
 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和 4 年 4 月 16 日（土） 

会 場：リモート開催（Zoom） 

大会長：奥田 教宏 

 

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 開催にあたり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会長 奥田 教宏（PT学科 9期卒） 

 

 

この度未来会主催にて、土佐リハビリテーションカレッジ 30 周年記念研修大会を 2022年 4 月 16日(土)に

開催することとなりました. 

 本校は，1993年 4月に香南リハビリテーション大学校として開校し，3 年後には現在の土佐リハビリテーシ

ョンカレッジに校名変更となっております．本校が開校し，30 年という時間が経ちこれまでの卒業生は 1500

名を超えています．卒業生の中には，病院副院長，リハビリテーション部長，リハビリテーション事業経営者，

大学教授，教員など多岐に渡り，また神経系，運動器，精神科，循環器，スポーツ，地域，小児など多くの分

野で活躍しています．本大会では，これまでの 30 年で卒業生が培ってきた技術や知識を発表して頂くことで，

後輩へ継いで欲しいと考えています． 

本大会のテーマは，“30 年の歴史とこれからの未来に向けて”とし，本校開校時から本校を先導して頂いて

いる宮本謙三先生に特別講演をお願いしております．また，シンポジウムでは，午前と午後の部で計 8 名，記

念講演として 16 名の卒業生にお願いをしており，さまざまな分野の内容を聴講できるようになっています．

今回，できるだけ幅広い期の卒業生に講演をお願いしておりますので，自分の期に近い懐かしい卒業生も居る

のではないかと思います．これまで，北海道から沖縄県まで多くの卒業生が各地で活躍し，土佐リハビリテー

ションカレッジを築き上げて頂いていることに感謝致します． 

話しは変わりますが，2020年の新型コロナウイルス感染症拡大によって，この約 2 年間行動に制約がかかっ

ている状況です．本来であれば，30周年記念研修大会と記念祝賀会を対面で開催を予定していましたが，新型

コロナウイルスの消失の目途が立ちませんので対面の開催を断念しました．しかしその反面，Zoomなど多くの

遠隔ツールが飛躍的に発展したことで，本大会もリモートで開催することができ遠くの方にも参加しやすい環

境になりました．なかなか高知へ帰って来ることのできない卒業生も是非，今回の研修大会および 30 周年記

念祝賀会への参加をして頂きたいと思います．準備委員一同，心よりお待ちしております． 

 

 

 

 



大会日程（タイムスケジュール） 

 

日 時：令和 4年 4月 16日（土） 

テーマ：『30年の歴史とこれからの未来に向けて』 

会 場：Zoom（A会場：メインルーム B・C会場：ブレイクアウトルーム） 
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昼休み 

受付 (9:30～10:00) 

開会式（10:00～10:05） 

記念講演 

①今西 諒（PT21期卒） 

②下川貴大（PT18期卒） 

③久保徳昌（PT11期卒） 

④野村太郎（PT10期卒） 

シンポジウムⅠ（11:30～12:10） 

片岡聡子・細田里南・岡﨑りさ子・高木綾乃 

特別講演 (13:30～14:10) 

宮本謙三 

シンポジウムⅡ (15:40～16:20) 

金山剛・古城哲也・橋本貴紘・住江知昭 

閉会式 (16:20～) 

総会 (12:10～12:30) 

（10:05～11:25） 

（14:15～15:35） 

記念講演 

⑤鎌倉航平（OT20期卒） 

⑥國友 晃（OT15期卒） 

⑦井津直哉（OT14期卒） 

④二宮康公（OT10期卒） 

記念講演 

⑨谷添文章（PT8期卒） 

⑩山福孝文（PT7期卒） 

⑪上田康裕（PT6期卒） 

⑫外口徳章（PT5期卒） 

記念講演 

⑬北山 淳（OT2期卒） 

⑭岡村忠弘（OT6期卒） 

⑮宮城哲哉（OT6期卒） 

⑯安岡希和（土佐リハ講師） 



演者・座長の皆様へ 
 

 

１．演者へのお願い 

⚫ 発表の種類は，特別講演・シンポジウム・記念講演です． 

⚫ それぞれの発表時間と質疑応答時間は以下の内容になります．時間厳守でお願いします． 

 

セクション 発表時間 質疑応答時間 

特別講演 30分 10分 

シンポジウム 40分 40分に含む 

記念講演 15分 5分 

 

⚫ 発表の形式は，Zoomによるライブ形式にて，PowerPointを使用しての発表になります． 

＊Zoomは事前に最新バージョンにアップデートしてご利用ください． 

⚫ Zoom の画面共有にてご自身で発表していただきますので，必ず事前に共有操作などのご確認をお願

い致します． 

⚫ PowerPointは，アニメーションの機能は可能ですが，動画は上手く動作しないことがあります． 

⚫ 個人情報の保護に努め，対象者の写真や画像などの取り扱いにはご注意ください． 

⚫ 発表データについて，事前提出はありません．当日自身のパソコンから共有してください． 

⚫ ご自宅および職場での発表を想定していますが，接続環境が不安定な場合や，接続環境が無い場合

は，問い合わせください． 

⚫ 講演開始までの準備として，ご担当いただく講演またはシンポジウムのセクション開始 15分前まで

に各会場のブレイクアウトルームへの入室をしてください． 

⚫ 当日はブレイクアウトルームにて控室をご用意します． 

 

 

 

２．座長へのお願い 

⚫ 座長は，該当セクション開始 15分前までに，担当のブレイクアウトルームにお越しください． 

⚫ 各発表の発表時間と質疑応答時間は，「１．演者へのお願い」の内容をご確認ください． 

⚫ フロアからのご質問は，チャットおよび直接マイクオン（可能であればカメラオン）により質問を受

けてください． 

⚫ ご担当の時間内で，活発な討議が行われるようお取り計らいください．また，次の予定もありますの

で時間厳守をお願い致します． 

 

 

 

 



参加者へのお知らせ 
 

 

１．参加のための接続環境 

⚫ 参加にはインターネット接続が可能なパソコン，スマートフォン，タブレットが必要です． 

⚫ 本大会では「Zoomアプリ」を使用したリモート形式（ライブ配信）になります． 

⚫ 事前に Zoomアプリをダウンロードし，最新版（アップデートをしておいてください）であること

をご確認ください． 

⚫ インターネット接続は，環境が不安定な場合は接続が中断されることがありますので，有線または

Wi-Fiの使用を推奨いたします． 

 

２．当日の流れ 

⚫ 受付は当日 9時 30分より開始します． 

⚫ 下記に示す本大会の URLにアクセスしていただくと Zoom のアプリが起動し，ミーティングへ接続

されます． 

⚫ Zoom画面でのご自身の名前は，卒業学科・卒業期・氏名（例；PT14期 近藤）の順に設定してくだ

さい． 

 

 

トピック: 土佐リハ 30周年記念_未来会_研修大会～祝賀会歓迎会 

https://us06web.zoom.us/j/81684749517?pwd=cmwyMmUzTGFuVGtSUytjVFlIK3Y1QT09 

ミーティング ID: 816 8474 9517  パスコード: tosareha30 

 

 

 

３．質疑応答 

⚫ 質問はチャットおよび直接マイクオンによりご発言ください．ご質問時には，可能な限りカメラを

オンにして頂きご発言ください． 

 

 

４．注意事項 

⚫ 発表スライドデータなどの録画・録音・撮影や画面をスクリーンショットする行為，無断転用・複

製を一切禁止します． 

 

 

 

 

 



プログラム 
 

 

◆ 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（PT 学科 9期卒） 

 

 

 

 

◆ シンポジウム 

 

