
 



 



 

学生 2名が参加して行われた今回の研修、ST. Tomas 

University（STU）研修は、理学療法学科と運動機能医

科学研究所の共同企画として実施されました。 

その目的の一つは、STUでの運動解析に関するワークシ

ョップの開催であり、もう一つは、学生の臨床実習サイ

トとしての STUの可能性を探るものでした。 

STUの理学療法学科およびスポーツ学科の先生方は熱意

をもってワークショップに取り組まれ、かつ本学の学生

には予想をはるかに超える体験のチャンスを与えてい

ただきました。 

研修の実施時期が急遽決まったこともあり、参加学生は

十分な準備期間がありませんでしたが、それを補ってあ

まりある活躍をみせてくれました。この報告書も帰国か

ら数日以内で完成させました。（すばらしい！）。 

今回の研修は、本学理学療法学科、大学、STUの関係者

そして保護者の皆様の支援があって実現することがで

きました。関係の皆様にはお礼を申し上げます。 

この報告書を読んでいただければ、学生達が 9日間にど

れほどの経験を積むことができたのかがお分かりいた

だけると思います。お楽しみください。 

理学療法学科 久保雅義



目次 

1.はじめに · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  p2 

2.日程 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  p2 

3.自己紹介 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  p3 

4.旅支度 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  p4 

5.フィリピンについて · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  p5 

6.セントトーマス大学について · · · · · · · · · · · · ·  p6 

7.デイリー記録 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  p7-34 

8.フィリピン語 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  p34 

9.おまけ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  p35-36 

10.全体の感想 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  p37-38 

 

 

 



1.  はじめに   

 期間 

2012年 9月 21日（金）～2012年 10月 1日（月） 
11日間の日程 

場所 
フィリピンのマニラにある，アジア最古の歴史を誇る大学,セントトーマ
ス大学（University Santo Tomas）にて実施(以下 UST) 

目的 
新潟医療福祉大学の理学療法学科 2年時に行われる臨床実習Ⅰを,今後海
外で行うことを視野に入れた研修第 1回目．言語の違う国で,臨床の場で
どこまで情報収集ができ，患者さんや SV（実習指導）の先生，スタッフ
などとコミュニケーションを行うことが出来るのかを試験的に実施する
ことを目的とする．また，久保先生のお手伝いとして動作解析プログラ
ムを UST 理学療法学科の先生に教えるとともに，英語でのコミュ二ケー
ションをとる． 

2. 日程           

9/21(金) フィリピンへ出発 

9/22(土) 動作解析 1日目 

9/23(日) 観光 

9/24(月) 動作解析 2日目 

9/25(火) 病院見学 

9/26(水) 解剖授業見学 

9/27(木) 病院見学 

9/28(金) 孤児院見学 

9/29(土) PT4年生徒交流 

9/30(日) 台風により飛行機キャンセル．SMモールへ 

10/1(月) 日本へ 

 



3.  自己紹介 
名前：吉田仁 
所属：新潟医療福祉大学理学療法学科 4年 
目的：私が今回，フィリピン研修に参加した目的は，今までの自分の性 

格を見つめ直し，異国の地で生きていく能力を身につけることです．
私は英語が得意ではないため，外国の方と上手くコミュニケーショ
ンがとれません．この状況下で生活するためには，言葉が通じなく
ても諦めず，身振りを用いるなどの工夫が必要です．これは，臨床
にも類似しており，私の足りない能力の一つだと思うので克服した
いと思います．また，フィリピンの地で少しでも英語に触れて苦手
意識を克服すること，日本とフィリピンの理学療法の違いについて
も調べていきたいです． 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
名前：遠藤紗矢香 
所属：新潟医療福祉大学理学療法学科 4年 
目的：英語は苦手だけど,今回の研修の機会を生かして,英語を使ってた

くさんの人と積極的にコミュニケーションをとり，少しでも英語を
楽しいと思って帰って来たいです.また,フィリピンの街や大学を
見て,日本との違いを見てきたいです.日本と比較し，見習うべきと
ころなどは今後の自分に還元出来たらと思います．また，知らない
土地でも生活することで，対応力やハングリー精神が鍛えられたら
と思います． 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. 旅支度         

～持っていくもの～ 

 

 

 

 

①学習道具 電子辞書，パソコン，筆記用具，英会話集 

②電化製品 デジカメ，変圧器，ケータイ，ウォークマン 

③薬  胃薬，風邪薬，鎮痛剤，正露丸，目薬，湿布 

④日用品 シャンプー，リンス―，ボディソープ，ティッシュ，ウ
ェットティッシュ，トイレットペーパー，石鹸，化粧水，
傘，日焼け止め，タオル，歯ブラシ，時計 

⑤服  ポロシャツ，パンツ，ケーシ，長袖，T シャツ，短パン，
下着 

⑥貴重品 eチケット，お金，パスポート 

⑦その他 ふりかけ，お菓子，味噌汁 

 

～行く前に必要なこと～ 
 （1）パスポート取得 

パスポートの取得には時間がかかるので，早めに手続きをしてお
きましょう．（5年用￥12,000 10年用￥16,000） 

（2）飛行機チケットの予約 
今回は新潟交通さんに手配していただきました（往復￥70,640） 

（3）海外保険 
海外に行く前には保険に入りましょう．当日空港でも買う事もで
き，クレジットカードに付いていることもあります． 

（4）新潟から成田までの交通手段 
中央タクシーの乗り合いタクシーを予約すると家まで迎えに来て
くれます．（往復\23,800） 

（5）現地の下調べ 
滞在場所，現地の治安，天候，現地についての下調べをしてお
くと，準備にも役立ちます． 



5. フィリピンについて       

 

 

 

 

 
正式名称：フィリピン共和国 
首都  ：メトロマニラ 
人口 ：約 8624万人で，首都マ二ラは約 10％の人口が定住 
面積 ：約 30万 km（日本の約 8割）．大小 7107の島々からなり，島の 
 数はインドネシアについで世界 2位 
距離 ：成田から首都マ二ラまで飛行機で約 4 時間．東京からマニラ

までは約 3000kmです． 
言語 ：公用語はフィリピン語（カダログ語）だが，英語は共通語で 

ほぼ全域で通じる 
宗教 ：国民の約 8割がカトリック教でもっとも多い宗教 
通貨 ：ペソ（Ｐ） 1P＝約 2円 
気候 ：乾季と雨季の 2シーズンで，平均気温 26～27° 

