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１．第17回リハビリテーション体育学科同窓会報告 

１）第17回リハビリテーション体育学科同窓会が、下記の日程・場所にて開催されました。 

日程：2010年3月6日（土）～ 7日（日）  場所：国立障害者リハビリテーションセンター 

 
・当日のプログラムは下記になります。 

3月 6日（土） 
13：30～13：40 開会式（学院６階・中研修室） 
13：40～14：40 ＯＢ会主催企画 

＜職場紹介＞ 
   寺本朋弘（17期）「社団法人 太陽の家」 
   廣田真紀（17期）「障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール」 
 
＜活動報告＞ 
   小林岳雄（13期・第 11回 合同大会実行委員長） 
     「第 11回 合同大会報告」 
 

14：50～16：50 学院主催企画 
＜18期生 卒研発表会＞ 
  山下文也 
    「頚髄損傷者のフロントパスにおける動作の研究」 
  光吉直哉 
    「高次脳機能障害者へのリハビリテーション体育の一考察」 
  山口裕輝 
    「障がい者のメタボリックシンドローム改善のためのアプローチ」 
 
＜報告会＞ 
   高橋春一 学院教官 
        「リハビリテーション体育学科の改革ビジョン」 
 

17：00～18：00 定期総会（学院６階・中研修室） 
18：30～ 懇親会（学院２階・リハ体育学科フロア） 

3月 7日（日） 
9：00～13：00 ワークショップ（学院６階・中研修室） 

テーマ：リハビリテーション体育が市民権を得るために 
講師：桜井高志 氏 

13：00～13：10 閉会式 
13：30～17：00 平成 22年度 第１回理事会（学院６階・中研修室） 
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２）ＯＢ会主催企画   卒業生 職場紹介 
 
 

職場紹介 

RS17期  寺本 朋弘 
職場：「社会福祉法人 太陽の家」厚生部 健康推進課 
 
太陽の家とは 
故・中村裕先生が、「No charity, but a chance」(保護より機会を)という理念の下、1965年に創設。 
 
太陽の家の特徴 
■ 共同出資会社 
・ オムロン、ソニー、三菱商事などの各企業が太陽の家と資本金を出し合って会社を設立 
・ 企業内で職業訓練を実施 
■ 協力企業 
・ 地元の企業が職業訓練のためにさまざまな仕事を提供 

 
健康推進課 
■ 構成メンバー 
 課長、PT 1名、OT 1名、運動療法士 1名、スポーツ指導員 1名、職業指導 
員 1名 (計 6名) 
※ OTと職業指導員は、自立訓練支援課と兼務 
■ 主な業務内容(運動療法士の場合) 
◇ RS訓練 
・ 更生訓練を行っている方たちを対象として個別、集団での運動プログラムを提供 
◇ スポーツ訓練 
・ 更生訓練、または職業訓練を行っている方を対象として集団スポーツを実施 
◇ 介護予防事業 
・ 別府市から委託を受け、特定高齢者を対象とした介護予防教室を実施 
◇トレーニングルーム 
・ 2009年 7月より施設利用者や関連企業の方たち以外にも地域住民への一般開放を行い、ト
レーニングルーム内での監視、運動プログラムの作成などを担当 
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職 場 紹 介 
● 氏名  ：廣田 真紀（１７期生） 
● 勤務先 ：財団法人 横浜市リハビリテーション事業団  

障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール 
● 職名  ：スポーツ指導員 
● 対象者 ：身体・知的・精神障害児者 
● 勤務内容：①施設の巡回 

②スポーツプログラムの運営・指導 
・各種教室 
・時間プログラム運営（例：ボッチャの時間等） 

③競技会・大会運営 
・定期記録会 
・定期リーグ戦 
・スポーツフェスタ 
・ハマピック（横浜市の障害者スポーツ大会） 
・全国障害者スポーツ大会 

 
● 近況報告：４月からラポールで働き始めて早１年… 

やっと利用者さんの顔と名前が一致してきました。 
ラポールに来館される利用者さんの障害は様々で、日々勉強させて頂いております！ 
学院で学んだことを活かしながら、利用者さんの目線で運営していけたらいいなと思って