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（PT学科 2期卒） 

   岡崎 りさ子 細木病院（PT学科 9期卒） 

   高木 綾乃 藤戸病院（OT 学科 19期卒） 

  司会：岩井 萌 サンテ・ペアーレクリニック（OT学科 24期卒） 

 

 

 

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（PT 学科 9期卒） 

   古城 哲也 リボン生活介護（OT学科 11期卒） 

   橋本 貴紘 株式会社 Workth（PT学科 15期卒） 

   住江 知昭 リハテラスつきみ野（OT学科 23期卒） 

司会：池上 大輝 訪問看護ドリームチーム（PT学科 15期卒） 

 

 

 



◆ 記念講演 

 

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（PT学科 21期卒） 

座長：渡邊 真帆 いずみの病院（PT 学科 21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（PT学科 18期卒） 

座長：濱田 涼太 京都大学医学部附属病院（PT学科 18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（PT 学科 11期卒） 

座長：高木 泰宏 結ノ歩訪問看護ステーション（PT 学科 8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（PT 学科 10期卒） 

座長：石野 泰央 静岡リハビリテーション病院（PT 学科 10期卒） 

 

記念講演⑤ 

「軽度認知障害の高齢ドライバーを対象とした自動車運転外来の取り組み」

〜リハビリテーションの効果および認知機能と運転能力の関係についての報告〜 
講師：鎌倉 航平 愛宕病院（OT 学科 20期卒） 

座長：住江 知昭 リハテラスつきみ野（OT学科 23期卒） 

 

記念講演⑥ 

「脳卒中後の上肢運動障害に対するニューロリハビリテーション」 

講師：國友 晃 愛宕病院（OT学科 15期卒） 

座長：西野 寿冬 いずみの病院（OT 学科 8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（OT学科 14期卒） 

座長：田村 幸司 てのひら訪問看護リハビリステーション（OT学科 14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（OT学科 10期卒） 

座長：北山 進 訪問看護ステーション I Am（OT学科 10期卒） 

 

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（PT学科 8期卒） 

座長：山本 則光 高知総合リハビリテーション病院（PT 学科 11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（PT 学科 7期卒） 

座長：稲積 公洋 株式会社いなづみ（PT 学科 7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（PT 学科 6期卒） 

座長：石井 伸 世田谷中央病院（PT 学科 6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（PT学科 5期卒） 

座長：千坂 仁志 舞鶴赤十字病院（PT学科 5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（OT学科 2期卒） 

座長：浅川 英則 久病院（OT学科 3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（OT学科 6期卒） 

座長：西村 千帆 井上病院 通所リハ いきいき（OT 学科 6期卒） 

 

記念講演⑮ 

「精神科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（OT 学科 6期卒） 

座長：正木 孝一 土佐病院（OT 学科 6期卒） 

 

記念講演⑯ 

「終末期の作業療法」 

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（OT 学科 21期卒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別講演 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特別講演 「絆」～ 土佐リハと共に ～ 

司会 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（理学療法学科 9期卒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土佐リハビリテーションカレッジ 校長 宮本 謙三 

 

土佐リハは今年で開学 30周年を迎えます．平成 5年（1993年）4 月に開校して以来，1500名余の卒業生を

送り出し，北海道から沖縄まで全国各地で活躍しています（海外で頑張っている卒業生もいます）．その活躍

たるや真に「出藍の誉れ」，これほど嬉しいことはありません．一方で 30年という歳月には様々な出来事があ

り，故人となられた先生や卒業生もおられます．今回は，この土佐リハ 30 年を振り返り，卒業生一人一人が

歴史を繋ぐ欠くことのできない存在であることを確かめ，その「絆」をもとに「未来」に向けて歩みを進める

べく，目標を共有したいと思います． 

冒頭では山北時代の学生生活を懐古し，大津校舎から巣立った卒業生の皆さんに，若かりし先輩達を紹介い

たします．寮生活もあり学生間の上下関係は厳しかったようですが，全国から集まった仲間達と過ごした思い

出に残る時間だったのではないでしょうか．大津移転後の学生の活躍も含めお話しします．次に，この 30 年

の間に「変化したもの」「変化しなかったもの」について，我々理学療法や作業療法の世界を概観したいと思

います．セラピスト生活 40 年を迎えた私の勝手な思い込みになるわけですが，還暦過ぎた老いぼれ教師の戯

言として聞き流していただくようお願いします． 

最後には，土佐リハの「未来」についてお話ししたいと思います．学校を取り巻く環境は，止まることのな

い少子化に加えリハ人気の陰り（以前がバブルであったいうのが正しい）もあり，大変厳しい状況が待ち受け

ています．この荒波を乗り越えるためには，次世代を担う「未来会」の皆さんの，大きな支えが必要です．私

もできる限りの力を尽くし，皆さんの母校が不動の北極星として輝き続けるよう，ありったけの努力を惜しみ

ません．どこまでの内容になるかわかりませんが，今後の土佐リハの方向性についてある程度の青写真を示せ

るのではないでしょうか． 

土佐リハあっての未来会，未来会あっての土佐リハです．その「絆」をしっかりと結び，次なる 40 周年，

50 周年へと歩みを進めていきましょう！ 

 

【略歴】 

1982年－高知医療学院 卒業 

2001年－高知大学大学院教育学研究科修士課程修了 修士（教育学） 

2009年－高知大学大学院医学系研究科博士課程修了 博士（医学） 

【職歴】 

1982年～1992年 理学療法の臨床経験 

1993年～ 香南リハビリテーション大学校 入職 

2010年～ 土佐リハビリテーションカレッジ 校長 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

司会 サンテ・ペアーレ クリニック 岩井 萌 （作業療法学科 24期卒） 

シンポジスト１                                                      

          土佐リハビリテーションカレッジ 作業療法学科（愛媛十全医療学院 作業療法学科卒） 

片岡 聡子 

 

 

 

 

 

 

 

 

【略歴】 

2003年－山梨リハビリテーション病院 入職 

2008年－土佐リハビリテーションカレッジ 入職 

2010年－広島大学大学院保健学研究科 博士課程前期修了 

2016年－(株)ワークライフバランス認定ワークライフバランスコンサルタント 

【所属学会や業績など】 

日本作業療法士協会 倫理委員会委員／高知県作業療法士会 生涯教育部部員 

作業療法ジャーナル 編集同人／高知県外部専門家活用事業 参画 

▪︎ 著書（分担執筆） 

 片岡聡子：実践！Activity を活かすとは？ 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―.p.174-179,株式会社シービーアール，東京．2020.9.30. 

片岡聡子：肩甲帯-肩関節．山本伸一（編）：臨床 OT ROM 治療―運動・解剖学の基本的理解から介入ポイ 

ント・実技・症例への展開―．三輪書店，26-50，2015． 

シンポジスト 2                                                      

         高知大学医学部附属病院 医療技術部 リハビリテーション部門 （理学療法学科 2期卒） 

細田 里南 

 

 

  

 

 

 
 

 

