
 

 
 

                             

 

患者様から教わる医療 

学校長 杉山 誠 

 

 

 

 

                           

リハビリテーション教育評価機構による 

認定結果について 
副学校長 村松 秀明 

 平成26年12月４日に「一般社団法人リハビリテーション教育評価機構」によるリハビリテーション教育

評価認定審査（書面審査および実地調査）を受審しました｡当日は２名の評価者を迎え､リハビリテーショ

ン教育に必要な施設基準および教育内容・カリキュラムの提供・実施が成されているか、評価判定や臨床

実習における実情確認と対応について、教育環境の視察などの審査を受けました。程良い緊張も進行と共

に和らぎ、参考となる助言もいただく事ができました。結果は３月30日に認定証が届き、適切な養成施設

として認定されました。 

 人は生まれてから多くのことを教えられ、学んで育ちます。最終的に「独り立ちができる」為の関わり

が教育とも言われます。その役割や内容は様々ですが、個々が状況やその場に応じてどう振舞うべきか､

自ら考え行動できるよう成長させる事と考えます｡今回の認定に加え、社会人･医療従事

者･理学療法士として「独り立ちができる」為の教育現場作りに精進してまいります｡ 

今後とも本校に対するご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

※一般社団法人リハビリテーション教育評価機構：学校等のリハビリテーション教育の 

 質の向上や発展充実のために活動し､リハビリテーション関連職種の教育･養成の進行 

 に貢献することを目的としており、中立的な第三者機関として教育評価を行う評価機 

 関です。 

 新学期を迎え、新たな思いに胸を膨らませていることでしょう。 

 私は医学で大切なことは、患者様の訴えをよく聞いてあげることだと常々思っています。患者様は、い

つもご自分の悩みを我々に語りかけようとしているものです。その気持ちを先ず汲んであげることが医療

の第一歩です。一口でいえば問診の大切さです。 

 次いで患者様をよく診ましょう。視診です。患者様を視ないことには適切な診療はできません。医師法

にも診察しないで治療してはならない、と明記しているのはそのことです。しかし私たちは、えてして患

者様を過去の先入観や経験から機械的に処理しようとしがちですが、同じ患者様でさえ日々変化している

ことを忘れてはなりません。患者様をよくみて現症を適切に把握してこそ、これまで培った知識や経験や

先輩の適切な指導が生きるのです。 

 医学は独学では決して習得できません。患者様という対象を眼前に見据えて、適切な施設で正しい指導

を受けて、はじめて医療が身につくのです。どうか学生の皆様、患者様の訴えをよく聞いてあげ、病気の

ことを患者様から教わるような気持ちで勉強してください。  
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信リハ通信 

