機構　徳島病院（PT学科18期卒）

※無料託児所を開設致します。申込みについては、３ページをご参照ください。
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14：30～14：55 記念講演⑦
「入谷式足底板の紹介」
　講師：長谷川 文人 先生　備前市立備前病院（PT学科7期卒）
　座長：篠原 博 先生　宝塚医療大学（PT学科7期卒）

15：00～15：25 記念講演⑧
「建築分野でOTが出来ること」
　講師：田中 一理 先生　リフォーム会社（OT学科15期卒）
　座長：西 洋平 先生　南国病院 在宅医療支援センター 精神科デイケア（OT学科16期卒）

15：30～15：55 記念講演⑨
「地方病院での1人職場 ～地域とのつながり～」
　講師：中田 万智 先生　室戸病院（PT学科16期卒）
　座長：土居 仁 先生　海里マリン病院（PT学科17期卒）

16：00～16：25 記念講演⑩
「小児分野における地域サポートと課題 ～作業療法士の視点から～」
　講師：岡田 あずさ 先生　兵庫県立こども発達支援センター（OT学科13期卒）
　座長：森 祐輔 先生　だいいちリハビリテーション病院（OT学科13期卒）

16：30 閉 会 式

19：00 記念祝賀会・22期生新入歓迎会　　※詳細は以下をご参照ください。

【日　時】	 2018年4月14日㈯　12:20～13:20
【場　所】	 土佐リハビリテーションカレッジ　講義棟３階　305中講義室
【対　象】	 未来会会員（土佐リハ卒業生のみ）

定期総会

※当日、定例総会に出席される方は、お弁当と飲み物をご用意します。（返信はがきにて、事前申込みが必要です）
※定期総会に出席されない可能性がある方は、返信はがきの委任状に署名・捺印の上、投函をお願いします。

※事前申込みが必要です。

※事前申込みが必要です。

【場　所】	 ザ	クラウンパレス新阪急高知
	 4階	フローラ
【会　費】	 5,000円　（22期生は無料）
【申込み】	 	件 名を「 記 念 祝 賀 会申込み」とし、

miraikai25@tosareha.ac. jpに
①氏名、②所属、③卒業期を記入して送
信ください。1名につき1メールで申込み
ください。22期生も同じ方法でお願い
します。

記念祝賀会・22期生新入歓迎会

〆切り：2018年４月４日㈬
※キャンセルは４月10日までにご連絡ください。当日キャンセルは会費を徴収する場合がございます。

担当：土佐リハビリテーションカレッジ　作業療法学科　稲富 惇一

託児所のご利用（研修大会のみ）

託児所を無料開設致します。ご利用の方は、以下の申込み方法に沿って申込みください。
申込み方法： 件名を「託児所申込み」とし、miraikai25@tosareha.ac.jpに①氏名、②所属、③卒業期、④ご

利用されるお子様の人数・年齢を記入して送信ください。1名につき1メールで申込みください。
担当：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

至 伊野 I.C. 至 南国 I.C.

至 岡山 （瀬戸大橋）高松

至 奈半利

至 高知龍馬空港

至 中村（四万十川）

至 松山 鏡川

至 桂浜 高知港

●高知城

●はりまや橋 土佐電鉄

JR土讃本線
高知駅

県庁● 高知城前電停

ザ クラウンパレス新阪急高知
（高知新阪急ホテル）

ごめんなはり線

高知 I.C.
高知自動車道
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新教員のご紹介

　2017 年４月１日より作業療法学
科に着任致しました、本校 15 期生
の稲富惇一と申します。15 期生は山北と大津の校舎を
２年ずつ過ごしており、それぞれの良さを体感できた貴
重な年でした。
　山北では寮に昼夜関係なく人が集まり、夜は誰かの部
屋で頻繁に開かれる飲み会へ参加することが多く、色々
なことを語り合いました。それもあってか先輩や後輩、
男女、PT・OT 関係なく顔見知りが多く、全校生徒の仲
が良かった記憶があります。大津に移ってからは、かん
きつ祭を始めとした対外的な活動が増え始めました。地
域への発信という共通の目標をもって一致団結し、様々
な催し物を企画し実行する機会に恵まれました。
　卒業後は長期実習でお世話になった先生にアドバイス
をいただき、大阪の森之宮病院に就職しました。森之宮
病院では私の「子どもから大人まで作業療法を提供で
きるようになりたい」という思いもあり、主に脳性麻痺
や脳卒中を疾患とする対象者を担当させていただきまし
た。また、地域活動では、作業療法をより多くの人に普
及したいと考え、中学生へ職業講話をしたり、介護フェ
アに参加し、地域住民の方が自宅で行える介護指導など
に取り組んできました。そして昨年教員のお話をいただ

き、この度帰高しました。
　７年振りの土佐リハは以前と変わらず、先生方は生徒
に対して真摯に向き合い、学生は何事にも全力で取り組
んでおり、改めて素敵な学校だなと感じています。開校
から 25 年という土佐リハの伝統を継承するには力不足
な点も多いですが、生徒一人一人と真摯に向き合い、対
象者の方に対し
て寄り添える心
をもった人材の
育成に努めて参
りたいと思いま
す。どうぞ宜しく
お願い致します。

　2017 年 4 月１日より本校教員と
して就任しました。本校の 16 期生
として卒業し、学生時代は、香南市の山北キャンパスと
現在の大津キャンパスを経験しました。山北の学生寮は
楽しい思い出しかありません！その後、愛知県と三重県
の大学病院で計５年間勤務しました。そこでは、主に脳
卒中患者さんに関わり、集中治療室から外来リハビリ、
訪問リハビリまで経験しました。また三次元動作解析装
置を用いた歩行分析、ボツリヌス療法、電気刺激などの
研究にも関わってきました。
　 教員としての１年間は、学生と楽しく過ごし本当に
あっという間でした！また、近森リハビリテーション病
院でも研修させて頂いています。三次元動作解析を活用
して脳卒中患者さんの歩行分析を行い、現場セラピスト
とよく討論しています。その他、作業療法学科の稲富先
生と勉強会「Next Stage」を立ち上げ、本校にて中枢