【略歴】 

1998年－姫路赤十字病院リハビリテーション科 入職 

2002年－高知大学医学部附属病院 リハビリテーション部 入職 

2014年－高知大学医学部附属病院 リハビリテーション部技士長 就任 

2022年－放送大学大学院文化科学研究科 修士課程修了 

【所属学会や業績など】 

公益社団法人 日本理学療法士協会／公益社団法人 高知理学療法士協会／3学会合同呼吸療法認定士 

国立大学リハビリテーション療法士協議会／専門理学療法士（神経理学療法） 

▪︎ 業績 

2012年・2015年 挑戦的萌芽研究 科研費取得 

2016年 第 42回中国四国リハビリテーション医学研究会優秀発表賞受賞 

2022年 基盤研究（C） 科研費取得 

「仕事と家庭の両立」，とても個人的テーマのようで，実は仕事の質や組織の活力

にかかる，医療福祉業界にとって非常に重要なテーマであると思います．私自身，

家族が増えることで生き方や働き方，それらに対する価値観が大きく変わり，その

過程で仕事の仕方，子育てのあり方，家事，時間の使い方，夫婦関係，親子関係，自

分自身の心身の健康…様々な課題と向き合ってきました．この経験も，今の私につ

ながる大切なキャリアだと思っています．今まさにこれらで悩んでいる方，これか

らの働き方を考えたい方の力に少しでもなれたら幸いです． 

大学病院で勤務しており，臨床業務に加え，研究活動が求められる環境で結婚・出

産を経験しました．仕事と家庭を両立する上で大事にしているのは，その時々に「や

りたいこと」「やるべきこと」を自分の中で選択することです．仕事で帰宅が遅くな

ることもありますが，家族や職場，友人の協力を得てやりたいことに挑戦できる職場

で勤務を続けてこられました．特に育児に関しては保育園や学校行事には必ず参加

し，また休暇には家族旅行等で一緒に過ごす時間を大事しました．今，何に重きをお

くか．そこにメリハリをつけることが両立につながっていると思います． 



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 

司会 サンテ・ペアーレ クリニック 岩井 萌 （作業療法学科 24期卒） 

シンポジスト 3                                                      

 社会医療法人 仁生会 細木病院 （理学療法学科 9期卒） 

岡﨑 りさ子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【略歴】 

2004年－高知大学医学部附属病院 入職 

2010年－細木病院 入職 

【所属学会や業績など】 

公益社団法人 日本理学療法士協会 

▪︎ 学会発表 

第 34 回四国理学療法士学会．徳島．2006 

第 35 回四国理学療法士学会．高知．2007 

 

 

シンポジスト 4                                                      

医療法人おくら会 藤戸病院 リハビリテーション科 （作業療法学科 19期卒） 

髙木 綾乃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【略歴】 

2015年－高知大学医学部附属病院 神経精神科学教室（リハビリテーション部） 入職 

2015年－医療法人おくら会 藤戸病院 リハビリテーション科 入職 

【所属学会や業績など】 

一般社団法人 日本作業療法士協会／一般社団法人 高知県作業療法士会 

 

 

 

 

社会人 2 年目の 2006 年に結婚し，その後 3 人の子どもに恵まれました．第 1 子

の時は，本当に“奮闘”そのもので，育児休暇中も仕事復帰後もそれは続きました．

夫は，同期の PT で仕事の継続に大賛成で，育児にも協力的でした．夫や義両親の

協力や支えもあり，少しずつ私自身の角がとれ，比較的穏やかに仕事と育児をでき

るようになってきました．子どもの成長と共に，立ち止まり悩むこともありますが，

今では子ども達も含めた家族の理解を得ながら，家族なかよく笑顔の毎日を送って

います． 

近年，「ワークライフバランス」という言葉や，男性の育児休暇取得の推進など

を耳にする機会が増えてきましたが，実際，家庭と仕事の両立に悩んでいる方は多

いのではないでしょうか．当日は，仕事と子育て，介護やグリーフケア等の経験を

踏まえて，いろいろな意見交換ができればと思っております．よろしくお願い致し

ます． 



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 

司会 訪問看護ドリームチーム 池上 大輝 （理学療法学科 15 期卒） 

シンポジスト１                                                      

           株式会社 PMP訪問看護リハビリステーション ぼっちり （理学療法学科 9期卒） 

金山 剛 

 

 

 

 

 

 

 

 

【略歴】 

2005年－秋津鴻池病院 リハビリテーション部 入職 

2008年－株式会社リハステージ デイサービス部門 入職 

2012年－株式会社スマイルフェイス 訪問看護部門 入職 

2017年－株式会社 PMP 訪問看護リハビリステーションぼっちり 設立 

【所属学会や業績など】 

公益社団法人 日本理学療法士協会／公益社団法人 大阪府理学療法士会 

▪︎ 代表論文 

金山剛：回復期リハビリテーション病棟における在宅復帰患者の特徴．理学療法科学 23(5), 609-613, 

2008-10-20 

金山剛：高気圧・高濃度酸素セラピーによる血圧，脈拍，視力変化の検討．理学療法学 Supplement 2008(0), 

F3P3581-F3P3581, 2009 

 

シンポジスト 2                                                      

有限会社総合リハビリ研究所 リボン生活介護 （作業療法学科 11期卒） 

古城 哲也 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【略歴】 

2007年－医療法人社団紺整会 船橋整形外科病院 入職 

2012年－医療法人社団紺整会 介護老人保健施設フェルマータ船橋へ異動 

2021年－有限会社総合リハビリ研究所 入職 

【所属学会や業績など】 

日本作業療法士協会／千葉県作業療法士会 

▪︎ 学会発表 

第 46 回日本作業療法学会．宮崎．2012 

第 50 回日本作業療法学会．北海道．2016 

第 54 回日本作業療法学会．新潟．2020 

 

在宅に携わるきっかけは，病院勤務時代に在宅復帰できる方とそうでない方の違

いに課題を感じたことが始まりです．そして在宅復帰困難となるケースに関して多

種多様な要因がある中，地域資源を活用する事で解決可能なケースにおいても漠然

とした不安により在宅復帰を断念するケースもあり，サービスを通して何かできな

いかと思いました．利用者様から『家で診るのは不安があるけど ぼっちりさんが

居てくれるから頑張ってみようかなぁ』なんていった頼られる存在，利用者様にと

ってのコンセルジュのような存在になれるような事業所を目指しております． 

私は土佐リハが大好きで 6年間通わせていただきました．在籍中はどうしようも

ない学生でその当時の先生方，事務の方々に多大な迷惑をおかけしておりました．

しかし素敵な先生方のおかげで無事卒業し作業療法士になることができました．そ

の当時の先生方には本当に感謝しかありません．卒業後は縁もゆかりもなかった千

葉県船橋市で新生活をスタートし OT としての第一歩を歩み始めました．現在は，

土佐リハの先輩が役員を務める会社の生活介護事業所で管理者兼サービス管理責

任者として勤務しております．どうぞよろしくお願いします． 



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 

司会 訪問看護ドリームチーム 池上 大輝 （理学療法学科 15 期卒） 

シンポジスト 3                                                      

          株式会社 Workth （理学療法学科 15期卒） 

橋本 貴紘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【略歴】 

2011年－医療法人若鮎 北島病院入職 

2014年－株式会社らいさす 訪問看護ステーションドリームチーム入職 

2017年－個人事業として「Woｒｋｔｈ」を立ち上げ 

2020年－株式会社 Woｒｋｔｈに法人化 

【所属学会や業績など】 

公益社団法人 日本理学療法士協会／一般社団法人 高知県理学療法士会 

▪︎ 学会発表 

2020年 第 33回高知県理学療法学会 高知 

 

 

