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巻 頭 言

先日、2021 年の年間ベストセラーが発表され、ランキング 2位に「スマホ脳」
（アンデシュ・ハンセン　久山葉子訳）がランキングされました。（1位は「人は
話し方が 9割」永松茂久）スマホの影響によるうつ症状や依存に警笛を鳴らす内
容であり、私自身もこの本を読んで以降、極力スマホと距離を置くことを心がけ
ています。コロナ禍の中でスマホに接する時間も増えており、そのような状況に
対する危機感がこのランキングに影響しているのかもしれません。ある調査結果
では、コロナ禍前である 2020 年 2 月前半と、ステイホーム期間の同年 3月後半
とでインスタグラムを見る回数を比較したところ、87%も増加していたそうで
す。私達が一日に受ける情報量は江戸時代の一年分とも言われ、日々膨大な情報
量に接しています。この原稿を書いている 12 月上旬、「オミクロン株」が日本で
も確認されたり、3回目のワクチン接種が開始されたりと、連日テレビやネット
から大量の新型コロナ関連のニュースが流れこんできます。
「神よ、変えることのできないものを静穏に受け入れる力を与えてください。
変えるべきものを変える勇気を、そして変えられないものと変えるべきものを区
別する賢さを与えてください」これはアメリカの神学者ラインホルド・ニーバー
の残した言葉です。このコロナ禍で長野県士会の活動も中止になったり、Web
での開催に変更になるということを余儀なくされています。新型コロナに対する
不安そのものを消し去ることはできませんが、取り込む情報を制限する、取捨選
択するという行動自体は自分自身で変えることができます。必要な情報と不必要
な情報を選別する能力、変えられないものと変えるべきものを区別する賢さを備
え、変えるべきものにエネルギーを集中したいものです。そうすることで心身と
もに健康な状態で日々を送ることが、ひいては感染予防に繋がるのかもしれませ
ん。

介護保険部長
相澤病院　訪問リハビリテーションセンター　山村　充教
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会員各位
� （一社）長野県理学療法士会
� 会　長　　佐藤　博之（公印省略）
� 第 51 回長野県理学療法学術大会
� 学術大会長　林　忠輝（公印省略）

第 51 回長野県理学療法学術大会開催のお知らせ

拝啓　時下、先生方におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、第 51 回長野県理学療法学術大会を下記の要項にて開催いたします。
多数の皆様の参加をお願い申し上げます。

� 敬具

記

テーマ：感染流行・災害時における理学療法士の役割
期　日：令和 4年 6月 18 日（土）～ 6月 19 日（日）
会　場：南信州・飯田産業センター　エスバード
形　式：ハイブリッド開催

＊新型コロナウィルス感染状況等によって、開催形式（完全会場型、完全
Web 開催等）へ変更となる可能性もございます。開催形式については、今
後開設予定の大会特設HP等でお知らせいたします。

� 以上

おしらせ
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会員各位
� 第 51 回長野県理学療法学術大会
� 学術大会長　林　忠輝
� （一社）長野県理学士会
� 学術大会部長　森本　正道

第 51 回長野県理学療法学術大会演題募集のお知らせ

拝啓　時下、先生方におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、第 51 回長野県理学療法学術大会の演題を下記の要項で募集いたします。
皆様のふるってのご応募をお待ちしております。

� 敬具

記

内　容：①演題区分　Ⅰ：大会企画演題（A　感染関連，B　災害関連）
　　　　　　　　　　Ⅱ：一般演題（Ⅰに該当しないもの）

②演者名
③内容を簡潔にまとめたもの（文字制限等はありません）
④理学療法士免許取得年　昭和・平成　　　年　　　月
＊大会企画演題についての詳細は、別紙「大会企画について」を
　ご参照ください。

応募先：社会医療法人栗山会　飯田病院　
　　　　リハビリテーション科　平沢　さとみ
　　　　TEL：0265-22-5150　　　FAX：0265-56-8734
　　　　E-mail：tadateru.hayashi@iida.or.jp

