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【日時】：平成26年4月12日㈯ 19時～
【場所】：和座 Dyning 東風
 高知市帯屋町1-3-12　KENTビル2・3階
 TEL：088-872-9677

【会費】：4,000円（18期生は無料）

【日 時】 4月12日（土）　15：00～15：30 定期総会　15：30～17：30 勉強会
【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
【テーマ・講師】　『片麻痺患者における麻痺側体幹・下肢の支持性低下に対する段階的関わり
　　　　　　　　　　　　　　　　～筋活動の文献的知見とそれを引き出すアプローチ～』
　　　　　　　大森 貴允先生（PT9期卒：松山リハビリテーション病院）
※定期総会に出席できない可能性がある方は、返信はがきの委任状に署名・捺印をお願いします。

同封の返信用ハガキにて、
3月28日㈮までに

出欠の返事をください。

18期生歓迎会の

お知らせ

定期総会・勉強会

ココ

　平成26年3月8日㈯、第18回目の卒業式
が挙行されました。本年度は、理学療法学科
34名、作業療法学科27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。
　当日は、歓迎会とともに、未来会総会と勉
強会も開催しますので、皆さまお誘い合わせ
のうえ奮ってご参加ください！
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　2013年4月27日（土）高知市 三翠園にて土佐リハ
ビリテーションカレッジ20周年記念式典が執り行わ
れました。この20周年必死で走り続けてきた20年で
あったと思います。人で言えばようやく成人を迎え、
大人へと成熟していくための通過点です。卒業生とし
てこれまでの関係者各位のご尽力に心より敬意と感謝
を申し上げます。
　式典は、約150名の参加者があり、うち卒業生は
70名（PT：33名、OT：37名）の参加でした。来賓
は、尾崎直道知事をはじめ有名な方の参加や本当に懐
かしい面々も揃い、まさしく、土佐リハの歴史と成熟

に向けて良い式典だったと思います。
　また、土佐リハ同窓会「未来会」からは、「図書メ
ディア教材」を贈呈させていただきました。これは、
学校としてやはり未来を創っていくためには教育の充
実が必要と思い学生教育・卒後教育に役立てて頂こう
と思っています。
　そして、次の30周年に向けて、さらに成長してい
けるよう各卒業生の一挙手一投足が土佐リハビリテー
ションカレッジの未来を創っていくことを意識して
日々の努力・研鑚に励んでいきましょう。

土佐リハビリテーションカレッジ20周年記念式典
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　平成25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。

　平成26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 3月30日（土）

第2回 7月17日（水）

第3回 9月12日（木）
第4回 1月27日（月）

第5回 2月12日（水）

第1回 4月12日（土）

第2回 6月予定　
第3回 8月予定

第4回 10月予定　

第5回 12月予定

第6回 2月上旬予定

『視覚遮蔽下模倣を用いた軽度認知症スクリーニングの検討』
 福岡　知之先生（OT学科教員：土佐リハビリテーションカレッジ）

『周期運動の神経制御機構：タイミングと力制御に関する研究動向とともに』
 滝本　幸治先生（PT学科4期卒：土佐リハビリテーションカレッジ）

『症例研究方法論～新人発表に向けて～』
 竹林　秀晃先生（PT学科1期卒：土佐リハビリテーションカレッジ）

『高次脳機能障害について』　花田　智仁先生（OT学科14期卒：愛宕病院）
『整形疾患への作業療法アプローチ～高齢者の骨折～』
 森　祐輔先生（OT学科13期卒：だいいちリハビリテーション病院）

『新人発表のプレ発表』（PT学科17期卒）
《発表者》 ①弘井　鈴乃先生（もみのき病院）
 ②松村　宏樹先生（野市中央病院）
 ③山中　亜瑞佳先生（いずみの病院）

『片麻痺患者における麻痺側体幹・下肢の支持性低下に対する段階的関わり
～筋活動の文献的知見とそれを引き出すアプローチ～』
 大森　貴允先生（PT学科9期卒：松山リハビリテーション病院）

『発達領域の作業療法(仮)』　久武　昌樹先生（OT学科8期卒：土佐希望の家）
『慢性痛の基礎知識』
 岡部　孝生先生（PT学科1期卒：土佐リハビリテーションカレッジ）

『中枢神経系疾患における作業療法(仮)』
 山本　学先生（OT学科9期卒：近森リハビリテーション病院）

『整形外科疾患のレントゲンの診方（仮）』　　
 奥田　教宏先生（PT学科9期卒：土佐リハビリテーションカレッジ）

『新人発表のプレ発表』（PT学科18期卒）
≪発表者≫ ①和泉　茉美先生（高知脳神経外科病院）
 ②田中　未優先生（いずみの病院）
 ③濱田　涼太先生（高知医療センター）

