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発行 秋田県理学療法士会
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秋田県理学療法士会の事業へ

が相談をお受けしました。普段の生活で気をつ
けることや、介護予防に役立つ体操の仕方など、
多様なご相談がありました。４時間あまりの間
に、理学療法士会のブースには 名の方に来て
いただきました。
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ご参加ありがとうございました
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高校野球秋田県大会のサポート
７月に開催された、第 回全国高等学校野球
選手権秋田大会の、３回戦から決勝までのサポー
ト活動を行いました。秋田大会のサポートに理
学療法士会が携わるのは、今回で３年目となり
ます。５日間の日程を、のべ 名の理学療法士
会員でサポートしました。毎年、天気は非常に
気がかりです。幸いにも今大会期間中は好天に
恵まれ、雨天順延もなく、サポート活動を順調
に終えることができました。
サポート活動では、アイシングやストレッチ
ングの指導などを行いました。試合でのピッチ
ングを終えた投手には、肩や肘へのアイシング
をしてもらいました。デッドボールがあれば、
アイスパックを持ってベンチ裏に駆けつけまし
た。試合終了後には、試合で酷使した筋肉のス
トレッチングを理学療法士とともに行いました。
今大会での、アイシングを行った選手は 名、
ストレッチングは 校の選手に行っていただき
ました。
この大会の後、
８月の甲子園大
会に出場した能
代チームには、
理学療法士２名
が整形外科医と
ともに帯同しま
した。
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いつまでも生き生きとした生活を送るため、高
齢者の体力低下の原因と関節の痛みのメカニズ
ム、その対処法などにスポットをあててみまし
た。
公開講座では、肩の痛み、膝・腰の痛みにつ
いて、２名の理学療法士がお話をさせていただ
きました。講演の中で、いつでもどこでもでき
る、効果的な運動の方法も来場された方に体験
していただきました。講演終了後にはたくさん
のご質問がよせられ、関節の痛みや関節を守る
運動への関心の高さをうかがわせました。
会場内では理学療法士を目指すための進学相
談コーナーも設置いたしました。たくさんの中・
高校生が訪れていました。また、大仙市立花館
小学校マーチングバンド、大曲小学校和太鼓ク
ラブの演奏で、イベントをおおいに盛り上げて
いただきました。
市民健康フォーラムにブース開設
「市民健康フォーラム・自殺対策市民フォー
ラム～健康あきた市 ～」の会場の一角をお借
りして、理学療法士会ブースを開設しました。
ブースには、体力測定コーナー、介護予防相
談コーナーを設けました。理学療法士会のブー
スでは、来場された方に握力や落下棒、片足立
ちなどといった簡単な体力測定をしていただき
ました。体力測定結果からご自身の体力を知り、
介護予防に興味を持たれた方が大勢おられたよ
うです。また、介護予防相談では、理学療法士
21

秋田県理学療法士会では、県民の皆様にご参
加いただけるイベントを、今年度も県内各地で
開催させていただきました。イベント以外にも、
県民の皆様の保健、医療、福祉の向上に役立つ
ための、さまざまな事業に取り組んでおります。
理学療法週間公開講座
毎年７月の理学療法週間に、県民の皆様のお
役に立つテーマで開催しております。今年度は
大仙市において、「肩・腰・膝～痛みに対する
理学療法の世界」をテーマに開催いたしました。
～ 歳を対象とした県老人クラブの体力測
定結果によると、厚生労働省の行った全国調査
と比較し、男女とも多くの項目で全国平均を下
回っていたと報告されております。冬期間の活
動量減少による体力低下が、要因のひとつとし
てあげられています。
また、歳を重ねる
につれ、肩や腰、膝
などの関節変形を原
因とする痛みを抱え
ることが少なからず
あります。痛みによっ
て日常生活に支障を
きたすようになり、
さらに外出や社会参
加をも妨げられてし
まうことがあります。
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障害の予防