シンポジスト 4                                                      

          リハテラスつきみ野店 （作業療法学科 23期卒） 

住江 知昭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【略歴】 

2019年－株式会社オン・ザ・プラネット 入社 

    リハテラス南町田店 勤務 

2021年－リハテラスつきみ野店 勤務 

【所属学会や業績など】 

一般社団法人 日本作業療法士協会／一般社団法人 東京都作業療法士会 

土佐リハビリテーションカレッジ 未来会 執行部 

▪︎ 業績 

2021年 未来会勉強会にて講演発表 

    土佐リハビリテーションジャーナル No.13 掲載 

私は病院，訪問看護ステーション，デイサービスで勤務し，そこでは患者さんや利

用者さん以外にも理学療法士などの専門職の手が必要な方が，こんなに沢山地域に

いることに気がつきました．病院などに来たくても来られない，そういった方達が専

門職と生活の動線の中で出会えるようなサービスを作ろうと思い，高知県主催のビ

ジネスプランコンテストに出場し，そして最優秀賞を受賞し，起業しました．産業保

健分野の事業からスタートし，現在は介護予防事業，そして障がい福祉事業に加え，

自費のトレーニング・運動教室事業などを開始しています．専門職による予防事業を

含めた起業の方法として，１つの事例として知っていただければと思います． 

2021 年の 1 月より，神奈川県大和市にて半日型のデイサービスの立ち上げを

経験し，1年が経過しようとしております．オープン当初，新型コロナウイルス

の影響と新規市場への出店という事もあり，オープン初月の利用者は 9名だけで

した．ですが，2022年になり利用者はもうすぐ 100名になる勢いです．コロナ禍

でのオープンという経験は，私の作業療法士人生においてとても貴重な経験だっ

たと思います．今回のシンポジウムでは，地域住民の方々が抱くニーズ，我々地

域で働く作業療法士に求めている事など，生の声をお伝えできればと思います．

宜しくお願い致します． 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念講演 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記念講演①                司会 いずみの病院 渡邊 真帆 （理学療法学科 21 期卒） 

 

                 

             脳卒中のリハビリテーション ～中国での経験を通じて～ 

 

 

             社会医療法人 ささき会 藍の都脳神経外科（理学療法学科 21 期卒） 

今西 諒 

                 

 

脳卒中は死に至るよりも後遺症を抱える患者の方が数多く，厚生労働省の脳卒中に関する留意事項

(2015)によると，40 代～90 代平均での完全自立の割合は約 20％であり，80％の方は何かしらの後遺症

があるとされている．原は（2012），脳卒中運動麻痺回復可塑性理論とステージ理論で，急性期・回復期・

生活期それぞれの特徴を理解したリハビリ介入が重要と報告しており，特に発症早期からのリハビリ介

入が必須としており，当院ではステージ理論に則したリハビリ介入を行っている．また，様々な最新デバ

イス，薬剤などを組み合わせる Hybrid Therapy を積極的に行っている． 

本発表では脳卒中リハビリテーションに対する当院の取り組み方を紹介していく．また，3 年前から 

合作経営している中国浙江省杭州市九和病院佐佐木脳卒中リハビリテーションセンターへ赴任する機会

を頂き，中国の医療体制の話をするとともに，それに対する取り組みも紹介していく． 

 

【略歴】 

 2017 年－藍の都脳神経外科病院 入職 

 

【所属学会など】 

 公益社団法人 日本理学療法士協会/一般社団法人 大阪府理学療法士協会 

 

【業績】 

2017 年 第 9 回大阪市北ブロック学会 新人症例発表会．大阪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記念講演②             司会 京都大学医学部附属病院 濱田 涼太 （理学療法学科 18 期卒） 

 

                 

             がん性疼痛とリハビリテーション 

   

 

               高知大学医学部附属病院（理学療法学科 18 期卒） 

下川 貴大 

                 

 

がん性疼痛は，骨腫瘍などによる腫瘍性疼痛，化学療法や放射線治療に伴う疼痛など原疾患や治療関連

の疼痛に加えて，長期臥床や精神的不安に伴う身体・心因性疼痛といったがん患者に生じる痛みの   

すべてを含むものと定義されている．実際，がん患者の 60%で疼痛を自覚しており，多くが身体的苦痛

や心のつらさを感じていることが報告されている． 

がん患者に対してリハビリテーションを実施していく上では，このようながん性疼痛をコントロール 

しながら介入をしていく必要がある．そのため，がん性疼痛の病態を評価しながらプログラムを構築  

していく必要があり，医師・看護師・薬剤師など多職種で構成されるチーム医療で介入をしていくことが

重要である． 

今回は，がん患者の抱えている疼痛の特徴と，それに対する治療，理学療法士としてどのようなことを

考え対応していくべきかについて知見を交えながら述べたいと思う． 

 

【略歴】 

2014 年－独立行政法人 国立病院機構 徳島病院 リハビリテーション科 入職 

2019 年－高知大学医学部附属病院 医療技術部 リハビリテ−ション部門 入職 

 

【所属学会など】 

日本理学療法士協会/高知県理学療法士会 

 

【業績】 

 2021 年 第 9 回がんのリハビリテ−ション研究会．名古屋 

 2022 年 第 35 回高知県理学療法学会．高知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記念講演③           司会 結ノ歩訪問看護ステ−ション 高木 泰宏 （理学療法学科 8 期卒） 

 

                 

             高齢心不全合併患者の特徴とフィジカルアセスメント 

 

 

               兵庫県立加古川医療センタ−（理学療法学科 11 期卒） 

久保 德昌 

                 

 

現在，世界中で心不全パンデミックと呼ぶべき事態が進行し，その質的変化（左室駆出率     

（left ventricular ejection fraction）LVEF）の保持された心不全，すなわち HFpEF（heart failure with 

preserved ejection fraction）の増加と虚血性心不全の増加)が指摘されている．本邦では心不全パンデミ

ックには至っていないものの，患者数は毎年 1 万人ずつ増加しており，2030 年には 130 万人に達すると

いわれている．がん罹患者数が 100 万人であることを考えると，心不全患者がいかに多いかは想像する

に容易い．今後，心不全合併患者を診療する機会は増加し，リハビリテ−ションの需要・重要性は高まる

と予測される．当院入院の心疾患患者においても 90％以上を心不全患者が占めており，虚血性心疾患や

高血圧，糖尿病の有病率が高く，高齢者の割合が顕著である．高齢心不全患者の特徴として基礎疾患の併

存と基礎運動耐容能の低下が挙げられる．臨床においてセラピストはフィジカルアセスメントを通して

運動負荷中(ADL 動作中)，リアルタイムに運動療法や動作練習の継続，調整(休憩)，中止を判断しなけれ

ばならない．循環器専門病院での経験から，高齢心不全患者の特徴と，セラピストにもできるフィジカル

アセスメントを紹介する．本講義が高齢心不全患者の診療の一助となれば幸いである． 

 

【略歴】 

2007 年－奈良県社会福祉事業団 奈良県総合リハビリテ−ションセンタ− 入職 

2013 年－兵庫県立姫路循環器病センター  入職 

2020 年－兵庫県立加古川医療センター 入職 

 

【所属学会，資格など】 

公益社団法人 日本理学療法士協会/一般社団法人 日本循環器理学療法学会 

特定非営利活動法人 日本心臓リハビリテーション学会 

認定理学療法士(循環)/心臓リハビリテーション指導士 

 

【業績】 

 2018 年 日本心臓リハビリテーション学会学術集会．横浜 

2020 年 日本心臓リハビリテーション学会学術集会．福岡 

2020 年 近畿理学療法学術集会．大阪 

 

 

 

 

 

 

 

 



記念講演④            司会 静岡リハビリテーション病院 石野 泰央（理学療法学科 10 期卒） 

 

                 

             精神科病院におけるリハビリテーションについて 

 

 

               特定医療法人恵風会 高岡病院（理学療法学科 10 期卒） 

野村 太郎 

                 

 