学術部からの“報告”と“お知らせ”

報告

お知らせ

平成25年度　未来会　高知支部　勉強会実績報告

平成26年度　未来会　高知支部　勉強会計画案
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　平成25年度より新たに17期卒業生も加わり、14～17期生を中心に活動しています。去年まで
お世話になった先輩や実習先でご指導頂いた先生方と共に、臨床場面での経験談や実技を含めて学
生とやり取りする中で、改めてセラピストとして働いている実感が湧きました。忙しく参加出来な
い時もありますが、自らの知識・技術を高めるため積極的に参加し、時には学生達と交流を深める
事もでき、とても充実した1年でした。それでは平成25年度の活動報告をご紹介致します。

　14～17期を中心に、未来会会員皆様が参加して頂けるように企画・運営していきたいと思いま
す。また、新たに18期生、19期生…と新卒業生を含めて土佐リハOT全体の活動として、「作業
療法士は患者さんに何ができるのか」を真摯に受け止め、実行できるセラピストを目指して一緒に
頑張っていきたいと考えます。

報告者：松木　望（OT学科17期卒：細木ユニティ病院）

【日　時】 平成25年6月12日（水）19時～20時30分
【テーマ】 対象者のやる気がUPするADL評価と指導法
　　　 ～ほめ方と指導の秘訣には評価あり～

【講　師】 花田　智仁先生（OT学科14期卒：愛宕病院）

【日　時】 平成25年7月23日（火）19時～20時30分
【テーマ】 体表解剖学　～肩甲骨・鎖骨～
【講　師】 岡部　孝生先生
　　　 （土佐リハビリテーションカレッジ）

【日　時】 平成25年11月12日（火）19時～20時30分
【テーマ】 臨床実習対策セミナー
【講　師】 未来会会員（10期～17期：20名）土佐リハ教員3名
【学生参加人数】 71名（2、3年生）

作業療法学科14～17期生の活動報告

勉強会
趣旨

今後の
活動

今年度の
活動内容

【日　時】 平成26年1月16日（木）19時～20時30分
【テーマ】 未来会OT学会前学会
【発表者】
■ 花田　智仁先生（OT 学科 14 期卒：愛宕病院）
■ 國友　晃先生（OT 学科 15 期卒：愛宕病院）
■ 横山　裕平先生

（OT 学科 16 期卒：厚生年金高知リハビリテーション病院）
■ 中澤　太志先生（OT学科16期卒：海辺の杜ホスピタル）
■ 高橋　一郎先生

（OT 学科 17 期卒：訪問介護ステーションおたすけまん）
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　昨年、本校を卒業した17期生に、理学療法士、作業療法士
として勤務してきたこの1年を振り返って頂きました。

　18期の皆様、ご卒業おめでとうございます。この
時期ですと国家試験、卒業式も無事に終え、最後の
学生生活！と思う存分羽を伸ばしていることと思い
ます。中には、有意義な学生生活を名残惜しむ方も
いれば、理学療法士としての新生活に不安や緊張感
を覚える方もいるのではないでしょうか？
　そこで、私の経験が少しでも皆様の助けになれ
ばと思い、１年目の経験を少し書かせていただきま
す。
　私自身１年を振り返るとイメージは「スタートと
同時に全力疾走・・・」です。働き始めると勉強を
求められるのは勿論ですが、毎日が忙しく与えられ
た業務をただ熟していく事が精一杯で、帰宅し夜に
布団に入る時が一番の幸せだったように思います。
　その反面、初めて患者様を担当させていただいた
時の使命感の大きさは計り知れないものでした。そ
んな慌ただしい毎日でしたが、新しい環境でたくさ
んの人と出会い、先輩や同期同僚から沢山の刺激を
受け理学療法士としての成長を少しずつですが感じ
ることができました。私の職場は、医療型障がい児
入所施設ですので多くは18歳までの子どもさん達に
理学療法を提供していますが、外来では成人の患者
様もいらっしゃいます。
　そのような環境で、理学療法士となって約１年が
過ぎましたが子どもの運動療法の難しさと面白さを
痛感している最中です。中でも対象の多くの割合を
占める脳性麻痺児の機能訓練は一生悩み続けるので

