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理学療法士としての芯とは
嶋田病院

池田拓矢

「最小限の努力で最大限の成果を得る」
みなさんは自分のモットーとなる言葉や座右の銘はありますか？先ほど書いた言葉は私が高校の時
（確かアルバイトをしていた最中だったような）に思い立って就職してしばらくまでモットーのように
なっていた言葉でした．そのため学生時代も試験は最小限の努力，すなわち 60 点ギリギリで単位を取
得することを強く意識していたことを今でも覚えています．今思えば 16～17 歳の若い頃からモットー
や座右の銘に近いものを持っていた事はある意味で芯がある生き方をしていたのだなと感じる所でもあ
ります．
しかし，この言葉を持ち合わせた事は間違いでした．就職をして患者様を治療していく中で分からな
い事が多すぎて一体どれだけの壁に当たった事か．何が分からない事かですら分かってなかったかもし
れません．あまり努力をしていなかった私でしたので最小限の装備で雪山に突っ込み，なぜ自分が寒い
思いをしているかさえ気づけていないようなものでした．業務の抜けも多くあり当然同期入社した仲間
の中でも一番の問題児だったと思います．様々な方に迷惑をかけていました．
そこから私が少しずつ変わってきたきっかけとなったのは興味のある分野が明確になった事でした．
私の場合は脳卒中であり，その分野を必死に勉強していました．研修会にも多く通っていました．その
中で新しい言葉にも出会うことができました．私が勝手に師匠と思っている先生が飲み会の場で話して
いた言葉です．
「理学療法に出会えた運命に感謝しており，理学療法に出会えた事の恩返しをするために自分の持っ
ている知識や技術をみんなに伝えている」
当時の私にとって非常に重たい言葉でした．理学療法への感謝と恩返し．この言葉を聞いてから大き
く考え方が変わったと思います．自分ができる恩返しはきっと患者様に今持っている最大限の力で理学
療法を提供することと考えるようになりました．今の私にとっても抱えき
れない言葉ですが，この言葉が今の座右の銘となり私の芯として支えてく
れています．おかげさまで今では微力ながらも県士会活動に携わらせてい
ただいており，職場の中でも一理学療法士としてまた一社会人としてなん
とか業務をこなせるようになったかなと思っています．
最後になりますが，理学療法士として自分なりに必要と感じているもの
は「芯となる言葉」であり，その芯が揺らがなければ大きな壁に向き合い
きっと乗り越えられると信じています．
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Professional ~Style of works~
Profile
・氏名：横山 桂治
・所属先：医療法人健康会

嶋田病院

・修得資格：認定理学療法士（循環）
・経験年数：18 年目
・出身校：神戸総合医療介護福祉専門学校
・その他の資格：特になし

横山先生は前列左から 2 番目

Questions
Q1 この資格を取得しようと思った理由を教えて下さい．
理学療法士として，自分の興味のある内部障害での理学療法としての専門性を高めたい，また協会と
しても推奨している認定資格を取得し，今後も医療従事者，理学療法士である為にも必要かと思いま
した．

Q2 この資格に関わる魅力を教えて下さい．
資格を取得して間もないので，今魅力を感じる事はありませんが，今後の自己研磨にて色を付けてい
きたいと思います．

Q3 この資格を取得して良かったと思うことを教えて下さい．
今のところ，目に見えてないですが，少し責任感は持てるようになりました．

Q4

この資格を取得するために大変だった事などを教えて下さい．
資格取得の為でなく，専門性を上げるために解剖や生理，疾患について勉強をしていきました．試験
前には，認定必須研修会でのテキストを参考に勉強しましたが，共通分野での勉強は難しかったです．