います。まだまだ未熟な私ですが、これからもよろしくお願い致します！！ 
● プログラム一例（オリジナルスポーツの時間） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 質疑応答 
フロアから担当した事業（オリジナルスポーツの時間）について、当日の体調管理や利用者層、多くの人に来

てもらうためにどのような工夫をしているかという質問があった。 
ラポールでは、初回に利用者カードを作るときに看護師との面談があり、運動をしていいのかどうかを判断され

ます。当日の体調管理は、声かけ程度で基本的には利用者自身に血圧などを計って体調管理をしています。 
利用者層としては、片麻痺の人が多く、脳性麻痺などの利用者さんもいます。男女比は同じくらいです。 
オリジナルスポーツは、利用者を呼び寄せるようなスタンスはとっておらず、来たいときに来てくださいという

形をとっています。工夫としては、名札を用意したり、次回の種目をお知らせしたりなどは行っています。 
 
 

ディスク卓球 ターゲットボッチャ 
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３）ワークショップ報告 
   第 17回RS同窓会の２日目は、講師に桜井高志氏をお招きして、テーマを「リハビリテーション体育が市民権をえ
るために」として、ワークショップを行いました。当日はグループに分かれ、「リハビリテーション体育」について SWOT
分析、リハ体育とその周辺分野との相関図の作成、また、「リハビリテーション体育が市民権をえるために」というテ

ーマに沿っての Time Lineを作成し、各グループのアイデアを発表しました。以下の写真は、その一部です。 
 

 
「リハビリテーション体育」についてSWOT分析 

 

 
リハ体育とその周辺分野との相関図 01 

 

 
 

 
リハ体育とその周辺分野との相関図 02 

 

Time Line 作成 
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４）定期総会報告 
      第 17回 RS同窓会 定期総会の報告として、当日配布された議案書を掲載します。 

定期総会議案書 

平成22年3月6日（土） 

国立障害者リハビリテーションセンター学院 ６階中研修室 

同窓会活動 

１．会員間および会員と学院生間の交流 

 （1）会員間の情報交換手段の充実 

   会員名簿の作成・配付やインターネットを通じての情報網の確立、年に1度の同窓会開催 

 （2）学院－会員間のパイプづくり 

   会報への学院情報掲載、年に1度の同窓会開催 

２．RSのアイデンティティ確立に向けて情報交換、情報発信 

研修会・講演会・発表会の開催、会報への情報掲載、ホームページを利用しての情報発信 

３．日本リハビリテーション体育士会との協力体制、ﾘﾊ体育士会への会員登録促進と連携体制の確立 

 

