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土佐リハビリテーションカレッジ30周年記念
未来会研修大会 ～30年の歴史とこれからの未来に向けて～

　土佐リハは、今年で開校30周年を迎えます。今回、土佐リハの30周年を記念し研修大会を行い
たいと考え、理学療法学科９期卒　奥田が大会長を務めさせて頂くこととなりました。本研修会は、
これまで未来会会員の皆様が30年間積み上げてきた成果を報告して頂くことで、会員の皆様がさ
らに飛躍できるような研修会にしたいと考え「30年の歴史とこれからの未来に向けて」というテー
マにしました。研修大会は、校長の宮本謙三先生の特別講演、PTOT合同で行うシンポジウム２題、
一般講演はPTOT合計16題と過去の研修会では最大の講演数であり、幅広い分野の講演が聴講で
きるよう考えております。また、本研修会はリモートで開催するため、遠方の方も参加しやすい研
修会となっておりますので、是非ご参加ください。多くの卒業生の参加をお待ちしております！

30周年記念　未来会研修大会大会長　奥 田　教 宏
（PT9期卒）

【日　時】 2022年4月16日㈯　10：00～16：30
【場　所】 Zoom＆対面（感染状況に応じて変更となる場合があります）
 詳細が決まり次第、Facebookや公式ラインアカウント、らくらく連絡網などでお知らせします。

【参加費】 無　料
【対　象】 未来会会員、会員以外のPT・OT・STまたその学生

【日　時】 2022年4月16日㈯　12:10～
【場　所】 Zoom＆対面（感染状況に応じて変更となる場合があります）
 詳細が決まり次第、Facebookや公式ラインアカウント、らくらく連絡網などでお知らせします。

【対　象】 未来会会員

【日　時】 2022年4月16日㈯　19：00～
【場　所】 Zoom
【参加費】   無料（食事、お飲み物は各自がご準備下さい。26期生は卒業記念として未来会
 からお食事が配送されます。）

定期総会

委任状を下記QRコードより送信ください。

QRコードより参加申し込みが必要です。

全会員が左記のQRコードもしくはURLより出欠の回答をお願いします。
〆切　3/18（金）

https://forms.gle/gB1hpFyYTVLL7KaH6

30周年記念祝賀会＆26期生新入歓迎会
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プログラム

９：30 受付開始

10：00 開会式 テーマは現時点のものですので変更となることがあります。

10：05

～

11：25

記念講演
①

「脳卒中のリハビリテーション」
講師：今西 諒　藍の都脳神経外科病院（PT21期卒）
座長：渡邊 真帆　いずみの病院（PT21期卒）

記念講演
⑤

「軽度認知障害の高齢者のための自動車運転外来について」
講師：鎌倉 航平　愛宕病院（OT20期卒）
座長：住江 知昭　リハテラスつきみ野（OT23期卒）

記念講演
②

「がん性疼痛とリハビリテーション」
講師：下川 貴大　高知大学医学部附属病院（PT18期卒）
座長：濱田 涼太　京都大学医学部附属病院（PT11期卒）

記念講演
⑥

「脳卒中に関するリハビリテーション」
講師：國友 晃　愛宕病院（OT15期卒）
座長：西野 寿冬　いずみの病院（OT8期卒）

記念講演
③

「高齢心不全合併患者の特徴とフィジカルアセスメント」
講師：久保 徳昌　姫路循環器病センター（PT11期卒）
座長：高木 泰宏　結ノ歩訪問看護ステーション（PT8期卒）

記念講演
⑦

「手外科におけるハンドセラピィ」
講師：井津 直哉　高知大学医学部附属病院（OT14期卒）
座長：田村 幸司　てのひら訪問リハビリステーション（OT14期卒）

記念講演
④

「精神科病院のリハビリテーション」
講師：野村 太郎　高岡病院（PT10期卒）
座長：石野 泰央　静岡リハビリテーション病院（PT10期卒）

記念講演
⑧

「福祉用具の効果的な活用法」
講師：二宮 康公　特別養護老人ホーム千寿園（OT10期卒）
座長：北山 進　訪問看護ステーション I Am（OT10期卒）

11：30

～

12：10
シンポジウム

Ⅰ

「仕事と家庭を両立するためのアドバイス」
講師：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
　　　細田 里南　高知大学医学部附属病院（PT2期卒）
　　　岡崎 りさ子　細木病院（PT9期卒）
　　　高木 綾乃　藤戸病院（OT19期卒）
司会：岩井 萌　サンテ・ペアーレクリニック（OT24期卒）

12：10

～

13：30
総会（お昼休み）

13：30

～

14：10
特別講演

「絆」～ 土佐リハと共に ～ 
講師：宮本 謙三　土佐リハビリテーションカレッジ　校長
座長：奥田 教宏　土佐リハビリテーションカレッジ（PT9期卒）

14：15

～

15：35

記念講演
⑨

「臨床で理学療法士が行える治療　～基本的な理論と方法～」
講師：谷渕 文章　高松画像診断クリニック（PT8期卒）
座長：山本 則光　高知総合リハビリテーション病院（PT11期卒）

記念講演
⑬

「作業療法研究と今までの人間模様を振り返って」
講師：北山 淳　医療創生大学（OT2期卒）
座長：浅川 英則　久病院（OT3期卒）

記念講演
⑩

「TOKYO2020陸上競技メディカルスタッフとしての経験」
講師：山副 孝文　埼玉医科大学附属病院（PT7期卒）
座長：稲積 公洋　株式会社いなづみ（PT7期卒）