他の診療科と比べて精神科の入院期間は長く，近年の高齢化と共に精神科病院においても入院患者の

高齢化が進み，身体的なリハビリテーションの介入を必要とする患者が増えている．しかし，精神科に 

勤務する理学療法士は日本理学療法士協会員の約 0.1％に当たる 122 名と非常に少ない現状にある． 

精神病床の平均在院日数は 265.8 日，全病床の平均在院日数は 27.3 日で国際的にも日本の精神病床の

在院日数は非常に長い．過去 15 年で精神病床の平均在院日数は約 60 日短縮され，近年の新規入院患者

の入院期間は短縮傾向にあり，約９割が１年以内に退院している．しかし，精神病床の約 2/3 以上を精神

療養病棟入院料や 15 対１入院基本料といった慢性期病床が占めており，これらの病床では約 10 年前と

比較して 1 年以上入院患者の割合に変化はない． 

当院においても，全病床の約 7 割が 15 対 1 入院基本料を算定している精神一般病床（463 床：精神科

救急 91 床，精神一般 342 床，児童思春期 30 床）が占めており，他の精神科病院と同様に入院患者の  

高齢化が進んでいる．それに伴い，入院中の転倒による骨折，加齢による骨関節疾患，身体不活動や内科

系疾患による廃用症候群などの患者が多くなっている． 

 当院における疾患別リハビリテーションの実施状況や身体リハビリテーションの事例，精神科作業 

療法との連携を中心に当院での取り組みを紹介する． 

 

【略歴】 

2006 年－高岡病院 理学療法科 入職 

2020 年－高岡病院 リハビリテーション課 課長 

 

【所属学会，資格など】 

公益社団法人 日本理学療法士協会/一般社団法人 兵庫県理学療法士協会 

日本理学療法士協会 指定管理者（上級） 

 

【業績】 

2007 年 兵庫県理学療法学術大会 

2012 年 第 1 回日本精神科医学会学術大会 

 

 

 

 

 

 

 

 



記念講演⑤               司会 リハテラスつきみ野 住江 知昭 （作業療法学科 23 期卒） 

 

          

軽度認知障害の高齢ドライバーを対象とした自動車運転外来の取り組み 

〜リハビリテーションの効果および認知機能と運転能力の関係についての報告〜 

 

           医療法人 新松田会 愛宕病院 リハビリテーション部 （作業療法学科 20 期卒）  

鎌倉 航平 

                 

 

近年，高齢ドライバーによる危険運転行動が問題となりメディアに取り上げられることは少なくない．

高知県の交通事故発生状況（県警発表データ）では，令和３年の全事故のうち 46.1％が高齢者事故とな

っている．また，死亡事故の発生状況においては，全死者のうち高齢者が占める割合は 84％と高い状態

である．中でも，車両乗車中の事故死者 14 人中 7 人は単独の自損事故で亡くなっている． 

高知県の高齢ドライバーが抱える問題として，交通網が不十分であり，生活で車が手放せないという人

が多いことが挙げられる．また，高齢ドライバーの問題としては，高齢化に伴い低下する認知機能や運転

能力の低下が挙げられる．我が国の高齢ドライバーへの対策としては，2022 年 5 月に道交法改正により，

免許更新の際の実車試験の導入やサポカー限定免許が始まることが明らかになっている．しかしながら，

軽度認知障害（MCI）にあたる高齢ドライバーは医学的な評価や介入など制度や対策が無い状態で免許

を更新し運転を継続している．そして，MCI ドライバーは不安を抱えた状態で運転を継続していること

も事実である．当院の自動車運転外来では，そのような MCI ドライバーに対して認知機能と運転能力評

価を行い，集学的なリハビリテーションを実施し運転支援に取り組んでいる． 

本発表では，当外来の基本的な取り組み内容や得られた結果として，認知機能による運転継続者の能力

の分析やリハビリテーション前後の認知機能および運転能力の変化について報告する． 

 

【略歴】 

2016 年－医療法人 新松田会 愛宕病院 入職 

 

【所属学会など】 

 一般社団法人 日本作業療法士協会／一般社団法人 高知県作業療法士会／一般社団法人 認知神経リハ

ビリテーション学会 

 

【業績】 

2017 年 第 15 回高知県作業療法学会 高知  

2018 年 第 16 回 ITS シンポジウム 京都  

2018 年 第 52 回日本作業療法学会 愛知  

2019 年 第 30 回四国作業療法学会 愛媛  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記念講演⑥                  司会 いずみの病院 西野 寿冬 （作業療法学科 8 期卒） 

 

         

脳卒中後の上肢運動障害に対するニューロリハビリテーション 

 

         医療法人 新松田会 愛宕病院 脳神経センター ニューロリハビリテーション部門  

（作業療法学科 15 期卒） 

國友 晃 

                 

 

近年，ニューロイメージング研究の発展により神経科学や脳科学などの学問的基礎に基づいた評価や

治療戦略についての知見が報告されている．ニューロリハビリテーションとは，神経システム障害からの

回復を援助し，その障害による機能異常を最小限あるいは代償することを目的とした複雑な治療プロセ

スであると定義されている．当院では，脳卒中後の上肢運動障害を呈する対象者に運動制御システムに着

目した臨床手続きを基軸とした運動療法に加え,非侵襲性脳刺激である反復性経頭蓋磁気刺激（rTMS）や

ボツリヌス治療を併用した治療を実施している．rTMS は神経可塑性が生じやすい脳状態を誘導するこ

とが可能であり，ボツリヌス治療は痙縮筋などの異常筋緊張に対して選択的な筋弛緩作用をもたらす治

療方法である．さらに当院では運動機能回復は病的状態からの学習過程と捉え，認知過程（知覚・注意・

記憶・判断・言語・イメージ）の活性化を目的とした認知神経リハビリテーション理論に基づく運動療法

にも取り組んでいる．前述した理論背景を基盤として,急性期・回復期・生活期における対象者に治療を

提供し身体性・運動性の向上により希望している生活行為の改善を目指している． 

本発表では，主要な病態が異なる症例（運動麻痺・運動失調・重度感覚障害）に対して治療を実施した

内容を話題提供とし，意見交換や討議する機会にしたいと考えている． 

 

【略歴】 

2011 年－医療法人新松田会愛宕病院リハビリテーション部 入職 

 

【所属学会など】 

一般社団法人 日本作業療法士協会／一般社団法人 高知県作業療法士会／一般社団法人 認知神経リハ

ビリテーション学会 

 

【業績】 

2016 年 第 54 回日本リハビリテーション医学会学術集会 . 

2016 年 第 2 回日本ボツリヌス治療学会 . 

2020 年 第 11 回ニューロリハビリテーション学会 . 

2021 年 第 55 回日本作業療法学会 . 

2021 年 第 21 回認知神経リハビリテーション学会学術集会 . 

2022 年 第 31 回四国作業療法学会 . 

 

 

 

 

 

 

 

 



記念講演⑦       司会 てのひら訪問看護リハビリステーション 田村 幸司 （作業療法学科 14 期卒） 

  

    

手外科におけるハンドセラピィ 

 

 

            高知大学医学部附属病院 リハビリテーション部 （作業療法学科 14 期卒） 

井津 直哉 

                 

 

ハンドセラピィの目標とは，損傷によって障害された手の機能の回復を目指すとともに，「生活する(で

きる)手(useful hand)」としての能力の拡大を図ることである．近年，手外科領域ではより強固な縫合方

法や，低侵襲な手術方法の確立により，早期からハンドセラピィを実践する対象疾患も増え，良好な成績

の報告が散見される．一方，保存的治療を選択される対象者は手術例と同等の割合がいるとされ，遺残す

る愁訴に難渋する場面も多く，多様化する社会に適応できる手の獲得が望まれる．そのため，ハンドセラ

ピストに求められる役割は，医師と対象者との橋渡し役をさらに強化する必要がある，つまり手の機能の

回復と個々人が求める生活とを結びつける治療方針の決定に積極的に関与し，それに基づいた効果的な

セラピィを実施することが重要となる． 

本発表では，ハンドセラピィになじみのない施設も多いことが予想されるため，ハンドセラピィとはど

ういった領域なのかという概論を中心に講演するとともに，他施設でもセラピィを実施する機会が多い

「橈骨遠位端骨折の保存療法」の 1 例を通して，useful hand の獲得に向けた治療戦略や重要な視点につ

いて述べる． 

 

【略歴】 

2010 年－山口厚生連 小郡第一総合病院 リハビリテーション科 入職 

2014 年－瑞洋会 田中整形外科病院 リハビリテーション科 入職 

2017 年－高知大学医学部附属病院 リハビリテーション部 入職 

2021 年－高知大学 大学院総合人間自然科学研究科 修士課程修了 

 

【所属学会など】 

一般社団法人 日本作業療法士協会（認定作業療法士）／一般社団法人 高知県作業療法士会／一般社団法

人 日本ハンドセラピィ学会 

 

【業績】 

2020 年 第 16 回高知県作業療法学会 高知 ． 

 2018 年 第 29 回四国作業療法学会 香川 . 

