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【日時】令和２年4月11日㈯ 19時～
【場所】土佐しっぽく 葉山
 高知県高知市はりまや町1-6-1
 TEL 088-882-6670

【会費】4,000円
　　　　　　（24期生は無料）

【日 時】 4月11日（土）　定期総会

▲

14：00 ～ 14：30　 勉強会

▲

14：30 ～ 16：30
【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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　104機能訓練室

【テーマ・講師】 『がんのリハビリテーションについて』
  近藤　寛先生（PT14期生：高知大学医学部附属病院）
 『脳卒中運動麻痺の治療～促通反復療法について～』
  森国　智之先生（OT3期卒：リハビリテーション大神子病院）
　　　　　　　　　※なお、定期総会・勉強会の出欠は、出欠用QRコードでお願いします。
　　　　　　　　  必要に応じて同封の返信ハガキを使用してください。
　　　　　　　　  定期総会を欠席の場合は、委任状の欄にも署名をお願いします。

可能な限り右下の出欠用QRコードで
お願いします。必要に応じて

同封の返信ハガキを使用してください。
3月20日㈮までに

出欠の返信をください。

定期総会・勉強会

ひろめ市場

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

高知城前

高知駅

帯屋町商店街
大丸

追手前
公園

土佐しっぽく 葉山

　令和２年３月7日（土）、第24回目の卒業式が挙行されま
す。本年度は、理学療法学科38名、作業療法学科34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。
　当日の夜は歓迎会、日中は未来会総会と勉強会も開催します
ので、是非皆さまお誘い合わせのうえご参加ください！

24期生
卒業

祝
24期生ご卒業おめでとうございます！

これから未来会会員として、
共に研鑽して行きましょう！

24期生歓迎会のお知らせ

店舗ＱＲコード

※状況に応じては中止になる可能性もございます。

総会・勉強会
24期生歓迎会の
受付もこちらから

出欠用ＱＲコード
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23期生新入生歓迎会のご報告

　昨年は皆様大変お忙しい中、23期生歓迎会を開いていただきまして、本当にありがとうございました。入職し

て間もない時期というのは、今後１人の作業療法士としての責任と新しい環境による不安で溢れていました。し

かし、歓迎会での励ましと暖かいお言葉は、心が軽くなり、個人的にいただいたお話は、今後仕事を進めていく

にあたり役に立つことばかりで今でも深く感謝しています。また、仕事の相談にも色々と乗っていただきありが

とうございました。土佐リハビリテーションカレッジの未来会は、卒業生の集まりという事もあり、どこよりも

縦と横のつながりを密に感じる事の出来る場所だと感じられました。

　私達はこの１年間、仕事を進める上でスキルアップに加え、情報共有の必要性を学ぶことが出来ました。今後

もチームアプローチを大切に、将来を見据える事の出来るセラピストとして成長していけたらと思います。未来

会での勉強会含め、自己のスキルアップに向けて質の高いリハビリテーションを提供できるよう日々精進します。

今後もご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。　　　　　　　　　　   （石川伶人・山本　純　OT23期卒）

会長あいさつ
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　土佐リハ25周年記念事業として母校に対して
「体育館幕一式」の記念品贈呈を行いました。祝賀
会の時には、目録だけ渡していましたが、ついに完
成しました。23期生は、この新しい幕で卒業式を
執り行いました。宮本校長はじめ教職員には、非常
に喜んでいただきました。
　以前の舞台幕は、覚えていますか？黒の幕だった
のですが、今回、えんじ色にして体育館が明るくな
りました！また、舞台後ろのバック幕は、うすいグ
レーにして卒業証書をもらう学生がより映えるよう
にしてみました。
　母校に立ち寄った時はぜひ、体育館をのぞいてみ
てください。

（未来会会長　竹林秀晃　PT1期卒）

　2年振り2度目の全国専門学校軟式野球選手権大会に出場しました。2年前に全国大会で準優勝した時のバッテ
リーを中心としたチームで、前回の雪辱を果たすために日々取り組んできました。四国大会の地区予選ではサヨナ
ラ勝ち、コールド勝ちとチームは勢いづいており、今回は全国大会の優勝を狙える位置にいました。全国大会の初
戦は優勝候補である北海道スポーツ専門学校との対戦となり、本校は惜しくも2対3で敗戦しましたが、点を取ら
れた回には必ず取り返すといった選手の諦めない姿勢がみえました（北海道スポーツ専門学校は結果3位）。野球
連盟の理事の方々と話す機会がありましたが、全国大会を開催する目的は「スポーツを通じて人を育てる」ことで
あり、その言葉の通り、選手やマネージャーは見てわかるまで成長しました。これらは周囲の協力があってのもの
です。本校の土佐リハ野球部のSNS記事に、土佐リハOBやその他の方々から、多くのコメントや「いいね」を頂
き、皆様の力で成り立っていると強く感じました。また、土佐リハ後援会、未来会等からもご支援を頂けましたこ
とを、この場を借りて感謝申し上げます。今後も土佐リハ野球部の応援を宜しくお願い致します。誠にありがとう
ございました！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （土佐リハ野球部監督　渡邊家泰　PT16期卒）

25周年記念事業 寄贈品贈呈の報告

土佐リハ野球部 2度目の全国大会出場を経験して
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　2019年４月１日より作業療法学科に着任致しまし
た、本校15期卒の桂 雅俊と申します。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代でした。
　山北では自分自身が寮生活だったこともあり、昼
夜関係なく人が集まり、夜は誰かの部屋で頻繁に開
かれる交流会？（笑）へ参加することが多く、様々な
ことを語り合いました。本当にたくさんの方にご迷惑
をおかけしましたが、あの日々が今も自分自身の原動
力になっていると感じております。大津に移ってから
は、校舎や体育館の整備が充実していたこともあり、
サークル活動（バスケ部に所属）を通した高校生と
の交流などが良い思い出です。
　卒業後は、当時のOT学科の先生のご紹介で、愛知
県のあさひ病院に就職しました。素晴らしい同期に恵
まれ主に回復期病棟にて４年間、勤務させていただ
きました。その後、香川県の総合病院回生病院に就
職し、急性期～地域包括ケア病棟、介護保険下での

通所リハの立ち上げにも携わらさせていただきまし
た。ここでも素晴らしい上司や先輩方、そして年齢は
違いますがたくさんの同期に恵まれ４年間を過ごさ
せていただきました。
　８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、学生の雰囲気は時代
の変化も感じますが、多種多様なことに一所懸命に
取り組んでおり、改めて素敵な学校だなと感じてい
ます。時代は、平成から令和へ移り、少子高齢化を
はじめとした社会保障費の増大など様々な問題が叫
ばれております。目の前の対象者様へより良い治療
を提供できることは勿論ですが、「社会に求められて
いることは何か」という俯瞰した視点をもてるセラピ
ストの育成に努めて参りたいと思います。土佐リハの
伝統を継承するにはまだまだ力不足な点も多いです
が、今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願
いいたします。

新人教員の紹介

桂　雅俊 先生（OT学科15期卒）

徳島県徳島市出身。作業療法学科。
趣味：スキー、お酒を通した交流会

【略歴】
2011年３月
　土佐リハビリテーションカレッジ　作業療法学科　卒業
2011年４月 － 2015年３月
　医療法三仁会　あさひ病院　リハビリテーション科
2015年４月 － 2019年３月
　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
2019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】
　認定作業療法士
　生活行為向上マネジメント（MTDLP）指導者
　認知症予防専門士　など