乾季…12月～5月 
雨季…6～11月 

時差 ：日本との時差は 1時間で，日本がフィリピンより 1時間早い 
ビザ ：観光目的の 21日以内の滞在ならば観光ビザで入国できる． 

パスポート：パスポートの残存期間は 6カ月以上が必要 
電圧 ：電圧は 220Vで日本製品の使用は不可．日本製品を使用する場

合は変圧器が必要です． 
 服装 ：服装は 1年を通して日本の夏物で大丈夫．しかし，タクシー 
  やホテルなどは冷房が効き過ぎているので，長袖のシャツも必

要． 
 治安 ：都市部の治安は決していいとはいえず，特にスリや置き引き 

   などの軽犯罪が多い．貴重品は身につけるか，ホテルの金庫に
預けた方がよい． 

  チップ ：一般的に空港やホテルのポーターには荷物 1個に付き 10～20 
  ペソで，レストランでは伝票にサービス料が含まれていなけれ

ば 10％程度が基本 

 



6. セントトーマス大学について     
UST 大学はアジアのカトリック大学で一番古く，学生人数に
おいてもアジアで一番大きい大学です． 

 

 

 

 

 
～歴史～ 

1611年：Bernardo de Santa Catalina 神父と Domingo de Nieva神父により創
立しました．開校の目的は若い男性達に，聖職者になるための
教育を教えるために設立されたそうです．開校当時の名前は
Colegio de Nuestra Senora del Santisimo Rosario でしたが，神学学
者トマス秋ナスを記念し，学校の名前は Colegio de Santo Tomasni
に変更されました． 

1642年：神学，哲学，文学の分野に学位を授与する権限が与えられた． 
1645年：教皇 Inocent により総合大学に昇格されました． 
1927年：元のキャンパスは第 2次世界大戦で破壊され，インストラムロ

スからマニラ市サンパウロにキャンンパスを移動した． 
1985年：イギリスが侵入した時，学校の先生と学生は自発的に侵略に抵

抗し，当時王である Royal Universityというタイトルが与えられ
た． 
上の右図は St．Tomas 大学のシールです．4 等分される盾は
ドミニカ共和国の十字を表しています． 

～学生について～ 
学生数 :41,653人（2011年）．理学療法学科は 1学年約 

100人いるそうです．本大学は 5年生大学であるため，理学療
法学科は 500人程度になります． 

授業内容：1年生は教養科目の勉強（科学，数学，英語，フィリピン語，
スポーツなど）2年生は教養科目と専門基礎科目，3年生は専
門的な勉強や見学実習があります．4年生では実習やセミナー
が始まります．5年生になると毎月実習があり 11カ月行うそう
です． 

年間予定：大学の年間予定として，1学期は 6月～11月，2学期は 11月
～4月までとなっており，科目を落すと留年になるそうです．4
月～6月は 2カ月間の夏休みとなっております． 

 学費  ：理学療法学科の学費は年間約 180000円で，１学期に約 90000 
    円を支払うようです．フィリピンの平均月収が約 2万円です 
   ので，この金額はとても高いと思われます． 
学校規制：校内での喫煙・飲酒は禁止されており，校外であれば，18歳

以上であれば，喫煙や飲酒は可能です． 



7. デイリー記録        

～9/21(金)～ 
新潟～成田（乗合タクシーにて移動） 

 0：00 遠藤さん豊栄で乗合タクシーに乗車 
 0：55 吉田くん三条で乗合タクシーに乗車 

 4：30 埼玉県で乗合タクシー乗換 
 6：30 成田着 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 成田～フィリピン（フィリピン航空にて移動） 
 7：00 チェックイン＆両替⇒10000円を 4300ペソに換金 
 8：30 久保先生と合流 
 8：45 荷物検査 
 9：30 出発しかし，使用機材のメンテナンスのため，遅延 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11：00 成田空港出発 
16：10 マニラ国際空港到着 
 
 

 

3 時間の遅れがあった
が，1人 1500 円の食事
券が配られました． 

早めの昼食です♪ 

途中に休憩や乗換があ

り，なかなか睡眠がとれ

なかったです． 

 



空港に到着するとホテルの人が迎えに来てくれていて，車で
Fersal hotelへホテルに着くと大学の先生が迎えに来て下さっ
ていました．  

 

 

 

 

 

 
その日は，大学で軽く 10日間の日程の打ち合わせをして，
近くのショッピングモールに先生方と一緒にご飯に行き，ホ
テルに帰宅しました． 

 

マニラ 1 日目の感想 
今まで，海外ツアーを通して家族と旅行していたため，旅行券の購入の
手続き，パスポートの作成，移動手段などは，他人に任せることが多く
ありました．しかし，今回の研修では，自分達で考え，企画し，実行す
ることで，とても良い経験になったと思います．今回，乗合タクシーを
利用しましたが，睡眠時間が取れなかったこと，成田で両替したため，
現地で換金するよりも損をしてしまったことなど，失敗をすることで，
次の研修に生かせることに気づきました．明日から，USTでビデオカメ
ラを用いた実験を行います．先生方と今日よりもたくさん会話すること，
積極的に機器の説明が出来るようにチャレンジしていきたいです． 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ～9/22（土）～ 

大学で実験 
  8：30 1階ロビーに集合，朝食 

 Fersal hotelは毎日朝食がついています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 9：00 Cheさんがホテルに迎えに来て下さり UST へ 
 9：10 UST 到着実験の準備，解析練習 
 11：40 昼食 
 12：30 解析 
 13：00 実験スタート 

実験はビデオカメラを用いて 2次元動作解析を行いました．参
加した先生方 Ian．Jordan．Fe．Roxanne，Tinaさんが参加.実験
課題スクワット(half full)，リーチ，Lift 動作 
 

 

 

 

 

 

吉田君の朝食 
ご飯＆牛肉＆目玉焼き 
パイナップルフルーツ 
朝からガッツリ食べまし
た！！ 

遠藤さんの朝食 
ホットケーキ＆パイナッ
プル＆サラダホットケー
キが 3枚もありました！ 

 

参加した先生方との

記念撮影です♪ 

先生方は 20代前半で

年齢が近いです． 



15：30 Mareseと合流 

 

 

 

 

 

 

 
先週日本に来た，アンヘルス大学のMareseが学生発表の事 
前準備に来ていたため，合流してプレゼントをもらいました． 
 

 16：00 大学見学 
17：30  夕飯 
 左写真は 400年前からある伝統的な建物で，UST で一番古い

建築物です．右写真は夕飯のブラックパスタです． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

マニラ 2 日目の感想 
今日から実験の手伝いが始まり、大学の先生方との交流も始まりまし
た!!本格的に慣れない英語でのコミュニケーションが始まり、あたふた
しながら実験を行っていました．先生方はとても優しくて、私達がわか
り易いように大学の案内や説明などもしてくれました．1週間前に新潟
医療福祉大学に来ていた、アンヘルス大学のMareseが、UST大学に来て
いて再会することが出来て、とても嬉しかったです♪ 



～9/23(日)～ 

フィリピン観光 
 7：00  ホテル 1階ロビーに集合し，朝食 

 

 

 

 

 

 

 7：30 Cheさんがホテルに迎えに来てくださり UST へ 
案内して下さる先生方と合流し，ボロケイノへ出発!! 
案内してくれる先生方…Cheさん，Jocelynさん，Christianさ
ん Donald Manlapat さん，Donald Lipardaさん 
Piaちゃん，Mikaちゃん，Mikeさん 

 8：30 PANCAKE HOUSE で朝食 
 先生方はこれから朝食です♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田君は 2度目の朝

食です．ガッツリお

肉を食べています!! 