疾患の卒後研修会も月一で開催させて頂いています。目
的は、若輩者ながら、高知県のリハビリ業界を盛り上げ
たいためです。そのため、他施設交流や学会発表の準
備の時間を設けます。自
分にできることを探して、
楽しみながら、土 佐リ
ハのためにリハビリテー
ションを形にしていきた
いと思います！

土佐リハビリテーションカレッジ　
作業療法学科
稲富　惇一先生（OT学科15期卒）

土佐リハビリテーションカレッジ　
理学療法学科
渡邊　家泰先生（PT学科16期卒）

略歴
2011年３月 土佐リハビリテーションカレッジ  卒業
2011年４月－2016年３月 社会医療法人　大道会　森之宮病院
 （回復期、訪問リハ、小児病棟にて勤務）
2017年４月 土佐リハビリテーションカレッジ　作業療法学科　講師
資格

▼  福祉住環境コーディネーター　２級

▼  専修学校　認定准教員　　　　　　 ▼  防災士

▼  近代ボバース概念　成人基礎講習会（３週間）修了者
2013年　  CVA Basic Course 2013 for Neurological 
 　　　 Rehabilitation based upon the Bobath Concept

▼  近代ボバース概念　小児基礎講習会（８週間）修了者
2015年　  Basic Course 2015 for Pediatric Rehabilitation based 

upon the Bpbath Concept
その他の活動
2013年－2015年　　社会医療法人　大道会　互助会・労働組合　副会長
2015年－2016年　　社会医療法人　大道会　互助会・労働組合　会長
2014年－2016年　　大阪府作業療法士協会　事業部

略歴
2012年3月 土佐リハビリテーションカレッジ  卒業
2012～14年 愛知県 藤田保健衛生大学病院（急性期）
2014～17年 三重県 藤田保健衛生大学 七栗記念病院（回復期、訪問リハ）
2017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

▼  福祉住環境コーディネーター　2級

▼  脳卒中認定理学療法士（申請中） ▼  地域包括ケア推進リーダー

▼  専修学校　認定准教員 ▼  第一種衛生管理者

▼  腰痛予防労働衛生教育インストラクター
その他の活動
2017年8月～　　近森リハビリテーション病院にて研修（臨床・研究）
2017年9月～　　脳卒中勉強会　Next Stage　代表
2017年9月～　　高知県理学療法士協会　学術部

出身：愛媛県松山市
趣味：カフェ巡り、サーフィン

出身：高知県高知市
趣味：旅行
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　平成29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。

　本機関誌の２ページに掲載しておりますように、この度「土佐リハビリテーションカレッジ25周年
記念　未来会研修大会」を開催する運びとなりました。多くの方にご参加いただきますよう、宜しくお
願い申し上げます。

　平成30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がしたい」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 ８日（土）

第２回	６月	１日（木）

第３回	８月23日（水）
第４回	12月19日（火）
第５回	２月	１日（木）

第６回	３月	５日（月）

第１回		6 月予定
第２回		8 月予定
第３回	10月予定
第４回	12月予定
第５回		２月予定

『脳卒中後痙縮のリハビリテーション
　　～ボツリヌス治療を中心としたコンビネーションセラピーの世界～』
 君浦 隆ノ介 先生（PT３期卒：藍の都脳神経外科病院）

『ボバースコンセプトの視点をふまえた作業療法
　　～森之宮病院での取り組みをふまえて～』
 稲富 惇一 先生（OT15期生：土佐リハビリテーションカレッジ）

『環境適応～片麻痺者の障害像の理解・整容動作における介入ポイント～』
 山本 学 先生（OT９期卒：近森病院）

『在宅リハビリテーション』 橋本 竜也 先生（PT10期卒：内田脳神経外科)
『脂肪による弊害と運動療法』 高橋 みなみ 先生（PT16期卒：高知大学医学部附属病院）
『新人発表のプレ発表』
①重度ギラン･バレー症候群にて人工呼吸器からの離脱を目指した症例
 吉本 真帆 先生（PT21期卒：いずみの病院）
②転落により多発骨折を呈し、両下肢免荷となった症例 ―ロジックツリーを用いた予後予測と最終状況―
 橋詰 愛里彩 先生（PT21期卒：高知病院）
③認知症患者に認知課題を実施した結果、転倒リスク軽減につながった症例
 平井 裕弥 先生（PT21期卒：デイサービス 野いちご）

『働くことと認知機能　～高知家がイキイキするために～』
 中越 太一 先生（OT９期卒：海辺の杜ホスピタル）

『脳卒中の歩行分析について（仮）』 渡邊 家泰 先生（PT16期卒：土佐リハビリテーションカレッジ）
『整形疾患に対する作業療法（仮）』 井津 直哉 先生（OT14期卒：高知大学医学部附属病院)
『癌経験を通しての人生観（仮）』 濱田 加恵 先生（PT8期卒：芸西オルソクリニック）
『発達障害に対する作業療法（仮）』 山下 孝太 先生（OT15期卒：ひろっぱ）
『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29年度　未来会　高知支部　勉強会実績報告