はないでしょうか。
　その中に先輩の印象的な一言があります。それ
は、「脳性麻痺は手をかければ掛けただけ悪くな
る・・・」でした。それは単にマイルストンを追い
かけるだったり・出来ない動作の反復練習をさせる
等ではいけない、運動療法も量と質のバランスが大
切というものでした。実際、訓練前よりも身体機能
が低下する事が多々あります。どの分野にも共通す
ることですが機能訓練では「丁寧に」が原則です。
姿勢や動作の一つひとつを丁寧に捉える事や、その
子どもに合わせた声掛け、接し方を選択していくこ
とが重要です。
　また、難しさだけではなく「楽しい！」と感じる
ところ、やりがいを感じる面もたくさんあります。
それは、子どもの将来を保護者や子どもと一緒に考
えたり、歩くことが難しい子どもが一歩足を踏み出
すことが出来た時の喜びを一緒に分かち合えること
だと思います。子どもの将来を見据えることは簡単
ではありません。それでも将来、今より子どもが笑
顔で楽しく遊べ、学べるような生活を作りあげるこ
とが私たちの役割では無いでしょうか。その役割を
担うためにも毎日の努力は不可欠で、日々の治療か
ら得られるものに加え、休日には研修会にも積極的
に参加しています。そして、この４月から２年目を
迎えますが、日々の努力を怠らず様々なことにチャ
レンジしていくことで、子どもの成長と共に自分の
成長が感じられる一年にしたいと思います。

この1年を振り返って

静岡医療福祉センター児童部　理学療法士
野中　雅彦先生 （ＰＴ学科17期卒）

新人（17
期卒）

からの一言

「 １年目 」
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　土佐リハビリテーションカレッジでは、学生の１０年後
を意識したリハ教育の展開と　教育環境の充実を図るた
め、学習レベルや目的意識など様々な個性をもつ学生に
対応する学生支援室を設置しています。学生支援室は、
井上佳和室長（前理学療法学科・学科長）をはじめ、支

援教員と事務職員の計３名で構成されています。2013
年４月から、高等学校教諭免許を取得している支援教員
を新たに配置し、高校までの学び直し図る「基礎学力定
着講座」や資格取得支援、就職活動に向けた「一般教養
対策・個別面接指導」などにも取り組んでいます。

学生支援室の紹介

「 OT１年目を振り返って 」
　土佐リハを卒業して、早1年が経とうとしています。昨
年の今頃は、自分が作業療法士として働いている姿を想
像することが出来ず、只々、4月からの“作業療法士として
の社会人デビュー”が不安で堪りませんでした。
　そんな中迎えた社会人生活は、研修や先輩OTの訓練見
学から始まりましたが、日が経つにつれて「本当に自分
も、先輩みたいなOTになれるのか？」「その人にあった
訓練を組み立てることができるのか？」と不安は募る一方
でした。また、覚えなければならない業務も膨大にあり、
慌ただしく毎日が過ぎて行きました。そして徐々に、先輩
の患者様のフォローに入らしてもらいながら、仕事にも慣
れてきた時に、初めて担当患者様を受け持たせてもらいま
した。その時は、緊張と不安の中で訓練をしたのを覚えて
います。１つの訓練内容にしても、「本当にこれでいいの
か？」「この人に意味のある訓練なのか？」と分からなく
なり、その都度、先輩や多職種の方に指導してもらいなが
ら訓練を続けていくことが出来ました。
　この１年の中で、何度も「仕事を辞めたい」「自分は何
のためにOTになったのだろう？」と考える時期がありま
した。担当患者様が多く、訓練に追われている状態とな
り、その人に合った訓練内容を考えることが出来ず悩んで
いる時期にそう思ってしまうことが多かったように思いま
す。そのような時、先輩に「その人の今の身体機能面を見
るのも大切なことだけど、その人が今本当に困っている所
や悩んでいる所を見ている？」と言われ、訓練に追われて
いるのを言い訳にして、患者様の表面しか見ておらず、そ
の人の気持ちや希望を聞くことが出来ていなかったことに

気づかせてもらうことが出来ました。
　まだまだ作業療法士として未熟な私ですが、多くの患
者様のおかげで学ばせてもらい、「頑張ろう！」という励
みになっています。この１年の中で、１番心に残っている
事があります。初めて人工呼吸器を着けた患者様を担当
させて頂きました。その患者様は、話すことは出来ません
が、表情やジェスチャー、筆談でコミュニケーションを取
ることが出来ていました。はじめはコミュニケーションを
取ることも出来ず、初めてみる人工呼吸器にあたふたと
し、普段とは違う緊張感の中リハビリをした事を覚えてい
ます。日が経つにつれて、会話もでき、関係性をとること
が出来てきました。リハビリ目標も“人工呼吸器の早期離
脱”を大きな目標として訓練を行っていました。そのよう
な時に、患者様の状態が悪化、そのまま亡くなってしまい
ました。その時、「もっと出来たことがあったのでは？」
「どうして、悪化した時に声をかけてあげなかったのだろ
う」とすごく後悔が残りました。「もう２度と後悔をする
リハビリをしたくない！」と思った瞬間でもありました。
　まだ、始まったばかりのOT人生ですが、土佐リハの先
生・先輩、職場のスタッフ・仲間、家族の支えで今の自
分があります。これからも色々な
人に迷惑を掛けながらも、１つ１
つ作業療法士として成長出来て
いけたらいいなと思います。そ
して、「作業療法士になって良
かった！」と思えるように日々
頑張っていきたいです。