 

遠藤さんはグリー

ンマンゴージュース

いただきました． 

 



9：50 ダガイタイ（火山）へ出発 

 

 

 

 

 

 
 ガダイタイ：マニラから南へ約 60km，車で 1時間半程の所に

ある人気の避暑地です．バナナやココナッツ，
パイナップルなどが道の脇で売られています． 

11：20 Caleruega到着 

 

 

 

 

 
12：30 出発 
12：50 お土産店に到着 

 
とても可愛いお店で，小さな植物園もありました．お土産店
には植物オイルや民芸品，アクセサリーなどが売っていまし
た． 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Jocelynさんと遠藤さん 

ココナッツジュースを頂き

ました!!新鮮であっさりし

ているのでとてもおいしい

です． 

 

自然がいっぱいで，き

れいなところです．公

園の中には吊り橋や池

があり鯉もいました. 



13：25  昼食を食べに出発 
14：00  昼食 

 眺めのいい，開放的なレストランです♪ 
食後はレストラン前のボナケイナが見渡せる場所で記念撮影
しました． 

 

 

 

 

 

 

 
15：30 マニラに出発 
17：00 ホテルに到着 
17：15 ホテルの周囲を探索 

大学前のセブンイレブンで，軽めの夕食を買いました． 
18：00 ホテルに帰宅 

マニラ 3 日目の感想 
今日は多くの先生方に，観光スポットを案内してもらいました．ガダイ
タイでタール湖やタール火山を見渡せることが出来る景色にとても感動
しました．昨日よりも日常会話が話せるようになり，先生方と仲良良く
なることが出来ました．またフィリピン料理を毎日御馳走になっている
ので，申し訳ない気持ちでいっぱいです．その分，明日からしっかりと
働いて，恩返しが出来たらいいなと思いました．明日から病院見学が始
まります．しっかりと専門用語をお覚えてから実習に向かいたいと思い
ます． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



～9/24(月)～ 
 8：00 朝食 
 8：30 Tinaさんが向かえに来て下さり、UST に向けて出発 
 8：40 UST 到着 
 8：50 Tinaさんに UST について質問． 
12：20  大学内のお店から take out してお昼ご飯 
13：50  午後の実験 
15：45  休憩先生方にフィリピン語を教えて頂きました 
17：20  大学内を見学 

ちょうど入学式の日で，多くの学生がいました．夕方にはス
テージでバンド演奏もあるそうです． 

18：00  ホテルにて夕食 
 食後は近くのお店にて，ビールを頂きました． 

19：55  ホテルへ帰宅 
 

大学について 
 フィリピンで PTになるには 5年間大学に通います． 
 1年生…教養科目の勉強（科学、数学、英語、フィリピン語、スポーツ 
  etc..） 
 2年生…後半からは専門基礎科目を勉強していきます． 
 3年生…専門的な勉強に入ってきて忙しくなり、見学実習もはじまります． 
 4年生…PTセミナー、実習などがあります． 
 5年生…5年になると毎月実習があり、11ヶ月続きます．実習先は 5，6 

ヶ所に行くそうです．月～金曜は実習、土曜は大学に戻って PT
カンファレンスや国試の勉強、日曜日はお休みです． 

1年間のスケジュール表 

 

 

 

 

 

 

 UST では学期ごとにテストに受からないと、次の学期に上がれません!! 

 

 

 1学期 2学期 夏休み 

6 月           11 月           4 月      6 月   



 病院について 
フィリピンではクリニックでは 1時間に 3～5人の患者さんを同時に、セ
ンターと呼ばれる病院では 1時間に 1人をリハビリしています．労働時
間は 8時間で 3グループ体制です． 

1グループ目 7：00～16：00 
2グループ目 8：00～17：00 
3グループ目 9：00～18：00 

UST 大学内の病院では、整形、スポーツ、小児、外傷などの疾患を主に
見ています． 

マニラ 4 日目の感想 
今日は先生達から，UST 大学の PT 学科の仕組みや，大学内の病院につい
てお話を聞きました．先生たちは英語の得意ではない私達に分かりやす
く丁寧に教えて下さいました．また，フィリピン語についても教えて下
さり，たくさん会話をして，コミュ二ケーションをとることが出来たの
で，楽しい時間を過ごすことが出来ました．会話の内容も，だんだん英
語に慣れてきたので初日よりも聞き取りが出来るようになってきまし
た!!最終日にはもっと，英語がわかって会話が出来るようになっていた
いです． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



～9/25(火)～ 
  6：50 朝食 
  7：20 UST 大学病院にむけて出発 
  7：30 UST 大学病院到着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomas病院のベッド数は，600～700床あります．この病院は
2つに区分けされており，半分の病院は自己負担，もう半分
は貧困でお金が払えない患者が入院しており，殆ど大学が負
担しているそうです． 

 
8：00 タクシーで病院へ．クリスチャン先生も同行． 

 タクシーは初乗り 40ペソでした． 
8：35 PHLPPINE HEART CENTER病院に到着 

本病院は総合的な病院ですが，心リハ，脳血管障害患者を中
心に見学しました 

見学内容 

 

 

 

 

  

 

  
 本病院の疾患は総合病院ですが，主に心疾患，脳血管障害が多いそうで

す．この病院は，国が経営しているため，本人の自己負担は 50％です．8
階にリハビリ室があり，約 80ｍトラックの中に車椅子や平行棒，トレー
ニングマシーンがあり，患者さん達がトレーニングしていました． 

  
 リハビリスタッフのチームは 5チームに分かれており，スポーツ系，ベ

ッドサイド，筋骨格系，神経疾患があります．スタッフは 8人しかいな
いため，1人で 1日 20人の患者様を治療しているのでとても疲れるとい
っていました．物理療法の機械は，牽引やパラフィン，バイブラバス，
超音波など日本にある病院と変わりませんでした．私達以外にも 4年生
が実習に来ており，インターンシップ前の見学実習に来ていました． 

PT学科の4年生がテストを受け

ている風景です．試験内容は理

学療法概論で 7時から 1時間の

試験時間だそうです. 