１．土佐リハビリテーションカレッジ25周年記念　未来会研修大会

２．平成30年度　未来会　高知支部　勉強会計画案

第 2回開催風景 第３回開催風景
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　平成29年11月４日(土)に土佐リハビリテーション
カレッジ作業療法学科１期生の卒後20周年記念講演
会と祝賀会を開催いたしました。現在21期生までが
卒業している状況で１期生から21期生までが集まる
機会はなかなかないため、今回がその場になればとい
う想いもあり、発起人という形で同期の土佐リハ教員
である箭野豊氏と共に企画、運営に当たりました。広
報は２期生以降にはメールで行いましたが、連絡先が
不明な方もいたため、連絡が届かなかった方々にはこ
の場でお詫び申し上げます。参加数は講演会も祝賀会
もともに60名を越える参加をいただきました。また
全ての期からの参加があったことが大変嬉しく感じら
れました。
　内容の報告ですが、講演会では、１期生の大西晃二
氏(大西病院)、沖田かおる氏(愛宕病院)、藤岡晃氏(岡
山大学医学部附属病院)、小松博彦氏(いわき病院)、
百田貴洋氏(株式会社 縁)と、元学科長の淡野義長氏
(長崎リハビリテーション病院)にそれぞれの20年に
ついてお話しいただきました。大西氏からは医療安全
管理における質の確保や病院機能評価のサーベイヤー
の立場からも現場に求められることについてお話しい
ただきました。沖田氏からは認知神経リハビリテー
ション(認知運動療法)における脳卒中後の動作の分析
やアセスメントの重要性や、現在新たに携わっている
自動車運転についてもお話しいただきました。藤岡氏
からは現在大学病院で急性期に携わり、作業の用い方
がしっかり先につながることの大切さや現場で｢でき
る｣｢やれるんだ｣という気持ちで臨むことの重要性に
ついてお話しいただきました。小松氏からは病院から
地域までを通してサポートされている現状や、そのな
かで地域とのつながりを構築する
過程や実際の場面について、また
香川県士会副会長でもあることか
ら四国学会のインフォメーション
もしていただきました。百田氏か
らは地域包括ケアシステムをICFの
切り口からお話しいただき、また
現在自身で立ち上げられている事
業所での訪問、通所サービスを通
して人の絆やつながりの大切さに
ついてお話しいただきました。淡
野先生からは現在の日本全体が抱
えている課題やその中で作業療法
士に求められるものについて、ま
た卒業生に対して今後の活躍に期

待する熱いエールを送っていただきました。参加者か
らは本当に良い刺激をいただけたという意見が多く聞
かれ、私自身も今後の糧となる貴重な講演であったと
感じています。終了時間が予定より50分オーバーし
ましたが、それだけ内容が盛り沢山であったというこ
とと、そもそも企画段階での時間配分に無理があった
のだと司会をしつつ感じた次第です。
　次に祝賀会では、案の定序盤よりハイペースでのつ
ぎつがれにより開始30分後には各期が入り乱れての
宴席となりました。また１期生の藤井貴氏、土居淳一
氏、川渕忠義氏とのじゃんけん大会もあり、勝者には
景品が贈られました。久し振りの顔ぶれも多く、また
互いの報告や励まし合いなど、同期同士や先輩後輩と
しても多くの交流があり、こちらも大変貴重な時間で
あったと思います。
　今回は、卒業生以外にも校長である宮本謙三先生を
はじめ、元副校長の片岡愛子先生や元学科長の淡野義
長先生、また元非常勤講師の北山順崇先生にもご参加
いただけたことで、卒業生一同大変嬉しく、思い出に
残る一日となりました。また運営にあたりご協力いた
だいた土佐リハの先生方や卒業生の皆様に心より感謝
申し上げます。さらに未来会からもご支援をいただ
き、祝賀会の一部費用や景品代、準備にかかる諸費用
を賄う事ができました事にも感謝申し上げます。
　また次の機会を楽しみにしつつ、その時まで皆様と
ともに成長していきたいと思いますので、今後ともよ
ろしくお願いいたします。

作業療法学科１期生卒後20周年記念講演会・祝賀会に参加して
作業療法学科 ３期卒　浅川　英則（久病院）
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　土佐リハ17期卒業生の松木です。会長に就任して２年が経ち、時の流れの速さを感じております。
平成29年度より21期卒業生の加入、新任で入られた稲富先生も協力して下さる事となり、ますます
活気づいてきました。パラレルOTの趣旨は勉強会で知識・技術を共有し高めること、そして先輩・後
輩・同期の繋がりを密にして盛り上げていくことです。今後も宜しくお願い致します。今年度の活動内
容を以下に報告します。

平成29年度　パラレルOT未来会活動報告

勉強会
趣旨

平成
29年度
活動内容

　今年度は会長という役割を引き継いで２年目に入り、少し周りが見えてきたのかなと感じながらも、運
営スタッフの皆さんに助けて頂きながらプレ発表を始めとして４つの勉強会を行う事が出来ました。本当
に感謝の気持ちでいっぱいです。また、平成29年度のテーマに挙げていた「作業療法士が作業療法士ら
しく働くには？」という所も各先生方のOTとしての視点・関わり方を学ぶ事が出来て有意義な勉強会に
なったと感じております。平成30年度のテーマは、「臨床における様々な評価やアプローチの視点・地
域でその人がその人らしく生活するにはOTとしてどんな事を知っておく必要があるのか？」という所も
踏まえて取り組んでいきたいと思っています。今後共未来会、パラレルOTをよろしくお願い致します。

　　報告者：松木　望（OT17期卒　細木ユニティ病院）

平成30年度の
活動に
向けて

【テーマ】高知県作業療法学会　プレ発表
【発表者】國友 晃OT、高橋寛人OT、原まどかOT、木下健吾OT、正鋳 晃OT、

野々村真人OT、鎌倉航平OT
【内　容】高知県学会での発表に向けて、口述４演題、ポスター３演題のプレ発表を
行いました。いずれも身障領域の発表で、様々な病態を持つ患者様に対しての介
入を発表していただきました。今後、臨床での治療介入に新たな視点も加わったの
ではないかと思います。また１年目の先生方の発表もあり、県学会前の良いプレになったのではないかと思います。

【日　時】平成29年5月9日（火）19：00～20：30

【テーマ】大腿骨頸部骨折へのアプローチ
　　　　　～左THA患者の術後転院から在宅まで、APDLへの介入～

【講　師】前田　篤志先生（OT19期卒：北島病院）
【内　容】大腿骨頚部骨折の基礎的な知識から始まり、患者様の動画を交え治療方法や
取り組みについてご講義いただきました。日常生活といっても、患者様によって本当に
千差万別。同じ職種や趣味でも、場所や方法・道具が違えば困ることや注意することが変わってきます。その前提を忘
れず、患者様の状態を見逃さず、評価・情報収集することの大切さに気付く講義でした。実際に患者様の退院時指導と
して使用している資料等も交え、ライフスタイルに沿った介入・情報提供を学ぶ機会となりました。