大津キャンパス管理棟２Ｆ図書館内にある学生支援室。求人情報や専門書の閲覧も可能。

田野病院　作業療法士　森本　夕貴先生（ＯＴ学科17期卒）
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新教員のご紹介

　昨年の2013年4月1日より本校教員として就任致
しました。私は、本校土佐リハビリテーションカレッ
ジを9期生で卒業し、その後香川県にある三豊市立西
香川病院という病院で8年間理学療法士として勤務し
てきました。入社１年目から2年間は、リハスタッフ
も少なかったため、入院から外来、訪問まで幅広く診
てきました。3年目より回復期病棟を立ち上げたため
入院専属となり、脳卒中の患者さんや整形外科疾患
の患者さんを主に担当し勉強をしてきました。リハ科
自体も、私が退職する前には50名を超える人員とな
り、今では当たり前の365日も早い時期から導入しリ
ハビリテーションの提供を行なっていました。
　私は、もともと高知県の出身であり、久しぶりに故
郷へ帰った思いで嬉しく思っています。自分たちが

学んだ土佐リハは、山が近く
にあって、鳥のさえずりが耳
を澄ませばいつでも聞こえ、
夜になるとキラキラと星がい
つでも見え、夜は寮から宴
会の声が度々聞こえる場所
だったことを思い出します。今は、そんな山北から高
知市の大津へ移り、自分たちが学んだ環境とは大き
く違った学校に戸惑うこともありますが、教員の先生
方は変わっておらず心強く思っています。これから
は、今までの立場とは違うため戸惑うこともあると思
いますが、今まで自分の経験してきた臨床の考えや
想いを学生に伝えていき、臨床で「良い後輩だね」と
言って頂けるような土佐リハの学生を育成していき
たいと思っています。また、今では理学療法士・作業
療法士の養成校も全国に数多くできているため、土
佐リハという伝統校を守りさらに飛躍できるように他
の先生方のサポートをして頑張って行きたいと思い
ますので、どうぞ宜しくお願い致します。

　2013年４月、学生支援室に着任しました。私は高
知大学大学院で物理学を専攻し、高等学校教諭免許
（理科）を取得しました。また、大学が独自認証して
いる「高知大学防災インストラクター」の資格を取得
後、学校における防災教育を支援する組織「高知大
学防災すけっと隊」を設立し、県内外の小学校から高
校で防災授業を展開しました。大学院修了後は、愛
媛県農業協同組合中央会で３年間広報や農業政策に

関する業務を担当しておりま
した。
　学生支援室では、学生の資質向上を図る一般教養
対策や就職活動支援などを担当しております。リハビ
リテーションを通じて社会貢献できる人材を育成す
るため、丁寧な指導・助言に努めたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。

　平成25年4月より、本校理学療法学科と学生支援室の教員として、奥田 教宏先生と岡田 俊介先生が入職
されました。お二人の先生から、入職に当たりメッセージを頂きましたので、以下に掲載させて頂きます。

高知県出身。1982 年生まれ。三豊市立
西香川病院で 8 年間副主任として勤務。

奥田　教宏 先生

愛媛県出身。1985 年生まれ。少林寺拳法四段
で、大学少林寺拳法部の監督も務める。

岡田　俊介 先生
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　2013年5月24日‐26日に名古屋国際会議場で開催された第48回日本理学療法学術大会に、昨春、土佐リハを卒
業した松村宏樹先生と上野山貴士先生が参加し、ポスター発表を行いました。お二人は、土佐リハ在学中（4年
次）に同学術大会へ演題登録を行い、厳しい演題査読を見事にパスし、臨床1年目で全国学会発表するという土佐
リハ初の快挙を成し遂げました。以下に、お二人からのメッセージをお届けいたします。