 



 10：10 出発 
11：00  LOURLADDY OF LOURDES病院に到着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 見学内容 
LOURDES病院は，リハビリ科，外科，薬局，小児科，産科，歯科，研究
所などがあります．医療従事者が 358人，その内の PT は 5人(男：3人，
女：2人)です．勤務時間は，朝 8：00～夕方 6：00で金，土曜日はお休
みです．1日辺り，15人程度の患者さんを 1人の PTが担当するそうです． 

治療器具を見学した所，Wiiを取り入れたリハビリを行っていました．
Wiiプログラムを取り入れた病院はフィリピンで 2つしか取り入れておら
ず，こちらの病院がその内の 1つでした．その他の情報として，部屋は
143室，ベッド数は 208床でした．また，ボランティアで働いている学生
が多く，その中で優秀な生徒を病院に取り入れる仕組みでした 

 
11：40  出発 
12：00  昼食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
最近食べ過ぎているため，仁君は
プリンだけ食べました． 

昼食風景♪ 

お皿の上にバナナの皮が

敷いてあり，その上にご

はんがありました． 



 14：00  大学で二次元動作解析のサポート 

課題動作 

1．リーチ動作の最も早い速度となるポイントを解析し，excelで求める． 
2．リーチ動作でスタートから到達ポイントまでの距離を求める． 

 
吉田くんは Roxanne先生,遠藤さんは Tina先生のサポートを
行い，上の課題に挑戦しました． 

 

 

 

18：00 ホテルに帰宅 

18：20 外食 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

マニラ 5日目の感想 

今日は，初めてフィリピンの病院を見学しました．施設には，パラフィ
ン，ホットパック，超音波，バイブラバス，バランスボールがありまし
た．私が初めに気付いたことは，道具やリハビリ内容は日本と殆ど変わ
らないと感じました．また，フィリピンと日本で全く異なる点は，一回
の診察で払う金額でした．フィリピンは半分あるいは前額負担であるこ
とから，貧困で悩まされる人々は，病院に行くことも出来ないため，長
生き出来ない理由の一つではないかと感じました．明日は解剖実習です．
私は専門用語が苦手なためしっかりと用語を覚えて実習に向かいたいで
す 

 

 

解析の仕方に慣れてお
り，先生方は殆ど使い方
をマスターしました． 

 

夕飯は，初めて自分達で外食
に行きました．ここは大学前
にあるお店で，45 ペソ（90
円）で満腹になりました．店
によって，かなり値段に差が
あると感じました 



～9/26(水)～ 
 8：15  朝食 

8：50 Christianさんが迎えに来てくれて大学へ 
 午前中は健康科学学科の先生達が来て動作解析を行いまし 
 た． 

 

 

 

 

 

 

 
12：00  昼食 

大学内のお店で Christianさんと一緒にお昼を頂きました．食
後は，大学内で一番古い建物の博物館の見学で，帰りに博物
館内のお土産店で鞄とネックレスを買いました♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13：00  実験室に戻って授業の準備 
13：30  解剖実習に参加 

先に先生たちのお部屋に行き，それから OT 学科 3 年の生徒
と一緒に解剖の実習を行いました． 

 

 

 

 

 

 

 



 
解剖の実習は週 1回あり，3時間行うそうです．最後の 30分
には毎回テストがあり，先生が示した部分の筋名，筋肉の始
止停止，筋肉の作用を紙に書きます．口頭で試験を行う事も
あり，私たちが見学させて頂いた日は，口頭での試験でした．
1人 3～5分の試験時間です． 
試験前の時間は生徒が自分で解剖を行い，筋や骨を触って走
行や形など確かめていました． 

   
16：30  実験室に戻ってレポート作成 
  17：30 夕飯 
  18：30 ホテルへ 
 

今日はジョリビーというファーストフード店で夕飯でした．
帰り道の屋台で揚げ物のスナックを売っていたので，みんな
で買い食いをしました． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 マニラ 6 日目の感想 
今日は，大学で一番古い建物である博物館と，OT学科の 3年生の解剖の
授業を見学することが出来ました．博物館ははく製や絵画，昔使ってい
た道具などが展示してあり珍しい物が多かったです．建物自体も歴史を
感じる佇まいで，内装はヨーロッパの様でした．古い建物であっても，
空調が利いていて室中は涼しかったです． 
 
解剖の実習では，実際に生徒がメスを持って解剖していたことにとても
驚きました．私達の大学のＰＴ学科では見学のみで，実際に人体解剖を
行う機会はないので，とても貴重な体験をする事が出来ました．また，
毎回テストがあり献体に触れる機会が多いので，良い授業だと思いまし
た．国内で解剖を見学できる機会も少ないのに，今回海外で解剖を見学
できる機会に恵まれて，良かったと思います．しかし，英語での解剖名
をあまり覚えていなかったので，覚えておけばもっと楽しい時間だった
と思います．英語名もきちんと勉強しておくことも大切だと感じさせら
れる良い経験でした． 



～9/27日（木）～ 
 8：30  朝食 
 9：00  大学到着 

 
着替えて METROPOLITAN MEDICAL CENTER 病院に向け
て出発．Fe 先生と Mark 先生，吉田君，遠藤さんの 4 人でタ
クシーで行きました． 

 
 9：30 METROPOLITAN MEDICAL CENTER 病院に到着 

 

 

 

 

 

 

 

 

見学した内容 
今日は，メトロポリタンメディカルセンターを見学しました．ここのリ
ハビリ室は 4階にあり，スタッフは PT12人，PTボランティア 4人，PT
インターンシップ 13人，OT 3人，OTボランティアが 2人でした．病院
はチャイニーズタウンの中にあり，PTの方は全員中国人の女性でした． 
ここの病院は，筋骨格系，神経疾患，負傷，脳血管，外科などの患者さ
んが訪れる総合病院です．患者さんは通院と外来を合わせて 820人ほど
が 1日に訪れています．リハビリ時間はＡＭ7：00～ＰＭ6：00で，ＰＴ1
人で 1日に 6～8人程の患者さんを診ています．1週間のうち日曜日のみ
休みです． 
 