議   案 

1号議案 

【平成21年度実施事業報告】 

1.理事会開催 

（1）第1回 日程：平成21年3月1日（日） 13:00～16：00 

場所：国立障害者リハビリテーションセンター 2Ｆ学生控室 16名参加 

（2）第2回 日程：平成21年12月5日（土） 13:00～17：00 

場所：国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟505室  6名参加 

2.第17回リハ体育同窓会開催 

（1）日程：平成22年3月6日（土）・7日（日） 

（2）場所：国立障害者リハビリテーションセンター 

3.RSジャーナル発行（平成21年5月号） 

4.同窓会会員名簿作成 

5.同窓会会報（第24号）発行（平成22年3月発行） 

6.RSネット（ホームページ）の運用  

7.祝電・年賀状送付  祝 電 （卒業式、入学式） 

                    年賀状  

8.RS書籍「リハビリテーション体育」作成中 
9.合同大会後援 

学会名：第 30回医療体育研究会／第 13回日本アダプテッド体育・スポーツ学会  第 11回合同大会 
会期：平成21年11月7日（土）・8日（日） 

大会実行委員長：小林岳雄（13期） 
実行委員：高橋春一（3期）、梅崎多美（2期）、岩渕典仁（8期）、服部直充（3期）、 

安江徹太郎（6期）、久保田崇之（13期） ＊順不同 
スタッフ：下鳥真由美（9期）、伊藤秀一（9期）、長木希（5期） ＊順不同 

協賛金：2万円（2口） 

10.平成 21年度RS卒業研究抄録集作成費補助（RS18期） 
 

 



- 7 - 

 

２号議案 

【平成21年度収支決算報告】 

３号議案 

【新会員の紹介】 

平成21年度リハ体育学科卒業生3名（RS18期）を新会員として承認したい。 
新会員予定者（卒業生）に対しての同窓会入会案内（同窓会の目的・活動内容・入会の方法）を配

布する。同窓会入会案内は学院にて保管。毎年卒業時に新会員予定者に配付して入会案内とする。 

４号議案 

【平成22年度同窓会役員・理事の選出】 

５号議案 

【平成22年度収支予算案】 

６号議案 

【平成22年度実施事業計画案】 

1.理事会開催 

2.第18回リハ体育同窓会開催 

3.RSジャーナル発行（平成22年5月号） 

4.同窓会会員名簿作成 

5.同窓会会報（第25号）発行 

6.RSネット運用 

7.祝電・年賀状送付   祝 電 （卒業式、入学式） 

                     年賀状 

8.RS書籍「リハビリテーション体育」完成予定 
 9. 平成 22年度RS卒業研究抄録集作成費補助（RS19期） 
 

７号議案 

【検討事項】 

1.会則の変更 

（1）名称：国立身体障害者リハビリテーションセンター  

→ 国立障害者リハビリテーションセンター 

（2）第9条（5）幹事 → 監事 

（3）第28条追加：この会則は、平成22年3月6日よりこれを施行する。 

2.会則記載以外の役員および係について 

（1）3.編集部：削除 

3.慶弔に関する取り扱い 

（1）追加：（死亡）  2.準会員が死亡したとき。（5,000） 

（退官）  1.準会員が退官したとき。（20,000） 

（2）追加：附則：この会則は、平成20年3月1日よりこれを施行する。 

         この会則は、平成22年3月6日よりこれを施行する。 

 

８号議案 

【連絡事項】 

1．同窓会関連の会合参加時の交通費の支給について 
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２．会員近況報告 

 

氏名： 山下 文弥 

 
勤務先： 国立障害者リハビリテーションセンター病院 

     健康増進センター 

 

職名： 運動療法士 

 

対象者： 

１・病院外来および入院  
（障害のある方及び高齢者） ＊主に四肢麻痺者・脳血管障害 

 

    ２・自立移行支援利用者 
＊ 視覚障害者・頚髄損傷者・高次脳機能障害・脳血管障害・・・主に肢体不自由 

 

    ３・その他 
＊ 地域利用者及び介助者等・障害者スポーツ選手および愛好家 

 

勤務内容： 
①障害者の生活習慣病に関する調査・研究事業 
②障害者の健康診断、各種人間ドッグ、特定検診・保健指導、二次障害予防プログラムの

開発事業 
③障害者の健康づくり支援プログラムの開発事業 
④障害者の健康増進に関する啓蒙活動事業 
⑤施設利用者の健康管理およびその増進事業 
⑥介護者のための介護軽減プログラムおよびケアシステムの開発 
 等など・・・ 

 

近況報告： 
来年１月より、健康増進・スポーツ外来での運動教室の開催（定員制・回数制・障害別） 
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職場紹介 
18期生 光吉 直哉 