【日　時】平成29年6月26日（月）19：00～20：30

【テーマ】認知症精神混合病棟でのOTの取り組みについて
【講　師】北村　剛先生（OT18期卒：細木ユニティ病院）
【内　容】精神疾患・認知症の混合病棟という環境の中で北村先生が音楽療法、園芸療
法といった様々なプログラムを取り入れながら、一人一人の患者様に作業療法士とし
てどう関わればこの人は良くなるのか？と常に自問自答している事や、これから増えてい
く認知症患者様に対する北村先生の関わり方のコツなどディスカッションを交えながら行う事が出来てとても有意義
な時間になりました。また、講義を聴きに来て下さっていた身障分野の先生方の意見も聞けたので、精神科分野だけで
は収まらない活発な意見交換があり、知識の共有、各病院での取り組みも知る事が出来ました。

【日　時】平成29年9月21日（木）19：00～20：30

【テーマ】「ふれる」ということ－Activityを通しての学び－
【講　師】土居正和先生（OT11期卒：近森リハビリテーション病院）
【内　容】リハビリテーションを行う際にActivty（作業活動）を用いて関わる中で患者様
の身体にふれる機会はとても多いです。その際の患者様へのふれ方や、動作誘導の方
法について実技・座学にて講義をしていただきました。「ふれる」と「さわる」のイメージ
の違いとしては「ふれる」では安心感がある、「さわる」では不快感があるとの意見がありペアになり実際に体験してみて

「ふれる」ことでお互いに安心感や落ち着いた気持ちになりました。お手玉やタオルを用いた実技もあり治療効果のみ
ではなく「ふれる」事を中心とした関わりについて聞くことができ貴重な体験となりました。

【日　時】平成29年11月24日（金）19：00～20：30
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　この１年を振り返ってみると、あっという間に過ぎ
去り４月１日を昨日かのように鮮明に覚えています。
社会人になり高知県から県外へ旅立つ不安、新しい環
境へ適応できるかと緊張感がありました。
　藍の都脳神経外科病院では急性期病棟に配属となり
ました。最初の１カ月間は、覚えなければいけない膨
大な業務量に四苦八苦していました。臨床では、緊張
感からか患者様ともコミュニケーションが上手く取れ
ずにいた日々が続きましたが、職場環境に慣れると共
に解消されていきました。３か月後には患者様を担当
させて頂き始めました。しかし、リスク管理ができて
いない・カルテ情報の見落とし・疾患特性を理解して
いないなど学生時代の知識だけでは足りず、自己学
習・先輩からの指導で穴埋めを行っていました。
　１番覚えている出来事が、軽度片麻痺患者様を担当
させて頂いていた時の話です。病棟内歩行、ADL共
に自立されていた方でした。尖足歩行を呈しており、
訓練で短下肢装具を使用していたが、患者様は「見栄
えが悪くなるから」と拒否され、「前の脳梗塞から歩
き方も変わらない」と言っており装具作成は考えずに
いました。数日後、リハビリに入られた主任から「装
具を作らないのか」と話しをもらい自分の考えを述べ

ました。すると主任から「今西は何のためにリハビリ
してるの、よくするためやないの」と指導を受け、患
者様を説得し装具作成をすることにしました。しか
し、平均在院日数約9.5日の急性期病棟でのこの迷い
は許されることもなく、装具未完成で当院３階の回復
期病棟に転棟されていきました。退院される際に挨拶
をしに自分の下に来てくれました。右下肢に短下肢装
具を装着して帰られる姿をいまだに忘れることができ
ません。自分が精一杯のリハビリテーションを提供で
きていなかったという実感がわき、同じ過ちを繰り返
してはいけないと思い、外部の勉強会にも参加するよ
うになりました。
　最後に振り返ってみると、とても濃い１年間でし
た。バカを言い合え、時には意見が食い違い喧嘩をす
る時もあるが仲のいい同期３人と、患者様を１番に考
え指導してくださる主任、優しい先輩方に囲まれた恵
まれた職場です。初心を忘れずに学んできたことを活
かし、患者様に精一杯のリハビリテーションを提供で
きる理学療法士を目指していきます。

新人（21期卒）からの一言

藍の都脳神経外科病院　リハビリテーション部

今西　諒（PT学科 21期卒）

この１年を振り返ってみると
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　人生の中で一番変化の多かった一年がもうすぐ終わ
ろうとしています。今年は就職試験に合格し、クラス
メイトと国家試験に向け勉強することから始まりまし
た。辛い勉強も友達と助け合いながら臨んだため楽し
みながら出来ました。国家試験に合格してからは、学
生生活も残すことは就職に向けての準備でした。実習
を経験し、「本当に作業療法士として、働いていける
だろうか。」と不安を抱えたまま卒業し、心の準備が
出来ていないまま就職となりました。
　就職してから間もない頃は患者様とはうまくコミュ
ニケーションが取れず、先輩の先生方には迷惑をか
け、業務や治療は満足に行えませんでした。思い描い
ていた理想のOT像とは全く程遠い現状に何度も何度
も友達のいる高知に戻りたい、家族のいる愛媛に帰り
たいと考えることがありました。そんな日々の中、先
輩方に指導していただきながら次第にできることが増
え、長く感じていた一日が、気付けばひと月、ふた月
と気が付けば一年経とうとしています。とても濃い時
間の中で「自分は作業療法士に向いていないのでは」
と患者様の人生を左右する責任感に押しつぶされそう
になっては患者様の「ありがとう」「先生のおかげ
で」という一言に励まされ一喜一憂しながら過ごして
きました。今では、「学生時代に戻りたい、作業療法

士に向いてなさそうだからやめてしまいたい」とか考
えることよりも「あの人が自宅に帰るためには何が必
要なんだろう、何をしてあげたらいいんだろう」と患
者様のことを考える時間が多くなったと感じていま
す。迷った時や悩んだ時は先輩の先生方に助けてもら
いながらなんとか仕事をこなすことが出来ています。
もうすぐ私の後輩となる人が就職してくるため先輩に
頼ってばかりではいけないとは思っているのですが患
者様の生活を考えるうえで自身の経験不足は自分だけ
では補うことが出来ていません。そのため、後輩には
格好悪いところを見せることも多々あると思いますが
これからも自分らしく少しずつ経験を積んでいきたい
です。
　就職が決定した当初は大阪で２~３年過ごしてある
程度、知識や技術を身に付けたら高知か愛媛に帰ろう
と考えていましたが2,3年で納得できる程の甘い世界
では無い事を今では実感しています。それと同時にと
てもやりがいのある仕事であると感じることが出来て
いるため、何年かかるかわかりませんがいつか学生時
代に描いていた理想像に近い自分になって地元に帰り
たいと思っています。