見学では，リハビリの機械や道具を見学して，PTの先生と，インターン
シップの学生からお話を聞くことが出来ました．STAIR CLIMBERという
日本では見たことのないステッピングの機械も見学することが出来まし
た．負荷量を 5段階に変えることが出来て，自分で足踏みをしないと，
自重でステップが下がってきてしまうため，常に足踏みをしていないと
いけませんでした． 
 
インターンの学生の話では 2カ月で 6，7人の患者さんを担当しているそ
うです．睡眠時間を聞いたところ，1日 6時間は寝むれていると言ってい
ました．この病院では，モビライゼーション，ストレッチ，エクササイ
ズ，などの治療を行っていますが，マニュピレーションは出来ないと言
っていました．治療費は，筋骨格系が 1セクション（1時間）450ペソ，
神経疾患が 1セクション 500ペソだといっていました． 
 
 
 



 
11：00   中華料理専門店でおやつ 

 

 

 

 

 

 

11：00 UST 大学に向けて出発 

 

 

 

 

 

 

 

12：00   昼食 

 

 

 

 

 

 
 

昼食は大学内で食べました．学食に日本食専門店があり，私
達は日本食を食べました．右上の図はかつ丼です． 

吉田君は杏仁豆腐，遠藤

さんはココナッツゼリー

を食べました．杏仁豆腐

は日本よりも美味しかっ

たです． 

フィリピンで有名なトライ

セクル(3 輪車)で移動しまし

た．値段はタクシーよりも

高いため，フィリピンの

人々は，なかなか乗らない

そうです． 



13：30  二次元動作解析のサポート 
 Mark先生，Jordan先生が参加 

課題内容 
①Soft Landing(着地) 
②Hard Landing(着地) 

 

 

 

 

 

 

 

 
18：00  帰宅．ホテルに戻った後，夕飯へ 

 18：30  夕食．大学周辺の屋台でシシグを食べました． 

 

 

 

 

 

Christian 先生は明日か

ら，仕事の関係で今日で

お別れです．今までお世

話になりました． 

Mark さんとも仕事の関係

上，今日でお別れです．今ま

でお世話になりました. 

このお店はシシグ専門のお店

で学生にとても人気でした．

とてもおいしかったです． 



今日質問したこと(病院見学は除く) 
Ｑ1． UST の学生は，喫煙やお酒はしても良いのか？ 
 ⇒学生でも喫煙や飲酒は可能です．しかし，大学内は禁止であるため，

大学外で喫煙するそうです．フィリピンは喫煙や飲酒は 18歳から可能だ
そうです． 

 
Ｑ2． PT 学科の学費は 1年間でいくらかかるのか？ 

 ⇒PT 学科の学費は 1セクションで 43000ペソ(約 90000円)で 1年間に 2
セクションあるため，約 180000円かかるそうです． 

 
Ｑ3． 学生はどこに住んでいるのか 
  ⇒PT 学科の学生は大学周辺のアパートに借入れしている人や，自宅から

通っているため，電車やバスを利用して，遠くから通っている学生もい
るため，登校は様々だそうです． 

 
Ｑ4． 学生はアルバイトをしているのか 
  ⇒UST大学では，2年生までアルバイトをすることが可能ですが，3年生

から忙しくなるため，バイトは禁止です． 
 
Ｑ5． 理学療法士は 1カ月にいくらもらっているのか 
 ⇒1年目の PT は 10000ペソで，それ以降の PT は 18000～24000ペソだそ

うです．ちなみに主任は約 30000 ペソをもらっています．ボランティア
の人は給料をもらえず，コントラクター(試用期間)のPTスタッフはかな
り少ない給料しかもらえないそうです． 

 
Ｑ6． 学生の教材費はいくらなのか 

 ⇒15000 円から 24000円だそうです．また本一冊は約 3000 円程度と言っ
ていました． 

 マニラ 7日目の感想 
  今日は，METROPOLITAN MEDICAL CENTER病院に行きました．

この病院の PT は中国人の女性スタッフだけで構成していることに驚
きました．何故女性だけなのか質問出来なかったことが，反省しな
ければならないと思いました．今回，改めて感じたことは，質問し
た内容や先生方が話していることを 50％程度しか理解できていなと
思いました．誤った理解は，周りの人にも迷惑をかけてしまうので，
明日から，理解するために自分が理解したことを相手に確認して，
100％理解したいと思いました． 

 
  また，Mark 先生と Christian 先生は，仕事の関係上，一緒にいられる

日が今日で最後でした．大変お世話になったので，感謝の気持ちも
込めて，プレゼントなどを差し上げたいと思いました．明日は小児
の見学です．理解したことを英語でしっかりと伝えられるように頑
張りたいと思います． 

 
 
 
 
 
 



～9/28日（金）～ 
7：10  朝食 
8：00  Missionaries of Charityに向けて出発 

 タクシーで移動．同行は Ian先生 
8：20  Missionaries of Charityに到着 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Missionaries of Charityについて 
この場所は孤児の子供達の生活を守る為に，各スタッフの人々がボ
ランティアで活動しています．そのため，ここで働いているスタッ
フはお金をもらっていません．スタッフの人数は，運転手 2 人，清
掃員 6人，料理人 2人，ヘルパー4人，介護士 5人，ボランティア 6
人，PTS3人，OTI(インターン)2人，シスター3人，社会福祉士 1人
で構成されています． 

子供達は合計で 62 人(男の子：25 人，女の子：37 人)で，その内 25
人は障害を抱えています．殆どが脳性麻痺です．ベッド数は，約 50
床です．治療器具は，室外には遊具がありました．これは遊びを行
うと同時に，バランスを鍛えることや筋力を鍛えることも出来て，
トレーニングにもなると言っていました．室内器具は重錘，TENS,
ハンドグリップ，バランスボール，立位トレーニングマシーン，レ
ッグマシーン，聴診器，酸素ボンベなどがありました． 

子供達の検査を行う際，バイタルは血圧計がないため，聴診器を用
いて，触診法を用いたり，脈拍を診たり，呼吸数を評価しているそ
うです．この施設にある車いすは，フィリピン政府や日本や各国か
ら寄付金で頂いたものだそうです．また子供達の一日のスケジュー
ルは年齢によって分けられていました．学校に通う子供のスケジュ
ールは以下のようになります． 