手すりや松葉杖を使って
歩く練習をしていたり、重
りをつけてトレーニングを
したり。リハビリテーショ
ンを行っている場面が、テ
レビドラマなどでもときど
き出てきます。しかし実際
のリハビリテーションは、歩く練習ができる
まで病気やケガが回復する状態を待たずに、
もっと早い段階から始められています。
骨折などのケガ、脳卒中などの病気で入院
した方の中には、理学療法などのリハビリテー
ションが必要になることもあります。リハビ
リテーションが必要な場合は、入院して間も
ない時期から開始されます。私たち理学療法
士は、早期からのリハビリテーションにも関
わっています。
脳卒中の方の場合、入院直後の集中治療室
に入っているときであっても、私たち理学療
法士がベッドまで伺います。医師による治療
と並行して、理学療法をはじめとしたリハビ
リテーションが行われています。身体に負担
のかからぬよう医師の許可の範囲内で、関節
を軟らかく維持したり、寝返りや座る動作の
練習などを行います。早い時期から始めるこ
とで、後日はじまる本格的なリハビリテーショ
ンをスムーズに進めることができます。
骨折で入院された場合はどうでしょうか。
手術の翌日には車椅子に乗った
り、手すりで立つ練習を始める
こともあります。痛みを起こさ
ないよう、細心の注意が必要で
す。すぐに手術ができない場合
には、ケガの部位に負担をかけ
ないような筋力トレーニングな
ども行われます。入院、または
手術後の早い時期からのリハビリテーション
は、骨折により安静にしている期間をなるべ
く短くすることで、体力の低下を防ぐために
重要です。骨折が治っても、体力が落ちてし
まっていれば、もともこもありませんも
のね。
最近は、胸やお腹の手術に備えて、手
術前から呼吸の力をつける
ための理学療法なども行わ
れています。理学療法の対
象はますます増えています。

病気しらずの健康自慢の人であっても、歳
を重ねると、しぜんと関節が固くなったり、
手足の筋肉が細くなったり、疲れやすくなっ
たりします。こうした身体機能の変化により、
歩ける距離が短くなったり、段差の上り下り
がつらくなったりしま
す。歩くのがつらくな
ることでつい外出が面
倒になり、家の中ばか
りで生活していると、
運動不足からさらに体
力が低下してしまいま
す。これは閉じこもり
症候群とも呼ばれてい
て、動かないことが身体機能の低下を進める
ことにつながります。
また、身体の機能の低下により、なんでも
なかったはずの段差でつまづいたり、振り向
いたはずみでバランスを崩した
りすることもあります。身体機
能の低下から転びやすくなるこ
とは、それによるケガ、その後
遺症を増やすことにもつながり
ます。
身体機能の低下が原因で、将
来の介護が必要な状態へ進めな
いための、介護予防の取り組み
が行われています。県内の市町
村の中には、介護予防に取り組む専任の理学
療法士が配属しているところもあります。こ
こでは、高齢者の体力のチェックや、一人ひ
とりに合った運動メニューをつくり、安全に
運動できるよう指導します。メニューに沿っ
て運動を継続することで、多くの項目で体力
が向上するなど、成果を挙げています。また、
各市町村などが開いているリハビリ教室など
へも、講師として理学療法士が派遣されてい
ます。自宅でも簡単に継続できる運動方法な
ど、楽しみながら体験していただきます。
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急性期病院、回復期リハビリテーション病
棟でのリハビリテーションが終了すると、い
よいよ自宅へ退院です。自宅へ戻ってからも、
退院した時の身体機能や動作能力を、いつま
でも維持していくことが大切になってきます。
それは、自立した生活を維持すること、また
は介護を必要としている方にとっては介護度
を上げないために重要です。
この維持の時期でも、理学療法士が関わっ
ています。介護保険をつかった訪問リハビリ
テーション、通所リハビリ
テーションなどがあります。
ひとりひとりの身体状況に
合わせ、自宅でも継続でき
る運動の指導なども行いま
す。訪問リハビリテーショ
ンでご家庭に伺う場合には、
家屋状況やご家族の介護力
を考慮しながら、安全な動き方、介助の仕方
をご本人だけでなくご家族にもご指導させて
いただきます。