 平成27年度第１回目の保護者懇談会を実施しまし

た｡ご多忙にも関わらず１年生の保護者懇談会では28

名､２年生の保護者懇談会では26名と多くの皆様にご

出席いただきました｡カリキュラムや学則､臨床実習

に関して確認させていただきました｡また､個別面談

にて学校やご家庭で

の状況に関する情報

交換をすることがで

きました｡皆様からの

ご意見を是非､今後の

学校教育に活用した

いと思います｡  

 ４月４日（土）、えんぱーくにて信州介護福祉

専門学校と合同の入学式を挙行しました。新しい

スーツに緊張した面持ちで揃った学生達を見ている

と、教職員の背筋も伸びる様でした。３年間でたく

さんの事を学ぶので、つらいこともあるかもしれま

せん。その時は、

ここに集った仲間

たちと励まし、切

磋琢磨しながら成

長していって欲し

いと思います。  

平成27年度 入学式 保護者懇談会 

  臨床実習は貴重な学びの機会  

学科長 小野 佳子 

 理学療法士を目指す学生にとって、臨床実習は絶対必要であると同時に、人生にお

いても非常に価値のある貴重な経験となるものです。本校では、まず１年生前期に介

護体験をする基礎実習、１年生後期に理学療法士の職場での見学実習があります。２年生後期には３週間

の評価実習があり、初めて患者さんや利用者さんに直接触れさせていただくことになります。最終学年の

３年生では、合計16週間の臨床実習を２施設で行い、患者さんの治療に関わることにより基本的な理学療

法技術を学ばせていただきます。 

 学生の皆さんには、学校で得た知識を各施設で十分に活用できるよう意欲的に実習に取組んでいただき

たいものです。多くの患者さんや指導者の皆さんとの出逢いを大切に、学ばせていただくという感謝の気

持ちを忘れず、技能と共に人間性も磨いて、大きく成長してきてほしいと思います。 

 学生会長あいさつ                        

 私たちの学校は一人ひとりに元気や活気がり、理学療法士になるという同
じ志を持った仲間と日々勉強に励んでいます。クラスマッチでは各クラスがまとまり、優

勝目指して熱い戦いが繰り広げられます。11月の学校行事「檜翔祭」では、多くの催しを学生と
地域の方が協力して行います。その他にも、地域行事の「お茶壺道中」や「玄蕃まつり」に参加
しています。充実した学生生活を送れるよう学生会が中心となり、多くの行事を通じて学生同士
の仲を深めていきたいです。 

お茶壺道中に参加して   イベント委員長 ２年生 長田 澄敏 

 今年で48回を数える歴史あるこのお茶壺道中に参加させていただいて感じたこと
は、お祭りに関わるすべての皆様の熱意でした。奈良井宿の美しい景観を保存してい
る地域の皆様、参加者一人ひとりの衣装を担当するスタッフの皆様、そういった方々
の思いに私たち参加者の熱意が加わ
ることで、このお祭りは毎年続いて
きたのだなと心から感じました。こ
の貴重な経験を私たちの檜翔祭にも
必ず活かし、お越しいただいた地域
の方々に私たちの熱意を感じていた
だければ幸いです。 
 今回は大変貴重な経験をありがと
うございました。 

２年生 塩澤 大亮 
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 2015年４月に40名でスタートしました。４月･５月と