Q5 今後のセラピスト活動に対する計画や目標，希望などを教えて下さい．
自信をもって資格を名乗れるように，日々患者さんに対して，より考えてリハビリを進めていきたい
です．また，職場で循環器患者さんの把握をして，担当で無くてもチームの一員としてアプローチの
フォローをしていきたいです．
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福井しあわせ元気国体 2018 に向けて
第 72 回国民体育大会
第 17 回全国障がい者スポーツ大会
帯同報告
第 72 回国民体育大会帯同報告
福井医療短期大学 菅野 智也
第 72 回国民体育大会｢愛顔つなぐえひめ国体｣（開催期間：9 月 30 日～10 月 10 日）において，福井
県選手団本部役員のアスレティックトレーナー（AT）として 3 名，各競技の専属アスレティック理学療
法士（専属 APT）として 24 競技 44 種別に 28 名の理学療法士が帯同しました．これは本大会に出場し
た福井県選手団の半数以上を占める割合であり，第 73 回国民体育大会｢福井しあわせ元気国体｣に向け
て平成 27 年度より開始した各競技への APT 専属化業務がようやく実を結び，本格化してきたことを意
味する結果といえるのではないでしょうか．私自身は主に福井県選手団本部役員の AT，サッカー女子
のトレーナーとして 10 月 1 日～5 日の 5 日間帯同し，朝から晩まで愛媛県内の各競技会場を奔走する
という慌ただしい日程を過ごしました．そんな中，大きな原動力となったのは行く先々の競技関係者か
ら頂いた｢専属 APT のおかげで助かっている｣という意見でした．実際，昨年度行われた｢希望郷いわて
国体｣までは，各競技関係者から専属 APT の業務について厳しい意見を頂戴することがあり，なかなか
上手くいかない歯痒い思いも数多く体験しました．それがこの一年で少しずつ良い方向に向かっている
ということが実感でき，嬉しい反面，来年度の｢福井しあわせ元気国体｣開催に向けてより一層身の引き
締まる思いとなりました．
本大会で福井県は，総合成績で天皇杯 7 位，皇后杯 8 位の好成績を挙げ，来年度の｢福井しあわせ元
気国体｣に向けて良い弾みをつけることができました．また，本県が獲得した入賞総得点の約半分に専属
APT が関わっていたことは，福井県理学療法士協会としても非常に誇らしい結果ですので，会員の皆さ
んにも是非知っておいて頂きたいと思います．
現在，本大会に出場できなかった競技を含め 31 競技 87 種別に 81 名の理学療法士が専属 APT として
活動しています．来年度は地元開催のため予選がなく，全競技・全種別に本県選手が参加することにな
り，本大会よりさらに多くの専属 APT が各競技のサポートを行います．日常の業務の傍ら，自分の時
間を費やしながらのサポートは非常に大変ですが，本県の目標である天皇杯 1 位，皇后杯 1 位に向けて
一役を担って頂きたいと思います．

開会式での福井県選手団

閉会式前の福井県選手団
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サッカー女子の 1 回戦は，珍しいナイター試合．結果は惜敗だったが，多くの愛媛
県民から熱い応援を受け印象深い試合となった．

入賞したカヌー競技の選手，スタッフ，専属 APT

ホッケー少年男子の 3 位決定戦を応援するホッケ

の倉田さん（上段右から 2 番目）

ー少年女子専属 APT の小嶋さん（画面左）
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第 17 回全国障がい者スポーツ大会 愛顔つなぐ愛媛大会 帯同報告
たなか整形外科・眼科
中畔 達郎
第 17 回全国障がい者スポーツ大会「愛顔つなぐ愛媛大会」（10 月 26 日～31 日の 6 日間，26・31 日
は移動，27 日は公式練習，28～30 日大会）において，医学サポートとして福井県選手団に帯同させて
いただきました．福井県選手団（選手 47 名，役員 34 名，合計 81 名）は，陸上競技，水泳，アーチェ
リー，卓球，フライングディスク，ボウリングの個人 6 競技と，ソフトボールの団体 1 競技への出場し，
私は主に陸上競技選手のケアに時間を当てさせていただき，他にもボウリング選手，ソフトボール選手
のケアに伺う機会もありました．
本大会でのサポート内容は，競技前のコンディショニング15件，競技後のコンディショニング13件，
競技前テーピング1件，アイシング5件の対応となりました．大会期間中，各選手に大きな外傷等ありま
せんでしたが，開会前日の公式練習中に陸上選手の1人が肉離れ様症状を呈し，アイシング・テーピング
などの応急処置も1件ありました．
残念ながら台風 22 号の影響でソフトボール競技は中止，陸上競技も一部中止やプログラムの変更が
ありました．出場予定の競技が無くなった知的障がいの選手に対するコーチやサポート役員の対応の仕
方や声のかけ方などは，非常に勉強になりました．大会が進むにつれ，福井県選手団の結束が高まって
いき，最後の 4×100ｍリレーの時は選手・スタッフ全員で応援し，見事金メダルを獲得し大きな感動が
生まれていました．
個人的には普段の病院勤務とは違った緊張感があり，またケアをした選手がメダル獲得などの活躍を
されると大きな感動・充実感がありました．他にも他県の PT の方々，各競技のコーチ，そして県職員
など様々な方々との交流があり，普段とは違った刺激があり充実した 6 日間となりました．
さて来年の 2018 年には，
「福井しあわせ元気大会（第 18 回全国障がい者スポーツ大会）」が開催され
ます．大会期間は各競技場でのコンディショニングルーム設置に多くの理学療法士の方々のお力添えが
必要になると思われます．またその後も障がい者スポーツは続いていきます．来年の福井大会をきっか
けに障がい者スポーツに興味を抱いてもらい，大会期間だけでなく，大会後も多くの方々に関わりを持
っていただきたいと思っています．