回復期リハビリ
2000年に、回復期リハビリテーション病棟
が新設されました。ここは、急性期病院での
ケガや病気の治療が終わり、集中的なリハビ
リテーションが行われるところです。県内で
も多くの理学療法士が、この回復期リハビリ
テーションに関わっています。
この病棟でのリハビリテー
ションでは、どのようなこと
が行われているのでしょうか。
歩く、起き上がるといった、
生活の基本となる動作の練習
のほか、動作の元となる足腰のトレーニング
などを行います。また、
着替えや洗髪など、身
の回りの動作の練習も
行われます。さらに、
リハビリ室での練習の
成果が病室での実生活
に生かされるよう、看
護・介護スタッフと連携し、病棟でのリハビ
リテーションにも力を入れています。
退院し自宅へ戻るにあたっては、事前にご
家庭を訪問させていた

クイズ
Ｑ1

右の膝が痛いとき、杖は左右どちらの手に持
つとよいでしょうか？
①右手
②左手
③どちらでも好きなほう
答えは６ページにあります

右の膝が痛いとき、段差は左右どちらから昇
ると楽でしょうか？
①右手
②左手
③どちらでも好きな足から
答えは６ページにあります
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それぞれの方の障害の
程度、体力と家屋環境
から、安全な生活を送
るために必要な福祉用

クイズ
Ｑ２

だくこともあります。

具の活用や、住宅改修
のご相談にも応じさせ
てもらいます。

秋田県の理学療法は、誕生からまもなく40歳。人間で言うと、アブラの乗っ
た働き盛りですね。この間、理学療法士の数や、勤務する施設の数は、年々増え
てきました。現在の、秋田県理学療法士会を、数字でみてみましょう。

現在の理学療法士の数と施設数は…

施設の種類では…

全国の都道府県と秋田県を比べてみました！
理学療法士の数が多いのは…
①大阪府

②東京都

③福岡県

④愛知県

人口あたりの理学療法士の数が多いのは…
⑤神奈川県

少ないのは…
①秋田県 ②島根県 ③鳥取県
④富山県 ⑤岩手県、福井県
2010年4月のデータでは、理学療法士が最も多いのは、
なんと大阪府です。その数は4381人近くで、首都東京を
わずかに上回っています。
理学療法士の少ないのは、偶然にも日本海沿いの都道
府県。最も少ない秋田県と、大阪府との差は、12倍近く
もあります。

クイズ
Ｑ３

人口10万人あたりの理学療法士の数で比べてみました！
①高知県

②鹿児島県

③長崎県

④徳島県

⑤佐賀県

人口あたりの理学療法士の数が少ないのは…
栃木県、秋田県、東京都、神奈川県
人口あたりの理学療法士数トップ７までは、四国や九
州、沖縄で占められています。第１位の高知県は、10万
人に対して約120人です。鹿児島県、長崎県では約90人
です。
逆に少ないのは秋田県の他、栃木県、東京都、神奈川
県、埼玉県などの関東地区で、10万人に対して30～35人
です。秋田県を除く東北各県は、10万人あたり35～40人
の理学療法士がいます。
全体的に見て、人口あたりの理学療法士数は、西で多
く、東で少ない傾向にあります。