6

　平成31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。

　令和2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13日（土）

第２回 ６月18日（火）

第３回 ８月 ５日（月）

第４回10月29日（火）

第５回12月19日（木）

第６回 ２月13日（木）

『これからの地域に必要なセラピストの思考～予防とMTDLPの視点から考える～』
 桂　雅俊先生（OT15期卒：総合病院回生病院）

『足部のリハビリテーションの再考　～トレーナー活動を通して～』
 篠原　博先生（PT7期生：宝塚医療大学）

『急変時にセラピストがとるべき行動について』
 森下誠也先生（PT6期卒：田野病院）

『高齢者の自動車運転と自動車運転外来の取り組み』
 鎌倉航平先生（OT20期卒：愛宕病院）

『股関節の筋機能 質的評価とトレーニング』
 河野麻衣先生（PT10期卒：だいいちリハビリテーション病院）

『精神障がい者の就労支援について』
 西　洋平先生（OT16期卒：南国病院）

『新人発表のプレ発表会』
　①「鏡視下腱板修復術の症例を担当して」　片山日菜子先生（PT23期卒：町田整形外科）
　②「重度の筋緊張亢進を認めた両片麻痺患者の座位姿勢に対するアプローチ」
 安岡裕生先生（PT23期卒：近森リハビリテーション病院）

学術部からの“報告”と“お知らせ”

報告

お知らせ

平成31年度　未来会　高知支部　勉強会実績報告

令和２年度　未来会　高知支部　勉強会計画案

第１回 ４月11日（土）

第２回 ６月

第３回 ８月

第４回10月

第５回12月

第6回 2月

『がんのリハビリテーションについて』
 近藤　寛先生（PT14期生：高知大学医学部附属病院）

『脳卒中運動麻痺の治療～促通反復療法について～』
 森国智之先生（OT3期卒：リハビリテーション大神子病院）

（予定）『未定』
 森　祐輔先生（OT13期卒：だいいちリハビリテーション病院）

（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）

（予定）『未定』
 前田篤志先生（OT19期卒：若鮎会北島病院）

（予定）『未定』
 公文亮佑先生（PT17期卒：野市中央病院）

（予定）『新人発表のプレ発表』
 （PT24期生：未定）
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　土佐リハ17期卒業生の松木です。気づけば会長に就任して4年が経ち、平成から令和と年号も変わ
りました。23期卒業生の加入もあり、どんどん運営委員も増えていっています。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。

令和元年度　パラレルOT未来会活動報告

勉強会
趣旨

R元年度の
活動内容 【テーマ】 ①「学会発表に向けた症例のまとめ方・学会の口述プレ発表・評価の流れ」

【講　師】吉本衣里先生（OT19期卒：愛宕病院）
 中西健太先生（OT21期卒：愛宕病院）
 西　洋平先生（OT16期卒：南国病院）
　今回は２つの講義テーマに分けて勉強会を行いました。まず始めに、これから学会発表をしたいけどどうまとめて
いいか分からない、記載の仕方やスライド作成などを３人の先生方に講義していただきました。学会発表までの流
れがとても分かりやすくまとめられていました。また、各先生方が実際に学会で発表した資料を提示していただきま
した。これを足掛かりに色々な学会等で発表してみようという気持ちになってもらえると嬉しいです。

　今年度で会長という役割を引き継いで4年目に入りました。平成31年～令和元年度のテーマでは、勉
強会の中で土佐リハ伝統の縦と横のつながりを密にという事で、テーマも「学会発表」といった先輩・後
輩・同期が一緒になって考えて、患者様の事を知り、その人の未来を真剣に考えていく事につながるの
ではと思いました。そのやり取りの中でどんどん交流していき、「繋がり」を増やせていけたらと思いま
す。今後共未来会、パラレルOTをよろしくお願い致します。

R2年度の
活動に
向けて

【日　時】令和元年８月24日（土）14：00～17：00

【テーマ】②「地域支援サービスについて」
【講　師】 中澤太志先生（OT16期卒：岡山医療技術専門学校　作業療法学科　教員）
　２つ目のテーマでは、地域支援サービスについて講義
を聞きたいと以前から運営会の中でも話が出ており、今
回中澤先生にお話しいただきました。地域包括ケアシス
テムなどについてもふれながら、就労支援の紹介やこれ
からの関わりで求められることなどを楽しく講義してい
ただきました。これからどんどん患者さんが生活の場を
広げられるような取り組みやOTらしいアイデアを展開
していく必要があることを改めて感じた講義でした。
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　2019年７月14日（日）に土佐リハビリテーション
カレッジ３期生卒業生が研修会と同窓会を開催しまし
た。浅川英則さん（OT学科３期生卒・久病院）らの
取りまとめで、研修会・同窓会共に宮本校長や元担
任の片岡愛子先生、竹林先生、岡部先生を含む26名
が県内外から集まりました。卒業後20年が経ち、土
佐リハでの出会いや新人時代からの取り組み、現在ま
での足跡を語り合い、土佐リハの卒業生の活躍を実感
することができました。宮本先生から現在の学生の傾
向からリハの専門性の移り変わりを、片岡先生は発達
障害児との治療報告をご講義いただきました。また、
卒業生からは医療現場の最新の取り組みから、地域包
括・自動車運転など幅広く活躍の場を教えていただき
ました。
　同窓会では学生時代と変わることなく、楽しい雰囲
気で両学科の交流の良さが垣間見れました。施設の要
職になった方、家庭を持ち子育てに追われる方、地域
の療法士のために組織をまとめる方などなど、それぞ
れのライフステージで療法士を続け、そして土佐リハ
の良さを感じた１日となりました。

　最後に、会の運営に際し取り仕切っていただきまし
た、発起人の浅川さんをはじめ大庭さん、山口さん、
松村さん、山崎さんお疲れ様でした。ありがとうござ
いました。これからも土佐リハ未来会での同窓会を楽
しみに、皆様のご活躍を祈念いたします。
 土佐リハビリテーションカレッジ

箭野　豊（OT３期卒）

　「変わっちょらんね～」の一言から数年ぶり、十数
年ぶりに会う同級の土佐弁の一言から始まりました。
県外に就職した同級生からみると懐かしく、二十歳前
後にタイムスリップするきっかけの合図でもありまし
た。今回の同窓会は高知県内から5名、教員2名、関
東エリアから２名の参加もあり懐かしさと、年齢、社
会的役割、社会保障制度等の厳しい時代を迎える同級
生に向けて上記の講義テーマとなりました。
　講師は土佐リハ卒業生の中で最も早く起業し、現在
国内外において様々な事業を展開している講師の臨床
家ではなく、実業家としての視点から、今後40歳を
迎える同級生へ人生を有意義に過ごすためのお金との
付き合い方についての講義でした。
　第１章「恐れるなお金の正体を知る」から例えば1
万円札の原価は24円程度であるので本来は２４円の
価値しかない。ただ現在の金融資本主義においてはお
金とは「信用」の集合体でもある。故に「お金が無い
＝信用がない」と見出すことができる。お金の正体は
「信用」であることをまず知るべきであるというお話
でした。
　第２章「お金は貯めずに、積み上げろ」にてはお金は
貯めるものではなく「お金＝信用」なので積み上げて行
くものであるとの話しでした。貯蓄というイメージは必
要なお金を使った後に残ったお金を差しているのが一
般的であるが、そういったお金（余ったお金）は努力し
て貯めたという性質から、自己の欲求を満たすものに