 
私は、4月から長野県にある長野障害者福祉センター（サンアップル）でスポーツ指導員として働
いています。 
長野県は全国で 4番目に面積が広い県であり、険しい山が多く、移動するのに時間がかかることか
ら、県庁所在地である長野市（北信）にあるサンアップル（本所）と松本（中信）、駒ヶ根（南信）、

佐久（東信）にあるサンポート（支所）で県内における障がいをもった方の運動・スポーツを支援し

ています。 
サンアップルでは、利用者の方に来ていただき、運動・スポーツを行っていただくのが基本となり

ます。サンスポートは、各地域の施設などへ職員が出向き、運動・スポーツを行うことが基本となり

ます。 
私は長野市にあるサンアップルで働いています。サンアップルの勤務内容としては、プール、テニ

ス・陸上・アーチェリー、体育館・卓球室、トレーニング室の勤務があり、ローテンションで回って

いくという形です。プールとトレーニング室では監視と指導を行います。体育館・卓球室では、体育

館の調整をしながら、卓球を行います。テニス・陸上・アーチェリーでは、陸上とアーチェリー場を

監視しながら、テニスを行います。この他に定期教室（プール・アーチェリー・サッカー・陸上・フ

ロアホッケーなど）や大会開催、地域への出張支援、団体支援、大会等への出張などが加わります。 
サンアップルは、障がいに関係なく利用することができます。また、隣には、県のリハビリテーシ

ョンセンターがあるため、リハビリ中の方も来られるなど、年齢・体力や障がいの程度など様々な方

が来られます。そのため、国リハで学んだことを活かす機会は多いです。 
私の今後の課題ですが、本当にたくさんありますが、特に実技です。この 1年で、スポーツセンタ
ーにおいては実技力が重要となることを痛感しました。実技を鍛え、オールラウンドにスポーツがで

きるようになり、導入やそのスポーツの楽しさをしっかりと伝えられるようになりたいです。その中

で専門的に指導できるものをつくっていきます。 
また、障がい者スポーツセンターに来ずとも、住んでいる地域であたりまえに運動・スポーツを楽

しめる環境が地域の理想であると考えます。しかし、現状は、まだまだ地域での環境が整っていると

はいえません。そのために地域へセンターからどのように人を還していくのかということが重要とな

ります。地域での障がいをもった方のよりよい運動・スポーツ環境を整えていくうえで、スポーツセ

ンターの果たす役割は非常に重要です。国リハで学んだことを活かしながら、関係機関と連携をとり、

よりよい地域づくりに貢献できていければと思っています。今後ともよろしくお願いします。 
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１．氏 名 

赤川 洋 

 

２．勤務先 

財団法人神戸市障害者スポーツ協会（平成２３年３月まで） 

 

３．職 名 

  障害者スポーツ指導員 

 

４．対象者 

  身体障害児（５歳～高校生） 

身体障害者（満 16 歳以上） 

知的障害児（５歳～高校生） 

知的障害者（満 16 歳以上） 

精神障害者 

  内部障害者（移植者を含む） 

 

５．勤務内容 

  ・体育・スポーツの指導、広義のリハビリテーションの補助（体力の維持など） 

  ・神戸市障害者スポーツ大会陸上競技大会運営、審判補助 

  ・神戸市障害者スポーツ大会水泳競技大会運営、ライフセーバー 

  ・神戸市障害者スポーツ大会卓球大会運営補助 

  ・全国身体障害者野球大会運営 

  ・全日本女子車椅子バスケットボール選手権大会ならびに全国シニア車椅子バスケッ 

トボール大会運営 

  ・神戸市シッティングバレーボール大会運営 

  ・精神障害者バレーボール大会運営 

  ・全国障害者スポーツ大会陸上競技コーチ、アーチェリー監督 

  ・市民福祉スポーツセンター障害者スポーツイベント運営 

  ・ふれあいロードレース大会運営、伴走、審判補助 

  ・障害者スポーツ教室全２５教室の開催、指導 

  ・地域支援事業「とんではずんで楽しいスポーツ」養護学校・特別支援学校派遣指導 

  ・初級障害者スポーツ指導員養成講習会開催、講師 

 