 2017 年 第 29 回日本ハンドセラピィ学会 愛知 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記念講演⑧             司会 訪問看護ステーション I Am 北山 進 （作業療法学科 10 期卒） 

 

           

福祉用具の効果的な活用法 

 

 

          社会福祉法人宿毛福祉会 宿毛市立特別養護老人ホーム 千寿園 （作業療法学科 10 期卒） 

二宮 康公 

                 

 

福祉用具は私たち作業療法士にとって，切っても切り離せない存在である．自助具を初め，車いす，ベ

ッド，歩行補助具，移乗用具，各種クッション，排泄用具，入浴用具，コミュニケーション用具，IT 関

連用具など，挙げればキリがない．対象者の生活において福祉用具は欠かすことのできない環境因子の一

つである． 

その福祉用具を活用することで，対象者の生活は大きく変化する．適切に選択された福祉用具は，その

方の QOL を大いに高め，自立支援，自己実現に大きく寄与する．しかし，誤った福祉用具の選択は，長

期に渡り悪影響を与える可能性がある．そのようにならないためにも，私たち作業療法士は正しい知識を

持ち，福祉用具を効果的に活用する術を磨く必要があると考える． 

私たちに与えられた時間は 1 日 24 時間．その中で，対象者に直接関わることができる時間はどれだけ

あるだろうか？作業療法として介入することができる「以外の時間」，対象者は様々な環境因子（物的・

人的）からの影響を受けて過ごすこととなる．車いすで過ごす時間はもちろん、ベッド上で臥床している

時間も，ベッド，マットレス，ピロー，等の影響を長時間受け続ける．つまり，私たちが関わることので

きない多くの時間を、福祉用具が代替的に関わってくれていると考えることができるだろう．  

今回は，作業療法において福祉用具を効果的に活用するためのヒントになればと考えている． 

 

【略歴】 

2008 年－医療法人 防治会 いずみの病院 入職 

2011 年－医療法人 互生会 筒井病院 入職 

2017 年－社会福祉法人 宿毛福祉会 宿毛市立特別養護老人ホーム千寿園 入職 

 

【所属学会など】 

一般社団法人 日本作業療法士協会 

一般社団法人 高知県作業療法士会 

高知福祉機器展実行委員会 

 

【業績】 

2010 年 第 19 回四国作業療法学会 徳島 . 

2013 年 第 47 回日本作業療法学会 大阪 . 

 

 

 

 

 

 

 

 



記念講演⑨          司会 高知総合リハビリテーション病院 山本 則光（理学療法学科 11 期卒） 

 

                 

臨床で理学療法士が行える治療 ～基本的な理論と方法～ 

              

 

               特定医療法人恵風会 高松画像診断クリニック(PT 学科 8 期卒) 

谷渕 文章 

                 

 

現在，理学療法士が 16 万人を越え，今後も更に増えていくことは容易に想像できる．この状況の中で

理学療法士としての職場や職種の多様化が起こることは必然の流れであることがわかる．今回，この  

多様化していく業界の中で自らが構築した，当院のクリニックと連携する自費治療の新しい地域医療 

形態の紹介と考えていただきたい．私が経営している治療院と勤務するクリニックとの連携は，環境や地

域性を含め稀なケースであるものの，今後理学療法士と治療を必要する患者にとっては有用な手段と考

えている． 

 現在私が行っている手法，治療概念などの中から土佐リハ卒業生の方々に向けて，今後の理学療法士人

生における一つのアイデンティティーを提唱出来ればとの思いから現状の報告をさせていただく． 

 

【略歴】 

2004 年－高知総合リハビリテーション病院 入職 

2008 年－西高松脳外科内科クリニック 入職 

2012 年－西高松グループ 理学療法部長 就任 

2016 年－同グループ 高松画像診断クリニック 異動 

高松画像診断クリニック 副院長 及び西高松グループ 理学療法統括部長 就任 

2020 年－治療院 GoodHeart 開院 

 

【所属学会，資格など】 

公益社団法人 日本理学療法士協会/一般社団法人 香川県理学療法士協会 

JOPA 日本オステオパシープロフェッショナル協会/香川アイスフェローズ専属メディカルトレーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記念講演⑩                司会 株式会社いなづみ 稲積 公洋（理学療法学科 7 期卒） 

 

                 

              TOKYO 2020 陸上競技メディカルスタッフとしての経験 

 

 

                埼玉医科大学病院（理学療法学科 7 期卒） 

山副 孝文 

                 

 

東京 2020 陸上競技大会が 2021 年 7 月 29 日～8 月 7 日にわたり東京国立競技場で開催され，     

メディカルスタッフとして参加した．全体のメディカルスタッフの構成として，大会組織委員会陸上  

競技担当者 3 名，Athlete Medical Supervisor 及び Sub Supervisor 各 1 名，Field Of Play Supervisor 

1 名，医師 28 名，看護師 14 名，理学療法士(PT)及び Athlete Care Assistant(ACA) 75 名であった．  

活動場所として陸上競技場，競技場医務室，Warm-up Area(WUA)，WUA 医務室であり，私は   

WUA・WUA 医務室において選手や大会関係者へのサポート活動を行った．業務内容は傷病者(外傷，  

熱中症，体調不良)対応，緊急搬送対応，COVID 対応，WUA 内アクシデント観察と誘導であった．    

メディカルスタッフの中で IOC ルールでは医師・看護師・PT 以外が医療行為を行うことが禁じられて

おり，鍼灸師や柔道整復師などからなる ACA は必ず医師・看護師・PT の指示を受けてから選手に    

接する規則となっていた．その為，全ての活動場所では医療行為を行えるスタッフと ACA の配置であっ

た．大会期間中，WUA 内では外傷者への応急処置，熱中症疑い，緊急搬送を行い，WUA 医務室では傷

の処置，体調不良者の対応であった．一方，陸上競技場は内科疾患・外傷による搬送，アクシデントの観

察・誘導，傷の処置，嘔吐物の対応であり，競技場医務室は陸上競技場から搬送された選手への対応であ

った． 

 

【略歴】2003 年－埼玉医科大学病院リハビリテーション科 入職 

 

【業績】 

資格，役員歴など：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/健康運動指導士/埼玉医科大学グループアスリートクラブ コンディショニングコーチ/FUNCOME 

Running Club コンディショニングコーチ/日本陸上競技連盟医事委員会トレーナー部部員，埼玉県陸上競技
協会医事委員会委員/代表的な陸上競技サポート実績，陸上競技指導実績など：日本陸上競技選手権大会/東京
マラソン/全日本実業団陸上競技選手権大会/全国高校総体優勝，国民体育大会優勝/日・中・韓高校日本代表/

日本ジュニア選手権 2 位/世界ジュニア日本代表/全日本大学選手権  2 位/サトウ食品日本グランプリシリ
ーズ山口大会 第 18 回田島直人記念大会優勝/2020 オリンピック強化指定選手等 

 