記念講演
⑭

「比較のない世界の魅力」
講師：岡村 忠弘　NPO法人青い空（OT6期卒）
座長：西村 千帆　井上病院 通所リハ いきいき（OT6期卒）

記念講演
⑪

「PNFテクニックを用いた整形疾患における筋力増強トレーニング法」
講師：上田 康裕　川田整形外科（PT6期卒）
座長：石井 伸　世田谷中央病院（PT6期卒）

記念講演
⑮

「精神科におけるリハビリテーション」
講師：宮城 哲哉　沖縄リハビリテーションセンター病院（OT6期卒）
座長：正木 孝一　土佐病院（OT6期卒）

記念講演
⑫

「訪問でのセラピストの関わり　～リハのきほんのき～」
講師：外口 徳章　さかいリハ訪問看護ステーション・船橋（PT5期卒）
座長：千坂 仁志　舞鶴赤十字病院（PT5期卒）

記念講演
⑯

「終末期の作業療法について」
講師：安岡 希和　土佐リハビリテーションカレッジ 作業療法学科講師
座長：小尻 智康　田野病院（OT21期卒）

15：40

～

16：20
シンポジウム

Ⅱ

「在宅リハビリテーションと予防リハビリテーションの現状と課題」
講師：金山 剛　　訪問看護リハビリステーションぼっちり（PT9期卒）
　　　古城 哲也　リボン生活介護（OT11期卒）
　　　橋本 貴紘　株式会社Workth（PT15期卒）
　　　住江 知昭　リハテラスつきみ野（OT23期卒）
司会：池上 大輝　訪問看護ドリームチーム（PT15期卒）

16：20 閉 会 式

19：00 土佐リハビリテーションカレッジ30周年記念祝賀会&26期生新入歓迎会
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25期生歓迎会お礼
　昨年は皆様お忙しい中、25期生の歓迎会を開いていただき、誠にありがとうございました。コロナ禍という
こともあり対面での歓迎会は叶いませんでしたが、WEBという新しい形での歓迎会を開いてくださったことを、
心より感謝申し上げます。入職して間もなく、不安でいっぱいだった私達にたくさんの励ましや温かいお言葉を
かけていただき本当にありがとうございました。画面越しではありましたが、対面と変わらぬ未来会の強いつな
がりを感じることができました。これからも、皆様に追いつけるよう日々精進して参りますので、ご指導ご鞭撻
のほど、よろしくお願い致します。

千葉西総合病院　清藤 慎太郎（PT25期卒)

　土佐リハビリテーションカレッジ未来会の皆様、お忙しい中25期生の歓迎会を開いていただき本当にありが
とうございました。勉強会では臨床現場で働く先輩方のご活躍を見せて頂き、私たちも先輩方の様に探求心を忘
れず患者様と真摯に向き合っていきたいと強く感じました。歓迎会では、沢山の方が25期生を温かく迎え入れ
てくださり、対面での交流が制限されている今、人との繋がりを感じる大変貴重な機会となりました。臨床に出
て間もなく不安だった私たちに寄り添い、激励してくれた事、感謝しています。私達、25期生も自己研鑽を怠
らず質の高いリハビリテーションを提供できるように日々精進していきます。未来会の皆様、今後ともご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願い致します。

土佐病院　中井 智樹（OT25期卒）

令和３年度　パラレルOT未来会活動報告
　昨年に引き続きパラ
レルOTの会長をさせて
いただいています土佐
リハビリテーションカ
レッジ23期卒業の野崎
雅義です。新型コロナ
ウイルス感染拡大から
はや2年が経とうとし
ています。様々なとこ

ろで、対面形式での勉強会からZOOMを使用してのオ
ンデマンドでの勉強会が主流となりました。パラレル
OTでも、ZOOMを使用して症例のまとめ方について
の勉強会を開催させていただきました。開催にあたっ
て打ち合わせを何度も行い、参加者を募るために一人
ひとりに声掛けを行いました。運営や準備の協力をし
てくれたチームのおかげで多くの方に参加していただ
けました。また、今後取り上げてほしいと言う希望や
意見も参加者の方から数多くいただき、意見を参考に
パラレル役員で一丸となって皆さんにとって有益な情
報等をお届けできるよう準備を進めて行きたいと思い

ますので今後ともご参加のほどよろしくお願いいたし
ます。
　その他の活動として勉強会の他にもZOOMで23期
生の友人と集まり飲み会をしました。これもパラレル
の目的である、繋がりを大事にすることから集まるこ
とをしました。2年ぶりの友人は数多くの経験や新し
い夢を語ってくれました。悩みを共有できる仲間をこ
れからもずっと大事にしていきたいと思います。
　11月に入り全国的にも感染者数が減りはじめ、こ
のまま終息となるように願っております。個人的に
は繋がりをより意識した活動を行いパラレルOTとい
う場所で楽しみを共有していきたいと思います。今年
は感染状況が落ち着かず、予定していたパラレルメン
バーでのBBQもすることはできませんでしたが、次
年度こそは、集まりたいと思っています。私の目標と
してパラレル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いう目標があり、その実現のため
にも今後ともパラレルOTを皆様よろしくお願いいた
します。 藤戸病院　野崎 雅義（OT23期卒）
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　2021年４月より土佐リハビリテーションカレッジ
作業療法学科の教員として着任致しました、安岡希
和と申します。
　私は川崎医療福祉大学を卒業後、２年間、岡山県
の病院で回復期病棟で従事したのち帰高し、高知
県東部にある田野病院で７年間勤務をしておりまし
た。臨床では、多くの時間を回復期病棟で過ごしま
したが、元々がんのリハビリテーションや終末期医
療に興味があり、１年未満ほどそれらの分野に関わ
らせて頂きました。実際の現場で対象者の方と関わ
る中で、多くの苦悩を抱えつつも、改めて寄り添う
ことの大切さや作業療法士の在り方など、対象者の
方を通して多くのことを学ばせていただきました。
　そして、コロナ禍に始まった教員としてのこの１
年は感染対策やリモート授業、実習地確保の難渋な
ど多くのことを経験した１年でした。その中でも、
令和３年の11月頃から県内の感染者数に落ち着きが