　　　　＊郵送・FAX・E-mail のいずれかで送付願います。

締　切：令和 3年 12 月 31 日

� 以上
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大会企画について

当学術大会では、「大会企画」として、テーマに沿った演題を募集しております。また、「感染」「災害」そ
れぞれの分野でシンポジウムを開催する方向で調整しております。このため、「大会企画演題」にご応募いた
だいた演題については、演題選考の際にシンポジウムへのエントリーをお願いする場合がございます。当学術
大会での新たな取り組みでもあるため、ふるってご応募いただけますようお願い申し上げます。

1．大会企画演題の内容について
Ａ　感染関連　新型コロナウィルス、その他感染症に対する取り組みや対策等の報告
　　　　　　　 （例）病院・施設、リハビリテーション室等での感染対策や取り組み
　　　　　　　　　　新型コロナウィルス患者への理学療法介入経験報告、症例報告
Ｂ　災害関連　長野県内（栄村地震、御嶽山噴火、千曲川氾濫　等）の災害に限らず、
　　　　　　　東日本大震災等、県外の災害に関連する内容も可
　　　　　　　 （例）災害時での病院・施設及び理学療法士としての取り組み等
　　　　　　　　　　災害派遣等被災地で活動や支援を行った経験談等

2．演題募集～抄録提出までの流れ

＊選定に関しては、シンポジウムへのエントリーも含め、選考委員に一任頂けますようお願い申し上げま
す。（応募の時点でシンポジウムへのエントリー希望等は行いません）

＊シンポジウム採用予定者には、別途シンポジウムへのエントリーの依頼を行い、演者の承諾を得た後、シ
ンポジウムへの発表へ切り替えます。

＊シンポジウムは会員発表の他、外部講師等を招いて開催予定となっています。

演題応募 抄録提出採用の可否の通知選定

一般演題

承諾

拒否

演題応募 シンポジウム発表シンポジウムにて採用

大会企画演題にて採用・発表

選定

大会企画
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特集：パラスポーツ（障がい者スポーツ）への理学療法士と
しての関わり～パート２　東京2020パラリンピック編～

� 松本市役所文化観光部
� スポーツ推進課　係長
� 理学療法士　田口　真紀

1　はじめに
前回（PTながのNEWS�第 71 号）の寄稿の続きを書かせていただきます。パラスポーツについてご興味の

ある方は、約 2年前の寄稿をご覧いただければと思います。2021 年 10 月 1 日付で「日本障がい者スポーツ協
会」の名称が「日本パラスポーツ協会」へ変更となりました。そのため、今後は「障がい者スポーツ」という
よりも「パラスポーツ」という呼び方が一般的になるかと思います。そして、いつかは誰もが一生涯を通して
スポーツする「生涯スポーツ」の一環になっていくことを望みます。東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会（以下、「東京大会」という）のレガシーが良い方向に残り成熟していくことを期待します。
私は松本市役所職員で、前回の寄稿後、公民館（社会教育・生涯学習分野）から体育館（社会体育・生涯ス
ポーツ分野）へ異動し、令和 3年度からスポーツの一元化を視野に入れ、スポーツ推進課職員として「パラス
ポーツ」について事業化、障害福祉課と協力しながら実施しています。
スポーツ基本法が戦後初めて改訂されてから、スポーツ庁が設置され、各自治体へスポーツの一元化を求
め、本来は直ぐに応じられる行政であって欲しいと願っていましたが、長い歴史の中で長野県では今もパラス
ポーツは福祉管轄となっています。
今まで、パラスポーツにはプライベートで関わってきましたが、東京大会に関わるために組織委員会から委
嘱・任命を受けることで、職場から許可をいただくことができました。おかげさまで普段の業務では出来ない
ような様々な経験をさせていただきました。どのようにして関わることになったか、などをお伝えし、理学療
法士（以下、「PT」という）の皆様の今後の活動の参考にしていただければ幸いです。ただし、組織委員会の
守秘義務違反にならない程度の内容のため、深いところまではお伝え出来ないかと思いますのでご了承くださ
い。現地でのマスコットキャラクターや会場写真は掲載不可で、図面や会場図等の転用も制限されています。
興味のある方は東京大会組織委員会のHPをご確認いただくか、執筆者にご連絡ください。
皆さんは、東京大会にどのように関わりましたか？