使ってしまい易い。お金持ちというのは自己の欲求に対
してのバランスのいいコントロールができており、お金
の貯め方よりもむしろ使い方が上手いという話であっ
た。お金持ちは、コップの水は決して飲まず、コップか
ら溢れた水をすするという例えからも、お金は貯めると
いう発想ではなく積みあげて行くものであるというお話
であった。また、近年話題の老後2,000万年問題につい
てもふれ、資産形成には余ったお金を貯蓄より、自動的
に積み立てた、例えば個人型確定拠出年金のような性
質ものが有効とのお話だった。積み立てたのちに余った
お金（コップから溢れた水）を自己の欲求のために使う
のがよいとの話だった。
　最終章「誰がために金は成る」では、日本人はお金
と自己の向き合い方を学ぶ教育を受けておらず、その
ために「お金」というものに振り回され易い。何のた
めにお金が必要という目的が定まっておらず、必要以
上にお金のあるなしで不安になりがちである。

　土佐リハ 3期生PT・OT合同研修会と同窓会を開催しました

40歳からのお金の貯め方と使い方

３期生

７期生



9

　時の流れは早いもので、土佐リハを卒業してもうす
ぐ９年が経ちます。15期生の同期もそれぞれの場所
で目標に向かって頑張っています。今回、同期である
橋本貴絋さんが起業し、頑張っていることをこの土佐
リハの機関紙を読み、知りました。詳しい話を是非聞
かせて貰いたく、今回同窓会を開催させて頂きまし
た。皆、仕事や家庭が忙しい中、また遠方の人もいま
したが、時間を作ってくれ、集まることが出来まし
た。積もる話もありましたが、まずは橋本貴絋さんの
起業について勉強会を開いて貰いました。なぜ起業
をしたのか？どういった活動をしているのか？とて
も熱い話を聞かせて貰いました。橋本くんは｢KOCHI 
STARTUP PARK｣高知で新しい事業・起業する方を
支援・サポートするという起業促進事業に参加し、社
会の課題を起業で解決する社会起業家としての１歩を
踏み出しました。主な事業内容は健康経営サポート事
業、幼稚園・保育園向け体操教室事業だそうです。健
康経営サポート事業は理学療法士、看護師、産業カウ
ンセラーなどが在籍し、いつでもどこでも、腰痛・ダ
イエット・メンタルなどさまざまな悩みを専門家とと
もに解決していくサービス。幼稚園・保育園向け体操
教室事業は園児向け体操教室、職員向けワークショッ
プを行い、小さい頃から理学療法士の存在を知っても
らう為に行っているそうです。

　今回の話を聞き、刺激を受けましたが、私に起業な
んて…と感じました。しかし、橋本くんは｢起業じゃ
なくても、病院や施設でもやれることは無限にある
と思います。大切なことは｢半歩踏み出す｣こと。｣と
言ってくれました。どんな場所でも自分なりの形で患
者様や利用者様、人の為に出来ることはあるのだと改
めて思うことが出来ました。
　貴重な勉強会の後は、同期との様々な話に華が咲き
ました。皆も成長し、それぞれの環境も変わっていまし
た。あっという間の同窓会でしたが、久しぶりに会えて
嬉しかったです。私達も理学療法士として社会に出て、
もうすぐ10年になります。10年目を期にまた集まれた
り、色々な話が出来たらいいなぁと思ってます。
 幹事：今久保恵理

　未来会としては、卒業生相互の交流を活性化するた
めに同窓会を開催する際に援助いたします。
　開催条件は以下の通りです。

・事前・事後報告書の提出
・懇親会のみではなく、勉強会とセットで行うこと
（懇親会のみでは補助はしない）
・勉強会の条件　時間は30分以上
　　 1時間を超える場合は、時間に応じて講師代と

しての補助（時間単位での支給であり、講師数
には関係ない）

　　 1時間～1時間30分：5,000円　以上、1時間
30分ごとに5,000円追加

＊勉強会の場所は、学校が望ましいが、絶対ではない。
　例： 懇親会会場で行い、そのままそこで懇親会を

行う場合も可。
・ 参加者への補助　県内の参加者　1,000円、県外

の参加者　3,000円の補助
　（県外の人が参加しやすいようにするため）
・ 参加者に本校教員がいる場合、各期各学科　

5,000円
・補助は、5年に1回

　各期や学科合同、複数期合同の同窓会などを開催す
る際には、未来会事務局まで問い合わせてください。

同窓会補助について

　今一度、誰のためにどれだけのお金が必要なのかを
明確ににし、お金と自己の向き合い方を変えることで
人生の豊かさは変わるのではないかとの話だった。
以上、文章にすると抽象的な少し話となってしまっ
た。講師の現在の総資産額や、その他、生々しいお金
の話は誤解も生じ易く、文章にしづらい側面もあり伝
ええるのが大変難しい。しかし、卒後直後、家を借り
るために必要な資金もなく、数か月の間、車中で生活
をしていた講師の学生時代からの極貧時代を知ってい

る同級生としては「人は生まれた時も、死んでいく
時、すなわち最初と最後は、ありがとうという気持ち
に包まれているはずだから、お金も大事かもしれない
けど、周囲にありがとうと感じてもらえる生き方をす
ることが一番大事。」という講演の最後の言葉が「お
金」というキーワードを通じて、講師が伝えたかった
ことではないかと感じている。

育心リハビリテーションサービス代表取締役
芝吹　宜宏氏

15期生理学療法学科卒　同窓会15期生
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　今、ゆっくりと振り返ってみると友達とふざけ
合っていた毎日や、夜遅くまで国試勉強をしていた
頃、卒業式などが昨日のことのように思えるほど身
の回りの環境が大きく変わり目まぐるしく過ぎて
いった１年でした。
　私は学生時代、急性期病院で実習を経験し急性期
分野に興味を持ちました。現在は大阪府にある急性
期病院で働いています。日々患者様の状態が変化
し、入院から退院までの日数が短く入れ替わりの早
い急性期病院での勤務は想像以上に忙しく業務をこ
なすことで精いっぱいでした。家に帰っても洗濯や
料理などの慣れない家事が待っており、ベッドに入
り寝る時間が一番幸せだったように感じます。そん
な中で初めて患者様を担当させて頂いた時の嬉しさ
や不安な気持ちは今でも忘れません。私の働く病院
ではご高齢の方が多く、触ると折れそうで血圧計を
巻くのにもベッドから起きてもらう為に介助させて
頂くにもとても緊張し介入後は汗だくになっていた
ことを覚えています。
　入院期間が２週間ほどの今の職場で退院または転
院していく患者様に「先生ありがとう」「先生が担
当で良かった」という言葉を貰い嬉しく思う一方
で、自分にもっと知識や技術があればその患者様の
近い未来や、長い人生は変わっていたのではないか
と考えることがあります。忙しさから患者様の現在
の状況しか見れていない自分にその方の人生に関わ
る資格があるのかと悩むこともありますが、先輩方
の熱心な指導や、何より気軽に疑問や悩みを相談で