森之宮病院　リハビリテーション部

吉田　　真（OT学科21期卒）

一年間を振り返って
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　私は現在、徳島健祥会福祉専門学校で専任教員とし
て勤務する傍ら、徳島大学大学院医科学教育部臨床神
経科学分野に所属し、本研究室の梶龍兒教授のもとで
ボツリヌス療法とロボットリハビリテーションの複合療
法について研究させて頂いております。具体的には、半
日は徳島大学病院神経内科の筋電図外来で同教授から
神経筋疾患の確定診断法や評価法を学び、もう１日は
同院科で同教授が脳卒中後の痙縮を呈した対象者に対
しボツリヌス療法を実施された直後に、私がロボットリ
ハビリテーションを提供させて頂きその効果を検証す
るという方法で研究を進めております。そのため、本業
である学校には３日半、大学院に１日半というなかで、
多くの方々にご協力頂きながら日々精進しております。
大学院は平成27年の10月から上記研究室の修士課程
（医科学）でお世話になり、本年の10月より引き続き博
士課程（医学）の院生としてお世話になっているため、
現在は院生生活３年目となります。
　さて、ここで少し今回のタイトルについて説明させて
頂きます。本来であれば、土佐リハの４年間と大学院の
３年目を合わせると７年目のはずと違和感を覚えるので
はないでしょうか。つまりは、そういうことです。そん
な私が大学院に挑戦したきっかけは、生徒達でした。こ
れから長期実習、国家試験に向かおうとする３年生の担
任として何とか励ましたいと考えた結果、「私も頑張る
から、君達も頑張りなさい。」という教育者としては何
とも単純な方法を選択したのです。今考えると何とも稚

拙な発想であったと思いますが、当時の私にとっては最
も困難で最大の挑戦だった事を覚えています。大学院
に入ってからは、何とも場違いなところに来てしまった
と頭を抱える日々でしたが、教授をはじめ、研究チーム
の先生方との出会いにより、研究に対する概念はもちろ
ん、対象者の方々に対する考え方に至るまで多くの成
長する貴重な機会を頂くことができました。そのお陰
で、現在では自分の研究に加え、新薬投与後のリハや
新たなロボット開発など、実に刺激的で充実した日々を
送ることができています。
　最後になりますが、いつも私の提案に対して教授が
おっしゃる言葉を紹介させて頂き、締めさせていただき
ます。
　「それで世界は驚くの？」
　偉大な諸先生方や諸先輩方に少しでも追い付けるよ
うに、教員として、
作 業 療 法 士 と し
て、そして土佐リハ
卒業生として、これ
からも自分を律し、
自己研鑽してまい
ります。今後とも、
よろしくお願い致
します。

　平成27年４月に高
知大学大学院の総合
人間自然科学研究科
医学専攻に入学し、
昨年の３月に修士課
程が修了しました。
研究内容は、「高社
会性げっ歯類を用い
た心理社会的ストレ
スによる痛みの増強
メカニズムの探索」

というテーマで、痛みのメカニズムに関する基礎研究
を行いました。今は教員という立場ですが、臨床現場
の頃から痛みのメカニズムに興味があり、どうすれば
痛みを訴える患者さんに対し適切な対応ができるのか
と悩んでいました。大学院では、はじめての基礎研究
であったため、実験動物のネズミに何度も噛まれ出血
もしました。動物の扱い方から今まで見たことの無い
ような研究機器の取り扱いなど多くの経験をさせて頂
きました。また、在学中にIASP（国際疼痛学会）、
日本疼痛学会、日本理学療法学術集会、四国理学療法
士学会など国内外の多くの学会で発表する機会を頂き

「学生生活〝８〟年目です」
徳島健祥会福祉専門学校 専任教員

奥野　剛史先生（OT学科6期卒）

「未来会会員の活躍」

「修士課程を終えて」 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）

背中を押してくれた武田学校長と
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　この度、公益信託 高知新聞・高知放送「生命（い
のち）の基金」の2016年度助成金を理学療法学科の
竹林・滝本の２名が贈呈されることになりました。竹
林先生は「中高齢者のサルコペニア肥満と運動機能と
の関係」という研究テーマに対して約60万円の助成
を受けました。本研究は、サルコペニアの診断指標で
ある骨格筋量等を体組成計により計測し、これを中・
高齢者にフィードバックすることで健康増進の啓発や
筋力トレーニング指導に活用し、サルコペニア肥満の
予防に貢献しようとするものです。一方、滝本は「歩

行動揺計を用いた
認知機能検査に関
する研究」という
テーマに対して約
50万円の助成を受
けました。近年、
認知機能低下が歩
行に反映すること
が報告され始めた

ことを受け、体幹にウェアラブルセンサ（加速度・角
速度センサ）を装着し歩行評価することで、認知機能
低下のスクリーニングを試みる計画です。地域在住高
齢者に対して広く実施し、早い段階での受診や認知症
対策を推進する目的です。なお、土佐リハの教員はこ
れまでにも本基金の助成を獲得してきており、竹林・
滝本の両名については今回２度目の助成となります。
　国内には科学研究費補助金のみならず、多くの団体
がさまざまな領域にわたって研究助成を募集していま
す。資金的課題で実現が叶わなかった研究や取り組み
も、外部資金の獲得により可能性が一気に広がりま
す。結果として、より有益な成果をより多くの方々に
還元することも叶います。研究助成の申請資格は、募
集団体によりますが実績や職種、年齢制限などさまざ
まですので、確認のうえでエントリーを考えてみて
ください。詳細は、助成財団センターのHP（http://
www.jfc.or.jp/）をご参照ください。
＊  「生命（いのち）の基金」HP（http://www.inochino-kikin.jp/index.html）