2　東京大会でPTとして関わるにはどんな手段があった…？
という、疑問のある方は、お読みください。組織委員会から「公表はしません」、と回答がありましたので、
あくまでも個人的な情報になりますことをご了承ください。
私が知る限り、ルートは複数あったようです。以下に複数ルートを記載いたします。
⑴　組織委員会職員：期間を区切った契約社員が多数いました。メディカルの医療事務責任者（MOM）担当
となり各競技に配属されることが多かったようです。本部に残っている職員も数人いますが、契約期間が 9
月 7日までの人が多く、期間終了後は、前職場等に復職されたようです。
⑵　Field　Cast（ヘルスボランティア）：東京大会に 10 日間、1日 9 時間程度、無償で関わることのできる
PT。更にNFに関わらないことが条件。書類応募後、面接をクリアして決定。交通費・宿泊費等、自費。
（東京大会の合計で国内 PT500 人程度）
⑶　各競技会場の PT主任：書類提出後、県士会と日本理学療法士協会から推薦を受け、候補者登録され、最
終的に組織委員会で決定。交通費・宿泊費等、自費。（パラ 22 競技）
⑷　NFからの推薦：競技に携わっている PTで、日本の競技チーム付きの配属が難しかった PT。NFから推
薦により組織委員会で決定。交通費・宿泊費等、自費。
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⑸　NF付の PT：NFに携わっている PT。詳細不明。
ご存知の方もいると思いますが、スポーツ界では長い歴史の中で、柔道整復師会と理学療法士協会の様々な
局面があったようです。オリンピック医務室は、日本国内の各競技団体（以下、「NF」という）から、長年、
競技に携わっているATの推薦が多かった印象です。パラリンピック医務室は、医師（組織委員会雇用）と
PT（無償）の配属を必須とした様子でした。けれども、パラスポーツ競技に関わっている PTが少なく人選
に苦労したようです。私は上記⑶で選出され、一度も見たこともない競技「パラ射撃」に関わることになりま
した。

3　東京大会について
2021.8.24 開会式～ 9.5 閉会式のスケジュールで夏季 22 競技が開催されました。
コロナ禍で 1年延期となり、無観客での開催でした。パラリンピック競技大会（以下、「パラ大会」という）
では、感染症対策を十分行いながら複数会場で小中学生の無言での参観がありました。
東京大会では、ボッチャの日本選手の個人の決勝戦で、試合放映がありました。前大会のリオ大会では、
ボッチャの日本チームの決勝戦（金メダル・銀メダルの争い）は放映されず、同時間帯の競技（車いすバスケ
9－ 10 位戦）を放映していたので、メディアの意識に大きな変化があったことを感じました。今、「共生社会」
というキーワードが溢れていますが、こういう少しの変化から少しずつ、が大切だと思います。
東京大会での「Field�Cast/City�Cast」のネーミングは「私は輝く」、大会を成功させる一員（Cast）として
大会を盛り上げる重要な役割を持って欲しいという願いが込められているそうです。Field�Cast は大きく 4つ
（組織委員会職員、委託事業者、大会ボランティア、その他）に分けられ、大会ボランティアには 9種類（案
内、競技、移動サポート、アテンド、運営サポート、ヘルスケア、テクノロジー、メディア、式典）がありま
した。その中で私はヘルスケア（メディカルスタッフ）の位置付けでした。「パラ射撃競技の PT主任」とい
う立場で、役割は、全国から応募のあった PTのうち「パラ射撃会場」に関わる予定の PTの面談、シフトな
どの取りまとめを行い、医師、職員と一緒に大会運営がスムーズに出来るように考えていく、というものでし
た。
選手村の PT（オリ委員会職員）からは、「前回のリオ大会の情報が残っていない状況なので東京大会のレ
ガシーを残し、次回のパリへ引き継ぐことが必要」とのことでした。しかしながら、基本的には医務室勤務
（診療所扱い）となるため、法律上当然のことではありますが、「医師の指示に従うこと」、を組織委員会から
強調され、PTたちは医師の指示に従うしかない、という雰囲気が大会前に大きくなりました。
また、「ボランティア＝無償」という日本の風潮がある中で、SNS 等では「ブラックボランティア」という
言葉が飛び交っていたり、コロナ禍で急な辞退者も多かったと聞いています。メディカルスタッフは、資格が
必然で、職場の理解を得られない限り協力することは不可能です。当初、組織委員会がメディカルスタッフに
求めた日数は、「9時間勤務で大会期間を含め 10 日間以上、無償で交通費・宿泊費・食事も全て自ら手配と自
費負担」という条件でした。私は、面談や会議等も含め最終的には 20 日間程度関わりました。
「パラ射撃」では、テストイベントは中止、医師も職員もパラ射撃のことは知らない、オリンピック射撃に
関わる PTは不在（柔道整復師のATのみ）、NFの回答が無いに等しい、組織委員会からの情報も無いまま
「PT主任として取りまとめてくれ」、という非常に厳しい状況の中で大会へ向けて準備を進めました。2021 年
6 月末にオリンピック射撃会場に PTが関わることを個人的に知り、そこからオリンピック側と情報共有を開
始できました。
2021 年 3 月の東京大会に関わる会議での質疑応答に組織委員会は「決まっていないので心苦しいが答えら
れない」という回答ばかりが続き「会議の意味があったのか？会議はやったから後は頼む」というニュアンス
が感じ取れました。様々な要望を出していましたが、6月末にはパラ射撃の組織委員会事務担当者が急遽変更
となり、再度、ゼロからのやり取りとなりました。他の会場も複数回担当替えがあったようで苦労していまし
た。様々な要望を出した中で、最終的に遠方からの対象者には往復交通費は出ることになりました。実際に、
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パラ射撃会場（埼玉県）に関わることが決まった PTは県外者ばかりでした。「近隣居住者しか関わらない、
という前提の条件ではないか、学生で県外者は何人関われたのだろうか、東京都民だけでやる大会なのか」と
強く感じました。それでも外国からスタッフとして加わっている人も多くいました。
研修はリアルでは受けられませんでしたが、オンライン研修プログラムが組まれました。様々なセキュリ
ティは万全で、爆破テロによる損傷者の救助方法等について研修もありました。

