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スポ ー ツに関わる理学療法士

， 理学療法士に期待するこぎニ

後藤車いすを使った競技では、褥
痘ケアなども期待されていると考
えていますが、他にもどんな関わり
方が出来るのでしょうか。
藤田教授例えば、大会当日では卜 ぃく事が多くなると予想されていま
レ ー ナ ー ブ ー スを作って、選手の すので、理学療法士の方の参画もし
マッサ ージを行って頂く事もありま ゃすくなるのではないでしょうか。
す。日常的な練習ではトレー ニング 池野病院に来ている時の事は、知っ
メニュ ーの作成や体の動かし方な ていても、学校でどうしているか、ほと
ど、フィジカルトレー ニングの専門 んど把握出来ていない事も多いです。
家として関わって頂く事で、選手は 藤田教授教員も同じ気持ちだと思
もちろんですが、コーチも自信を持つ いますので、関わって頂けると大変
て練習に取り組んでもらう事が出来 喜ばれると思います。ただ、お一人の

理学療法土が抱え込むと大変なの
で、関心のある1つの競技だけとか、
近くの学校1校とだけ関係を持って
頂くだけでもいいです。
2026年アジアバラリンピソク競技
会が決定し、やっと組織として 活動
が出来てきています。理学療法土会
で研修を開催するなど、関心を持っ
て頂く機会を増やして頂けるのは、
我々としてはとてもありがたい事で
す。加えて関心のある方は、少しの規

ます。た だ、こう い っ た 事 も1例で
あって関わり方は本当に多様です。
競技のクラス分けは取得に条件があ
りますが理学療法士はもちろん取
得して頂く事が可能です。学校教育
の場では今後部活動を教員が行う
のではなく、地域の方々が指導して

模で構わないので、 関わりを持って
頂けると嬉しいです。県内のどの地
域でもバラスポー ツに興味を持った
方が、プレイ出来る様な環境を目指
していきたいです。私は障がいのあ
る方がスポー ツを始めるきっかけの
扉を開いてくれるのは理学療法土
のみなさんだと考えています。
池野・ 後藤ありがとうございます。
池野大変勉強になりました。理学療
法士はスポ ー ツ好きで、興味を持っ
ている方も多いです。
後藤自身の怪我がきっかけで、理学
療法土を目指す事も多いですよね。
藤田教授ご存じの通り、パラスポー

ツは元々リハビリテ ー ションから始
まっています。リハビリ室で毎日ト
レーニングをやりなさいと指導する
よりも、バスケットボ ー ルをゴ ー ル
まで投げられる様にしようと、声か
けした方が効果の高い時がありま
す。地域での関わりをきっかけに病
院内でボッチャを行ってもらえたり
すれば、皆様の提供するリハビリ
テ ー ションに剌激になる部分もある
のではないでしょうか。

INFORMATION 

■藤田先生監修の本のご紹介

決定版！バラスポーツ大百科1 バラスポーツってなに？

著 者藤田紀昭監修 グループ ・ コロンブス有限会社編集
出 版 社岩崎書店
出版年月日 2020年12月31日
内 容バラスポーツの歩みや、どんな競技や種目が行われるの力＼特有の

ルールにはどのようなものがあるかなど、パラスポーツの特徴や
工夫をビジュアルでわかりやすく解説しています。

■バラスポー ツに関わる施設・協会のご紹介

•名古屋市障がい者スポー ツセンタ ー TEL : 052-703-6633 
・公益財団法人 日本パラスポーツ協会 https://www.jsad.or.jp/index.html

スポ ー ツに関わる理学療法士に

必要なスキル
2021 年6月 12日（士）～13日（日）にスカイホール豊田にて開

催された「第60 回中日本フェンシング選手権大会」をサポー

トされた水田洋平先生（伊藤整形外科）にスポ ー ツに関わる

理学療法士に必要なスキルについて伺いました。

|
スポーツのサポー トに関わる
ようになったきっかけ

自身が続けてきた競技（空手道）が
あり、それを続けてきた中で日本ス
ポ ー ツ協会公認アスレティックト
レー ナーの資格を取得した事が、ス
ポ ー ツ現場と関わりを持つ大きな
きっかけになりました。

