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令和4年度 入学式 

新任のご挨拶 

 

4月4日と5日に本校体育館で、松樹学園

接遇研修を開催しました。1日目は、

両校学校長の講話から始まり挨拶など 

の基本的スキルや、正しい態度を学びま

した。2日目は、他者との対話や今後の

目標などをグループでまとめて発表し

ました。 

専任教員 

接遇研修 

令和4年4月9日（土）第15期生の入学式を、姉妹校で

ある信州介護福祉専門学校と合同で執り行いました。 

新型コロナウイルス感染症対策の為、今年度も本校の

体育館で式典を行いました。多くの保護者の方に見守ら

れる中、研修で培った接遇を生かし、きびきびとした

素晴らしい式典となりました。 

これから新入生は理想の理学療法士になる為、日々

勉学に努めていきます。長い学校生活の中で学ぶこと、

楽しいこと、大変なこともあるかと思います。そういった

積み重ねの中で知識や技術に磨きをかけ、患者様に対し 

自信をもって行動できる素敵な理学療法士に育ってほしい

と心から願っています。 

松樹学園は接遇を大切にしています。 

卒業して直ぐに社会に対応できる人材  

となるように、2年間、3年間の学校  

生活で身につけていきます。研修は、皆で 

協力し合って有意義に接遇について深く 

考えられました。今後の行動に期待を 

込めて学びを続けます。 

塩澤 崇
しおざわ  たかし

 

本年度より専任教員としてお世話になっております、塩澤 崇と申します。 

元々、信州リハ3期生として贄川の地で学校生活を送りました。社会人としての 

マナーや医療従事者としての心構えを学んだ場所で、自身の現場経験を少しでも 

学生への教育に反映していけるように努めていきます。今後ともよろしくお願い 

致します。 



信リハ通信 

臨床実習教育者会議 

今年度、学生会長になりました飯澤奈々と

申します。私達の学校は、目も心も癒してくれる

豊かな自然に囲まれており、ヒノキでできた温かみ

のある校舎が特徴です。また、学生の皆さんは明る

く、学校生活全体が活気に満ち溢れています。 

この素晴らしい環境を、さらに良くしていくため

コロナの影響により限られた中ではあります

が、学生の皆さんや先生方のご協力のもと学校全体を

盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

学生会長挨拶 

2年 飯澤 奈々
いいざわ   なな 

 

臨床実習教育者会議

は、外部実習を行う

にあたり本校からの

お願いや実習施設の

先生方と意見交換を

する場です。本年度

は、昨年に引き続き

遠隔での会議を行いました。48施設・49名も

参加して頂きました。また、3 年 生 と参加者の

面談もWEBで行いました。学生は緊張していた

様子ですが、真剣に話をしておりました。コロナ禍

でも受け入れて頂けることに感謝し、万全な準

備をしていきます。 

私が理学療法士を目指したきっかけ

は、部活動でケガをした際に、明るく丁寧に

最後まで治療に携わってくれた理学療法士の

先生の姿を見て、私も先生のようになりたいと

思ったからです。入学前には接遇研修があり、

正しい礼儀やコミュニケーションの大切さを

学びました。研修で学んだことを活かして、学校

生活では挨拶を積極的に行っています。 

卒業、国家試験に向けて39人全員で頑張り 

ます。 

危機管理講話 

1年生は4月8日、2・3年生は5月9日に、社会福祉 

法人平成会危機管理室の宮澤優一室長を講師に

お招きし、交通事故やSNSの危機管理について講話

をいただきました。多くの学生が身近である車の

運転、携帯電話での情報の取り扱い方など、多くの

事を考えられる貴重な

時間となりました。 

医療従事者を目指す

学生として今後、倫理 

観を持った行動が出来

ることを期待していま

す。 

1年 中村 羽咲
なかむら   うさ 

 

新入生の声 

第50回長野県理学療法学術大会で 

最優秀賞を受賞しました！ 

7期生 

諏訪共立病院勤務 

 

 長田 澄敏
ながた   すみとし

 先生 

この度、第50回長野県理学療法学術大会で「超高齢者におけるFIMトイレ動作と認知

機能の関係性の検証」という演題を発表させて頂き、最優秀賞を受賞いたしました。 

研究のきっかけは、患者様の「家に帰りたい」という思いでした。「在宅復帰」には

トイレ動作の獲得が必要です。そこで、超高齢者を対象とする当院の強みを活かし、

在宅復帰の際に直面する課題である「認知症」を抱えながらトイレ動作を獲得するため

には、どんなことが重要なのかを明らかにしたいと考え、文献を調べ始めました。 

85歳以上を対象とした文献は少なく、現状分析には苦労しましたが、当院の他職種と

協力を図りながら関係する因子を検討することができました。今後も続く超高齢化社会

でのリハビリテーションにおける科学的根拠を明らかにするため、継続した研究活動を

進めて参りたいと考えております。私を含めて当院はまだ研究活動には疎い面が多い 

ですが、信州リハビリテーション専門学校の卒業生として胸を張って仕事ができるよう

に日々研磨していく所存です。 

最後に学生の皆様へ、毎日の学習は大変かと思いますが、充実した学生生活が送れます 

ことを心からお祈りしております。 
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本校合格率95.5％ 