ました。その中でも国際疼痛学会の発表は、初めての
国際学会であったため非常に多くの刺激が得られまし
た。卒業年には、在学中の研究と成績が認められ学業
成績優秀者に選ばれ、２年間の努力が実を結びまし
た。多くの経験と世界の大きさ、研究の奥深さを知る
ことで、自分の力のなさを感じくじけそうにもなりま
したが、一方でもっともっとやらなければということ
も思いました。この２年間で知り合った研究者や大学
院生たちは、たくさんの時間を費やし研究を行ってい
ました。業務と研究、大変ではありますが皆さん時間
を工夫し研究をしていました。壁は多くありますが、
一歩ずつ進んでいけるよう自分を磨いていきたいと思
います。大学院は大変ですが、確実に多くことを得る
ことができますので、悩んでいる方は是非進んでみて

ください。
　４月に開催される土佐リハ25周年記念研修会で
は、修士課程で行った痛み研究の内容と普段関わるこ
との少ないと思われる動物を用いた基礎研究について
お話しをさせて頂くようになりましたので、興味のあ
る方は是非聴講して頂ければ幸いです。

「生命（いのち）の基金」による助成研究について
土佐リハビリテーションカレッジ

理学療法学科

竹林　秀晃先生（PT学科１期卒）

滝本　幸治先生（PT学科４期卒）

　この度、平成29年９月22～24日の３日間、東京で開
催された第51回日本作業療法学会にてポスター発表を
させていただく機会を得ました。簡単ではありますが、
発表内容や当日のちょっとしたアクシデントについて報

告させていただければと思います。
　まず、今回の私の発表は、「施設間の目標共有ツール
として生活行為向上マネジメントが有用であった事例
～急性疼痛を呈する脊椎圧迫骨折患者のQOLに着目し

第51回日本作業療法学会（㏌東京）での
発表を経験して

社会医療法人財団大樹会

総合病院回生病院
リハビリテーション部　作業療法課

桂　 雅俊先生（OT学科15期卒）
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て～」という単一
事例報告でした。
内容としては昨
今、注目されてい
る生活行為向上
マネジメント（以
下：MTDLP）を
活用し、急性期の
段階から対象者
にとって重要な生
活行為目標を設
定することで、回
復期も含めて一
貫した目標共有を
図り繋がりのある

治療を展開したというものです。
　MTDLPという言葉は、耳にしたことがある先生方が
多いかと思われます。簡単に言うと、対象者の生活を
24時間365日イメージしつつ急性期から生活期まで切
れ目のない支援を行うための、「作業療法を見える化」
したマネジメントツール…だそうです。私自身、「書類
が多いなぁ」、「急性期では使いにくいだろうなぁ」と
いうのが研修を受けた直後の正直な感想でした。しか
し、今回の事例を通して急性期だからこそ、「現在の心
身機能への関わりが今後の活動・参加にどのように繋
がっていくのか」を対象者や家族と共有することの重要
性を再認識することができました。今後も、心身機能・
活動・参加にバランスよくアプローチするためのツール
としてMTDLPを活用していきたいと考えています。
　また、ちょっとしたアクシデントについても少し触れ
させていただければと思います。今回の学会は自身初の

ポスター発表であり、会場である東京国際フォーラムに
到着した時のことです。ポスターを掲示するためにパネ
ルの前に立ち、床のカバンから資料を取り出そうと深く
しゃがみこんだ瞬間……パ――ン！！！一瞬の出来事で
何が起こったか分かりませんでしたが、触れると臀裂
から左大腿部後面にかけて激しくスーツが破れていま
した。あまりの驚きにパニック状態でしたが、幸運にも
同じく会場に来ていた土佐リハ教員である片岡聡子先
生、井上美和先生、稲富惇一先生のおかげで窮地を脱
することができました。改めてこの場をお借りしてお礼
申し上げます。
　最後になりますが、学会といえば欠かせないのが夜
の懇親会かと思われます。全国学会は四国内外を含め
普段、中々お会いすることのできない先生方とも再会で
きる良い機会だと思います。様々な知見を得られること
に加えて、様々な場所で活躍されている皆様との話し
は、明日からの原動力になるので今後も継続して参加
していければと感じています。

　私の所属する訪問看護ステーションおたすけまんは
高知市内にあり、利用される方々は年齢１歳～95歳
で、小児の利用者が多いことが特徴です。（約４割が
18歳以下）そして小児の方に対しては〝遊び〟を通し
て心と身体、五感を十分に動かす経験を重ね、発達の
課題を達成し、そして充実した遊びの中から、安定し
た情緒、周囲の環境への関心、自ら考え行動を起こす
意欲の素地を培っていくセラピーを実施しています。
　ミルキーとの関わりは１歳３か月齢からで、そう
いった子供との関わりが多い経験から、高知福祉機器
展などでお世話になっている滋賀県びわこ学園理学療
法士の高塩純一先生からの紹介で、高知県立のいち動
物公園から依頼がありました。そして、事業所の理解

も得ながら、週１回事業所からのボランティアとして
訪問を開始しました。
　チンパンジー〝ミルキー〟（♀）は、平成25年７
月に仮死状態で出生しました。麻酔分娩での出産だっ
たため、出産直後から母親との関係が作れず、苦渋の
選択で人工哺育となりました。２か月齢に追視やア
イコンタクトがなく、３か月齢には寝返りが出現し
なかったため、姿勢反射検査や新版K式発達検査を行
い、脳性麻痺で認知と運動の発達に障害があることが
明らかになりました。両側の麻痺（特に右側の麻痺が
強い）、感覚入力は過敏や鈍麻があり、空間認知も苦
手でした。座位保持ができず、四足歩行での移動がで
きない、モノの把持とその操作もできませんでした。

脳性麻痺のチンパンジー〝ミルキー〟との
関わりを通して

訪問看護ステーションおたすけまん

高橋　一郎先生（OT学科17期卒）

OT 学科 1 期卒：藤岡 晃先生らとともに
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　 母 校 で あ る 土 佐 リ ハ ビ リ
テーションカレッジを卒業し
て、もうすぐ20年を迎える。
生徒時代の私は、頭の偏差値
50、お酒の偏差値80という成
績であったと記憶している。
恩師である宮本謙三先生、宅
間豊先生らに決して褒められ
るような評価を得た生徒では