１．臨床1年目の学会発表

「未来会会員の活躍」

野市中央病院 
リハビリテーション科

松村　宏樹先生 （PT学科17期卒）

近森オルソリハビリテーション病院
理学療法科

上野山　貴士先生（PT学科17期卒）

　はじめに、全国学会で発表するということに緊張や不
安がありました。しかし、それは自分のためにもなりま
すし、その当時は就職にもプラスになりますし、それが
キッカケで勉強できると思ったので申し込もうと思いま
した。また、四国内で学生でのエントリーは少ないとい
うことを聞いて、何かしら先導したいという気持ちもあ
りました。いざ取り組んでみると、細かいところを修正
しながらで大変でしたけど、滝本先生や他の先生方か
らアドバイスをいただき、新たに興味もあることも出て
きてやる気もさらに高ぶってきました。
　実際に全国学会に行ってみると、発表に慣れている

人や経験のある人ばかりで、 自分の発
表を聞いてくれるだろうか不安はあり
ました。緊張を押さえようと発表しま
したが、なかなか自分の思ったような
発表ができず後悔や悔しさはすごく
ありました。しかし、これをきっか
けに、もっと経験や知識を積んで自
信をもって堂々と発表したいとい
う気持ちも湧きました。新たに挑戦した
いと思っています。

　全国学会で発表することになった時は、あまり実感が
なかったです。しかし、発表の準備をしていくうちに自

分はすごい所に発表しに行くんだな
と実感し、発表の数日前から
常に緊張していました。名古
屋に行き、会場に着いた際は全
国から色々な先生方が来られて
おり、文献や教科書でよくみる
先生もおられ、この方たちと同じ
場所で発表するんだなと考えると

さらに緊張しました。会場では、先生方が整形や脳科学
など様々な分野に対し発表されており、とても勉強にな
り刺激になりました。自分が発表した際は、自分が気付
かなかった様々な視点からのアドバイスを頂き、まだま
だ勉強が足らないということを実感すると同時に、勉強
意欲がさらに高まりました。
　今回の全国学会での発表は、自分の中で大きな財産
と経験になりました。今後もさらに勉強していき、また
全国学会で発表できるよう頑張りたいと思います。

「指標追従課題を用いた下肢の筋出力調節能力の特性
　　　　　　　　―漸増・保持・漸減運動による検討―」

「指標追従課題を用いた下肢CKC条件下における筋出力
調節能力の特性―漸増・保持・漸減運動による検討―」
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はじめに
　2013年４月からケーニックスフェルド病院とドイツ体
育大学の循環器・スポーツ医学研究所での現地視察及
び、リハビリテーションプログラムの体験をしてきた。
　ドイツでは、急性期病院からできる限り期間をおかな
いで、患者は回復期病院または外来フォローに移る。

ドイツ心臓リハビリテーションについて

　ここでドイツ心臓リハビリテーション（以下：ドイツ心
リハ）のシステムを紹介する。
　ドイツ心リハ協会認定施設が165あるなかで、ほとん
どは回復期病院にあたる施設滞在型である。各期が切れ
目なく流れており、これをドイツでは、リハビリテーショ
ンの鎖、道と呼ぶ。急性期病院が１～２週間、回復期専
門病院で患者は３～４週間滞在する。近年、施設滞在型
ではなく、自宅から外来リハビリテーションを続ける外
来通院型も普及している。ドイツ各地には、地域に根付
いた心臓グループがある。患者はそこに所属して、希望

すれば生涯にわたりドイツ心リハを続けられる。こうし
たドイツ心リハの効果はガイドラインや教科書にも載っ
ており、メタ分析においても全死亡に関しては約20パー
セントの低減効果があるとされている。また、心血管の
死亡に関しても25パーセントの改善が望める事が指摘さ
れている。つまり、ドイツ心リハは国民に一般的に認知
されている。

結語

　ドイツ国内で心疾患の発症率は日本の約５倍と言われ
ている。ドイツ心リハは、医療連携が構築されており、
カロフ教授によると回復期専門病院での再発はないと
のことであった。効果的であるスポーツ種目を入れるこ
とで、楽しさや多様性を生じるプログラムが提供されて
いる。ドイツ心リハは患者が権利を主張して安心して楽
しく行われている。日本での課題は、生涯にわたる外来
フォロー継続の困難があげられる。