I
今回のフェンシングのサポー ト
に関わったきっかけ

東京都理学療法士協会から、愛知県
理学療法士会に協力事業として依
頼があり、スポーツ支援部としてお
引き受けしました。フェンシングに
関わったのは今回が初めてでした。

l その他関わっているスポー ツ
空手道ラクロス

|
スポーツに関わるためには
どんな準備（勉強）が必要か

スポ ー ツに関わっている先輩理学
療法士と関係を持ち、実際の活動場

面を通して知識や技術を学ぶ事が
必要だと思います。私は現職に就
いた2009年からスポ ー ツに関わ
る理学療法士になろうと志し、ス
ポー ツに関わっている先輩理学療
法士と関わり を持ち相談しなが
ら現職をスポー ツ選手を受け入れ
られる環境に整えていきました。
また2011年から6年半、公益財団
法人スポー ツ医 ・ 科学研究所で研
修させていただき復帰に向けた
アスレティックリハピリテー ショ
ンやテー ピングなどの知識と技術
を選手を通して学びました。

|
スポ ー ツに関わるためには
どうしたらよいか

なぜスポー ツに関わりたいのかと
いう明確なビジョンを持つ事が大
切だと思います。そのビジョンを周
りに示す事で、スポ ー ツに関わっ
ている理学療法士とのつながりが
生まれてきます。

|
今後スポー ツに関わりたいと
いう人へのアドバイス

スポー ツには世界を変える力があ
る。スポ ー ツには、人々を勇気づけ

る力がある。スポ ー ツには他では
到底成しえない人々を結びつける
力がある。スポ ー ツには、それまで
絶望でしかなかったものに希望を
もたらす力がある。ネルソン ・ マン
デラ元南アフリカ共和国大統領の
言葉です。東京オリ ・ バラでそれを
感じた方も少なくないと思います。
スポー ツはきっとあなたの理学療
法士人生を輝かせてくれることで
しょう。

スポ ー ツに関わる活動に興味のある方は7

L
事務局でもご相談を受け付けいたします
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https://www.jsad.or.jp/index.html
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小学校の同級生が筋ジスとなり、急に学校に来られなくなってしまいました。
音楽が好きな子だったので時折テレビやラジオから録音したテープを届けて
いました。彼が国立療養所に入所中、訓練を見学する機会があり理学療法士と
いう仕事を知りました。

このコーナーでは、愛知県内で長年理学療法士として活躍されてきた方を
ご紹介していきます。第2回は、NPO法人愛知県理学療法学会監事も務め
ていらっしゃる、藤田正之氏（医療法人仁医会 理事）をご紹介します。

QI

理学療法士を目指したきっかけは？Expert
PT

エキスパート

　学生時代、臨床実習で多くの患
者さんと、また、卒業後も多くの患
者さんと臨床で接し、かけがえの
ない経験を得たことを私は誇り
に思う。
　臨床とは病床に臨んで実地に
患者の診療にあたること(出典:大
辞林第三版 )である。
　私が学生であった40年以上前
の臨床実習では、1日10名程度の
患者さんを受持ち日々悪戦苦闘
であったが充実していた。毎日、
スーパーバイザー(臨床実習指導
者）と「今日の患者さんどうだっ
た？何か質問はある？」等問答し
ていたことが懐かしく思え、患者
さんから直接学び得ることが多
かった。
　臨床は、患者さんの過去と現在
を比較し未来を予測、患側と健
側、同じ左片麻痺患者さん、正常
又は基準と比較することであり、
よく「今度入院したAさん、この
前退院したBさんに似ているね。」
と言う会話を耳にすることがあろ
う。症例を多く持ち経験すること
はとても重要なことである。ある
研究者が言っていたが「科学は経
験を超えることない」と。
　臨床所見とは患者さんから直
接得られる所見で、問診、視診、聴
診、打診、触診がある。我々理学療
法士にとって非常に重要な所見
で、X-P、MRI、生化学などの検査
はできず、患者さんの情報のほと