なかった。そんな私であったが、大学院に進学し、専
門学校で12年間も教鞭を振るっているから人生わか
らないものである。
　専門学校では、いろいろな科目責任者になるが、と
りわけ教えることが難しい科目は、理学療法評価学で
ある。「なぜ？」難しいのか、理由は沢山ある。教科
書と呼ばれる書物には関節可動域検査・感覚検査・疼
痛検査など項目ごとに検査方法が記載されている。例
えば「膝が痛い」患者の場合、疼痛の程度を評価する
方法および実施は、教科書をみれば誰でも直ぐにでき
るようになる。しかし肝心の理学療法士としての評
価、つまり「なぜ？」痛くなったのかを力学的に捉
え、解剖学および運動学的観点から解釈する方法は記
載されていない。本来、「なぜ？」の追及こそが理学

療法評価のはずである。土佐リハ卒業生の皆さんは
「それは患者の症候であって原因ではない」というセ
リフを実習生に言ったことはないだろうか？（できる
訳がないんです、そういう教育を受けていませんか
ら）
　こういう問題を解決すべく、「なぜ？」がわかるシ
リーズ第３弾、評価戦略が医学書院より出版されまし
た。本書は、理学療法評価をStep１: 力学的ストレス
の明確化、Step２: 解剖学的評価、Step３: 運動学的
評価と段階をおって分かりやすく説明しています。ご
好評いただき、半年間で売上部数１万部を突破する勢
いです。執筆者の一人として、ご購読いただきました
方々に御礼申し上げ、書籍の紹介とさせて頂きます。
　最後に、私が生徒時代に指導者からよく言われた言
葉が〝Don't think. Feel！〟でした。ブルース・リー
の映画「燃えよドラゴン」に出てきたセリフで〝考え
るな、感じろ〟という意味です。正直、生徒時代は良
く理解していませんでしたが、最近少しだけ分かるよ
うになってきました。評価で重要なことは、再現性と
妥当性があるかどうかです。しかし最も重要なことは
患者を〝感じながら〟行うことです。そういう思いを
持って、理学療法評価学を生徒に日々教えています。

チンパンジーにも姿勢反射検査や発達検査が適応する
の？と思われる方も多いと思いますが、実は動物分
類学上、人間とチンパンジーは同じヒト科に属し、
DNAも98.8%共通しています。ヒトとは骨格や姿勢
も大きく異なりますが、道具の使用やチンパンジー社
会でのコミュニケーション、そして文化もあり、人間
と多くの共通部分があります。また子供は母親の道具
の使い方を間近で観察し、遊んだりすることで道具の
使い方を学んでいきます。
　当初はどうしたら良いかという不安がありました
が、〝遊び〟を考えていく
ことでその不安もすぐに解
消しました。〝ミルキー
のできないこと〟に着目
するのではなく、興味のあ
るモノに対して、手を伸
ばして触れようとするとい
うgood pointを見つけ、
〝ミルキーはどんなことが
好き？どんなことに興味を
持ってる？〟とミルキーの

興味関心を理解し、そして獲得していきたい動作を考
え、遊びを評価し、段階付けし・・・、当然言葉は通
じませんので、ノンバーバルなコミュニケーション
で・・・、まさしく人間と同じ作業療法です！。現在
では自分の意思で行きたいところに行き、食物を把持
して食べることができるようになりました。今後の大
きな課題は他のチンパンジーとの社会性の確立です。
一生独りで暮らすのではなく、仲間のチンパンジーと
生活し、時間を共有することができたらと、〝ICFの
参加〟を目標に訪問を続けています。

運動機能障害の「なぜ？」がわかる評価戦略
（第Ⅱ章：体幹）の執筆にあたって

国際医学技術専門学校

理学療法学科

川村　和之先生（PT学科３期卒）

4 歳 5 か月齢1 歳 8 か月齢
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　東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催までカウン
トダウンが始まった。アラ
フォー世代の私にとっては、
生涯最後の国内開催であろ
う。と考えると「如何に観戦
するか？」ということに余念
がない。野球や空手、スポー
ツクライミングなどの追加種
目に加え、「陸上短距離では

10秒の壁を超えるか？」「卓球界や体操界の若手選手
が幾つメダルを獲得するか？」など実に話題が絶えな
い。その反面、パラリンピックの資金確保は深刻化して
いるが、あまり話題にならない事実もある。思えば、海
外に向けて〝おもてなし〟の精神をアピールすることで
勝ち取った東京オリンピック、自国の選手にも〝おもて

なし〟を忘れないで欲しいと願うばかりである。
　書籍の紹介は、武田功先生が編著する「脊髄損傷の
理学療法　第３版」である。脊髄損傷のリハビリテ―
ションに携わる理学療法士にとって、バイブル的な書物
であることは言うまでもない。基本的な知識から評価、
理学療法介入、ADL動作、福祉用具まで記載されてい
る。さらにWeb動画付きで、損傷レベル別のADL動作
が簡単に確認できる。国家試験に臨む学生からは、動
画を見ることで動作のイメージがし易くなったと好評
を頂いている。私は第５章の〝車いす処方と練習〟を担
当させて頂いた。執筆にあたり、多くの脊髄損傷者に協
力を頂いた。また動画撮影おいては、車いすバスケット
ボールの練習後や休日にお願いすることが多かったが、
快く撮影に協力を頂けた。そんな皆さんに対し、私なり
の〝おもてなし〟精神と思いを込め、本書を執筆しまし
たので、是非ご一読いただければ幸いです。

電子ジャーナル、プロフェッショナルリハビリテーション　第10号　第11号　2017
「脳卒中後の痙縮に対する治療
チーム医療として取り組むボツリヌス治療①②」

社会医療法人ささき会

藍の都脳神経外科病院

リハビリテーション部　理学療法士

君浦 隆ノ介先生（PT学科3期卒）

　脳卒中後痙縮のボツリヌ
ス治療は、2010年に保険
承認されました。脳卒中後
痙縮のボツリヌス治療は、
世界中の脳卒中治療ガイド
ラインでグレードA（強く
勧める）の治療方法です。
しかし、日本では行ってい
る医療機関は未だに少な
く、ボツリヌス治療を受け
たことがある脳卒中後痙縮