 5：00～6：00  起床，朝食 

 6：00～8：00  お祈り 

 8：00～10：00 お菓子，遊ぶ 

 10：30～11：30 昼食 

 11：30～17：30  学校 

 18：00～19：00  夕食 



 19：00～20：00 勉強 

 20：00～  就寝 

このような日程となっております．障害をもった子供達の日程は， 

午前中   おやつやリハビリ 

 12：00～14：00 昼寝 

 14：00～16：00 遊ぶ 

 16：00～17：00 夕飯 

 17：00～19：00 おやつ 

 19：00～  就寝 

このように，年齢や障害のレベルによって，スケジュールが異なり
ます．PTSのスケジュールを聞いたところ，朝 8時に施設に来て，リ
ハビリを行い，12 時には学校に戻り，レポートの作成を行うようで
す．この施設の評価表を見学した所，発達年齢の反射の評価は日本
とあまり変わりませんでした． 

 
吉田君が見学した小児患者 

1．氏名：Jちゃん 年齢：17歳 性別：女性 
痙直型四肢麻痺の子供です．彼女は言語障害があり，話す事が出来
ませんが，私の言葉を理解していたため，理解は可能でした．彼女
の状態で最も目立った症状として，姿勢反射障害がありました．バ
ランスが悪い為，支えなしで歩くことが出来ませんでした． 
2．氏名：J君  年齢：4歳 性別：男性 
痙直型の子供で，首の座りが出来ていないため，頭部の立ち直り反
応を促すために座位で頭部を正中位に保持したまま，3分間維持する
治療を行っていました．視覚障害として，斜視が観察されました．
言葉は理解している診たいで，名前を呼ぶと，反応が見られました．
また，両下肢の病的反射は陽性，腱反射は亢進し，上肢は肘関節屈
曲拘縮が強いため，持続的な伸張と，圧迫を加える ROM-ex を行っ
ていました．治療は 20分行っていました． 
3．氏名：K君  性別：男性 
痙直型の脳性麻痺で検査をさせて頂いたところ，右足クローヌス(+)
で右上下肢の腱反射が亢進，著明な筋緊張亢進が見られました．右
上下肢は動かすことが出来ましたが，左上下肢は緊張が弱く，弛緩
しており，少ししか自分で動かすことが出来ませんでした．そのた
め，日中，ベッドで寝ているため，ポジショニングが重要で，右下
肢が内転，内旋拘縮にならないように両下肢の間に枕をはさんでい
ました． 
4．氏名：M君  年齢：17歳 性別：男性 
混合型の脳性麻痺の子供で，下肢の不随意運動も見られましたが痙
性が著明であるため，痙直型が有意に見られました．右手指がスワ
ンネックになっていました．彼は右上肢に強い肘屈曲，外転，外旋
拘縮があり，ROM-exを実施させて頂きました． 

 



遠藤さんが見学した小児患者 
ここの孤児院は脳性麻痺（CP）の患者さんが多くいました．年齢層が
幅広く，わたしが見学した患者さんは約 1 歳～22 歳でした．リハビ
リ内容は日本と変わりありませんでした． 

1．氏名：Ｒ君  年齢：9歳 性別：男性 

両側性の麻痺（脳性麻痺）で，特に下肢の拘縮が強かったです．治療
はポジショニングや ROM エクササイズを行っています．右側の肩，
肘，手首，膝の順に各部位 10 分ほど ROM エクササイズを行ってか
ら左側も同じように行っていました．右足部が内反変形しており，偏
平足にもなっていました． 

2．氏名：Ｂちゃん 年齢：8歳 性別：女性 

水頭症の患者さんで，アイコンタクトが出来ません．治療は主にハム
ストリングスのエクササイズと 10 分間のギャッチアップのポジショ
ニングを行っています．食事も，一度に多く食べると吐いてしまうた
め，30 分毎に食事介助を行って食べていました．状態の変化は視診
で，呼吸をうかがっていました． 
 

 11：00 UST 大学に向けて出発 
 12：00 昼食 
 13：30 Robinson place Manilaで買い物 
 17：00 大学到着，レポート作成 
 19：00 夕飯 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

今日の夕飯は屋台で食べまし

た．上の黒い食べ物は，肉を

炒めたもので，とても美味し

かったです． 

吉田君はグリーンマンゴー

を食べました．酸っぱくて

とても不味かったそうで

す． 



 マニラ 8 日目の感想 
 今日の午前中は孤児院に行き，午後からはショッピングモールに行きま
した．孤児院では，PTと OTのインターンの学生がいて，孤児院の案内
やリハビリの見学をさせていただきました．日本では孤児院自体がほと
んどなく，仕組みや様子を知ることができ，とても良い経験ができまし
た．昨日の見学と違い，実際に担当している患者さんの治療の様子や患
者さんに触れることが出来ました．フィリピンの学生はインターンの期
間が長いためか，リハビリの様子など，とても慣れているようで，堂々
リハビリをしている姿はカッコよく，見習わなければいけないと思いま
した．子供たちはみな可愛いく，楽しい時間を過ごす事が出来ました． 
 
午後のショッピングは，初めて学生 2人だけの行動だったのでドキドキ
しました．ショッピングモールはとても大きく，新潟の亀田のジャスコ
よりも大きかったです．想像よりも綺麗なモールで，売っている物は日
本と殆ど変りませんでしたが，値段はとても安かったです．見て歩くだ
けでも楽しめますが，とても大きいので足がつかれます．食品コーナー
が一番見慣れないものが多く，楽しめました．フィリピンに滞在出来る
日数も残り 2日です．病院見学も終り，ほっとしたので，残りのフィリ
ピンでの日々を楽しみたいです． 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ～9/29(土)～ 
   8：00 朝食 

   8：30 Ianさんが迎えに来てくれて大学へ 

  午前中は研究室で，報告レポートの作成 

  12：30  Jordanさんと一緒にお昼ご飯 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

13：45 PT 学科 4年生のグループ発表を見学 

重心動揺計や，生徒に交じって TENSなどの電気療法の機械

を体験しました． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハロハロというかき氷で，パ

フェのようでとても美味し

いです！！ 

店内のクーラーが効いてい

たので食べ終わった後は寒

かったです． 

ゲームを通して，重心コントロー

ルのトレーニングが出来るよう

になっていて，ボードの下がバラ

ンスボールになっていました．タ

ッチパネルでの操作で，とても近

代的でした． 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UST に来る最後の日にして，一番 PTの学生と絡んで仲良くな 

  りました♪ 

16：30  研究室に戻って質問タイム 

 お世話になった Cheさんとも，授業のためここでお別れで 

す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17：00  ホテルへ 

 Ian さん，Fe さん，Jordan さんと最後のお別れ．とってもお

世話になりました． 

 17：30 フィリピン最後の夕飯へ 

 

 

 

 

 

 