きる同期の存在は大きいと感じています。
　また、県外に就職したことで家族や高知県内にい
る友人の存在の大切さに気付かされた１年でもあり
ました。仕事はもちろん慣れない土地での初めての
一人暮らしはどこへ行くにも何をするにも緊張や失
敗の連続で、高知県を離れたことを後悔する時もあ
りました。しかし、離れていても私の身体や生活を心
配し毎日のように連絡をくれる母や、帰省時には予定
を合わせてくれ他愛ない話で笑い合える友人に支え
られ、この１年間頑張ることができたと思います。
　なかなか会えない寂しさはありますが、県外に就
職したことで今までできなかった経験ができ、仕事
もプライベートも充実した日々を送ることが出来て
います。理学療法士１年目はあっという間に過ぎ４
月からは２年目となり後輩もできます。少し余裕の
持てる２年目は勉強会への参加や自己研鑽の機会を
増やし、患者様により良い理学療法を提供できるよ
うこれからも頑張っていきたいです。

新人（23期卒）からの一言

医誠会病院　リハビリテーション部

谷　河音（PT23期卒）

１年を振り返って
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　今年１年間を改めて振り返ると、本当に多くの経験
をさせて頂き、作業療法士として、そして１人の社会
人として、とても貴重な体験をした１年間でした。
　そんな中で、特に私が現場で働く上で感じたこと
を、この場をお借りしてお伝えさせて頂きます。
　私がこうしてデイサービスで働こうと思ったきっ
かけは、４年生の実習最後にデイサービスにて担当
させて頂いた利用者様との関わりがきっかけでし
た。学生時代はレポートや限られた時間の中で評価
や課題をしつつ、初めての一人暮らしであり、心に
余裕もなく利用者様の気持ちや体調面を考慮でき
ず、一方的な関わり方しか出来ませんでした。その
時担当させて頂いた利用者様から、「私の担当を外
して欲しい」と言われてしまいました。後から理由
を聞くと、病気の関係もあり中々上手く話が出来ず
体調面も優れない為、その方は自分は何も出来ず
ベットで横になることが多いから、何も出来なくて
申し訳ないですと、バイザーの先生から告げられま
した。そして「それでも担当しますか」、とその場
でバイザーに聞かれました。その瞬間、自分として
も悔しくて何より利用者様に寄り添い、アプローチ
出来なかった自分が、今なら本当の意味で成長でき
るチャンスだと思い、再度担当したいと伝え、１か
らアプローチ方法を考えました。そして最終日を迎
え、学校に帰ってきた時に、今までのアルバイト
の経験や実習での経験より、『利用者様の人生を
HAPPYに変えられるセラピストになる』という、
私なりの作業療法士像ができ、そして運動をリハビ
リとして活かせる環境を探したところ、偶然見つ
かったのが、東京都にあります、デイサービスでし
た。私は元々東京都で働くつもりはありませんでし
た。しかし自分のやりたい事を真っ直ぐ挑戦した
い、そして新しい作業療法士としての働く環境を自
ら作りたいと思い、病院ではなく、あえて株式会社
に就職することを決断しました。
　約10ヶ月間現場で働く上で、２つだけ皆さんに
お伝えしたい事があります。まず１つ目は、現在の

生活期での作業療法士には、技術だけでなく、『人
間性』まで求められる時代であるという事です。利
用者様は病気を患っている中、少しでも生活をより
良くする為に、自らサービスを選択し、その上でデ
イサービスに来て頂いています。なので自分たちは
医療技術と、利用者様が過ごしやすい環境や気遣い
まで現場では求められます。こうした１人の社会人
としてのスキルを自ら考えていき、先輩方の行動を
見て勉強し、本当の意味で利用者様からの信頼を
獲得した時に、初めて生活での悩みを聞き出せま
す。恐らく皆さん学校で良く言われてきた『QOL
の向上』に向けた目標設定が信頼を獲得した時に初
めてでき、そしてリハビリや運動内容に利用者様が
100%取り組んでくれるので、そこで初めてリハビ
リの結果がでます。時代も変わればニーズも変わっ
てきます。なのでクラスメイトや先生方、アルバイ
ト先の先輩方後輩などの何気ないコミュニケーショ
ンは、学生時代の頃は面倒くさがらず取り組み、そ
して全力で沢山遊んで下さい。その経験が必ず臨床
の現場で役に立ちます。
　２つ目は、『人は必ず死ぬ』という事です。利用
者様は病気を患い、いつ体調を崩してもおかしくな
い状況のなか、日々サービスを利用されています。
だからこそ、昨日までお会いしてた方が三日後に亡
くなり、二度と会えない経験を私も何度も経験しま
した。だからこそ、私達はリハビリをして生活をよ
り良くしたいと思い、来て下さっている利用者様の
為に、１日１日後悔なく全力で関わり、足りない知
識や技術は補う為に、勉強しなくてはいけません。
これは、今の学生にもお伝えできる事です。利用者
様は皆さんの事を今か今かと待っています。学校で
学んだ勉強や実技練習は、必ず現場で役に立ちま
す。なので、目の前の事から逃げずに、コツコツと
知識、技術を身につけ、そして皆さんを待っていま
す利用者様の為に、共に寄り添いアプローチ出来る
日を楽しみに、私たち卒業生一同もセラピストとし
て現場で自らを磨き続けていきます。

株式会社オン・ザ・プラネット　ライフサポート事業部所属　作業療法士

住江　知昭（OT23期卒）

学生から社会人へ



学位取得　博士（学術）

洛和会京都スポーツ医科学研究所
松井 知之（PT3 期卒）

　2019 年３月に京都工芸繊維大学大学院（バイオテ
クノロジー専攻）を卒業し博士（学術）を取得致しま
した。
　土佐リハを卒業後、大学病院で 15 年勤務し、現在
は丸太町リハビリテーションクリニック（2020 年１
月から洛和会京都スポーツ医科学研究所）に勤務して
おります。諸先輩方から常に臨床の疑問を解決するた
めに、文献や研修で積極的に学ぶこと、そしてそれで
も解決しない場合には、自身で研究し明らかにするこ
と、という教えをいただきました。
　スポーツ医科学に関わり始めて 10 年が経過し、自
身の研究成果の通過点の一つとして、大学院に入学し、
今までの研究成果を一つの形としてまとめたいと考え
ました。大学院では、「野球選手の医学的支援に関す
る研究 －成果と課題、課題解決に向けての取り組み
－」という課題で研究を行いました。
　ここ 10 年、毎年京都府内の小学生から大学生、女
子プロ野球選手など、約 2,000 名のメディカルチェッ
クを行っております。障害を早期に発見し、早期に治
療することで、大好きなスポーツをやめなくてもいい
ようなサポートをしております。最近は、障害の発生
予防への取り組みも始めました。また、簡易に誰でも
実施可能なオリジナルの評価、治療法を確立し、メディ
カルチェックに参加したその場で、疼痛を大幅に軽減
させる取り組みが可能となりました。
　まだまだスポーツ障害の撲滅には長い長い道のりで
すが、わたくしのライフワークとして今後も取り組ん
でいく予定です。