みられ、生活を送るうえでは僅かながらに安堵が増
し、仕事においては学生と対面授業ができることの
喜び、研究室にきては何気ない話をしてくれる学生
とのコミュニケーションに日々支えられながら過ご
しています。
　まだまだ未熟な点も多いですが、何事にも前向
きに取り組む姿勢と、明るい笑顔を今後も学生に届
け、安心して学べる環境づくりに積極的に取り組ん
でいきたいと思っております。
　また、これまでの経験を大切にその人が大切にし
ている作業を通して、人の心や身体、環境や暮らし
に寄り添うことができる作業療法士という職種の楽
しさや、やりがいを学生に伝え、学生とともに成長
していきたいと考えております。
　今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

新教員の紹介

安岡　希和 氏
高知県室戸市出身　1990年生まれ

【略歴】
2012年3月
　川崎医療福祉大学　卒業
2012年4月－2014年3月
　医療法人　誠和会　倉敷第一病院
2014年4月－2021年3月
　医療法人　臼井会　田野病院
2021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】
・AMPS認定評価者　
・DVTM　53時間終了
・生活行為向上マネジメント指導者
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　就職して最初の一年を振り返ってみると一日がと
ても短く感じられ、毎日が怒涛のように過ぎていっ
た一年でした。私は多くの疾患を経験し、色々な分
野の担当を任される理学療法士になりたいと思い、
土佐リハの先生の助言もあって藤田医科大学病院に
就職しました。
　急性期病院ということもあり、患者様の状態は
日々変化していきます。入院から退院までの日数が
短く、入れ替わりの早い中での臨床業務は想像以上
に忙しく、その日その日の業務をこなすだけで精一
杯でした。また、一人暮らしも初めてこなした一年
でした。帰宅した後疲れていても炊事や洗濯などを
行わなければならず、毎日家事をして学生生活を支
えてくれていた母親のありがたみを、今になって身
に染みて感じています。
　入職後は中枢神経系のチームに配属されました。
実習で一度も中枢疾患を経験したことがなかったの
で、評価や治療を十分に行えるかとても不安でし
た。そんな状況でも指導者の先生が熱心に指導して
くださり、色々と相談にも乗ってくださったため、
安心して業務に取り組むことができました。
　初めて自分ひとりで患者様を担当した時の緊張感
や不安、それに負けないくらいの嬉しさは忘れられ
ません。どうすれば「自分の」患者様を良くできる
か、もっと良い治療があるのではないかと考えを巡
らせる時間ができ、この仕事に大きなやりがいを感
じています。また改めて責任感を感じるようにもな
りました。

　しかし時間が経ち担
当患者数が増えていく
につれ、患者様一人ひ
とりのリハビリ内容について深く考える余裕が減っ
ていってしまいました。退院や転院をしていく患者
様に「先生ありがとうございました。」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により良いリハビリを提供し、
ＡＤＬ能力や身体機能向上を目指せたのではないか
と考える頻度も増えました。たった40分で最大限
の治療効果を出さなければならず、より効果的なリ
ハビリ内容は何なのか、患者様に本当に必要な治療
は何だろうかと考えるようになりました。最近は病
院主催の勉強会に積極的に参加し、先輩方や同期の
療法士と一緒に治療の効果を検討して、得られたア
ドバイスもとに試行錯誤を繰り返す毎日を送ってい
ます。
　現在は整形疾患系のチームに配属され、日々の臨
床を行っています。中枢疾患同様に解剖生理の知識
がとても重要だと感じています。毎日勉強に追われ
ていますが充実感も大きいです。
　４月には２年目となり、土佐リハの後輩も入職し
てきます。今から楽しみです。職場に慣れ、現在よ
りも余裕の出てくる（はずの！）２年目は、さらに
勉強会への参加の機会を増やしたいです。患者様に
より良い理学療法を提供できるよう、後輩を引っ張
りながら自己研鑽を積んでいきたいと考えていると
ころです。

新人（25期卒）からの一言

藤田医科大学病院

中越　陸（PT25期卒）

初めて住む名古屋での
「臨床1年目」を振り返って
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　今年１年を振り返ってみると国家試験、就職を通
して今までで大きく成長できた一年でした。
　私は学生時代に精神科での長期実習を経験したこ
とで、精神科病院での勤務を希望しました。ですが、
就職した当初は生まれ育った高知を離れて慣れない
京都という土地で初めての一人暮らし。初めはホー
ムシックで寂しく、不安に押しつぶされそうでした。
業務のなかで失敗すると、「１年目は失敗して当た
り前」という言葉を何度もかけてもらいました。です
が、その言葉を素直に受け止めきれずネガティブに
考えてばかりで、何かあれば「なんでうまくできない
んだろう」、「もっとこうなりたいのに」という今の
自分の限界と、こうなりたいという理想像のギャップ
に悩み、苦しいことが何度もありました。しかし、毎
日様々なことに悩みながらも、先輩方からアドバイス
を頂いたことを意識し、患者様と丁寧に関わっていく
と少しずつ患者様から、「仙頭さんと会うのが楽しみ
になっているわ」という言葉をかけていただけたり、
遠くから私の姿を見つけると「仙頭さん！」と名前を
呼んでいただくことが増え、少しずつ毎日が楽しく
なっていきました。
　その中で私が、精神科病院に就職して成長できた
と思うところが２つあります。
　まず１つ目は、グループのリーダーを務めること
ができるようになったことです。私は、今まで自分
に自信がなく緊張が強い性格で、学生の頃から人前
で発言することがとても苦手でした。しかし、就職
してグループのリーダーを務め、人前で発表するこ
とが増えたことで、様々な場面で自ら手を挙げて自
分の意見が伝えられるようになりました。
　２つ目については就職した当初、私は仕事で失敗
し、患者様と上手くコミュニケーションが取れない
と、自分の発言や行動を激しく後悔して落ち込むこ
とが多くありました。今も失敗をし、落ち込むこ