PT 学科の鞄と，Ｔシャツ，

シリコンブレスレットを

頂きました♪生徒がデザ

インしたそうで，とっても

オシャレです． 



18：50  再びホテルへ 

Tina さんが頼んでいた kornik というお菓子を持って来てくれ

ました．Tinaさんとも今日でお別れです． 

 本日の質問内容 
Ｑ1．ADL評価について 

フィリピンでは ADLの評価に共通の評価方法がなく，病院ごと独自の評価
表があるそうです．USTの先生が言うには，患者さんの疾患によって評価す
ることが異なるためだと言っていました．PTが患者さんについて記録する
時は SOAPを使用しています． 
 

Ｑ2．フィリピンで多い疾患について 
デスクワークや，仕事上重いものを運んだりする人が多いため,腰の疾患が
多いと言っていました．また、インターンの学生は PTライセンスを持って
いないため，治療プランを考えて，SVの先生に見せてサインを貰ってから
リハビリを行うことができるそうです． 
 

Ｑ3．大学卒業後の教育について 
マスターの取得には2年半勉強の期間が必要です．マスタークラスを教えて
いるのは教授の資格がある先生です．マスタークラスを受ける先生方は，夕
方までは PTの学生に授業を教えていて，PM6：00～9：00の間にマスターの
授業を受けるというハードスケジュールです． 
 

Ｑ4．奨学金制度について 
UST の奨学金制度は大きく分けて2つあります．1つは，とても成績の良いほ
んの一部の生徒が受けていて，100％授業料が免除されます．もう1つも成績
の良い生徒で，50％の授業料免除を受けています．100％免除を受けている
のは，バスケットボールの選手やチアリーダーの生徒など，スポーツ系の生
徒が多いです． 

 

マニラ 9日目の感想 
今日は，午後から理学療法学科 4年の生徒達の実習セミナーを見学しま
した.発表はグループワークでしたが，台本を見ないで発表していました．
このやり方は非常に相手に伝わりやすいので参考にしたいと思いました． 
 
セミナー後，生徒達と触れ合う機会を頂きました．みんな日本に興味を
持っていて，日本のアニメや文化，日本語を話せる生徒がいました．と
ても活発的で仲良くなりましたが，遊ぶ時間がなかったことが残念でし
た．また今日で UST 大学の先生，学生とお別れでした．私達学生は，先
生の補助で大学に訪れたのですが，病院見学や，解剖実習などをさせて
もらい，とても良い経験になりました． 
 
最後に，今日でフィリピン料理が食べられないのがとても寂しいです．
毎日，大学周辺の屋台で食べる料理は珍しい物が多く，美味しい食べ物，
美味しくない食べ物などを発見するひと時がとても楽しかったです．明
日で日本に帰りますが，たくさんの人達に伝えられるように今回の実習
で学んだことを整理したいと思います． 



 ～9/30(日)～ 

 フィリピン最後の日？ 
 7：00  朝食 
 7：30  ホテルの送迎で空港へ出発 
 8：20  空港に到着 

前日に調べた，荷物の一時預かり所を見つけられず早めにチ
ェックイン 

 9：00  タクシーで SM MALL OF ASIAへ 
 

フライト時間まで時間があるため一度空港を出てモールへ 
世界で3番，アジアで1番大きいショッピングモールです． 
開店まで時間があったので海沿いを歩いて見ました．小さな
遊園地のようになっていて，子供が多く見られました． 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10：00  モール開店 

モール内にスケートリンクがあったので挑戦してみました．
遠藤さん，吉田くんは初挑戦です．久保先生は経験があるよ
うがとても上手でした!! 
1時間ほど滑った後45分程買い物タイム♪ここで，お菓子など
のお土産をたくさん買いました． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 11：45  タクシーで空港へ 
  出国手続きをして搭乗口に向かうと，ここでハプニングが!! 

日本を直撃している台風の影響でフライトがキャンセルにな
っていました．ご飯を食べてから、新しく明日の AM5：30の
フライトを予約．それからホテル探しをスタート!! 



 13：30  ホテルへ 
空港1階のホテルを教えてくれるホテルラウンジで一番近く
のホテルを手配してもらい，ホテルの人に迎えに来てもらい
ました． 
一人1200ペソで，1泊朝食付です．明日は AM2：30に空港に
送迎してくれます．部屋は3人部屋で，シャワーは今まで泊ま
っていたホテルよりも広かったです． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地図上では SMモールとホテルが近く感じたので、一息して
から再び SMモールまで徒歩で向かいます． 
 
なぜか商店街の様なとこに出てしまいました．どうやら歩い
てきた道は逆のようでした… 
再び買い物タイム!!トランクは空港に預けたままなので、み
んな着替え用の服を買いました． 

 17：00 タクシーでホテル近くへ行き夕飯 
     ホテルのすぐそばにある Yang Chowという中華のお店で夕飯 
     です． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18：30  ホテルへ 
    ホテルに着くと順番にシャワーを浴び，1階のお店でまたまた

お土産を Get しました．真夜中に出発なので交代で仮眠を取
りました． 

フィリピン 10日目の感想 
飛行機がキャンセルというハプニングに合いましたが，結果的にフィ
リピンに 1日多く滞在出来る事が出来ました．その分空港周囲の探索
や，SM モールで買い物も長くすることが出来ました．これもいい経
験だと思います．明日は飛行機が飛ぶことを願っています． 



 ～10/1(月)～ 

 日本へ 

 2：30 ホテル出発し，すぐに空港到着 

  6：30 フィリピン出発 

     当初の予定より1時間半遅れて出発 

 11：20  成田到着 

 12：00  久保先生とお別れ 

 12：30  乗り合いタクシーでそれぞれ自宅へ 

8. フィリピン語       

教えてもらったフィリピン語 

マガ―リ  ・・・とても(good) 

マガ―リオマンガ ・・・おはよう（good morning） 

マガ―リカムスタ ・・・こんにちは（good afternoon） 

マガ―リガビ  ・・・こんばんは（good afternoon） 

タイヨ   ・・・みんな（everyone） 

グアポ   ・・・かっこいい（handsome） 

マガンダ  ・・・美しい（pretty） 

アノ？   ・・・何？（what？） 

グットム  ・・・お腹がすいた（hungry） 

アコ   ・・・私（I） 

イカ   ・・・あなた（you） 

アイ   ・・・～です（is） 

シー   ・・・名前（name） 

アコ シー アイ ジン ・・・私の名前はジンです（my name is jin） 



9. おまけ        

吉田君の食べ物ランキング（ヨシログ） 

①品名 ②食べた場所 ③値段 

第 1位 ①ポークシシグ ②SAN LAZAROデパートにあるお店  ③150ペソ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神の味！！と思わず口に出してしまうほ
どの美味しさ．シシグはポークが一番美
味しく，ビールに合うと思います．この
お店のシシグは，鉄板が熱いため，時間
が経った後のお焦げを食べるのも美味し
い食べ方の 1 つだと思います． 
ワールドシリーズで優勝して胴上げされ
た監督の気分でした！！ 
 