4　東京大会前後のPTスケジュールについて
ざっくりとなりますが、下記のようなスケジュールで関わらせていただきました。
2018 年 12 月� 推薦（長野県理学療法士会→日本理学療法士協会→組織委員会）※ 1
2019 年 5 月� 組織委員会から「パラ射撃」会場の Physical�Therapist（PT）主任の委嘱※ 2
　8月～ 10 月� 一般応募の中で書類選考された理学療法士（3- ⑵）の面接を実施。
� コロナ禍のためリアル面接は中止、オンラインで実施。そのため PC自費購入。
� （医師または組織委員会職員と 2人組で録画をしながら実施）
� （※この面接により 900 人から 500 人程度に絞られたのではないかという状況）
　12 月～ 2020 年 3 月� 会場別・役割別研修
2020 年 4 月� 「パラ射撃」テストイベントが中止　　5月　無期延期連絡、委嘱凍結
2021 年 1 月～ 6月� 委嘱再開の連絡が無いまま、PT主任会議、会場別会議、シフト調整、組織委員会

とのやり取り等、5月に再委嘱。6月から事務者交代により再交渉開始。
　8月（2回）� パラ射撃会場の理学療法士ミーティング実施（オリンピックメンバー同席）
　8月 20 日� ボッチャ会場の PT主任から SOS の連絡が入る
　8月 24 日～ 9月 5日� パラ大会期間（パラ射撃会場・ボッチャ会場にスタッフとして関与）
　9月 27 日� パラ射撃会場報告書を組織委員会へ提出
※ 1－ 1　長野県理学療法士会のスポーツサポート部に「ボッチャ」部門を作り活動していたため、パラ大
会の PT募集がありスポーツサポート部部長に長野県として推薦をいただけるかを相談。
※ 1－ 2　長野県理学療法士会から日本理学療法士協会へ推薦をいただき、その後、組織委員会へ推薦。
※ 2　推薦者（※ 1）から夏季オリンピック会場とパラリンピック競技会場（22 競技）の PT主任を選別