ともありますが、「次
はこうしてみよう」、
「こう言ったらどんな
反応になるか」と前向きに考え、物事に積極的に挑
戦できるようになりました。
　毎日のプログラムでは患者様にとって、楽しいと
感じてもらえるにはどうしたら良いのか考えていま
す。必死に悩んで考えたことで患者様からの「よ
かった」という言葉や、楽しんでいる姿、笑顔を見
ると頑張ってよかったなと思いますし、患者様の笑
顔に癒されて元気を頂いています。新しいことを始
める時は少し不安でドキドキしますが、同時に患者
様の反応はどうかとワクワクしています。勿論、患
者様に楽しいと感じていただくことのみではなく、
様々な問題点に対してより効果的な治療が展開でき
るように、勉強を続けている毎日です。未熟さを感
じることもたくさんありますが、その悔しさをバネ
にして、変わらず支えてくれる家族や先輩方、必要
としてくれる患者様に恥じないよう、毎日を丁寧に
過ごし精進していきたいと思っています。

医療法人三幸会　第二北山病院

仙頭　優佳（OT25期卒）

この１年を振り返ってみると
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　コロナ禍となり約2年、我々の日常生活は一変しました。これ
まで当たり前であった日常生活の多くを失った一方で、少なから
ず得たものもありました。その一つが「web会議」の定着です。
本会でも昨年度より導入した「zoomを使用したリモート勉強
会」が定着しました。お陰で、コロナ禍にもかかわらず、例年同
様の回数の勉強会を開催することが出来ただけでなく、これまで
参加が難しかった全国各地の会員の皆様に参加していただくことができました。

　令和4年度の勉強会の予定は以下の通りです。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公式LINE、Facebook、らくらく連絡網等にてお知らせします。企画し
たテーマ以外にも、「こんなテーマの勉強会がしたい」、「○○先生の講義が聞きたい」などの希望がありま
したら、忌憚なく事務局までご連絡ください。なお、新型コロナウイルス感染状況に合わせて、リモート勉強
会だけでなくハイブリット勉強会も企画できればと思っています。

学術部からの“報告”と“お知らせ”

報告

お知らせ

令和3年度　未来会　勉強会実績報告

令和4年度　未来会　勉強会計画案

第1回　6～7月（予定） 『高次脳機能障害へのリハビリテーション』
 　東翼（OT17期卒：訪問看護ステーション いこいの森）
第2回　7～8月（予定） 『疼痛について（仮）』
 　奥田教宏（PT9期卒：土佐リハビリテーションカレッジ）
第3回　10～11月（予定） 『回復期リハビリテーションの紹介と症例検討（仮）』
 　三本天也（OT25期卒：近森リハビリテーション病院）
第4回　11～12月（予定） 『シンポジウム：地域における発達障害・脳性麻痺へのリハビリテーション』
  岩井萌（OT24期卒：サンテ・ペアーレクリニック）他2名
第5回　12～1月（予定） 『新人発表のプレ発表』　（PT26期生：未定）
第6回　1～2月（予定） 『急性期内部障害の理学療法』　泉裕斗（PT24期卒：藤田医科大学病院）
第7回　3月（予定） 『多職種による装具連携の取り組み』
 　石野泰央（PT10期卒：静岡リハビリテーション病院）

第1回　4月9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（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（OT14期卒：てのひら訪問看護リハビリステーション）
第2回　7月19日（月） 『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（OT23期卒：㈱オン・ザ・プラネット ライフサポート事業部）
第3回　9月17日（金） 『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（PT13期卒：近森リハビリテーション病院）
第4回　11月11日（木） 『トイレ動作－下衣の上げ下げに必要な機能と治療の考え方について－』
 　森祐輔（OT13期卒：だいいちリハビリテーション病院）
第5回　1月21日（金） 『可動域制限や疼痛の原因を考える～脂肪体の観点から～』
 　公文亮佑（PT17期卒：デイサービスきさらぎ）
第6回　2月4日（金） 『新人発表のプレ発表』（PT25期生）
 　1） 『自閉症スペクトラム症の症例を担当して』　坂田光希（芸西病院）
 　2） 『右視床出血を呈した症例』　森裕希（田野病院）
 　3） 『  疼痛に対する不安やネガティブな思考により疼痛が持続・増幅している慢性腰痛患者』
 　　  羽方裕二郎（愛宕病院）
第7回　3月17日（木）（予定） 『目標への取り組み～TOKYO2020大会に参加して～』
 　石井伸（PT6期卒：世田谷中央病院）

（令和3年9月17日：リモート勉強会の様子）
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学ぶということ。

　土佐リハビリテーションカレッジ同窓会会員の皆様
におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申
し上げます。また、新型コロナウイルス感染症の治療
と予防にご尽力されている皆様に敬意と感謝を申し上
げます。
　さて、私は現在、徳島県にあります専門学校 健祥
会学園で専任教員として勤務しております作業療法学
科６期卒業の奥野剛史と申します。この度、私事で恐
縮ですが、６年間におよぶ大学院（徳島大学）での研
究が修了し、博士学位（医学）を取得させていただい
たことを、本紙をお借りしてご報告させていただきま
す。未来会の本紙では、４年前に修士課程が修了した
際にも現職の先生方からお声がけをいただき、研究の
概要についてご紹介させていただく機会をいただけま
したが、今回も同様にお声がけをいただけた事は非常
に光栄に感じております。そのため、貴重な機会です
ので、私からは２つの事についてお伝えさせていただ
こうと思います。
　まず研究活動についてです。先にも記載させていた
だいた通り、私は教員を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（画像右／現・独立行政法人国立病院機構 宇
多野病院長）のもとでボツリヌス治療とロボットリハ
ビリテーションの複合療法について研究をしておりま
した。結果については論文をご一読いただけると幸い
ですが、適切な医療を提供できれば生活期の対象者の
方々にも変化を感じていただけるのではないかと考え
ております。