1年生 （担任：青栁 省吾
あおやぎ  しょうご

） 

39名の15期生は“素直で真面目”が持ち味です！！ 

皆素敵な個性を持っており、授業の反応が良く、外部の 

先生からもお褒めの言葉をいただいています。最近は 

専門的な言葉や事象の繋がりがわかってきて、勉強が 

楽しいと言う声も多く聞かれます。これから内容も濃く 

なっていき、忙しいですが、個性を活かして元気に 

クラスメイトと協力しあい乗り越えていってほしいと 

願っています！ 

令和4年2月20日（日）に、3年生22名が

愛知学院大学で理学療法士国家試験を受験

しました。この日まで毎日、グループ学習

を中心に皆で励ましあいながら努力を重ね

ました。惜しくも全員合格は成りません

でしたが、一人ひとりが全力を尽くすことが

できました。理学療法士としてのご活躍を

祈ります。 

高校2年次に進路を考え始めた時、

小学生の頃から陸上をやっていたこと 

もあり骨格や筋肉について多少の興味 

を持っていたので、理学療法士を目指 

し信州リハビリテーション専門学校へ 

の進学を決めました。今までとは全く 

違う医療分野の勉強に毎日苦戦して 

いますが、姉が言語聴覚士なので 

勉強法を聞き参考にする姿もあり 

ます。医療の場では、知識だけでなく 

人と接する為のコミュニケーション

や、人を思いやる心を大切に頑張 

ってもらいたいです。 

保護者

の声 

 

1年 氣賀澤 円香さん保護者 
 

   氣賀澤 和人
けがさわ    かずと

 様 

国家試験 

報告 

第57回理学療法士国家試験の 

合格発表がありました 

ク ス 紹 介 ラ 

3年生 （担任：藤堂 庫治
とうどう  こうじ

） 

昨年1年を通じて学年全体に落ち着いた雰囲気が生まれ 

ました。このクラスは、学年を重ねるごとに強く纏ま 

ってきています。今年度は臨床実習、就職活動、国家 

試験が控えています。緊張とプレッシャーに負けること 

なく遂行することを期待しています。全員卒業、全員 

就職内定、全員国家試験合格を目標に1年を過ごし 

ます。温かな目で応援して下さい。よろしくお願いし 

ます。 

2年生 （担任：吉澤 利夫
よしざわ  としお

） 

入学してから早1年以上たちました。 

すっかり学校生活にも慣れ、時には楽しく、時には賑やか

で、時には注意されながら、さらに団結力を増した

クラスとなりました。これから臨床に近い授業が

進み、後期には評価実習も控える中、自信を持って

挑めるようクラス皆で頑張るぞー！ 

(全国88.1％) 



   【桔梗ヶ原病院】 

〒399-6301 長野県塩尻市贄川1215-2 

TEL：0264-34-1023／FAX：0264-34-3371 

https://syoujyu-g.ac.jp/reha/ 

 最新情報を更新中です 
ぜひご覧ください♪ 

ホームページ 信リハ 検索 

             【掬水】 

編集後記：信リハ通信第19号をお読みいただきありがとうござい

ます。深緑の美しい季節となり、梅雨明けが待ち遠しい今日この

頃です。4月に新入生39名を迎え、校内は活気に満ち溢れていま

す。本年度も良い学びの場を目指して頑張っていきます。お読み 

いただいたご意見、ご感想等ございましたらぜひお聞かせください！ 

 

 

教職員体制 ≪教職員体制≫ 

関連法人 

姉 妹 校 

今後の主な行事予定 
(受付8：30～) 

学校説明会日程 

2022年 

・6月11日(土)9：00～ ・7月16日(土)9：00～ 

・8月11日(木)9：00～ ・9月17日(土)9：00～ 

・11月5日(土)9：00～ 

 

2023年 

・3月21日(火)9：00～ 

2022年 8月4日(木)

※各行事について開催日程、時間等は 

   都合により変更になる場合があります。 

卒 業 先 生 就 職 

  

 【県内】 

   相澤病院／鹿教湯温泉病院 

   上伊那生協病院／上山田病院 

   桔梗ヶ原病院／小松整形外科／諏訪共立病院 

   諏訪湖畔病院／ちいさがた福祉会こころ 

   穂苅整形外科リウマチクリニック／松本中川病院 

 

 【県外】 

   一宮温泉病院(山梨県)／いみずクリニック(愛知県) 

   甲府城南病院(山梨県)／西東京中央総合病院(東京都) 

   東京医療センター(東京都)／南芦屋浜病院(兵庫県) 

    

(五十音順) 

 7月 ・総合臨床実習Ⅰ(～7/15) 

     (3年生) 

    ・夏の陣！ ・玄蕃祭り 

 8月 ・病院見学会 

    ・夏季休業 

     (8/6～8/16) 

    ・総合臨床実習Ⅱ(～10月) 

     (3年生) 

10月 ・普通救命講習(2年生) 

    ・保護者懇談会 

     (1年生)② 

11月 ・保護者懇談会(3年生) 

    ・檜翔祭  ・防災訓練② 

    ・見学実習 

12月 ・危機管理講話 

    ・保護者懇談会 

     (2年生)② 

    ・年末休暇 

     (12/29～) 

 1月 ・年始休暇 

     (～1/3) 

    ・評価実習(～2月) 

     (2年生) 

 2月 ・国家試験 

 

 3月 ・卒業式 

    ・年度末休暇 

     (3/24～3/31) 

病院見学会 

(法人名略) 

学 校 長    村松 秀明 

学 科 長    小野 佳子 

教務主任    木島  隆 

専任教員    藤堂 庫治 

        青栁 省吾 

        吉澤 利夫 

        塩澤  崇 

事務局長    藤野 真和 

事務局課長   林  詳子 

事務主任    鈴木 美香 

事務局員    内堀 花香 

事務局員    小野たから 

事務局員    山岸  歩 