太ももの筋肉のストレッチをするとき、安全なやり方はどれでしょうか？
① ゆっくりと伸ばしたら、少しの間伸ばした位置でとめる
② ゆっくりと伸ばしたら、すぐに戻す
③ イチ、ニ、サンと掛け声をかけながら、テンポよく
答えは６ページにあります
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手すり アレコレ
イラストにある以外
にも、手すりにはいろ
いろな形のものがあり
ます。
手すりは、設置する
場所によって、使うべ
き種類が変わってきま
す。さらに、廊下の手
すりの高さ、トイレ手
すりの便器からの距離
など、使用される人の
体型や運動能力などに
よって変わってきます。
リハビリテーションを
受けられている方は、
担当の理学療法士や作
業療法士に相談される
ことをお勧めします。
介護専門店などで住環
境コーディネーターな
どの専門知識を持った
方にも相談できます。

寝かせきりにさせていませんか
起こして車椅子に乗せてみませんか
外出させてみませんか

介助のコツ １・２・３
介助のコツ１
介助のコツ２
介助のコツ３

ベッドからの起き上がりの介助から、車椅子から車
へ移るときの介助のやり方まで。
ホームページにてご覧いただけます。

答えは６ページにあります

答えは６ページにあります
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膝が痛かったり、腰が伸びにくくて長く歩けなかっ
たり…。いろいろな状況で使われる杖。杖といって
も、さまざまな種類があります。Ｔ字杖といわれる
普通の形の杖。４本足で安定感たっぷりの４点杖。
肘あてがついていて、握力が弱くても使いやすいロ
フストランドタイプの杖など。私たち理学療法士は、
担当の患者様が杖を必要とするとき、その患者様の
身体状況や環境に合わせベストと考えるものをおす
すめします。杖をすでに持っておられるか患者様に
尋ねると、時々こう答えられる方がおります。「鳩
ついたやつなら、あったはずだな」と。
鳩の杖…、杖のてっぺんの部分に鳩がついた、あ
の杖です。「はとづえ」とか、「きゅうじょう」と呼
ばれます。杖の種類の分類上は、Ｔ字杖の親戚くら
いでしょうか。市町村が 歳（または 歳）の敬老
の記念品として贈ることがあるようです。
高齢者が転ばないための杖、というのは分かりま
す。でも、なぜ杖についているのがハトでなければ
ならないのでしょうか。平和のシンボルが敬老と関
係が？
漢字の「八十」が片仮名のハトと読めるから、
歳の長寿のお祝いとして贈
られるようになった。ある
いは、鳩が物をついばむと
きに、ムセないことにあや
かった。いろいろな説があ
るようです。元々の起源は
中国にあるようです。
この鳩の杖について紹介
している本も出版されてい
るようです。興味のある方
は、本屋さんに急いで
この鳩の杖、桜樺細工を
あしらえたものが、秋田県
内の会社でも作られていま
す。
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退院してから、リハ
ビリを続けられると
ころは？

大きく息を吸うために、一緒にやるとよいことは？
① 前かがみになる
② しゃがむ
③ 両手を上げる

Ｑ４

88

80
↓
ハト

ク イズ

右脚を曲げられないとき、ズボンは左右どち
らから履くとよいでしょうか？
① 右脚 ② 左脚 ③ どちらでも好きなほう

クイズ

効果的な
体操はないの？

理学療法士になるた
めには、どんなこと
を学ぶの？

知


理学療法に関する相談に、ベテラ
ン理学療法士がお答えいたします。
ファックス、もしくはＥメールに
て受付中です。
ご相談への回答には、１週間程度
かかりますことをご了承下さい。