　次に、本題である「学ぶということ」についてです。
私は研究活動を通して、これまでの自分の人生では出
会ってこなかった多くの価値観を知りました。それは、
ある意味では現実的で、ある意味では綺麗事と一蹴さ
れてしまうような曖昧な価値観です。どのように表現
すれば皆様に誤解なく伝わるか不安ですが、言い換え
れば Osler の３原則を念頭においた「認知は行動の
ためにあり、これを結びつけるのが人格であり、そし
て人格は行動によって評価される」という事です。当
たり前のこと過ぎて笑われるかもしれませんが、私は
43 年間学べておりませんでした。学びとは本当に難
しく、貴重な財産だと改めて痛感しております。
　以上、偉そうな文章になってしまい申し訳ありませ
んが、私の経験が同窓会会員の皆様の何か一助になれ
ば幸いです。末筆となりますが、会員皆様のご健勝と
ご活躍をご祈念申し上げます。

健祥会学園

奥野　剛史 （OT６期卒）

「未来会会員の活躍」
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　2021 年３月に高知大学大学院の修士課程を修了
し、修士（医科学）の学位を取得しました。以下より、
修士課程に挑戦しようと思った経緯を話したいと思い
ます。
　私は、山口県の厚生連小郡第一総合病院という整形
外科の中の専門領域である手外科の最先端施設で手外
科医の先生方から熱血指導（激熱）を受けながら臨床
をスタートしました。
　臨床をしていく内に、症例発表などの学会発表もい
くつか経験し、他施設のセラピストと交流を持つよう
になり、その中で認定作業療法士の取得を勧められ最
初の挑戦をしました。　
　認定作業療法士の取得には、臨床である事例報告と
いくつかの必須研修の中に教育法と研究法がありまし
た。教育法は、今までの臨床で実習生指導や後輩育成
で少なからず経験してきましたが、研究法を履修した
ときに、私は今までに研究をしてきたか？まず研究っ
て何だっけ？という疑問が生まれ、認定作業療法士取
得後も心の片隅にずっと拭えずにいました。
　そのような日々を送る中で、研究を学んでさらなる
スキルアップがしたいという考えで大学院に進学した
いという気持ちが芽生えました。そして、ちょうどそ
のタイミングで高知大学医学部附属病院に入職させて
いただくこととなり、高知大学整形外科教室の先生方
と話をしていき、研究実効性も検討しながら「手根管
解放術における術式別遷延性術後痛」の研究内容で高
知大学大学院人間総合自然科学科医科学専攻に第二の
挑戦として進学することになりました。
　大学院２年間は、本当にあっという間に感じました
が、整形外科教室教授の池内昌彦氏ならびに諸先生方
には研究の基本的な部分から丁寧に指導していただき

ました。大学院生活は、普段の臨床に加えて時間があ
れば英語論文を検索して、読み込んでいく日常でした
が、次第に英語論文も翻訳することなく読める場面も
多くなり、自分の小さな成長に驚くこともありました。
　この第二の挑戦の背景として、土佐リハビリテーシ
ョンカレッジの高度専門士を取得できていたことが大
前提であったことを考えると、土佐リハで良かったな
と改めて感じました。大学院進学を悩まれている卒業
生がおられましたら、是非自分のスキルアップに向け
た挑戦をしてもらえたらと思います。
　今後の目標は、大学院で学んだ研究スキルを臨床で
どう活かしていくかを考えながら、日々の臨床の中で
研究的視点を持ちつつ患者さんに還元していければと
考えています。

大学院修士課程修了までの経緯
高知大学医学部附属病院

リハビリテーション部

井津　直哉（OT14期卒）

「未来会会員の活躍」
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運動体験 体の動きを取り入れたおはなし会

稲富（左）と共著者のオーテピア高知図書館司書中川氏（右）

　昨年に引き続きオーテピア高知図書館と共催する機
会をいただき、本年度は子どもを対象に運動教室イベ
ントを開催しました。新型コロナウイルスの感染拡大
による外出自粛は、子ども達の身体能力を低下させる
原因になっています。その現状を改善する一助になれ
ばと思い、内容は身体測定・運動体験や体を動かす要
素を取り入れたおはなし会を行いました。子ども達は
終始楽しみながら体を動かしており、実施後のアン
ケートでは次回開催を希望する声が多く聞かれたこと
からも、良いイベントになったことを感じています。
　今回のイベントでは、土佐リハ教職員の竹林副校長
と桂氏・渡邊氏・石本氏、土佐リハ学生ボランティア、
オーテピア高知図書館職員と協力し合い準備から開催

まで行いました。子ども達にとって楽しいイベントに
なったのも皆様の協力があって実現できました。また
昨年に引き続き、宮本校長・片岡学科長・宅間氏には
全面的に支援していただきました。この場をお借りし
て、関係者の皆さまに改めて感謝申し上げます。
　話は変わりますが、昨年オーテピア高知図書館と共
催にて開催した高齢者の転用予防イベントの内容が図
書館雑誌に掲載されました。「療法士 × 図書館司書＝
より良い運動教室を開催できる」といった全国に先
立った取り組みが掲載されたことをを嬉しく思いま
す。掲載されている図書館雑誌は、オーテピア高知図
書館にて借りることができますので機会があれば、ぜ
ひ一度手に取ってみてください。