5　東京大会までのパラスポーツに関わる活動
1997（H09）� ガイドヘルパー取得、フロアバレーボールチームで選手・審判員として活動
1999（H11）� 理学療法士資格取得、病院勤務
2000（H12）� 障がい者スポーツ指導員初級取得（大阪）
� 　※当時、PTは初級から取得、現在は中級から取得できる
2021（H13）� 松本市役所入庁
2004（H16）� 障がい者スポーツ指導員中級取得（大阪）
2008（H20）� 障がい者スポーツトレーナー取得（横浜）
2011（H23）� 日本ボッチャ協会上級審判員取得、地域支援リーダー取得（サンアップル認定資格）
� 長野県ボッチャ協会設立（講演会謝金 10,000 円を寄付し設立。設立時事務局長着任）
2017（H29）� 日本ボッチャ協会国内クラシファイヤー認定
� BISFed（国際ボッチャ連盟）主催の日本で初のボッチャ国際大会（三重県）に関与
� （2021 年三重県全国障害者スポーツ大会から「ボッチャ」が正式種目になることが決定）
� BISFed（国際ボッチャ連盟）クラシファイヤー研修生認定（台湾）
2018（H30）� 日本パラリンピック委員会（以下、「JPC」という）の視察同行（オーストラリア）、東京大

会スタッフ応募
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2019（R01）� 東京大会パラ射撃会場 PT主任委嘱
2020（R02）� 「J-STARプロジェクト」でボッチャ競技担当者としてアスリート発掘
2021（R03）� 東京大会、国際パラリンピック委員会（以下、「IPC」という）へ JPC のクラス分けネット

ワークから課題等提示、組織委員会へパラ射撃会場活動の報告、BISFed 主催アジア地域会
議参加、「J-STARプロジェクト」ボッチャ競技担当、日本理学療法士協会へ寄稿、県士会
PTながのNEWSへ寄稿

6　東京大会での役割
⑴　大会前まで：PT主任として、全国から応募のあった PTの面接、会場運営のアドバイス、医務室の物
品確認、スタッフ勤務調整、組織委員会職員と医師と連絡調整、他競技 PTと情報交換等

⑵　大会期間中：Venue�Chief�Physical�Therapist として、医務室業務を医師と一緒に調整。本部や選手村
と必要時のやり取り

⑶　大会終了後：委嘱期間は終了。組織委員会から報告書の提出を求められ、その後も 1か月間、医師や
PTとやり取りしながら作成。パラ射撃会場 PTオンライン反省会実施

7　東京大会に関わって感じたこと
⑴　東京大会への関心度が、東京近郊と長野県での差が大きいと感じました。
⑵　東京近郊の駅では、フラッグやロゴや選手の写真が入ったポスターなどが必ず目につきました。
⑶　会場近郊では、東京大会キャラクターマスコットと記念撮影が出来るようにオブジェが配置され工夫さ
れていました。

⑷　駅構内は、射撃競技の「的と距離」がペイントされており、無関心者でも電車利用時に目に入るように
することで必然的に感覚としてインプット出来る仕掛けだと感じました。（写真 1）

⑸　組織委員会の守秘義務については統一がなされていないと感じましたが、大変厳しい、ということが分
かりました。

⑹　東京大会だけではなく、パラスポーツに関わり続けるには、競技特性と障害特性の関係性等の理学療法
士として学んできた知識は必須で、加えて行動力と情報収集が大切だと感じています。誰も教えてくれな
いのが当たり前、というところからの出発だと思います。そのために、自分が何をしたいか、周囲に何が
必要か、誰とどんなコミュニティをつくるか、という自分なりの軸が大切だと思います。大会会場で出
逢ったスタッフたちは、チームの一員として全員が自主的に行動していて驚きました。