 



第 2位 ①ビーフシシグ ②大学周辺の屋台（アイスティー無料） ③60ペソ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3位 ①Halo-Halo ②大学周辺のレストラン  ③45ペソ 

 

 

 

 

 

 

ワースト 1位 ①グリーンマンゴー ②大学周辺の屋台 ③40ペソ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

小豆，お米，アイス，ココナッ
ツ，パイナップルなどをミック
スして作られたデザートです．
かき氷も入っているため，あっ
さりしていました． 
完投したあとに食べれば疲れ
がとれそうな感じでした． 

グリーンマンゴーは，取り立ての
酸っぱいリンゴの味がしました．
茶色のタレは鰹節の味がしてい
て，相性が悪かったです．最終回
にサヨナラホームランを打たれ
た気分でした 

この値段の安さで 
このボリューム！！ 
味も美味しく，店員のサービス
も良かったです． 
野球に例えると，走・攻・守が
そろった料理です． 
イチロー級でした． 



10. 感想          

吉田仁 
10日間の研修が終わりました．フィリピンに行く前は，自分が現地で過
ごしていけるのかとても不安でした．その不安となる原因として，自分
のコミュニケーション能力が低いこと，行動力の低さが挙げられました．
上手く相手に伝えられない事や，誰かに頼ってしまう性格を変えたくて，
今回の研修に参加しました． 

 
研修先では，主に久保先生の 2次元動作解析の補助を行いました．解析
は，リフト動作や歩行，リーチ動作の分析，解析を UST 大学の先生に教
えました．私自身，バイコンや動作解析の実験は初めてなので，今回の
研修前に動作解析の方法を学ぶことはとても勉強になったと思います．
研修先では，知識を大学の先生方に伝えることが非常に大変だったと思
います．先生方に，図の読み取り方，excelでの計算の仕方は，全て英語
のため，英語能力が問われました．初めは，文法や単語が分からず，上
手く先生に伝えることが出来ませんでした．しかし，UST 大学の先生に
言われて分からなかった単語や自分が伝えたかった用語，相手になぜ伝
えることが出来なかったのかをホテルに帰って考え，調べることで，コ
ミュニケーション能力がついたと思いました．何よりも，単語や文法，
読解力よりも，相手に自分の気持ちを伝えること，相手の気持ちを真剣
に受け取ることが重要だと感じました．このことは，日本で患者さんを
治療する時にも生かしていきたいと思いました． 
 
また，病院見学や解剖実習，学生の症例発表にも参加させて頂きました．
病院見学で思ったことは，実習生の治療技術がとても高いと思いました．
学生や先生に質問すると，UST 大学は 5年間あり，最終学年は実習が 11
カ月あると言っていました．研究に関する知識は足りない事も多いと思
いますが，大学が卒業しても即座に対応出来るように実習期間を長くす
るシステムなんだなぁと思いました．また，学生に「なんで理学療法士
になりたいと思ったの」と問うと，「障害で悩まされている人達を助けた
い」と殆どの学生が言っていました．フィリピンでの理学療法士の給料
は，約 20000ペソ（40000円）と決して高くはありません．これを聞いて
思ったことは，本気で患者さんのことを「思っているんだなぁ」と思い
ました．私も将来，理学療法士になる上で，この真剣な気持ちを持って
これから勉強や実技に励みたいと思いました．また，見学を通して感じ
たことは，日常会話よりもコミュニケーションが取りやすいと思いまし
た．それは，理学療法の専門的な用語が会話の中に含まれからだと思い
ます．例えば CP（脳性麻痺）なら，脳性麻痺に関する情報が会話の中に
含まれているため，spaxity typeと言われれば，痙直型の脳性麻痺と予
想が付きます．そのため，実習を行う上ではかなり情報が聞き取れて，
知識を深めることも出来ました． 

 
今回反省しなければいけないことは判断力です．周りの状況を把握して，
今自分が何をすべきなのか，といった判断力が欠けており，周囲からみ
たら何もしていないように見られたと思います．「患者さんとの信頼関係
は一度崩れるとなかなか取り戻せない」と久保先生に教わりました．今
回出来なかった反省点を生かし，実習では常に緊張感を持ち，気を引き
締めて実習を向かうようにしていきたいと思いました．フィリピン研修
は自分の足りない点を克服するのにとてもよい環境だと思います．値段
も安いため他の学生もぜひ参加した方が良い経験になると思いました． 



 遠藤紗矢香 
今回私はフィリピンに初めて訪れました．言葉が通じるかどうか，病院
見学をして内容を理解することが出来るかなどの不安がありました．日
常のコミュニケーションは，UST の先生方が分かりやすく丁寧にお話し
てくださったおかげで，なんとか言葉がわかりました．また，日数が経
つにつれて少しずつですが聞き取れる言葉の量が多くなっていきました．
病院見学も，大まかな説明などは理解することができました．ですが，
専門的な英語の理解が少なかったり，細かな内容が理解できなかったり
と，とても十分な英語力とは言えませんでした．実際に使う場面になっ
て，英語の必要性がようやく分かったように感じます．もっと英語が分
かっていれば，さらに充実した 10日間を送ることが出来たと思います． 
 
英語でコミュニケーションをとることは大変でしたが，話が分かると英
語がとても楽しく感じました．今回の経験を生かして，今後英語をもう
少し勉強していきたいと思います．日常の中に洋楽や洋画などを見るな
どするだけでも，英語に触れていられるので，身近なことから始めてい
こうと思います．もちろん，専門的な英語も勉強していきたいと思いま
す． 
 
フィリピンでの一番印象的な事は，孤児院を見学できたことです．日本
には孤児院自体がほとんどなく，とても興味深かったです．本当に貴重
な体験ができたと思います．孤児院の仕組みや孤児院での生活，フィリ
ピンの人たちの生活について，ほんの 1 部ですが見ることができたと思
います．子供たちが楽しそうに歩き回っていた姿がとても印象的です． 
学生との交流は少なかったですが，少しの時間でも仲良くなる事ができ
て，フィリピンの人柄はとても人懐っこいように感じました．留学など
の機会があれば，ぜひまたフィリピンに行きたいと思います． 
今回の研修を充実したものに出来たのは，お世話になった UST の先生方
と連れて行って下さった久保先生のおかげです．貴重な経験をすること
ができたことを感謝します． 

 

 

 

 

 

 

 