「子ども運動教室～土佐リハ×オーテピア高
知図書館～」　「図書館雑誌への論文掲載」

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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　この度、執筆に携わらせて頂いた書籍「運動療法そ
の前に！運動器の臨床解剖アトラス」が2021年4月
に医学書院より出版されました。職場に届いた完成品
（書籍）を手にした時は、感慨無量の思いでした。同
時に、PTになって約四半世紀、これまで様々な出会
いに感謝の気持ちが溢れてきました。本書の関係者で
ある北村氏、馬場氏、工藤氏、安友氏、野口氏、徳
島大学の科目等履修生の皆さま、献体されたご本人さ
まやご遺族さま、篤志献体団体の皆さま、医学書院編
集部の皆さまは基より、臨床における解剖学の必要性
を気付かせてくれた体表解剖学研究会や日本MTA学
会の皆さま、徳島大学で研鑚を積むことに理解を示し
てくれた職場（土佐リハ）の皆さまなど、あげれば枚
挙にいとまがありません。
　本書の帯に「本書の執筆者は、自分たちが臨床で経
験したことのエビデンスを解剖体に求め、そこで得ら
れた答えを臨床現場に戻し、再び検討する。」とあり
ます。この言葉は監修者の馬場氏の序文の一部を抜粋
したものですが、正に我々の気持ちであります。PT/
OT免許取得後、評価や治療手技の勉強に精進する人
は多いですが、解剖学について精進する人は少ないか
もしれません。しかし、臨床における様々な疑問を解
決してくれるキッカケになるのは、間違いなく解剖学
です。本書はそれを再認識させてくれる一冊になって
いると思います。本書のタイトルにあるように、是
非、運動療法の前に本書を紐解いてみてください。
量・質ともに満足していただける一冊であると思い
ます。

　今回、南江堂から出版された「基本編　ケースで学
ぶ理学療法臨床思考　第２版」を共著として執筆させ
て頂きました。本書は、骨折・変形性膝関節症・関節
リウマチを代表とする骨関節障害や脳血管障害・パー
キンソン病・脊髄小脳変性症などの神経障害、慢性閉
塞性肺疾患・心筋梗塞・腎臓病などの内部障害につい
て計30の模擬症例を通しながら学んでいく書籍となっ
ています。カルテや患者からの情報収集や理学療法評
価、理学療法治療までの着眼点や思考方法について初
学者が学びやすい内容です。その中で私たちは、骨関
節障害分野の「末梢神経障害」を担当させて頂きまし
た。初学者や学生が理解しやすいよう、カルテや問診
の取得・聴取ポイントや理学療法評価の立案・思考ポ
イント、評価結果から立案する問題点の考え方などを
中心に書いておりますので、臨床１年目や２年目の新
卒生においても適した内容だと思います。また、執筆
には関わっておりませんが「実践編　ケースで学ぶ理
学療法臨床思考」も同時に出版されており、こちらは
一定期間臨床経験のある先生方を対象として出版され
ていますのでご参考にしていただければ幸いです。

書籍紹介

岡部　孝生（PT1 期卒） 奥田　教宏
（PT9 期卒）

竹林　秀晃
（PT1 期卒）

土佐リハビリテーションカレッジ　理学療法学科 土佐リハビリテーションカレッジ　理学療法学科

運動療法その前に!
運動器の臨床解剖アトラス

基本編　ケースで学ぶ
理学療法臨床思考　第2版
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　昨年度は高知県作業療法士会　学術部が中心となり
学術誌「高知県作業療法　創刊号」を発刊いたしまし
た。創刊にあたっての詳しい経緯については本誌の巻頭
言に譲りますが、多くの方々に支えられながら、“高知県
の作業療法を発信する”と熱い想いを持ち続けた現学術
部員のひたむきな奔走が形となったわけです。これもひ
とえに稲富惇一氏・萩原賢二氏を筆頭にした学術部員の
連携によるものと確信しております。私自身も学術部に
所属し、熱い想いをもった方々と同じ目的に向かって楽
しんで仕事ができました。令和3年度の学術部には多く
の土佐リハ卒業生が在籍しており、比較的先輩的な立場
であったこともやりやすかった理由のひとつかもしれま
せん。上下関係のハッキリした我が母校特有の雰囲気の
お陰かと思います（もちろん良い意味で！）。
　そして、このメンバーでの仕事が楽しくなり過ぎた私は
学術部員との呑み会（オンライン）を企画・開催し、後輩に
気を遣わせながら楽しい時間を過ごさせてもらいました。
もちろん懇親会の意味が大きかったですが、土佐リハでの
あの雰囲気が恋しくなっていたのかもしれませんね。
　今回発刊した学術論文の執筆者は“県内の作業療法
士”という少し背伸びをすれば連絡を取れる身近な方々
です。本誌は“質問や相談がしやすい身近な作業療法士
が執筆している”という特徴があります。学術誌の発刊に
よって県内で活躍されている作業療法士を広く知っても
らい、身近に感じていただき、活発な意見交換に繋がれ
ば編集に携わった立場としてこれほど喜ばしいことはあ
りません。高知県作業療法士会のホームページからダウ
ンロードできますので（下記QRコードから該当ページ

に飛べます）、是非お手
に取り、創刊号の情熱を
感じながらお読みいただ
ければ幸いです。

田村　幸司（OT14 期卒）

てのひら訪問看護リハビリステーション

学術誌「高知県作業療法」発刊／
県士会活動を通して感じたこと

　この度、公益信託高知新聞・高知放送2020年度
「生

い の ち
命の基金」の助成事業に本校からPT２名、OT２

名の教員が採択されました。写真は2021年３月31日
に高知新聞放送会館で贈呈式が行われた時に撮影した
もので、ここから１年を通して各研究に取り組んでい
ます。
　生