２．ドイツ体育大学心臓リハビリテーション渡航視察報告
独立行政法人国立病院機構福山医療センタ ‐ リハビリテ ‐ ション科　理学療法士　則包　達男

独立行政法人国立病院機構

福山医療センター

リハビリテーション科

則包　達男先生（PT学科10期卒）
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　日中関係が緊迫し中国のPM2.5が問題視される2013
年６月、なぜかこのタイミングで私は北京にいました。
ISPRM 2013‐７th(World Congress of  the 
International Society of Physical and Rehabilitation 
Medicine)に参加する為です。はじめての国際学会での発
表であると同時に、実ははじめての海外でしたので発表準
備とともにパスポートの準備からスタートする必要があり
ました。現在の研究テーマは、簡単に言うと嚥下筋群に電
気刺激を行い嚥下機能を再建したり（FES）、トレーニン
グ（TES）するというもので、この時の演題はEffective 
site of surface electrodes to stimulate the 
suprahyoid 、嚥下筋の表面電極で刺激するときどの位
置が最も効率がいいかを探索するというものでした。日本
を発つ前は正直、この時期にはじめての海外が中国という
ことに自分の運命を嘆いていたのですが実際に行ってみ
ると本当に刺激的な経験ばかりで多くの出会いがありまし
た。中国についてまず圧倒されるのは北京空港の大きさ
です。後に調べたところによると総面積で世界第２位、
ターミナルの面積では世界第１位でコンコースの長さは３
kmにおよぶそうで大きく感じるはずです。もちろん我が
愛する龍馬空港も魅力では負けてないでのですが・・・。
空港からバスに乗り学会会場隣の宿泊ホテルに向かった
のですがこの道中も面白い。さすが10億人が生きる大

国。近代的な巨大ビル
が現れたかと思うと日
本の戦後のような人の
生活がひしめき活気の

ある町並みが隣同士で存在しています。とにかく色々なも
のがとにかくでかい。ビル一つ一つの規模が日本とは桁
違いで大きさの感覚が麻痺してきます。大きいと言えば
ISPRM2013の学会会場も大きかったのですが何と言って
も天安門広場。私のかなり後方にあるので大きさが分か
りにくいと思いますが、門に掲げられている肖像画の大き
さを考えると想像しやすいかと思います。
　もちろん学会も有意義だったのですが、澤教授とコー
ディネータの大西さんのご好意と縁によって特別に北京
市内の色々な病院を見学させていただきました。さすが中

国、病院の入り口の路上で商売している人もいます。地域
の病院から大規模の中日友好医院、サテライトの病院、デ
イサービス、本来は入ることも難しい回族の寺院まで二
度と出来ない体験をさせていただきました。

　もちろん土佐人として夜のおつきあいも負けていませ
ん。とにかく中国人は何度も乾杯します。下の写真で乾杯
しているのは紹興酒なんて可愛いものではなくアルコー
ル度数の70度の白酒（パイチュウ）。写真の王さんと白酒
だけでも10回以上は乾杯しています。とにかくおいしかっ
たは２日目に陳さんのご好意で連れて行っていただいた
北京ダックのお店です。中国で今もっとも人気のあるお
店でどれもこれも本当に美味しかったです。中国のおもて
なしの心に感激しつつこの日は紹興酒で乾杯でした。

　学会のレセプションもかなり凝った趣向で、皇帝の別荘
の湖を遊覧した後は京劇で楽しませていただきました。こ
こでも様々な出会いがあり、国境を超えて縁を持つことが
できました。
　もちろん学会も液晶
モニターによるポス
ター発表でしたのでエ
ントリー時に多少のト
ラブルはありましたが問題なく期間を終了することができ
ました。
　行く前は不安でたまらなかった学会でしたが、実際に
体験するとこの国の大きさ熱さに圧倒され、国は違えど
人のもつ根本的なものは変らないし、分か
り合い共有出来るのだということを思い知
らされました。また是非国際学会に挑戦し
て見たいと思います。

３．ISPRM2013 in Beijing
独立行政法人国立病院機構福山医療センタ ‐ リハビリテ ‐ ション科　理学療法士　則包　達男

藤田保健衛生大学

医療科学部
リハビリテーション学科

百田　貴洋先生（OT学科１期卒）
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　ひとつ目の学会は、６月22日～26日に秋田市で開催さ
れた２nd Joint World Congress ISPGR / Gait & 
Mental Function（第２回国際姿勢歩行学会・歩行と精
神機能合同世界会議）です。発表演題は「Effect of 
various information of sensory modality on the 
postural control」（竹林）、「Characteristics of 
force‐ and timing‐ control in aging: A study of 
foot‐ tapping」（滝本）。Poster Sessionにて発表しま
した。ポスター形式の発表は、今や規模の大きい学会で
は主流となっていますが、本学会では２時間ものポス
ター前待機を求められました。国際学会のため、使用言
語はもちろん英語です。国内のPT学会では30～60分程

度のポスター発表です
が、２時間もの間、英語
でDiscussionをすること
に一抹の不安を覚えなが
らもSessionはスタート
しました。
　結果、２時間はあっと