６．近況報告 

  財団法人神戸市障害者スポーツ協会の障害者スポーツ指導員として１５年やってきました。しか

し、長引く不況による市の財政逼迫のため、神戸市長の選挙公約にしたがって、平成２３年３月、財

団法人神戸市障害者スポーツ協会は解散となります。 

４月より社団法人神戸市社会福祉協議会に統合（吸収）され、社会福祉協議会職員となります。

「障害者スポーツ」を知らない職員がほとんどで、一緒にやりたくないという話を聞かされました。

今後、どのように活動していくかは不明ですが、とにかくやるしかありません。 

 

  その他、年に２回、兵庫県障害者スポーツ指導員連絡会議「チームはばたん」という障害者スポ

ーツ関連の情報交換の集まりに参加しています。自分で「身体障害」、「知的障害」について勉強し、

現場で指導してきた先輩方が定年で退職されるなど、世代交代が進んできている感がしました。残念
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な話ですが、リハ体育学科が出来たことについて、周囲は良い顔をしません。「邪魔くさい」と言わ

れました。なので、目立たないようにひっそりと座って話を聞いています。 

 

  個人的な話ですが、トライアスロンを楽しんでいます。 

  全日本トライアスロン宮古島大会（スイム３キロ＋バイク１５５キロ＋ラン４２．２キロ）に６

年連続出場、連続完走しています。 

  近年、お笑い芸人東野幸治が石垣島トライアスロンで完走したことをテレビで話題になり、「あ

のアホが完走できるのだから、わたしも出来る」という考えが全国に広がり、空前のトライアスロ

ンブームとなりました。そして、宮古島大会は、実績による選考とされていたのが、東京マラソン

と同様にネット抽選となり、「完走するより出るのが難しい大会」となってしまいました。現在、

２年連続落選しています（石垣島と宮古島は違うのに）。 

  今シーズンは、鳥取県・皆生大会（スイム３キロ＋バイク１４５キロ＋ラン４２．２キロ）に出

場します。これは、日本で初めてトライアスロン大会が行われた大会です。７月に開催されるため

気温が尋常ではなく（フェーン現象、ヒートアイランド現象）、しかも国立公園大山を登るヒルク

ライムコースがある一番きつい大会と言われています。完走率が低いため、今までの実績を基に選

考されます。過去３回出場しています（出場辞退を含めると５回です）。東野幸治が出場したら、

完走は無理でしょう（笑） 

  目下、トライアスロンの世界最高峰「アイアンマン・ハワイ（スイム３．８キロ＋バイク１８０

キロ＋ラン４２．２キロ）」（これは、海外アイアンマン予選レースに出て、出場権を獲得しなけれ

ばなりません）の出場を目指し、日々トレーニングに勤しんでいます。 

 

 
 
 



こんな 20 期ですが、よろしくお願いいたします。 

匿名希望でも OK です!!! ご感想は 202 号室まで!!! 

 

リハビリテーション体育学科２０期生は、23 歳の女性２名です！ 

1 号棟 202 号室に２人で住んでいます！家でも学校でも一緒です 

 

 

RS1001 岡崎可奈子 
 

出 身  ：  岡山県岡山市 

出身大学 ：  武庫川女子大学 

スポーツ ：  バドミントン  

血液型 ：  B 

 

 

 

RS1002 下溝麻里奈 
 

出 身  ： 茨城県水戸市 

出身大学 ： 順天堂大学 

スポーツ ： 陸上・トライアスロン 

血液型  ： AB 

３．学院生紹介 
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４．会員研究報告 

 