い の ち
命の基金は、福祉向上と医療の進歩に寄与するこ

とを目的としています。私自身の研究においては、安
全性を考慮した座位での全身振動刺激療法がバランス
能力に与える影響を検討し、将来的には転倒予防対策
に繋げる研究を進めています。転倒リスクが高い高齢
者や患者に対する新たな運動プログラムとして、安
心・安全な治療を提案し、運動不足の解消や地域の健
康づくりにおいても意義を見出すことができればと思
います。また、３名の教員もそれぞれの専門分野にお
ける研究を進めており、子どもから高齢者まですべて
の人が心豊かで健やかに暮らせる社会つくりに貢献で
きるように、今後も研究活動に取り組んでいきたいと
思います。
　

【研究テーマ】　＊写真左から順に氏名と研究テーマを記載
　稲富 惇一氏
　　『  不器用な子ども達の動作獲得に向けた包括的支援プ

ログラム』（50万円）
　渡邊 家泰氏
　　『  脳卒中の異常歩行と筋活動から見た歩行障害の特性』

（37万円）
　萩原 賢二氏
　　『  転倒予防に向けた健常者と比較した統合失調症患者

の特徴』（70万円）
　近藤 寛
　　『  安全に可能な全身振動刺激療法とバランス能力に関

する研究』（35万円）

生
い の ち

命の基金
～本校から 4 名の教員が採択されました～

理学療法学科教員

近藤 寛（PT14 期卒）・渡邊 家泰（PT16 期卒）

作業療法学科教員

萩原 賢二・稲富 惇一（OT15 期卒）

土佐リハビリテーションカレッジ
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埼玉医科大学病院　リハビリテーション科　
理学療法士、健康運動指導士
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー
日本陸上競技連盟 A 級トレーナー

TOKYO2020 大会での活動を終えて
世田谷中央病院　石井　伸（PT6 期卒）

　2016 年にリオでオリンピックが閉会式を迎える時、漠
然と「次は日本か。何か関わりたいな。」という気持ちが自
身の中で芽生えた。
　英語ができないため、興味があることにエントリーすら
できなかったという過去の経験から、「必ずチャンスはある。
今度はせめてエントリーできる準備はしておこう。もし関
わる事ができなくてもそのスキルは無駄になることはな
い。」と思い立ち、同時期に英語の学習を開始した。それか
ら程なくし、東京都理学療法士協会の研修で「４年後、オ
リンピックが確実に東京へやってくる。皆さんそれを家の
テレビで見るか、選手村で一緒に祝杯をあげるか、どっち
がいいですか？」と講師から言われた言葉が今も耳に残り、
鼓舞されたことを記憶している。
　それから約３年間、オリンピックに関わるための研修会
に参加し、テーピングなど実技の自主練習を行い、英語学
習においては大会延期もあり約５年間続けた。
　そして Tokyo2020 大会の開幕を迎え、期間中は東京の
晴海にあった選手村本村に加え、修善寺のサイクリング村、
大磯のセーリング村と呼ばれる分村で合計 18 日間にわたり
活動する事ができた。選考されるまで努力を続けてきた数
年間を経て、初めて選手村に足を踏み入れたときは感慨深
かったのを覚えている。
　理学療法士として選手村の診療所にある理学療法室に配
属され、理学療法を提供する。これが概ね活動内容となる。
多くの対象者は選手であり、みんな金メダルを取るために
来日している。明日、試合を迎える選手達に来週経過をチ
ェックする過程は必要とされず、明日の試合でベストを尽
くすための対応や結果が求められる。そんな緊張感の中、
選手の様々な思いに触れることができ、たくさんの Thank 

you という言葉を聞くことができた。
　オリンピックとパラリンピックの両期間で活動し、オリ
ンピック期間中は概ね英語で対応できたのに対し、パラリ
ンピックでは英語が通じない場面が度々あることに気付い
た。あくまでも個人的な見解だが、オリンピックと比べ、
資金面や教育面といったパラリンピックを取り巻く環境の
問題があるのではないだろうか。と考えさせられる機会と
なった。
　これは直接選手とコミュニケーションを直接取る事がで
きる選手村で活動することができたからこそ、感じ、考え
ることができた貴重な機会であったと思う。
　開催が疑問視される中、選手だけではなく、我々スタッフ
も長い期間準備をしてきた。そして、活動最終日にあたるパ
ラリンピック閉幕の日、あの我々を鼓舞させる一言を言った
講師と共に祝杯をあげることができた。たくさんの同志が、
それぞれ力を出し切りこの日を迎えることができた。
　大会に関わり成功に導いてくれた全ての仲間には感謝の
念に堪えない。このかけがえのない経験は私の誇りであり、
間違いなく大きな経験値となった。

TOKYO2020 理学療法士としての責務
山副　孝文（PT7 期卒）

　2020 年東京オリンピック陸上競技大会が 2021 年７月
29 日～８月７日にかけて東京国立競技場（オリンピックス
タジアム）で開催され、医療スタッフとして参加しました。
　2018 年日本陸上競技連盟より国内主要大会のサポート
活動、陸上競技選手に対する指導などの実績から選出され、
2019 年２月大会組織委員会から正式に医療スタッフを任
命されました。
　新型コロナウイルスによる影響から１年延期になり、し
かも無観客でありましたが無事役割を終えることが出来ま
した。
　当初の活動は、選手への徒手的な手技を用いたコンディ
ショニングを行う予定でしたが、感染防止の観点から選手
への接触が禁止となり、競技中やウォームアップ中の外傷・
傷害者、体調不良者の搬送、応急処置、観察業務が中心と
なりました。
　今大会では医師、看護時、理学療法士の他、鍼灸師や柔
道整復師からなる Athlete Care Assistant（ACA）の４部
門で選手への対応を行いました。
　IOC ルールでは医師・看護師・理学療法士以外が医療行
為を行うことが禁じられており、ACA は必ず医師・看護師・
理学療法士の指示を受けてから選手に接する規則となって
いました。
　国内でトレーナー活動を行っている職種の中で世界的な
大会では理学療法士の地位が高いことに驚くと同時に、目
の前の状況に応じた指示や対応の判断に緊張をした大会で
した。
　土佐リハ在学中に今でも忘れない言葉があります。質の