 論文がOccupational Therapy
 Internationalに掲載されました

土佐リハビリテーションカレッジ
箭野 豊（OT3 期卒）

　2019 年10 月１日に私の論文「Olfactory Stimulation 
with Japanese Soy Sauce Improves Upper Limb 
Performance」が、科学誌「Occupational Therapy 
International」に掲載されました。内容は「醤油の
匂いが上肢運動機能を向上させる」というものです。
８年前に臨床現場で頭部外傷の患者さんへの作業療法
として「調理活動」を導入した際、特に調理中の食
べ物の匂いが運動機能を改善することに気づきまし
た。それをきっかけとして、当時所属していた高知大
学医学部統合生理学講座（修士課程）で嗅覚－運動系
の研究を行い、今回の論文掲載に至りました。嗅覚－
運動系の研究は世界的にも少なく、掲載元では閲覧数
が 2800vews、PDF ダウンロード数が 790 を超え

（2020 年２月 12 日現在）、作業療法専門誌としては
注目をしていただいている論文と言えるのではないで
しょうか。前職場の HITO 病院リハスタッフの皆様、
統合生理学講座の椛 秀人先生、山口 正洋先生に深く
感謝いたします。現在、同講座の博士課程で今回の研
究成果を筋電と脳波計を用いてコヒーレンス解析を行
い、より科学的根拠を見出そうと研究を継続しており
ます。
　高知大学医学部 HP でもご紹介いただいております
ので、詳細は以下をご参照ください。今後ともご指導
の程、どうぞよろしくお願いいたします。

（掲載元）
https://new.hindawi.com/journals/oti/2019/2748721/

（PDF）
http://downloads.hindawi.com/journals/oti/2019/2748721.pdf

（高知大学医学部）
http://www.kochi-ms.ac.jp/html/news/2019/togoseirigaku2019-1.html

未来会会員の活躍
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第47回四国理学療法士学会
奨励賞・学会長賞受賞

だいいちリハビリテーション病院　
河野 麻衣（PT14 期卒）

土佐リハビリテーションカレッジ　
奥田 教宏（PT ９期卒）

　第 47 回四国理学療法士学会において、14 期卒の
河野麻衣氏（だいいちリハビリテーション病院）が奨
励賞、９期奥田教宏（土佐リハビリテーションカレッ
ジ）が学会長賞を受賞しました。本学会は、過去最多
の 120 演題が発表され、その内奨励賞が１名、学会
長賞が２名選ばれています。
　河野氏の演題は、「高齢者の骨密度と生活機能の
関係性」という演題を発表されています。演題内容
は、外来運動器疾患の女性 61 名を対象とし、Young 
Adult Mean (YAM) と身体機能、生活機能を評価
するために社会的フレイル、外出頻度、Life Space 
Assessment（LSA）の関係性を検討しています。
結果は、YAM と BMI、社会的フレイル、外出頻度、
LSA に正の相関を認め、YAM と歩行スピードは負の
相関を認めていることから、高齢者は外出頻度や活動
量の低下、運動量の低下といった社会的フレイルによ
り身体機能や骨密度が低下することを推察していま
す。また高齢者の活動能力低下は社会的役割の低下か
らも出現することから、個人に応じた身体機能の低下
に対する対応に加え、社会的フレイルへの関わりが骨
密度低下の予防に繋がることが期待される素晴らしい
発表でした。
　私の発表は、「運動負荷による疼痛域値の変化－自
転車エルゴメーターによる比較－」という演題を発
表しました。演題内容は、心拍数 150 回／分を目安
とし被検者がきついと感じる高負荷運動群と心拍数
100 回／分を目安とし楽に感じる低負荷運動群の疼
痛閾値の変化および表在感覚（触覚）の閾値変化を検
討しました。結果は、高負荷運動群・低負荷運動群と
もに疼痛閾値と表在感覚の閾値が有意に上昇しまし
た。さらに、高負荷運動群と低負荷運動群の群間比較
では、疼痛閾値および表在閾値ともに有意差が認めら

れなかったたことから、臨床においても患者が楽に感
じる低負荷の運動を行うことで痛みの軽減が示唆され
ました。また表在感覚閾値の上昇という結果から、下
行性疼痛抑制系など中枢性の抑制系を介すことで、脊
髄後角への感覚入力が減少し閾値の上昇がみられた可
能性を示唆しました。
　今後も研究を継続し自己研鑽を行うことで、理学療
法の発展に貢献していきたいと考えています。

片岡先生が2本の論文掲載と四国学会
学会優秀賞を見事授与されました！

土佐リハビリテーションカレッジ
作業療法学科　学科長　片岡 聡子先生　　
　論文は、育児中の作業療法士の生涯学習の実態と課
題に関する調査（作業療法 , 38(3), 285-293.）と作
業療法士としての人生を鳥瞰するキャリア教育－今の
時代に指導者として求められていること－（作業療法
ジャーナル , 53(7), 639-643.）の２本です。どちら
の内容も個人が成長していく上で重要なことについて
論じられており、①作業療法士として成長する、②ワー
クライフバランス、③育児中の作業療法士教育支援、
以上３つの視点について触れられています。四国学会
学会優秀賞は、上述した作業療法に掲載されている内
容を発表されたものです。座長からは「育児中の作業
療法士を対象とする研修会を開催する上で、重要な指
標となる内容である」と好評を博していました。
　療法士の仕事は魅力的であると同時に、日々の勉強
が欠かせない仕事です。それゆえにプライベートとの
両立が難しいことや、何を目標として勉強すれば良い
のか、など悩まれる方も多いのではないでしょうか。
２本の論文には、解決の道しるべとなる内容が記載さ
れています。若手作業療法士だけでなく指導者や育児
中の方、研修会を主催する立場にある人にも参考にな
る内容になっておりますので、ぜひご一読ください。

（文責：稲富惇一　OT15 期卒）
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第29回京都府理学療法士学会
学会奨励賞受賞

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）

　この度、第 29 回京都府理学療法士学会において学会
奨励賞を頂きました。授賞式は地域理学療法学会と合同
開催であった第 30 回京都府理学療法士学会にて行われ
ました。当日は地域理学療法学会のスタッフとして参加
もしていましたが、口述セッションでの竹林先生、滝本
先生の座長での活躍の場面も拝見することができ有意義
な時間を過ごすことができました。高知を離れて県外に
出ても１年を通して色々な場所で土佐リハの先生方、先
輩方とお逢いすることができ、私自身のモチベーション
に繋がっています。
　私の研究の対象は白血病や悪性リンパ腫などの血液腫
瘍疾患患者さんであり、これまで研究活動を続けてきま
した。今回の受賞演題は「同種造血幹細胞移植後早期に
おける骨格筋断面積変化」であり、血液腫瘍疾患の根治
的治療手段である造血幹細胞移植後早期の骨格筋の量
的変化に着目をした研究になります。
　近年、骨格筋を定量的に評価する方法として、DEX
法（二重エネルギーX線吸収測定法）や生体電気インピー
ダンス法などの様々な評価方法が登場しています。今回
の研究においてはコンピューター断層撮影（computed 
tomography, CT）を用いて移植後早期の骨格筋の変化
を調査しました。CT を用いた理由としては各骨格筋の
筋断面積を定量的に評価することが可能であったためで
す。対象骨格筋は体幹（腹直筋、側腹筋群、傍脊柱筋群）、
下肢（大殿筋、中殿筋、大腿直筋）の計６筋とし移植前
から移植後における筋断面積変化を調査しました。本研
究の結果として、下肢骨格筋の筋断面積は移植後早期に
有意に減少し、体幹筋においては傍脊柱筋群が下肢骨
格筋と同程度かそれ以上に筋断面積が有意に減少するこ
とが示唆されました。造血幹細胞移植後早期の骨格筋の
量的変化は筋によって異なる傾向を示すことが明らかに
なった研究です。本研究の限界点としてはサンプルサイ
ズが小さく選択バイアスがかかっている可能性を十分に
考慮する必要があることです。また今回使用した CT は