 
学会報告 

曽根裕二（9期生：大阪体育大学健康福祉学部） 

 
平成 22年度の日本体育学会と日本アダプテッド体育・スポーツ学会において、昨年度まで勤
務していた東京都立青鳥特別支援学校の体育の授業における柔道指導の実践報告を行いました。 
 日本体育学会では、取り組みの概要を報告し、日本アダプテッド体育・スポーツ学会では主に

重度学級に在籍する生徒の取り組みについて報告いたしました。 
 
東京都立青鳥特別支援学校は知的障害のある生徒が通う学校として、昭和22年（1947年）に

創立されました。昭和34年（1959年）に教科としての体育が実施されはじめ，同時に格技の単

元として柔道、剣道が行われたとされています。昭和44年（1969年）には、体育の一単元とし

て柔道の実践が始まり、現在も引き続き全校生徒を対象に柔道に取り組んでいます。実施期間は

水泳単元終了後の10月から12月初旬の約2ヶ月間です。12月には『柔道納め』と銘打った校内

柔道大会が開かれます。集団で受身を行う学年演技、マット倒し、個人戦、各学年の選抜による

団体戦等を実施しています。生徒同士の対戦が困難なケースでは、教員組手、マット倒しを行い、

全生徒が柔道着を身に着け、何らかの種目に参加しています。生徒の実態は様々ですが，個に応

じた参加方法を工夫することで全校生徒が柔道に取り組むことができています。 

（日本体育学会抄録より一部改） 

 
両学会では、授業の様子、柔道納めの様子などの写真を提示しながら説明、報告を行いました。

安全管理の問題や保健体育科教員のスキル面での課題など、検討事項はいくつかありますが、知

的障害の程度に関わらず、全校生徒が取り組んでいるという点が一つの参考となるものと期待し

ています。 
 
尚、両学会で発表した演題は以下の通りです。 
・日本体育学会（2010年 9月：中京大学）「特別支援学校における柔道指導の実践報告～都立青
鳥特別支援学校での取り組み～」ポスター発表 
・日本アダプテッド体育・スポーツ学会（2010年 12月：富山大学）「みんなで取り組む柔道～
知的障害特別支援学校での一実践」 
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下記の通り、会員5名、学院教官1名で、自主シンポジウムを行いました。 

資料提供：岩渕典仁（8期生） 
 
 

第31回 医療体育研究会 ／ 第14回 日本アダプティッド体育・スポーツ学会 

第12回 合同大会（ 会期：2010年12月4日～5日、 会場：富山大学五福キャンパス ） 

 

シンポジウムテーマ：  リハビリテーション体育の現状と課題、そして私たちの役割 
～リハビリテーション体育学科卒業生の立場から～ 

 

コーディネーター：   服部直充(3期) 太陽の家 
 

シンポジスト： ①病院・更生援護施設の立場から：岩渕典仁(8期) 国立障害者リハビリテーションセンター 

②高齢者施設の立場から：小林岳雄(13期) 神石介護老人保健施設 
③スポーツ施設の立場から：横田篤志(14期) 東京都障害者総合スポーツセンター 
④フリーの立場から：伊藤秀一(9期) リハビリテーション体育Reproud 

⑤学院教官の立場から：樋口幸治(学院教官) 国立障害者リハビリテーションセンター 

 

 

 

 

 

※ RSnet上のPDFファイルからは、外部で発表された抄録・資料等を適宜削除しています。 

 

 

 



 
 
 
 

 
～ 編集後記 ～ 
 

25 号は 24号と同時期の発送になりました。これは、24号の編集作業が大幅
に遅れたためです。そのため、25号は 24号との合併号としてはどうかという意
見もありましたが、別に編集したいという私の思いを理事会に受け入れていた

だきました。その分、25 号についても予定より遅い発送になってしまいました
が、皆様のご協力のおかげで、無事に発送できるまでに至りました。ご協力し

ていただいた皆様、本当にありがとうございました。 
 

情報担当   安江 徹太郎 
 

平成 23年 6月 5日 
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