⑺　本来はパラ射撃会場だけの関りだったのですが、直前でボッチャ会場から SOS の連絡が入り、長年描

（写真 1）
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いていた「パラリンピック競技会場でボッチャ競技を支える人になる。」という大きな夢が叶っていまし
た。ボッチャにずっと関わってきたからこそ「助っ人」として声がかかったのですが、国際大会に帯同し
た経験はありません。こんな凡人でも、夢を持ち続けることで、無観客となった会場へスタッフでコート
間近まで入ることが出来て、生で国歌を聞けたことは、一生忘れられない出来事となりました。
⑻　その時の流行を追うのではなく自分の軸（私の場合はボッチャという競技スポーツに関わること）を大
切にしながら細々とでも活動を続けてきた結果、東京大会に関わりが持てたと思っています。これから
も、自分の初心を忘れずに進んでいきたいです。今後もパラ射撃会場に携わった PTたちともお付き合い
があり楽しみです！（写真 2）
⑼　関わってくれる人たちの様々な思いを汲み取りながら、PTたちをチームとしてまとめることを意識し
た結果、今後もつながることの出来る人間関係が構築できたと思います。
⑽　「アスリートを支える人たちは、こんなにいるし、こんなに必要だ」ということを会場へ行き、改めて
肌で感じました。
⑾　私は、病院勤務ではないため、これからも意識的に選手に関わることを続け、徒手療法に限らず、最新
の手技、物理療法の情報収集や競技観察（動作分析）を積み重ねていくことで PTとしての質を担保する
努力を重ねていこうと思います。

8　パリ大会までの動き
⑴　国際クラス分け規定の見直し：IPC では、クラス分け規定の見直しを 2021 年 6 月から 9 月にかけて
IPCに加盟する諸国に対して意見を広く募集しました。日本からは、各競技団体のクラシファイヤー（私
は日本ボッチャ協会クラシファイヤーとして参加）が意見を出し合い、最終的に JPCから 9月 16 日にま
とめたものを提出しています。
⑵　各競技のルールの見直し：4年に 1回、大会後に各国際競技団体で協議され、見直しがかかることが多
いです。BISFed では、ボッチャクラス分け規定の見直しを既に着手しました。
⑶　ランキング獲得：次回大会は、3年後ですが、国際大会等でランキングを取らないと出場資格を得られ
ません。アジア圏での大会については、近い日程では 2022.3.22 に杭州 2022 アジアパラ大会が開催される
予定で進んでいます。

（写真 2）
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9　ご案内
私は、長野県理学療法士会スポーツサポート部ボッチャ担当者、日本ボッチャ協会クラス分け委員会副委員
長兼指導者、中級障がい者スポーツ指導員として活動中です。長野県内の活動は予算の関係もあり限られてい
ますが、是非、一緒に活動して、国際的に活躍する PTや医師と関わり合いながら、世界を目指してみません
か？まずは行動してみましょう。
松本市役所では、毎月、障がい者スポーツ指導員の力を借りながら「パラスポーツ体験会」を実施していま
す。詳細は「土曜の午後はパラスポーツ！松本市」で検索してください。その行動がスポーツトレーナー活動
の第一歩になるかもしれません。あなたが出来る第一歩は何ですか？
2028 年には、長野県で「国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会」が開催される予定です。そこに活
動の焦点を当てるのであれば、今から行動を始めた方が良いと思います。
現場では、楽しいことばかりだけではなく責任もありますが、必ず自己成長につながると断言できます。是
非、パラスポーツに関わってみてください。現場でお会いできることを楽しみにしております。
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こども福祉部情報

会員の皆様のおすすめの書籍を紹介させて頂きます。

タイトル：『これは「読む」本ではなく「考える」本です』
著　　者：笠間　リョウ
出版社名：総合法令出版

これは、思考実験の本です。「思考実験」とは、特定の条件を設けて思考を
巡らせることです。この本は、Q＆A形式で、発想力、理論的思考力、問題
解決力、数学的思考力、それぞれの分野からの問題がでてきます。わかりにく
い問題でも、答えを見るとそういう考え方もあるんだ、と発見することができ
刺激的です。また、答えはあくまで解答例であり、それ以外の考えがあっても
いいというところが堅苦しくなくていいと思います。
時代が変化していく中で、これからは柔軟に物事を考えていくことが必要で

あると思います。さらに、臨床でも患者さんの評価、治療と進めていく中で、ひとつの現象にとらわれすぎる
と考えが偏り、結果、適切な理学療法が提供できなくなってしまうこともあります。広い視野から考え、気づ
き、対応できることは、人生においても仕事においてもとても大切なことだと思います。今以上に、考える力
を身につけたい方におすすめの一冊です。
� 北アルプス医療センターあづみ病院　　山本　遼子