いう間に過ぎ去りました。Session時間中、入れ代わり立
ち代わり絶えず質問が投げかけられました。内容は主に
実験方法やメインアウトカム（主要な結果）についてで
あり、中には丁寧に示唆して下さる方もいらっしゃいまし
た。2014年の本学会開催がカナダ（バンクーバー）のた
め、開催地（担当大学）の方々も参加されていました。
　ふたつ目の学会は、９月５日～９日に台湾（台中）で開
催された６th WCPT‐AWP & 12th ACPT Congress 
2013（第６回世界理学療法連盟アジア西太平洋地区学
会・第12回アジア理学療法連盟学会）です。台湾の台中
市で開催された本学会のメインテーマは「Health 
Promotion through Physical Therapy（理学療法を通
しての健康増進）」。日本からも大勢の参加者の姿があ
りました。私たちの発表演題は「Characteristics of 
motor coordination during concentric and 
eccentric contractions in the elderly」（竹林）、
「Characteristics of aging on control of timing and 
force of foot tapping」（滝本）。発表者の中には、土
佐リハPT学科３期卒の川村和之先生（国際医学技術専門
学校）の姿もあり、近況を報告し合いました。

　 先のISP GRで
は、理学療法士以
外の研究者や耳鼻
咽喉科の医師など、
専門や背景が異なる
方々との触れ合いが新鮮でしたが、アジア学会では参加
者の大半が理学療法士です。私たちが本学会で報告した
基礎研究の成果については、臨床応用を問う質問を受け

ました。また、講演や
シンポジウムも充実
しており、現在本邦
でも盛んに叫ばれて
いる学生教育の在り
方について、各国の

セラピスト養成課程の現状についてのシンポジウムは、
私たちの後進育成を考える上で大変貴重な機会となりま
した。
　このふたつの国際学会に参加したことで、各国研究者
の動向や熱意に触れることができ、改めて今後の学術活
動のモチベーションを高めることができました。理学療
法・作業療法の学術大会のみならず、近接領域の学会は
たくさんあります。どこにどんな学術団体があり、いつど
こで学術大会が開催されるのか、常日頃アンテナを張り
巡らせておくのもよいでしょう。皆さんもインターナショ
ナルに活動の幅を広げてみませんか！

　私たち竹林秀晃（PT学科1期卒）と滝本幸治（PT学科4期卒）は、
2013年２つの国際学会に参加し発表したので報告させていただきます。

４．国際学会参加報告
独立行政法人国立病院機構福山医療センタ ‐ リハビリテ ‐ ション科　理学療法士　則包　達男

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）

国際学会
オフショット

　国際学会の楽しみは、異文化コミュニケーション！ということもあり
ますが、観光や名産に触れるのも楽しみの一つ。台湾といえば夜市！
ということで、夜は台湾の珍味に舌鼓を打ちながら台湾ビールを頂
きました。未だに臭豆腐の匂いは忘れられませんが・・・。また、第
26 回 IBAF18U Ｗ杯（高校野球のワールドカップ）が偶然にも台
中で開催されており、学会終了後の夜に日本 VS 米国の決勝戦を
観戦！楽天ドラ1入団の松井選手が先発するなど大変な盛り上がり
で、学会出張に花を添えてくれました。
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　ご存知の方がまだまだ少ないとは思われますが、
2013年４月に医歯薬出版株式会社から「心理・精神
領域の理学療法 はじめの一歩」という書籍が発刊され
ています。理学療法関連の著書では本邦初の「心理・
精神領域」に触れた内容であり、総論や心理・精神領
域理学療法の基礎理論、領域別の心理・精神的対応、
症例報告編などが掲載されています。
　私はまだ臨床６年目の若輩者ではありますが、勤務
している芸西病院が精神科主体の病院であり、精神疾
患を有する患者さんのリハビリに携わる機会が多い事
から、本書籍の分担執筆のご依頼を頂き、快く執筆に
携わらせて頂きました。また、共同著者としてPT学科
13期生の鏑木智加(旧姓 寺田)さんも、執筆に携わって
くれています。私達が依頼されたテーマは、「症例編 
うつ病」というタイトルで、実際に私が担当していた
身体合併症（身体疾患と精神疾患を併せ持つ患者を指
す）を呈する患者さんの症例報告を取り入れ、うつ病
の概論やうつ病患者への対応のポイントなどを掲載し
ています。その他にも、症例編では統合失調症や摂食
障害の患者さんに対する対応のポイントや、リハビリ
を上手に進めるコツなどが掲載されています。これま
でに、精神疾患を有する患者さんのリハビリに難渋し
たことのある先生方や、いま現在困っている先生方が
おいでましたら、ぜひご一読頂き、本書が解決の糸口