んどは臨床所見によるといって
も過言ではない。
　視診は麻痺の程度などを検査
するブルンストロームテスト、協
調性を検査する指鼻試験・回内
回外試験から歩行や動作観察等
があり、聴診は聴診器による心
音、呼吸音、打診は肺の鼓音、濁
音、清音を指で観じ、また触診で
は、MMT、筋緊張等がある。問診、
視診、聴診、打診、触診は、知識技
術だけでなく感性も重要で、音を
手で感じる事がある。
　理学療法には訓練と治療があ
る。訓練とは「あることを教えて、
継続的に練習し体得させること」
で、治療とは「患者の病態を改善
し、健康にするため施す治療行
為」である。簡単に言うと、訓練は
患者自身が行うもので、治療は患
者自身が受ける医療行為であり、
具体的に、訓練は「関節可動域訓
練・筋力訓練・バランス訓練・歩
行訓練・ADL訓練等」があり、治
療は「電気療法、物理療法、マッ
サージ等徒手療法」がある。
　昨今、理学療法の対象の大半が
脳血管疾患であり、診療報酬は、
ADL訓練（時間の提供）を重視す
る報酬体系と言っても過言でな
く、訓練が多く治療を行う機会が
少なくなり、学生時代に学んだ「解
剖学、生理学」は臨床には生かさ
れず、パターン化した訓練となっ
ているように思える。

臨床と理学療法士

鳥山 喜之
代表理事
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THE AICH PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION 

2021年7月  1日㈭　東海北陸ブロック理学療法士協議会理事会
2021年7月10日㈯　あいち福祉医療専門学校学校関係者評価委員会及び第1回教育課程編成委員会
2021年7月17日㈯　愛知県理学療法士会理事会
2021年7月28日㈬　自民党政策懇談会
2021年8月19日㈭　日本理学療法士協会臨時全国士会長会議
2021年8月20日㈮　愛知県循環器病対策協議会
2021年8月25日㈬　名古屋平成看護医療専門学校第1回教育課程編成委員会
2021年9月18日㈯　愛知県理学療法士会理事会
2021年9月19日㈰　令和3年度愛知県理学療法士会新人教育プログラム
2021年9月25日㈯　愛知県理学療法士会・作業療法士会・言語聴覚士会3団体協議会

会務記録

Q1

高校生の時に膝の手術でリハビリをしていただいた際に、この職業を知る
ことができました。担当の先生から仕事内容ややりがいなどを聞くうち
に、専門学校に通うことを決心しました。

理学療法士を目指したきっかけ

Q2
国家試験勉強の期間が特に記憶に残っていま
す。思うように模試の結果が伸びずに最後まで
苦戦していましたが、目標に向かって勉強して
いた時間はとても充実していました。

学校生活の中で1番の思い出

Q3
患者さんが自身でできることが増えていき、表
情が明るくなっていく様子はやりがいを感じ
るひと時です。しかし、そこに至るまでの過程
において、問題点の優先順位づけや適切なプロ
グラム立案には自身の知識不足を日々痛感し
苦労しています。

働く中でのやりがいと苦労していること

Q4
勉強は苦手でいつも部活動ばかりでしたが、礼儀や挨拶な
ど人として最低限の知識・作法を身につけるための貴重
な経験でした。体力的にも精神的にも追い込んでいたあの
時期があってこそ、今は大変なことがあっても踏ん張るこ
とができています。

青春の思い出

Q5
" 入院 "は想像以上に自由がなく、患者さんは常にストレス
が溜まっている状態だと思います。自身の入院経験を生か
して、身体のリハビリばかりに固執せず、ストレスケアも同
時に行っていける理学療法士になりたいと思っています。

今後の目標

卒後3年目から現在の職場で働いていますが、運動療法認定施設、老人保健施
設、訪問リハ、通所リハ、小児リハ、介護予防事業、回復期リハ、地域包括支援セ
ンターでの総合事業など常に市内にないサービスを手掛けてきました。毎回
手探りでしたが顕在化・潜在化したニーズに応えられる喜びを感じ常に挑戦
してきました。

これまでのご経験で、特に注力されてきたこと、
特に思い出に残っていることをお聞かせください。

Q2

Q2の延長線上で、障がい児やグレーゾーンの子どものアセスメントや相談が
一体的にできる仕組みやライフサイクルを通じた支援の仕組みの不足を感じ
ています。現在はこのプロジェクトを進めることが自分の目標です。