コンディショニングルームのスタッフ募集は終了致しました．
申し込みありがとうございました．
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福井国体に向けて ～車椅子アーチェリーのサポートを通して～
平谷こども発達クリニック
栗田

梨渚

私は高校時代にアーチェリー部に所属していたため，
車椅子アーチェリーのサポートに興味を持ち，昨年度よ
りストレッチや準備体操の考案などでサポートをさせて
いただいています．
アーチェリーは，リカーブまたはコンパウンドという
弓を使用し，30～70ｍ先の的を狙って矢を放ち，矢が当
たる場所によって得られる得点で勝敗を競う競技です．
車椅子アーチェリーには視覚障がいを除く身体障がいの
ある方が参加しています．また，①四肢の障がいにより
車椅子を使用している方，②下半身の障がいにより車椅
子を使用している方，③立位または椅子座位で競技ができる方 の 3 つにクラス分けされています．
さらに，障がいの種類や程度に応じて一部ルールを変更したり，用具を工夫したりすることが認めら
れています．例えば，片麻痺で弓を引くことが困難な方は，口でくわえて引っ張ることで競技に参加し
ています．
福井の選手の練習は和気あいあいとした雰囲気の中行われており，選手同士でアドバイスし合うなど，
切磋琢磨されています．
今年度は昨年度に比べ，国体に意識を向けた練習を行っており，
滋賀県へ遠征練習に行ったり，県外の大会にも出場したりしていま
す．選手の方々は県外に行くことで刺激をもらい，福井での練習に
よりいっそう精を出しています．
愛媛国体に福井代表として出場された選手の方は，国体前に「と
にかくメダルを取りに行ってきます」と目標を語ってくださいまし
た．結果は銀メダル．とっても嬉しそうにメダルを見せてくださり，
「天候以外はとても良かった」とおしゃっていました．
また，他の選手のみなさんも「目指すはメダル」と福井国体での
高い目標を掲げています．
今期はオフシーズンに入ってしまいましたが，春の練習再開がと
ても楽しみです．
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第 22 回福井県理学療法学術大会開催ならびに一般演題募集について
拝啓，時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます．平素は当会の運営にご理解・ご協力を
賜り厚くお礼申し上げます．
さてこの度，第 22 回福井県理学療法学術大会を下記の日程にて開催する運びとなりました．
つきましては，一般演題を募集したいと存じます。多数の応募をお待ちしておりますので，何卒
よろしくお願いいたします．
敬具
記
１．第 22 回福井県理学療法学術大会の開催について
テ ー マ
日
時
会
場
大 会 長
参 加 費
特別講演

：
：
：
：
：
：

理学療法の臨床知
平成 30 年 5 月 20 日（日）
福井県済生会病院
小澤 純一（福井県立病院）
会員 3000 円 ，会員以外 4000 円
大久保 圭子（日本理学療法士協会）

２．一般演題応募について
締め切り ： 平成 30 年 2 月 10 日（土）
応募方法 ：
「福井県学会抄録ひな形」に演題名・所属・演者氏名（共同演者を含む）
・キー
ワード 3 つ・抄録本文（1000 文字以内）を記載し，メールにて応募してくだ
さい．記載の際には「抄録記載の注意事項」を十分理解してください．
応募先 ：fukuipt22@gmail.com (若狭医療福祉専門学校 内藤）



演題名のみの申し込み受付は行っておりません。抄録本文の提出をもって申し込み完了となり
ますので、ご注意ください．
演題受付終了後，
「演題受理」のメールを返信いたしますのでご確認ください。返信メールがな
い場合は、下記まで電話でお問い合わせください．
以上
一般演題問い合わせ先：若狭医療福祉専門学校 理学療法科
福井県三方郡美浜町大藪 7‐24‐2

内藤智子
Tel：0770‐32‐1000

学術大会問い合わせ先：福井大学医学部付属病院 リハビリテーション部 久保田 雅史
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23‐3 Tel：0776‐61‐3111
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【編集後記】
紅葉も枯れ，山が白く染まる時期となってきました．今年も残り僅かです．
やり残したことはありませんか？私は今年中には雪山へ行ってスノーボードを
やりたいと思っています．
やり残したことがあれば，みなさまもぜひ，年内にやってみてはいかがですか？？

賛助会員
ミナト医科学株式会社 金沢営業所

ハシノメディカル

石川県金沢市金市町二 18 番１

小浜市千種 1－10－18

ツールケア

有限会社 奥義肢製作所

福井県福井市加茂河原 2 丁目 13-32-2B

福井県福井市二の宮 2 丁目

株式会社ミタス
福井市問屋町 4 丁目 901 番地

順不同
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