福祉用具に
ついて知りたい！
家族の介助のやり方が
わからない！

識
80

ま

ご利用下さい!
! 理学療法相談サービス

魔女の一撃、ご用心
ウサギ年となってからの１ヶ月間、毎日のように雪が降り続きまし
た。秋田県の１ヶ月の積算積雪量としては記録的な大雪となり、県南
では１階の屋根が隠れるほど。あちこちの市町村の除雪予算が不足し
たと伝えるニュースが、何度も報道されました。この大雪で悲鳴をあ
げたのは自治体の除雪費だけではなかったはずです。もしかしたら、
自宅まわりの雪よせを続けた皆さまの腰も。
ふだん腰痛のない人であっても、毎日の雪よせ作業での負担が重なっ
て、腰の痛みが出てくることもあります。休日に、たまった雪をよせ
ようと、スコップを持ったとたんに、急に腰に強い痛みを感じること
もあります。いわゆる ぎっくり腰 です。 魔女の一撃 とも呼ば
れます。もともとの足腰の筋力が不足していたり、加齢による腰の骨
の変形などがあると、起こりやすくなるといわれています。これに加
えて、腰痛を起こす原因として重要なのは、スコップなどの道具を物
を持ち上げたり、運ぶときの姿勢です。
気をつけしてまっすぐに立った姿勢と、お辞儀をして前かがみになっ
た姿勢を比べてみます。腰や背中の筋肉、腰骨と腰骨の間にある椎間
板にかかる負担は、どちらも前かがみの姿勢でより大きくなります。
物を持っていなくても、負担のかかる姿勢を繰り返すことで、腰の痛
みの原因となります。雪よせにかぎらず物を持ち上げたり、運ぶとき
は、腰に負担のかからない姿勢で作業をすることが大切です。



悪い姿勢

良い姿勢



物は体の近くにあります。ここか
ら膝を使って持ち上げると、腰の負
担は少なくなります。スコップの場
合、片手は柄の付け根をつかむこと
で、腰の負担は軽くなりますね。



膝を伸ばしたまま、前かがみ
で物を持ち上げています。物が
体から離れているほど、腰の負
担は大きくなります。



健康･体力づくりの
「出張理学療法講座」受付中

【テーマ】
①メディカルチェック
②ストレッチングの指導
③筋力トレーニングの方法
④大会前後のコンディショニング
⑤スポーツ障害の予防
⑥転倒予防
⑦生活習慣病の予防

秋田県理学療法士会では、健康・体力づくりのた
めの出張講座を受け付けております。
健康や体力づくりのための運動、あるいは様々な
競技スポーツなど、運動のレベルは様々です。しか
し、どんなレベルであれ、運動によってケガや慢性
の障害が起こることがあります。運動によって起こ
りうる外傷・障害を知り、それを予防するための、
確かな知識と技術を持っていただくことは、安全な
スポーツ活動を継続するために不可欠です。ご自身
のスポーツ活動、あるいは運動を指導する際にお役
に立つ内容です。この講座では、以下の７つのテー
マをご用意しております。



１テーマは 分（要相談）です。
当会所属の理学療法士が出張し、実習や講義をい
たします。
講師料（要相談）、会場までの交通費・保険料は、
ご依頼様のご負担とさせていただきます。

出張講座の詳細は、当会のホームページでご覧い
ただけます。
ホームページまたは、事務局までファックスでお
申し込みください。

右脚をかばうときは、反対側の左手に杖を持ちます。

両手を上げてバンザイをすると、胸が広がり、大きく息を吸いやすくなり

Ｑ１

②左手

Ｑ２

②左足 右脚に痛みがあったり、筋力が弱くて支えにくいとき、段差は左
から昇ると楽にできます。反対に、段差を降りるときは右脚を先にすると
安全です。

Ｑ３

①ゆっくりと伸ばしたら、少しの間伸ばした位置でとめる イチ、ニ、サ
ンと、反動をつけるやり方では筋肉を痛めることもあります。ゆっくりと伸ばしたら、そこ
で20秒前後とめます。伸ばされて少し痛いけど気持ちいい、「イタキモ」を目安にすると安
全です。

Ｑ４

①右脚 右脚が曲がらなかったり、右脚に麻痺があるとき、ズボンは右から履くとスムーズ
です。ズボンを脱ぐときは、左脚が先になります。

Ｑ５

③両手を上げる
ます。

クイズ
答え

60
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