になれば幸いです。
　余談ですが、土佐リハ臨床実習時代は行く先々で
「橋本君は文章能力が低いなあ」と言われ続け、レ
ポートを何度も何度も返されていました。そんな私
が、たった６年余りで執筆の仕事に辿りつけるとは夢
にも思っていませんでした。このような貴重な機会を
得ることが出来たのは、自身の抱える思いが心理・精
神領域の理学療法をけん引する先生方に伝わったから
だと感じています。その一つは、精神疾患患者の治療
に理学療法士として明確に貢献したいという気持ちが
強かったこと、二つ目は、対応ひとつ変えることで効
果的且つ持続的にリハビリを遂行できるはずの精神疾
患患者が、治療者側の力不足でリハビリを満足に出来
ていないのではないかと感じた事です。そして、私は
それらの思いを勉強会や研究会の場で発表させて頂い
たり、他病院や大学の先生方とも積極的に意見交換を
してきました。こうした積み重ねが、執筆を依頼され
るという結果に結びついたのではないかと思います。
本書に続いて、２冊目３冊目と依頼して頂けるよう
に、今後も患者さんの治療や臨床研究を積極的に続け
たいと思います。

書籍紹介１

芸西病院
リハビリテーション部 

橋本　洋平先生（PT学科12期卒）

心理・精神領域の理学療法はじめの一歩の執筆にあたって
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　近年、美容と健康に対する意識は老若男女を問わず
高まっている。その一つに、姿勢を意識した体幹運動
が挙げられる。Core Exercise や Pilatesはその代表
で、一度は経験した卒業生も多いことだろう。また、
理学療法現場においても“姿勢の改善”を目的に腹横
筋・内腹斜筋、腰部多裂筋を中心とした体幹運動が広
く施行されている。このように“姿勢と体幹筋”の関係
は注目され、さまざまな場所で体幹運動が行われてい
る。しかしながら、“姿勢と体幹筋”の関係は未だ不明
な点が多く、EBM (Evidence Based Medicine)の確
立には、ほど遠いのが現状である。
　私はこの現状に疑問を抱きながら、教育・臨床現場
で数年間過ごしていたが、医学教育の基礎を築いた
ウィリアム・オスラー博士の“医学はscienceに基づ
いたartである”という言葉が胸中から離れることはな
かった。この現状の疑問を解決するためには、自分で
研究するしかないと覚悟を決め、大学院で“姿勢と深部
体幹筋の関係”という壮大なテーマに臨み、僅かではあ
るが研究成果を挙げることができた。研究はまだ継続
中ではあるが、その内容も含めた著書が、運動器疾患
の「なぜ？」がわかる　臨床解剖学である。

　僭越ながら、現代の医療現場においてEBMは避けて
は通れない道であり、理学療法分野においても同様で
ある。先達の先生方の研究成果と実践に啓発されなが
ら、私たちの世代に受け継がれ、日本理学療法士協会
から「診療ガイドライン」という構築されたエビデン
スに向けた第一歩がようやく踏み出された。一方で、
ガイドラインが明らかにした内容を、症状・価値観の
異なるそれぞれの患者にどう応用するかという判断能
力・技術が理学療法士には求められる。最新のエビデ
ンスのみならず、基礎医学知識に基づき試行錯誤を繰
り返していく努力こそが、理学療法分野全体の発展に
繋がると私は考える。そんな気持ち込めて執筆させて
頂いた著書、運動器疾患の「なぜ？」がわかる　臨床
解剖学、是非卒業生の皆様にも一読頂きたいと心より
願う。

書籍紹介2

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）

運動器疾患の「なぜ？」がわかる　臨床解剖学(第9章 脊椎圧迫骨折)の執筆にあたって
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　ご承知の方も多いとは思いますが、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。現在のところ17
期生までの卒業生では、理学療法学科は 283 ／ 494 名

（57％）、作業療法学科は 121 ／ 396 名（30％）の卒
業生に登録して頂いています。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。また、昨年の東北地方太平洋沖地震のような緊急時
の連絡網としても考えております。お手数をお掛けしま

すが、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、手続きを行って下さい。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～ 18 期までの卒業生全員）

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》

　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。

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。また、当面は移行期の処置として、今まで通りの連絡方法と上記らくらく連絡網を利用した連絡方
法の 2 種類の方法での連絡を行いますが、時期をみてらくらく連絡網を利用した連絡方法に完全移行したい
と思っています。

※ 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。

注） 