【業績】 

第 41～43 回日本理学療法学会学術集会/第 60～62 回日本体力医学会学術集会/第 20～22 回日本   運動器
科学会学術集会 /腰痛予防としてのストレッチング「腰磨き」の一環としての重要性．Monthly Book 

Orthopaedics Vol．21．No．6/腰痛に対する予防指導と運動指導．全日本病院出版会．2008． 

 

 

 

 

 



記念講演⑪                 司会 世田谷中央病院 石井 伸 （理学療法学科 6 期卒） 

 

                 

              PNF コンセプトを用いた整形疾患における筋力増強トレーニング法 

 

 

              医療法人高尚会 川田整形外科 （理学療法学科 6 期卒） 

上田  康裕    

 

 

PNF（Proprioceptive Neuromuscular Facilitation：固有受容性神経筋促通法） コンセプトは，1950

年代に M.Knott や Dr.Kabat らによって開発されたコンセプトである．現在は，中枢神経疾患や整形  

疾患などの機能障害改善や日常生活に必要な運動機能の獲得だけでなく，スポーツ技術獲得・向上の  

ためにスポーツ分野でも幅広く用いられるようになった． 

 PNF コンセプトは，治療の基盤となる考え方である“Philosophy(理念)”，人間の本来持っている反応 

特性を利用し，脳（中枢神経系）に刺激（情報）を与える“基本原理”，原理を利用し反応させる“手段”，    

人間の身体の原理を利用し，対象者の持つ諸問題を解決するための考え方とその治療手段である   

“テクニック”を礎としている．有名なテクニックでは，疼痛を軽減するテクニックのホールドリラックス

や運動失調の改善を目的に用いられるリズミック スタビリゼーションなどがあげられる． 

 今回，整形疾患などでよくみられる機能障害の 1 つである筋力低下の改善に対してよく用いられる  

テクニックの 1 つであるコンビネーションオブアイソトニックスと，どのような基本原理と手順を   

用いてトレーニングを行なっていくのか紹介をしていく． 

 

【略歴】 

2002 年－医療法人五月会 須崎くろしお病院 入職 

2005 年－医療法人仁栄会 島津病院 入職 

2015 年－医療法人高尚会 川田整形外科 入職 

 

【所属学会など】 

公益社団法人 日本理学療法士協会/公益社団法人 高知県理学療法士協会/一般社団法人 日本運動器理学 

療法学会/運動器・代謝 認定理学療法士/日本糖尿病療養指導士/国際 PNF 協会認定 PNF セラピスト(IPNFA  

Certified PNF Therapist) 

 

【業績】 

2019 年 第 32 回高知県理学療法士学会 高知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記念講演⑫                 司会 舞鶴赤十字病院 千坂 仁志 （理学療法学科 5 期卒） 

 

                 

             訪問でのセラピストの関わり～訪問リハのきほんのき～ 

 

 

             株式会社祥ファクトリ 取締役部長（理学療法学科 5 期卒） 

外口 徳章 

                 

 

訪問リハビリテーション（以下，訪問リハ）とは，病気や障がいによってそれまで生活が困難となって

しまったご利用者の自宅へリハビリ専門職が直接訪問し，要介護状態の重度化防止，日常生活の自立  

支援等により，その人らしい生活の実現，維持に向けたアプローチを行うサービスである．利用者の生活

の場に直接訪問するサービスという点から「限られたサービス時間や頻度」，「ご家族やヘルパーが介護

の主体である」等の特性があるが，その中で「心身機能」，「活動」，「参加」にバランスよく        

アプローチする必要があり，リハビリ専門職が訪問した時だけで課題を解決しようとするのではなく，

ご家族や友人，医師，看護師，ケアマネジャー，ヘルパー等，ご利用者に関わる全ての人がチーム    

となって支援してくことが重要である． 

訪問リハ利用者数は約 20 年で飛躍的に増加し，その中で訪問リハサービスを提供する側の量も充実 

してきた．団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年に向け，在院日数の短縮等により，その重要性はより

高まってきている．しかし，その一方で，ここ数年間の報酬改定からも分かるように，心身機能にばかり

偏ったサービスの提供から脱却し，ご利用者の生活をより意識した質の高いサービスの提供が    

求められている．本講演では，主に学生や訪問リハに興味があるセラピストに向けた訪問リハの基礎的な

内容と，ご利用者の思いに寄り添って QOL 向上を目指した事例を紹介する． 

 

【略歴】 

  2001 年－医療法人真正会 霞ヶ関南病院 入職 

2003 年－医療法人真正会 訪問看護ステーションスマイル 異動 

2006 年－株式会社祥ファクトリ さかいリハ訪問看護ステーション・船橋 入職 

2016 年－株式会社祥ファクトリ 取締役部長 

 

【所属学会など】 

 公益社団法人 日本理学療法士協会/一般社団法人 千葉県理学療法士会 理事 

船橋市訪問リハビリテーション連絡会 世話人 

 

【業績】 

2002 年 リハビリテーション・ケア合同研究大会．札幌 

 

 

 

 

 

 

 



記念講演⑬                     司会 久病院 浅川 英則 （作業療法学科 3 期卒） 

 

     

作業療法研究と今までの人間模様を振り返って 

 

 

          医療創生大学 健康医療科学部 作業療法学科 （作業療法学科 2 期卒） 

北山 淳 

                 

 

私はこれまで発達障害の社会支援に関する作業療法研究またそれらの土台となるメカニズム解明を基

本としていました．発達障害は白黒がはっきりするものではなく特徴も程度も個人差が大きいという性

質があるため，診断名に関わらず一人一人の等身大を理解した上で 2 次的問題を予防が重要だと捉えて

います．また将来的な特性や乳幼児期からの発達という観点を重視して発達研究や脳波などの認知機能

の研究も行なっております． 

発達過程で作業療法に応用できるように，これから付き合う部分と治療する部分，さらに身につける部

分など方向性が見えやすくなることを念頭に置いています． 

また，大学院生指導については研究を継続的に進めていけるようなプログラムを実施しています．簡単

にお伝えすると PICO→Systematic Review→Proposal→Pre-Ethics→Pre-defense→Defense という内

容に沿って進めていくことにより研究がより身近に感じられるのではないかと思います． 

今回の講演では上記の説明を踏まえ，更に今までの大学生活や職場でのチームビルディングについて

お伝えします． 

短い時間ですが宜しくお願いします． 

 

【略歴】 

医療法人 新淡路病院  

洲本市国民健康保険鮎原診療所・心身障害児通園施設わたぼうし  

関西総合リハビリテーション専門学校 作業療法学科 専任講師 

四條畷学園大学リハビリテーション学部作業療法学専攻 准教授 

大和大学 保健医療学部 総合リハビリテーション学科 作業療法学専攻 教授 

医療創生大学・大学院 生命理工学研究科（修士・博士） 

 

【所属学会など】 

日本作業療法士協会：専門作業療法士（特別支援）／福島県作業療法士会 

 

 

【業績】 

Factors Associated With Psycho-Cognitive Functions in Patients With Persistent Pain After Surgery 

for Femoral Neck Fracture． 

The changes of hemoglobin concentration within the brain that are caused by noise and differences 

between sexes.  

Correlations of fish intake and plasma docosahexaenoic acid levels with each congener of 
PCDDs/PCDFs/dioxin-like PCBs in blood from the Japanese population. 