高い理学療法士とは 3H のバランスが大切と。Head（知識）、
Hand（技術）、Heart（心）をバランスよく高めて日々精
進をしなければならないと痛感させられました。
　今回の経験を無駄にすることなく、次のステージに進み
たいと思っております。

オリンピック体験
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東京オリンピック 2020
聖火ランナー体験記

中越　太一
（OT9 期卒、所属：しごと・生活サポートセンターウェーブ）

　今回、スポンサー枠で東京オリンピック聖火ランナーに選出
して頂き、一生に一度の貴重な機会を体験し、母校より貴重な
紙面を頂きましたので報告させていただきます。
　みなさんご存知のとおり、２度目の東京オリンピック・パラ
リンピックは新型コロナウィルス（COVID-19）の世界的なパ
ンデミックによりこれまでに類を見ない逆風が吹き荒れ、１年
間の延期や世論の反対意見が高まる中で開催が決定、収束の
見通しが見えない中、心から喜べない状況でしたが、聖火は
2021 年４月 19 日（月）、20 日（火）に高知県の 19 市町村
を 177 人のランナーによって巡りました。選出までの流れは
2019 年８月に応募し、12 月 25 日に結果が発表され、2020
年３月に延期が決定しましたが、妥当な判断だと思いましたし、
正直聖火リレーのことより、「これからどうなるのか？」という
不安が大きかった記憶があります。
　その後、改めて選出のお知らせがメールで届きましたが、著
名人や大会ボランティアなどが相次いで参加を見送るなど、参
加していいのか悩みましたが、「走りたい」という自分の気持ち
を優先しました。
　４月、県内の感染状況は表面的に落ち着いており、予定通り

のルートを走行することができました。私は安田町の第一走者
として約 200m を走りました。当日は春の陽気という言葉がピ
ッタリの天候と多くの町民のみなさまが沿道から、またネット
中継で県内外から多数の応援をいただきました。
　「聖火ランナー」というきっかけで多くの人が関心を持ち、純
粋な気持ちで応援できる「人」のチカラと「スポーツ」のチカ
ラを改めて強く感じました。本当にありがとうございました。
　引き続き、一人ひとりに価値や目的のある作業活動にチャレ
ンジしていきたいと思います。

東京 2020 オリンピック
聖火ランナーを経験して

楠瀬　一正（PT9 期卒、所属：海里マリン病院）

　私の三男は出生前から 13 トリソミーという病気であると告
知され生命予後も悪いと言われていました。しかし、無事に生
まれ必死に家族と暮らそうと頑張ってくれました。その頑張り
を見て自分に何ができるか？何をすべきか？を考えました。そ
んな時東京 2020 オリンピック聖火ランナー募集を目にし応募
することを決めました。
　スポーツの魅力は選手とファンが楽しみ、勇気・感動・夢・
希望を与えてくれる素晴らしいものだと思います。この素晴ら
しいスポーツを競技スポーツとして生涯スポーツとして子ども
から大人、障害のある人みんなが楽しめる物、自分を人を変え
る力を持つ物だと伝えたいという思いをもって聖火ランナーと
して走りたいと思っていました。しかし、当選通知は届かず
2020 年２月三男は他界しました。そして、オリンピックも新
型コロナウイルスの影響で延期となってしまいました。
　三男は生まれてから１年 10 ヵ月という人生でしたが一生懸
命頑張ってくれました。三男が生まれる前から何事も頑張るこ
とが大切だとは思っていましたが、三男の頑張りを見てより一
層その思いが強くなり家族みんなで前を向いて一生懸命頑張ら
ないといけないと思いました。三男は家族と暮らすために頑張
り６ヵ月という時間でしたが自宅で一緒に生活することができ、
とても幸せな時間を過ごすことができました。三男は私たち家
族の心の中に夢をいっぱい残してくれています。私たちの家族
として生まれてきてくれたことにとても感謝しています。そし
て、家族みんなで大きな夢・希望をもって進んでいこうと思っ
ていました。一周忌法要を終えしばらくして一通のメールが届
きました。聖火ランナー決定通知でした。もう走ることはない
と諦めていたのでとても驚くとともに三男が走るチャンスを与

えてくれたのだと思いました。
　私は、2021 年４月 19 日東京 2020 オリンピックの聖火ラ
ンナーとして高知県宿毛市を走りました。新型コロナウイルス
の影響で延期となった聖火リレーから１年、様々な自粛生活が
ありました。スポーツ大会やイベントの中止や仲間と集まるこ
とができなくなったりと、私たちの生活は一変しました。あれ
から１年感染対策をしながら少しずつ出来ることが増えてきて
います。今回のオリンピックが世界中に夢を与える素晴らしい
オリンピックになることを願い、聖火ランナーとして選ばれた
ことを誇りに少しでも力になりたいと思い走りました。走行距
離は 200m 程度と短い距離でしたが沿道の方々の笑顔で走って
いる私が勇気・感動をもらいました。あっという間でしたがオ
リンピックに係わることができ素晴らしい思い出になりました。
オリンピックは無観客開催となりましたが、アスリートの頑張
る姿はとても輝き勇気・感動・夢・希望を与えてくれました。
今回の聖火ランナーの経験・オリンピックで得たものを忘れず、
大きな夢・希望をもって進んでいきたいと思っています。
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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 .24

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 からもスマートフォンからも行えます。しかし、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 ～ 26 期までの卒業生全員）

　未来会では、「未来会会員の連絡網」を作成しています。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」を利用しています。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
をと考えています。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、未登録の方は右記のリンクから、友だち追加をしてください。

未来会 OT用
https://lin.ee/n4KYZRJ