被爆など侵襲が加わる方法であり、今後は超音波など非
侵襲的な評価方法を用いて検討する必要があると考えて
います。
　今後も患者さんのために日々の臨床、研究を精進努力
してまいります。本日はこのような機会を頂きましてあ
りがとうございました。

第20回認知神経リハビリテーション学
会学術集会　演題発表奨励賞

愛宕病院
國友　晃（OT15 期卒）

　私は愛宕病院に勤務しております 15 期卒の國友晃と
申します。この度、昨年の 10 月 26 日−27 日に東京都
の首都大学東京荒川キャンパスで開催された第 20 回認
知神経リハビリテーション学会学術集会において、演題
発表奨励賞をいただきました。まずは演題発表に向けて
ご意見やアドバイスをいただいた愛宕病院リハビリテー
ション科の方々に感謝いたします。今回、受賞させてい
ただき嬉しく思うのと同時に日々の臨床における評価や
治療を振り返ることの重要性を改めて感じました。演題
発表を行うことにより、所属施設をこえて様々な方々と
意見交換や議論する機会に繋がり、この経験が臨床の治
療に活きると実感しています。今後も多種多様な学会に
参加や発表をして情報収集や意見交換を継続していきた
いと考えます。
　このような機会をいただきましたので少し演題の内容を
紹介させていただきます。演題名は「力量感覚がわから
ない慢性期橋損傷患者の把持動作への介入−言語教示に
よる力量調節を契機として−」でした。症例は左手の把持
動作において表在及び深部感覚情報のモニタリングが困
難であることに加え , 過剰な力量を自覚していない状態で
した。そのため運動制御システムの運動プログラムを言
語教示にて操作した結果、左手の適切な力量に認識に繋
がり実際の生活行為も改善したという内容でした。症例と
は長期的な介入の過程で客観的には運動の質の改善を認
めていましたが、主観的な運動感覚では「左手で思うよ
うに動かない」と発言したことから運動制御システムに着
目した治療を実施しました。結果は、把持における力量動
態を客観的に評価できる把持力計において介入後は力量
の低減を認め、主観的な運動感覚は「左手が思うように
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動かせるようになってきた」と改善を認めました。今後も
対象者の生活行為が改善するために必要な病態分析や治
療展開に取り組んでいきたいと考えています。

WCPT Congress 2019　参加報告

宝塚医療大学保健医療学部理学療法学科
篠原　博（PT７期卒）

　2019 年５月10 日から13 日までスイスのジュネーブ
にて WCPT Congress 2019 が開催され参加、発表し
てきました。WCPT への参加は 2011年に参加したオラ
ンダ、マレーシアに続いて３回目になります。毎回何ら
かの課題を持って帰るので参加できることに感謝です。
また日本人の参加者も多く、少し安心感もあります。山
形県立保健医療大学の神先秀人先生と再開できた時は
とても嬉しく思いました（その時の写真を載せます）。私
が京大病院で実習していた頃の SV であり、学会でお会
いする度に激励して下さいます。こういう再会も学会な
らではと思います。もちろん竹林先生（１期 PT 学科卒）
とも何度もお会いし、その度にほっこりさせてもらって
います。
　国際学会になると色々と難しいことがあります。言語
や食事、通貨などなど理学療法以外のことを学ぶ機会が
多く、本当に良い経験になります。2021年には４月８日
から10日までドバイにてWCPTが開催されます。今行っ
ている研究をどんどん発展させてその場で発表できるよ
う日々努力したいと思います。興味がある方は少しずつ
準備していけばきっと間に合うと思います（内容も職場
の理解も）。是非一緒に参加しましょう！

土佐リハビリテーションカレッジ
竹林 秀晃（PT１期卒）

　私も WCPT Congress 2019 に参加しました。いつ
も国際学会は滝本先生と一緒でしたが、今回ははじめ
て土佐リハから一人で参加しました。そのため、かなり
寂しく、心細かったです。一人で海外に行けたことは、
この年で恥ずかしですが成長できたように思います。会
場では、知り合いの先生とたくさんお会いでき、篠原先
生と WCPT で会うのは恒例になってます。また、学会

は英語での発表だけでなく、近くの観光地にも少し足
を運び、ヨーロッパ最高峰モンブランにも登頂（3842M
ローブウェイですが）してきました。英語はなかなか上
達しませんが、国際学会への挑戦は続けていきたいと
思います。

ISPRM ～第 13 回国際リハビリテー
ション医学会世界会議を経験して～ 

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（PT16 期卒）

　20 歳代のうちに国際学会で発表したい！と思ったこ
と、前職場でお世話になりました才藤栄一先生が大会
長であったことから、2019 年６月に開催されました
ISRPM にて「脳卒中患者の歩行分析」について発表さ
せて頂きました（発表時は 30 歳１ヶ月でしたが…）。質
問頂いても全然答えられない自分に歯痒さを感じました
が、良い経験となりました。今回学んだこととして、英
語ができるから国際学会に登録するのではなく、登録す
るから取り組むようになると身をもって感じました。意
図的に背伸びし、より良いと感じる環境に挑戦すると、
不安は強くなりますが、想像以上に周囲に協力して頂け
ますし、やってみて良かったと本当に思います。
　会場では、前職場でお世話になったリハ医や同僚に再
会し、他にも全国で活躍されている先生方にお会いでき、
貴重な時間となりました。サラッと英語で話す先輩方を
みると格好良いな～と思うと同時に、「自分は本当にまだ
まだ修行が必要だなぁ」と痛感しました。
　最後になりますが、突然発表したい！と相談した僕に
対して、ご指導頂きました竹林学科長、その他ご協力頂
いた皆様に感謝致します。今後は、学会発表のみならず、
論文やその他の活動にも繋がるようにステップアップし
たいと思います。



International Brain Research 
Organization（IBRO）2019での発表経験

土佐リハビリテーションカレッジ
奥田 教宏（PT9 期卒）

　2019 年９月 21日～ 25 日に韓国で開催された、
International Brain Research Organization（IBRO）
で発表をおこなってきました。７月～８月には、ニュー
スでも取り上げられたように日韓関係が悪化し航空会社
の運休が相次いだ時期で、私の乗っていく便も案の定運
休となりました。悪運は続き、出発日当日は、今年最大
級と報道された台風 19 号が九州、四国に接近したため、
当初の予定をキャンセルし、福岡まで陸路、福岡から韓
国まで飛行機を使い何とか韓国まで到着することができ
ました。
　学会は、韓国や中国の方など近隣の参加者が多かった
ですが、フランス、ドイツ、インド、アメリカなど遠方
からの参加者も多く見られました。発表はポスター発表
で行いましたが、IBRO の発表時間は一般的な１時間で
はなく、２時間立ちっぱなしとなかなか長いディスカッ
ションでした。自分の発表演題に興味を持ってくれた方
も多くいて、複数の方が質問をしてくれました。ただ、
自分の言いたいことが十分に表現できず、やはり英語へ
の課題を強く感じました。以前からですが、今後も課題
です。
　発表演題は、「Modulation of nociception by social 
bonds in the monogamous rodent: c-Fos expression 
in the brain “pain matrix” under conditions of 
inflammatory pain」という演題で、プレーリーハタネ
ズミという絆を形成するマウスを用いた研究内容であり、
現在痛みにおける脳の反応性を検討しています。プレー
リーハタネズミは、絆を形成するためヒトに近いげっ歯
類とも言われています。この動物に絆を形成させた後、
ペアとなったオスとメスを離すことで心理社会的なスト
レスを１週間与え、ストレス状態を作ります。そのスト
レスが与えられた群とストレスが与えられない群との比
較を行うためにホルマリンによる痛み刺激を行い、脳細
胞（ペインマトリックスのうち５領域）の活性化を検討
しています。結果は多くの領域で、ストレス有り群とス
トレス無し群両群において有意な痛みの反応がみられて
いました。しかしその中でも、前頭前野、扁桃体、側坐
核では、ストレス群のみ有意な脳の反応がみられていま
した。この領域が、ドーパミン回路と一致しており、現