 

 

 



記念講演⑭                  司会 井上病院 通所リハいきいき 西村 千帆 （作業療法学科 6 期卒） 

 

 

          比較のない世界の魅力 

                      

          特定非営利活動法人 脳損傷友の会高知青い空 

株式会社 FIRST RATE （作業療法学科 6 期卒） 

岡村 忠弘 

            

 

T さんは，就労支援事業所で，箱を止めているテープをカッターナイフで切るという流れ作業に従事し

ている．仕事を続けるうちに，T さんの作業机だけ徐々に膨らんできた．机の間にはカッターの刃がびっ

しりと挟まっていた．T さんはカッターの切れ味が悪くなると刃を折り，机に差し込んでいたのだ．机か

ら刃が飛び出しているところもあり，危険だと支援者に止められても，T さんは机に刃を差し込み続け

た．その作業を 6 年 6 か月続けた T さんの作業机の中を，支援者がどうしても見てみたくなり，レント

ゲン撮影で可視化した．今，そのレントゲン写真はカッター机とともにアールブリュット展覧会などで展

示されている． 

支援を続ける中で，私は障害者の芸術文化に触れた．その出会いは私に様々な気づきを与えてくれた．

私自身，今までにあまり意識してこなかった「普通」や「平均」という言葉の意味を考えるようになった．

私たちは「普通」をどのように判断しているのか．人生や生き様に「普通」や「平均」といったものは存

在するのか．そんなことを考えるようになった． 

机に刃を差し込み続けるというTさんの行為は，普通ではない行為と位置づけられるのかもしれない．

しかし，今となって私は，この行為を T さんの生き様であるとすら思うようになった．医療従事者時代

の私は，臨床や研究を通して，ヒトを量や時間などで推し量ってきた．比較や分類をし，眼前に生々しく

突きつけられる病態をなんとか解釈し，折り合いをつけようとしてきた． 

でも今は，障害者の芸術文化に触れることで自分の中にある価値観が大きく変化している．比較のない

自由な世界観が私を魅了し続けている． 

 

【略歴】 

2002 年－2010 年 医療法人 新松田会 愛宕病院 

2009 年      高知大学大学院医学系研究科 修士課程修了 

2010 年－2014 年 関西総合リハビリテーション専門学校 

2014 年－     NPO 法人脳損傷友の会高知青い空 

2018 年－     株式会社 FIRST RATE 

 

【所属学会など】 

一般社団法人 日本作業療法士協会／一般社団法人 高知県作業療法士会／一般社団法人 日本高次脳機

能障害学会 

 

【業績】 

セミナー：第 29 回四国作業療法学会 香川 2018. 

学会発表：第 15 回高知県作業療法学会 高知 2017. 

 

 



記念講演⑮                          司会 土佐病院 正木 孝一 （作業療法学科 6 期卒） 

 

 

             精神科リハビリテーション 

                      

 

             沖縄リハビリテーションセンター病院（作業療法学科 6 期卒） 

宮城 哲哉 

 

 

精神科医療は入院医療から通院医療へとシフトしつつある中で，所属病院グループを活用し，精神障害

にも対応した地域包括ケアシステムを構築することができるか． 

これまでの取りくみや，今後実施してみたいことを紹介する． 

（1）「地域の助け合い・教育（普及啓発）」：①地域住民との交流・社会福祉協議会との連携．②自治会

と顔を合わせる機会を作る． 

（2）「社会参加（就労）」：①障害福祉サービス事業所等とハローワーク，企業の連携促進がうたわれて

いる中で，病院を含む全てのグループ企業を巻き込み，障がいを持った人でもできる仕事を創出

する．②拠点となる場と就労場所との交通網の構築を行う． 

（3）「保健・予防」：①精神保健相談業務の充実と相談ルートの整備．②家族支援の充実（家族会の再

開，アルコール依存症，高次脳機能障害，統合失調症等，疾患を抱える家族の拠り所としての場

所の提供や，医療従事者との交流を行う）． 

（4）「医療」：①外来機能（デイケア，訪問サービス，ケースマネジメント）の強化．令和 4 年度診療

報酬改定に伴う，ひきこもり支援，医療中断者への支援（精神科訪問看護，訪問看護ステーショ

ン）の検討，就労支援（依存症，統合失調症圏）にも対応した精神科デイケアの確立．②精神医

療と身体科医療の連携．入院患者の早期の地域移行，住居の確保が喫緊の課題． 

 

【略歴】 

2002 年－玉木病院 入職 

2015 年－琉球大学大学院保健学研究科 博士課程修了 

2021 年－沖縄リハビリテーションセンター病院 入職 

 

【所属学会など】 

一般社団法人 日本作業療法士協会／一般社団法人 沖縄県作業療法士会／日本精神障害リハビリテーシ

ョン学会／日本デイケア学会 

 

【業績】 

論文：Psychological trauma among family caregivers of individuals with schizophrenia in relation to 

their subjective care burden, distress and stress response．Ryukyu medical journal 33：45-52,2014． 

統合失調症患者を抱える家族の入院志向意識に及ぼす影響要因の検討．琉球医学会誌 34：35-44,2015． 

学会発表：Comparing the relationships of post-traumatic stress disorder (PTSD) in families with 

schizophrenics with their care burden, distress and mental health condition ．：9th International 

Nursing Conference & 3rd World Academy of Nursing Science (Korea)．p51，2013 

The relationship between post-traumatic stress disorder (PTSD) and subjective care burden and 

distress, stress response in family caregivers of individuals with schizophrenia．：The 46th Conference 

of Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (Kuala Lumpur)，p36，2014 



記念講演⑯                         司会 田野病院 小尻 智康 （作業療法学科 21 期卒） 

 

 

              終末期の作業療法 

                      

              土佐リハビリテーションカレッジ 作業療法学科 

（川崎医療福祉大学 医療技術学部 作業療法学科 14 期卒） 

安岡 希和 

                 

 

終末期の作業療法では色々な疾患を持ち，様々な最後を迎える人たちがいる．ここでの作業療法の目的

は，身体と心の痛みを取り，最期までその人らしい暮らしを支えていくことである．終末期リハビリテー

ションの果たす最大の役割は，新たな苦痛を回避し，今ある苦痛を最小限に緩和する関わりであり，その

人の生活機能を最大限，最期まで維持することが QOL の向上に重要な役割を果たしている． 

そして患者を支える家族は，死を身近に感じることで多くの苦悩を感じながらも，何気ない日常の一コ

マに価値を感じ，患者と共に過ごせる喜びを感じている．この相反する感情や思考がその時々に出現し，

「絶えざるゆらぎ」のなかにあるのが，終末期患者家族の特徴であると言える． 

ここでの家族支援は，患者に真摯に向き合う医療者の姿や終末期にある患者の苦痛軽減が，家族に心理

的安寧をもたらす間接的ケアとなり，家族の患者に対する生への希求，患者自身の生への希求を失わせる

ことなく，「生きることへの希望」を引き出すことに繋がっている． 

このように終末期の患者とその家族が身体的，精神的な痛みを感じながらの生活が余儀なくされてい

る状況において，心と身体の二つの痛みに対してアプローチできることは，作業療法の強みではないだろ

うか． 

本発表では，終末期の作業療法というタイトルのもと，「終末期」の定義や作業療法の目的，患者やそ

の家族支援について提案する． 

 

【略歴】 

2012 年－川崎医療福祉大学 卒業 

2012 年－2014 年  医療法人 誠和会 倉敷第一病院  

2014 年－2021 年  医療法人 臼井会 田野病院  

2021 年－土佐リハビリテーションカレッジ 作業療法学科 講師 

 

【所属学会など】 

一般社団法人 日本作業療法士協会／一般社団法人 高知県作業療法士協会／日本 DLM 技術者会／作業

遂行研究会 

 

【業績】 

論文：新型コロナウイルス感染拡大時の ICU での作業療法－お便りを通して，家族への支持的な関わりを

行った事例－．土佐リハビリテーションジャーナル 13，2021 

助成採択：公益信託 高知新聞・高知放送「生命（いのち）の基金」2021 年度，アフターコロナに向けたオ

ンライン面会の実情の把握 

 

 

 