今後の目標について教えてください。Q3

目の前のご利用者に起こっている状況をアセスメントし、仮説を立て、仮説に
基づいたアプローチを立案し実施するというプロセスを丁寧に行うことが成
長につながります。また、理学療法士がアプローチすれば必ず何らかの変化が
でます。やりっぱなしでなく自己のアプローチの結果を検証する習慣も成長に
は欠かせません。慣習的なアプローチにはまることなく個々の利用者に向き
合っていただけると良いと思います。

後輩に向けてメッセージをお願いします。Q4

vol.02

医療法人深谷会 富士病
院　

リハビリテーション
科

（入職1年目）
河野  真広

藤田 正之
vol.02

入職してもうすぐ一年･･･　新人理学療法士の “今の声”を紹介します！

GOGO!新人理学療法士GOGO!新人理学療法士
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事業部からのお知らせI Information 事業部からのお知らせ Information 

；喀痰吸弓とと:2と
ぐ

と::ととととここ」

喀痰吸引機器
レンタル

原則愛知県内の

医療・介護事業所、
教育機関等

からの申L込みの場合

無料
その他の場合 10,000円

職能局 小児・障がい福祉事業部

今年度より職能局に新設されました小児·障がい福祉事業部です。当部では、障害福祉サービスに関連する法律、
制度、報酬改定や、研修会、見学会等の情報をお伝えしたいと考えています。また、皆様からのご意見やご相談をお聞
きし、情報交換ができる場として、当部を活用していきたいと思っています。

今回は、以下の情報についてご紹介させて頂きます。皆様の知識の一つとして、活用していただけましたら幸いです。
2021年10月 小児 ・ 障がい福祉事業部長 剃烏飼宏和

〇障害者総合支援法のパンフレットのこ紹介
・「障害福祉サ ー ビスの利用について」

出展：全国社会福祉協議会ホームペー ジhttps://shakyo.or.jp/downloa d/shouga i _pa mph/index.html
・「障害者総合支援法わかりやすい版」

出展：手をつなぐ育成会連合会http://zen-iku .jp/promo/pu bli sh/3206.html

＠令和3年度報酬改定情報
日本理学療法士協会ホ ームペー ジ https://www.ja panpt.or.jp/pt/functi on/insu rance/other_2021/ : 

®福祉・保険・医療情報サイト rwAM NET」https:l/www．wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/

0福祉新聞 WEB http://www.fuku shi shi mbun.eo.jp/ 

令

国闘 EIEl
医療法人財団善常会

〒457-0046愛知県名古屋市南区松池町l-1 l 
052-811-9101
l名

常勤、非常勤問わず ・経験が1年以上ある方

・常 勤 8:50~17:20、 4週8休、 夏季・年末年始休暇 給与： 226,200円～

・パー ト 週3日～、 1日4時間～応相談 時給：1,530円～ 非常勤の方の勤務時間、勤務曜日等は柔軟に対応致します。

※見学も随時可能ですのでお気軽にお問合わせください。

リハビリテ ー ション部 熊谷・段まで
http://www.zenjokaijp 

訪問看護ステ ー ション仁岡崎

〒444-0805愛知県岡崎市美合町地蔵野1番地141号
0564-64-3900 
1名
常 勤 ·勤務時間 8:30~17:30 (1時間休憩）

・月 給 280,000円（新卒）～350,000円※職務・外勤・祝祭日出勤手当を含む

・休 日 土日、 年末年始休業 (12/29~1/3) 、 夏季休暇 (3日）

年次有給休暇（入社日に10日付与）

法人管理室 採用担当
https:/ /www.gene-llc.jp/ 

いわた整形・外科・内科クリニック

〒466-0845愛知県名古屋市昭和区藤成通6-12
052-84 l -0303
1名
常勤

院長 岩田佳久
http://www.iwataseikei.com/ 
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https://shakyo.or.jp/download/shouga i_pa mph/index.html
http://zen-iku.jp/promo/publish/3206.html
https://www.japanpt.or.jp/pt/function/insurance/other_2021/
http://www.fukushishimbun.co.jp/
http://www.zenjokai.jp
http://www.gene-llc.jp/
http://www.iwataseikei.com/