緊張して日々を送っているのが感じられました。授業

は非常にまじめに受けている様子。しかし、教員の問

いかけやここぞという落としどころに反応が鈍いと

いったところがあるようです。クラスマッチを機会に

徐々に個性が出始め、学校生活も充実してきていると

感じます。また、６月に入り試験など勉強が大変に

なってきていると思います。高校の時には想像もしな

かったくらい勉強をしなければいけないと今、焦りを

感じている学生が多いと思います。短い３年間をフル

に楽しんで充実させてその経験を個々の財産にしてほ

しいと思います。 

 ７期生は何と言っても“元気”がとりえです！授業中

の反応が良く、学校行事にも積極的に参加してくれるク

ラスです。男女の仲も良いので、これから実技の授業や

グループワークが増えていきますが、みんなで協力して

取り組んで欲しいと思います。最近は授業以外にも実技

の練習を行っており、専門的な授業が増えたことが楽し

いという声も聞かれます。勉強内容が濃くなり、行事の

中心的存在にもなる忙しい１年ですが、７期生らしく元

気に乗り越えていって欲しいです！  

 現在３年生は最終学年となり理学療法士に向けて最後

の一年となりました。クラスの意識はより一層高まり、

６月からはじまる臨床実習に向けてグループ活動や実技

練習に励んでいます。この一年は臨床実習・就職活動・

そして最後に国家試験があり、三年間の集大成を迎えま

す。今まで以上の努力が必要であり、一人一人が自分の

課題点を見つめ、克服しなければなりません。最後まで

自分の芯をしっかりと持ち、この一年をクラス全員で乗

り越えていきたいと思います。  

  １年生  ～８期生～ 
       担任：木島 隆 

  ３年生  ～６期生～ 
       担任：渥美 六英 

担 任 よ
り

信州リハで 
 目指せ理学療法士 

  ２年生  ～７期生～ 
       担任：横田 佳子 

毎朝、校内清掃を学生が実施しております。１～３年生で分担

し、常日頃から掃除する習慣をつけてもらっています。また、

課外活動の一環として、学校から贄川駅までの通学路のゴミ拾いを週２回実施しておりま

す。昼休みの10分程度の短い時間ですが、１・２年生から一人ずつと教職員にて、地域へ

の貢献や清掃習慣を身につけることを目的としています。きれいな通学路を通ることで、

気持ち良く登校できますし、先輩・後輩間のちょっとした情報交換の場にもなっていま

す。信リハの特徴である、心のこもった｢接遇｣を身につけるために、基本的なマナーを再

確認することができる清掃活動を続けていきたいと思っております。

こんな活動も 

しています！ 



  関連法人 

  姉妹校  

信州リハ 検索 

平成26年度 卒業生就職先 

 

 

2015年 

 ８月１日（土）    

 ８月22日（土） 

 11月21日（土） 

平成27年度 教職員体制 

「Google MAP  スト

リートビュー」の技

術を駆使した 360 度

のバーチャルツアー

です。なんとこの度､

信州リハビリテーション専門学校に導入されました。自

宅にいながら、本校の校舎内を見学できます。こちらも

ぜひホームページよりご体験ください。 

８月６日（木） 
※ 関連法人の桔梗ヶ原病院    

  を見学します。 

病院見学会 

９月12日（土） 

学校説明会 入試説明会 

学 校 長：杉山 誠 

副学校長：村松 秀明 

学 科 長：小野 佳子 

教務主任：木島 隆（1年生担任） 

平成27年度 学校説明会＆入試説明会 

 

専任教員：鈴木 美香 

専任教員：渥美 六英（3年生担任） 

専任教員：横田 佳子（2年生担任） 
 

事 務 局 長：小尾 勉  

事務局次長：小松 瑞樹 

事務局係長：平出 桂子 

事 務 職 員：矢口 恵美 

 

今後の主な行事予定 

第１回防災訓練 

玄蕃まつり 

夏の陣(交流会) 

プール清掃 

夏季休暇 

（８/１～８/16） 

１年生保護者懇談会 

特別講演会 

 ７月 

 檜翔祭(文化祭) 

３年生保護者懇談会 

第２回防災訓練 

２年生保護者懇談会 

国家試験 卒業式 

 8月 

 2月 

 1月 

 3月 

 

 第２回交通講話 

冬季休暇 

（12/26～１/３） 

【県内】 

桔梗ヶ原病院、 中 信 松 本 病 院、 中 村 病 院 

小諸高原病院、 諏 訪 湖 畔 病 院、 金 澤 病 院 

松本中川病院、 上伊那生協病院、 上山田病院 

大町総合病院、 諏訪赤十字病院、 

松本協立病院、 一之瀬脳神経外科病院 

介護老人保健施設エーデル駒ヶ根 

 

【県外】 

総合東京病院、 石和温泉病院、一宮温泉病院 

山梨リハビリテーション病院 

苑田会リハビリテーション病院 

今年度の信州リハの顔は、

ステンドグラスと木のぬく

もり溢れる「学生ホール」

です。内容も、在学生や卒

業生に協力をしていただき､

信州リハらしい温かいもの

になっています。ホーム

ページでも電子版パンフ

レットをご覧いただけます

ので、ぜひどうぞ。  

今年度の 
  パンフレットです 

編集後記：信リハ通信をお読みいただきありがとうござい

ます。本校も開校８年目を迎え教職員一同､より良い学びの

場を目指して日々頑張っております｡今後もできる限り学校

の様子を皆様にお届けできたらと思っておりますので、ご

意見・ご感想等ありましたらぜひお聞かせください。ああ 

〒399-6301 長野県塩尻市贄川1215-2 

TEL：0264-34-1023 FAX：0264-34-3371 

http://www.shinshu-reha.ac.jp 

 

 2016年 

   ３月24日（木）

【介護老人保健施設 わかな】 

インドアビューを 

ご存知ですか？ 