患者さんは、全体の５％にも満たないとされていま
す。ボツリヌス治療は、正しく使えば費用対効果の優
れた治療手段ですが、誤った使い方をすれば全く意味
の無い治療となってしまいます。つまり、正しく使い
こなす術を知らない方が多いことが、この治療方法
が、わが国になかなか浸透しない原因なのです。
　当院では、2011年からボツリヌス治療を始めまし
たが、今では、ボツリヌス治療無しに、脳卒中リハビ
リテーションは成立しないと考えるほどです。実は、
イギリスのガイドラインで示されているのですが、脳
卒中後痙縮のボツリヌス治療はチーム医療で行わなけ
ればいけないことを警告しています。また、ボツリヌ
ス治療は、リハビリテーションの一手段に過ぎないと

しています。当院でも思うような効果を出せるように
なるには１年程度かかりました。そういった取り組み
を一人でも多くの方に知っていただきたいという目的
のもと、私はこれまで学会発表や講義、執筆などを通
し、正しいボツリヌス治療の介入方法について、国内
外を問わず発信してきました。
　電子ジャーナル、プロフェッショナルリハビリテー
ションは、著名な臨床家の先生方が新人から中堅療法
士向けに専門的な内容を分かりやすく、図や写真だけ
でなく動画などを使用した電子書籍です。その中で、
私は第10号と第11号を担当し、「脳卒中後の痙縮に
対する治療　チーム医療として取り組むボツリヌス治
療」という題名で脳卒中後痙縮治療との向き合い方に
ついて、基礎から応用まで、我々の取組みなども踏ま
え、ご紹介させていただいています。本書では、前編
では脳卒中後痙縮の基礎編とし、脳卒中後痙縮の定義

や神経生理学的メカニズム
を、後編では、ボツリヌス
治療の実際から、痙縮に最
適なリハビリテーションの
方法論など応用的な内容を
ご提示しました。是非、お
読みください。宜しくお願
い致します。

PTマニュアル　脊髄損傷の理学療法　第3版
（第5章：車いす処方と練習）の執筆にあたって

国際医学技術専門学校

理学療法学科

川村　和之先生（PT学科3期卒）

土佐リハビリテーションカレッジ野球部監督　滝本幸治（PT 学科 4 期卒）
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　平成29年11月13日～17日に、岡山県倉敷市において文
部科学大臣杯を懸けた「第29回全国専門学校軟式野球選手
権」が開催されました。これは、夏の地区予選を勝ち抜いた全
国20校の専門学校野球部が、日本一の栄冠を目指す大会で
す。土佐リハ野球部は平成29年度、高校時代に立派な実績を
残した１年生部員が加入し（県大会準優勝投手など）、スタメ
ンの半数を１年生が占める新生チームとしての出場でした。四
国地区予選の強豪は、全国大会出場の常連校である高知リ
ハ学院でしたが、延長の末に勝利し四国代表として全国大会
出場（初）の切符を手にしました。全国大会は、倉敷市営球場
をメイン球場として開催されました。選手には大変申し訳ない
のですが、おそらく初戦で敗退するだろうということで、ホテル

の宿泊は試合の前泊分しか
押さえていませんでした。し
かし、いざ初戦を迎えると佐
藤大悟主将（OT学科３年）
を中心に今大会のチームス
ローガン「全員野球」を見事
に展開し全国大会の初勝利

を収めました。ここから、土佐リハの破竹の勢いはとどまるこ
とを知りませんでした。気がつけば、大会最終日の決勝の舞台
に。対戦相手は、これまで全国を２度制覇している強豪チーム
で、手に汗握る投手戦でした。土佐リハの学生も大勢駆けつけ
てくれ、選手の後押しをしてくれました。選手は連戦の疲れを
決して見せることなく、全力の限りを尽くしましたが一歩及ば
ず惜敗。しかし、地区予選を含めると出場校約500校の中で
の準優勝は見事です。閉会式では、土佐リハのエース渡辺大
晴投手（PT学科１年）が敢闘賞を受賞しました。彼は今大会４
試合をすべて完投し、試合後すべての対戦相手から絶賛され
る見事なピッチングでした。大会終了後から、来年こそ全国制
覇の栄冠を奪取しよう！と選手一同意気込んでおります。どう
ぞ今後の土佐リハ野球部の活躍にご期待頂くとともに、ご声
援のほどよろしくお願いいたします。また、今回の大会出場に
際し、未来会から
ご支援いただきま
したことをこの場
をお借りして御礼
申し上げます。

土佐リハビリテーションカレッジ野球部監督　滝本幸治（PT 学科 4 期卒）

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、1～22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。

土佐リハ野球部　全国大会準優勝の快挙！

（対戦結果）
１回戦：7 対 6（対   吉田学園医療歯科専門学校

北海道代表・初出場）
２回戦：9 対 2（対   アップルスポーツカレッジ

北信越代表・4 年連続 10 回目）
準決勝：1 対 0（対   専門学校埼玉自動車大学校

北関東代表・4 年ぶり 4 回目）
決　勝：1 対 5（対   専門学校コンピューター教育学院

北九州代表・2 年ぶり 7 回目）

土佐リハ学生の活躍
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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、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。

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
ようになりました。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

　この度、未来会機関誌第20号を発行することができ
ました。今回は、土佐リハビリテーションカレッジ25 周
年記念未来会研修大会ならびに記念祝賀会を開催するこ
とになりました。今までの母校の発展、卒業生の活躍を
感じるとともに次の未来に向けて皆様と語り合いたいと
思っています。ぜひとも同期・先輩・後輩誘い合って参
加してください。
　充実した同窓会の運営、母校の発展、会員の親睦を深
める為、会費２万円をご協力いただいています。６期生
以前の卒業生は、当時振込みでお願いしていたため、ま
だ納入していない方がいます。お手数ですが、下記の振
込先までお願いします。

事務局だより

　これからの未来を見据えて未来会活動も皆様に還元で
きるような取り組みを行っていきたいと思っています。ご
意見や職場の異動，郵送先の変更がありましたら未来会
事務局までご連絡ください。

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」

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

注目