在ドーパミンの関与を強く考えています。
　国際学会では、国内の学会とはまた違う空気を感じる
ことができいつも刺激を貰えます。今後も研究を継続し
研鑽を積んでいきたいと思います！

生命（いのち）の基金受賞

土佐リハビリテーションカレッジ
稲富 惇一（OT15 期卒）

Workth
橋本 貴紘（PT15 期卒）

　この度、15 期卒業の PT 橋本氏と OT 稲富が生命（い
のち）の基金をそれぞれ受賞しました。これは、すべて
の人が住み慣れた地域で心豊かに暮らせることを目的と
した、治療・研究・救済 ･ 支援活動への取り組みに関し
て助成金が送られるものです。 
　受賞内容としましては、橋本氏は勤労者が健康に働
き続けられることを目的とした取り組み。私は高齢者の
骨折軽減を図るための転倒予防プログラムに関する内容
となっています。この助成金は高知県民の方々の寄付に
よって成り立っています。今回いただいた助成金を県民
の皆様に還元できるよう、大事に使わせていただきます。
　受賞が決まった際には、県民の方々に還元するぞ！と
いう気持ちと同時に、同期で受賞したことに喜びを感じ
ました。我々15 期は卒業から早９年が経ちましたが、
今でも刺激し合える関係であることを嬉しく思います。
今後もこのような関係性が続くように、自己研鑽に励ん
でいきます。

企業との連携を経験して
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デイサービスセンタールピナス港南
合田 健太（OT9 期卒）　
　作業療法学科９期生の合田です。私は卒業後広島県に
あります島谷病院に就職し現在は同法人内のデイサービ
スセンタールピナス港南に勤務しております。今回所属
県士会である広島県作業療法士会が広島県商工労働局
医工連携推進プロジェクト・チームからの依頼を受け、
事業に参加している御縁で縫製会社「マルカ株式会社」
のユニバーサルデザインの衣料ブランド「ONE SELF」
の立ち上げに関わらせていただく貴重な経験をさせてい
ただくことが出来ました。この「ONE SELF」は誰でも
脱ぎ着がしやすく自分で着て、自分らしく外出すること
をコンセプトにしたボタンダウンシャツです。
　このお話をいただいた際、私たち作業療法士の経験や
知識が役立ち県民の皆さんに貢献できるものであると感
じるとともに初めてお会いさせていただいたマルカ株式
会社の後藤社長の情熱と日頃の業務では経験できない貴
重な機会であることを感じました。
　いざ取り組んでみると日常の業務ではなかなか関わる
ことの少ない異業種の方と連携で、お互いの視点でアイ
デアや思いを語り合い、シャツを通して様々な方のそれ
ぞれの立場での意見を聞きそれをつなぎ、それらが商品
として形を変えていくことに携われたことはとても貴重
で刺激的な体験でした。
　これまでは日頃の臨床で「こんな○○があればいいな
あ…」ということを思うことは多々あったのですがそれ
らは自分の中で消化されていく日々でした。工夫やアイ
デアはあってもそれをどうすればよいのかモヤモヤした
こともありました。しかし今回の連携で製造者はどのよ
うな視点で作ればいいのか現場の声を求めていることを
教えていただきました。
　私たちはリハビリテーションの専門職として作業療法
の視点で対象者の生活を支援したいと思って日々取り組
んでいます。立場や対象は違っても企業の方はその製品
を一つ作るため、それを販売するため、その製品が人々
の生活に役立ち生活が少しでも良くなるようにという想
いで取組まれています。その取り組む視点を知ることは
日々の臨床業務にプラスとなることばかりでしたしこれ
まで考えたこともないような視点に気づかせていただく
ことも多々ありました。
　現在はシャツは製品化されており購入された方からの
声を聴くことも増えました。そんな中で嬉しい声もたく
さん聴かせていただくこともあります。またこのプロジェ
クトを通して新しく出来たネットワークや体験はこれか
らに活きる財産となりました。
　最後に本件とは別の話になりますが先日広島県作業療
法士会の災害対策研修で在学中の担任であり学科長で
あった淡野先生の講義を 15 年ぶりに聴講する機会と、
学生時代のここにはとても書けないような…ことも懇親

会でお話をさせていただく機会があり土佐リハでの学生
生活が今の自分にとってとても大きな財産であることと
日々の臨床の大切さを改めて確認させていただきました。
また未来会の機関誌の貴重なページを割いていただき感
謝しかありません。未来会と土佐リハビリテーションカ
レッジのますますの発展を祈念するとともに個人として
も研鑽と様々な経験を積んでいけることができるように
日々を大切に取り組んでいきたいと思います。

機能解剖と触診（Part 4: 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（PT3 期卒）

　理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の改正
が 20 年ぶりに行われる。カリキュラムにおいては、「理
学療法管理学」や「画像評価」が必須化、臨床実習教
育においては１単位 40 時間以上（課外学習がある場合
はその時間を含め 45 時間以内）の厳守、診療参加型実
習の推奨および実習生が行う水準の設置など大幅な変更
が行われる。若干、医学教育モデルを当てはめている感
は否めないが、“ より良い教育・より良い臨床実習 ” に
繋がる改正となることを心より願うばかりである。
　筆者は、1989 年改正（第３回改正）の指定規則で土
佐リハビリテーションカレッジを卒業した。当時は、理
学療法士の “ 即戦力時代 ” から、“ 質の高い ” 理学療法
育成へ舵切りが行われた。そのため、基礎医学の時間数
が増加し、臨床実習時間が大幅に減少した時代である。
とりわけ、母校のカリキュラムが充実していたかは別問
題であるが、宮本謙三 先生、宅間 豊 先生、井上佳和 
先生などの熱心な指導を受けたことは記憶に新しい。し
かしながら、はっきりしていることは在学中に “ 触診 ” の
指導は全くなく（笑）、その必要性も感じていなかった。
　ところが、就職すると先輩理学療法士から「触診の結
果はどうだった？」、「〇〇筋も触診できないの？」など、
突然、触診の技術が求められた。必死になって解剖学教
室や触察セミナーなどに通い、技術向上に努めたが、体
表からの筋・腱・靭帯・血管・神経などの触診は、指先
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の感覚が重要で修得までに多くの時間を要した。その原
因は、講師から「この奥にある硬いやつ」、「このコリコリっ
とした感じ」など抽象的な表現が多いことにあると感じ
た。「コリコリ」と感じるのか「ゴリゴリ」と感じるのか
は人によって違う。また、自分が触れている箇所が本当
に正解なのか？というフィードバックが入りにくいことも
原因の１つである。触診の再現性に関する報告の多くは、
検者間信頼性はもとより検者内信頼性でさえ低い値を示
している。例えば、システマティックレビューの１つに
上前腸骨棘の再現性は、検者内信頼性κ＝ 0.13 ～ 0.54、
検者間信頼性κ＝ 0.4 以下と結論づけられている。この
報告は私にとってショッキングな報告であった。
　しかし、触診技術は患者評価や運動療法を行う上で必
要な技術である。抽象的な表現を無くすことと触れてい
る箇所のフィードバックが上手くできれば、再現性も向
上すると考えられる。その手法の一つが“可視化”である。
トレーニングを受ける側が触れている箇所がタイムリー
に確認出来れば、短期間かつ正確に触診できるようにな
る。そんな思いを込めて執筆させて頂いた「機能解剖と
触診」。土佐リハ卒業生の皆様に一読して頂ければ幸い
です。