おすすめ！の一冊

 

  

●●  ななががのの  ここどどもも療療育育用用具具・・福福祉祉機機器器展展（（WWeebb 版版））  ●●  

  今年度の Web 版福祉機器展ですが、11 月 1 日よりホームページが公開となっています。 

  昨年よりも多くの業者様にご協力頂き、パワーアップした内容となっています。 

  また、福祉機器や療育用具を実際どのように使用しているのかという写真展もホームページ上で 

開催しています。 

公開期間は来年の福祉機器展開催までとなります。 

ぜひ、ご覧頂き、福祉機器の情報を得る一つのツールとしてご利用頂ければと思います。 

 

ホームページアドレス  https://hukushikikiten.wixsite.com/naganokodomo 
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輝山会記念病院　青木　郁弥

学術の広場

1．リハビリテーションロボットの現状

訓練支援ロボットは、高齢社会を背景に国内外で急速に発展しており、現在では最先端のリハビリテー
ション治療として一つのトピックスとなっている。我々理学療法士が最先端のリハビリテーションを患者
に提供するためには、多種多様なロボットの特徴を十分理解した上で、訓練をデザインしていくことが非
常に重要と言える。

現在、他種多様な歩行練習支援ロボットが開発され、スイス Hocoma 社の Lokomat、ドイツ Reha-
Stim 社 の Gait-Trainer GTI、Ekso 等1） が あ る。 一 方 国 内 で は、 筑 波 大 学 が 開 発 し た Hybrid 
Assistive Limb®（HAL®）、本田技研工業株式会社の歩行アシスト、トヨタ自動車株式会社のウェル
ウォークなどがある 1）。ここではウェルウォークを解説する。

2．脳卒中片麻痺の歩行再建におけるリハビリテーションロボット

ウェルウォークは、藤田医科大学とトヨタ自動車株式会社が共同で開発した、歩行練習支援ロボットで
ある。脳卒中片麻痺者の歩行練習に特化し、麻痺側下肢のみをアシストする設計は上述した歩行練習支援
ロボットとは異なる。ウェルウォークはロボット脚、低床型トレッドミル、安全懸架装置、脚部免荷装
置、患者モニタ、操作パネルで構成されており、トレッドミル上で歩行練習を行う。豊富なフィードバッ
ク機能（視覚、音声）、トレッドミルによる練習量の確保、精緻な補助調整性（膝伸展アシスト、振り出
しアシスト、体重免荷量など）が特徴である。また、患者の歩容の状態や練習過程に応じて、療法士がパ
ラメータを設定し、適切な難易度で歩行練習を行うことが出来、運動学習理論に即した歩行練習課題の提
供を行うことが出来る。

ウェルウォークの有効性について解説する。Tomida ら2）は、ウェルウォークのプロトタイプである
GEAR を用い、初発脳卒中患者を対象に、歩行自立度の回復の速さに与える影響を検証し、従来理学療

法群よりも GEAR 群の方が「FIM 歩行改善率（＝介入期間中の歩行
FIM 利得／介入期間と定義）」が有意に高かったと報告している。また、
Katoh ら3）は、ウェルウォークが歩容に与える影響を検証し、異常歩
行の程度を示す指標値が GEAR 群において有意に低かったと報告して
いる。以上のことからウェルウォークは、歩行自立度の改善を促進し、
異常歩行の軽減につながると示唆されている。当院でもウェルウォーク
を導入しており、年間 58 症例（2020 年 11 月〜 2021 年 10 月）
に対してウェルウォークを用い歩行練習を行っている。

今後もリハビリテーションロボットは発展を遂げていくことが予想さ
れるが、我々理学療法士は患者のために、常に学び広い視野で追求して
いきたいと考える。

参考文献
1）平野哲、脳卒中患者の歩行再建をめざしたロボットリハビリテーション、Jpn J Rehabil Med 2020；57：392-398
2）Tomida K at al: Randomized controlled trail of gait traning using gait exercise assist robot（GEAR）in stroke 

patients with hemi-plegia. J stroke Cerebrovasc Dis 2019;28:2421-2428
3）Katoh D at al: The effect of using Gait Exercise Assist Robot（GEAR）on gait pattern in stroke patients:a 

cross-sectional pilot study. Top Stroke Rehabil 2020;27:103-109

図　ウェルウォークWW-2000
（トヨタ自動車）
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北から南から