高知リハビリテーション研修会
Next Stage が SIG 認定を受けました。

　標題にあります研修会は 16 期理学療法学科卒業の渡
邊氏と、15 期作業療法学科卒業の稲富の２名が共同代
表を務めているもので、３年前に立ち上げました。これ
は私達が土佐リハ教員として帰高した際に、県内で若手
向けの研修会が定期的に行われていない、尚且つ PT と
OT が同時に受けられる研修会が少ないという現状を目
の当たりにし、若手療法士の勉強と交流の場という位置
付けで活動を始めました。研修会は月に一回の頻度で開
催（毎月第二水曜日の 19 時から 21時）を続けています。
参加人数は多い時で 60 人、少ない時でも 20 人集まっ
ており、現在までに述べ 160 名を超える療法士の方々
に参加していただきました。
　そして３年目に突入した本年度、さらなる県内療法士

の情報共有および学術的活動の貢献の場となるよう、事
務局一同が力を合わせ認定作業療法士・理学療法士を
取得する際のポイントが付与される研修会を目指しまし
た。結果、作業療法士においては SIG 認定（認定作業
療法士取得のためのポイントが付与される研修会）を受
けることができました。理学療法士の方は、思った以上
にハードルが高く見送るかたちになりましたが、今後は
理学療法士の方々にも還元できる研修会にもレベルアッ
プしていきたいと思います。
　県内で仲間づくりをしたい、勉強したい、認定作業
療法士・理学療法士を取りたい、と思う方がいらっしゃ
いましたら、ぜひ渡邊氏（ptrc.watanabe@tosareha.
ac.jp）もしくは稲富（otrc.inatomi@tosareha.ac.jp）
まで御連絡下さい。インスタグラムからも過去の研修会
内容が閲覧できます（next_stage0905）。一緒に頑張っ
ていきましょう。
　最後に、ここまで活動が継続出来ているのは一緒に歩
んでくれている事務局メンバーの存在があってのことで
す。特に初期から支えてくれた、20 期鎌倉くん・田野
岡くん・泉さん・近森さん、21期玉好さん・下市くんに
は感謝しかありません。そして、本年度新たに加わって
下さったメンバーの方々と次のステップへ進めることを
嬉しく思います。

（文責：稲富惇一  OT15 期卒、渡邊家泰  PT16 期卒）

第 31 回四国作業療法学会の開催について

久病院　リハビリテーション科
浅川 英則（OT３期卒）

　令和も２年目となりましたが、皆様いかがお過ごしで
しょうか。
　さて、今年は四国作業療法学会が高知で開催されます。
今回私が学会長を務めさせていただくこととなりました
ので、この場をお借りしてご挨拶と告知をさせていただ
きます。
　近年、会員数は増えてはいるものの、あらゆる学びの
場が増えたこともあり、四国学会への参加は会員数に比
例しない現状にあります。また業務等による時間の制約
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や職域の拡大もあってか専門領域での学びの場への参画
が主となっている傾向もあるように感じています。そこ
で今学会では専門職として分野に関わらず学べるような
内容を意識して企画を立てています。木で例えるなら伸
びゆく枝の部分ではなく幹の部分での Q ＆ A が導き出
せる学会になればと考えています。
　基調講演は山本伸一先生にご登壇いただき、土佐リ
ハ学科長の片岡聡子先生や一期生の沖田かおる氏（愛
宕病院）、元海辺の杜ホスピタルの仲地宗幸氏（株式会
社 NSP キングコング）や元愛宕病院の清水大輔氏（兵
庫医療大学）という土佐リハや高知にゆかりのある方々
のセミナーやシンポジウムも行われます。また、昨今
社会的にも体制作りが整いつつある高齢者の自動車運
転について市民の方々と共に学び合う公開講座も企画
しています。
　令和２年 11月 21日（土）、22 日（日）に高知県民文
化ホール（オレンジは時期尚早のためグリーンがメイン
会場）にて行います。今学会の実行委員は 10 名（写真
は実行委員と評議委員）で構成されていますが、私や実
行委員長を含め６名が土佐リハの卒業生です。委員一同
全力で準備と運営に当たる所存ですので、少しでも興味
を持っていただけるなら会場まで足を運んでいただきた
いと思います。作業療法士に限らず理学療法士の皆様も
ぜひご参加ください。皆様のお越しを楽しみにお待ちし
ております。

お願い
専門・認定理学療法士／作業療法士取得者
論文・学会発表者のリスト化
　日本作業療法士協会では、専門・認定作業療法士の
取得者一覧が HP で掲載されています。しかし、日本理
学療法士協会は、都道府県別の人数が記載されている
のみで名前は掲載されていません。未来会としては、専
門・認定理学療法士／作業療法士の取得者をリスト化し、
HP で確認できるようにしたいと思っています。また、論
文掲載や学会発表も併せて掲載したいと思います。
　これは、卒業生の動向を把握するともに資格取得者や
発表者が分かれば、資格取得や発表の際に相談したり、
研修会の講師の選定など色々なことに役立てることが目
的です。
　またその他、呼吸認定療法士などさまざまな資格があ
ると思います。あわせて各自が取得した資格を教えてい
ただきたいと思います。
　歓迎会・定期総会の返信ハガキもしくは QR コー
ドからの返信時に記載していただくか、未来会事務局

（miraikai@tosareha.ac.jp）までご連絡ください。

らくらく連絡網への登録のお願い
　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。
　対象 ：  全会員（PT ／ OT・県内外問わず、１～ 24 期

までの卒業生全員）
　方法 ： ① 空メールを送信する。
　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）
　※  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。
　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。
　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。

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。

「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。

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。
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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

	

　卒業生も1200名を超え、未来会も随分大きくなって
きました。そして、時代も平成から令和へと変わり、世
の中も変化してきました。未来会は、こうした変化をた
だ乗り越えることだけを考えるのではなく、未来を創造
していくことができる団体だと思っています。そのため
には、今まで以上の絆が必要と思います。ぜひ、よろし
くお願いします。

　卒業生には、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に、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ので、お手

事務局だより

数ですが下記の振込先までお願いします。
　これからも未来会の活動として、会員の皆様に還元で
きるような取り組みを行っていきたいと思いますので、
ご意見があればご連絡ください。また職場の異動、郵送
先の変更がありましたら、早急に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」

住所変更届、会費納入のお願い
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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）