●宮坂医院

濵　美香保

宮坂医院は、居宅支援事業・居宅療養管理・訪問看護・訪問リハビリテーションの事業所があり諏訪市病児
病後児保育室「スマイル」も併設しています。お子さんからお年寄りまで家族でご利用いただける地域に根差
した診療所を目指しています。訪リハ部門は理学療法士 2名と少数なので周辺の病院や施設との交流や各サー
ビスとの連携を大切にしています。
長年医療サービスを受けていた当診療所でそのまま介護サービスを提供できるため、利用を躊躇している患
者さんへの介護保険サービス導入がスムーズに行えます。また事業所内の医師やケアマネージャー・訪問看護
師と連携しやすいので、亡くなる直前まで訪問リハビリを継続することもあります。
いつまでリハビリテーションを行うのか、その意味は何なのか難しい課題ですが「住み慣れた地域で最期ま
で暮らすお手伝い」をするために、理学療法士としてできる事を考えていきたいと思います。
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●山田記念朝日病院

田中　映美

当院は長野市北東部にある民間病院です。病床数は一般病床 6床、地域包括ケア病床 42 床、リハビリテー
ションスタッフは PT4 名、OT4 名、ST1 名が所属しています。法人内には医療療養型を有する病院・特別養
護老人ホーム・介護老人保健施設・ケアハウス・グループホームがあります。
業務内容としては外来診療と入院診療を行っており、主に地域包括ケア病床に入院されている患者さんの診
療をさせていただいています。在宅復帰を目標とした患者さんの退院支援を行うほか、在宅復帰が困難である
方や医療依存度が高い方など様々な患者さんと関わらせて頂いております。最近は 90 歳を過ぎた超高齢の方
が多く、業務の中でも高齢化を感じています。
地域の皆様から信頼される病院として質の高い医療と良質なサービスにより健康づくりのお手伝いをすると
いう当院の理念の下、これからもリハビリテーション業務に励んでいきたいと思います。
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鹿教湯病院
川上　達也

リレーエッセイ

「上善如水」

皆さんはこの言葉をご存じでしょうか、日本酒の銘柄です。私の休日の楽しみはお酒を飲むことです。

このお酒は新潟のお酒ですっきりとした味が特徴的でとても飲みやすい物になっています。私自身日本酒

を飲んだ事は成人を迎えてからほとんどなく、このお酒の名前すら知りませんでした。その時偶然入った

居酒屋でこのお酒を知りました。当時ビールしか飲まない私にとって普段と違うお酒を飲む事に対する興

味が湧き、お店のメニューの中で一番読めなかったこのお酒を飲むことにしました。それ以降、日本酒の

おいしさに気付き、今となっては日本酒が好きな知人に他の銘柄も紹介して頂き家での酒飲みが楽しく

なっている状況です。

しかし個人的に一番美味しいお酒は生ビールであり、仕事終わりにお店で飲む事が至福のひとときで

す。現在コロナウイルスが流行している中、お店で生ビールを飲む機会は無くなってしまいました。家で

生ビールを作れる機械など様々な物があり家での生活が充実するかもしれません、しかし一人で飲むお酒

よりも友人や職場の同僚と飲むお酒に勝る物はないと考えます。早く以前のような生活が戻って欲しいと

常日頃考えながら私は家でお酒を飲みます。
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原稿掲載依頼

「PT�ながの NEWS」へ原稿の掲載をご希望される方は、広報部までご連絡をお願い致します。
メールアドレス：kouhou-pt@kakeyu-hp.com

一般社団法人長野県理学療法士会事務局

〒 380-0836　長野市南県町 685-2 長野県食糧会館　5F
TEL：026-234-3540　FAX：026-234-3550
（一社）長野県理学療法士会ホームページ

https://ptnagano.or.jp


