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私にできることは何か？私にできることは何か？

　やっと冬らしく寒い日が続きます。北の地域では雪

が降っているようですが、北の方々は寒い毎日をどの

様に過ごしていらっしゃるのでしょうか。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　先日、母と会津若松に旅をしました。大宮から新幹

線を使うと、各駅停車の列車を含めても 2時間で会

津若松です。福島県は私が思っていたより近い県だっ

たと知りました。

　今回の旅は 84歳の母が東北地方の地震に深く想い

を募らせ、自分に出来ることは何かを思いついた旅で

した。年老いているのでボランティア活動はできない

し、義援金は一生懸命送っても被災地に使われた金額

は義援金の何と 30％だけ。あとはあの頼りない政府

が抱え込んでいるのです。本当に自分の義援金を全て

被災地の方々のために使ってくれるのか等々、考え悩

んでいたある日、NHK で会津若松の方々が “ 是非福

島に来てください ” とアピールされているのを見たそ

うです。そして母が気付いたのは、自分が会津若松に

旅行して旅館に泊まり、食事をしたり、お土産を買え

ば少しは福島の方々のためになるだろうし、自分も楽

しませて頂けるというのです。私はそんな母の心に感

動し、お休みをもらって 2泊 3日の旅のお供をしま

した。

　今回会津若松を訪れ、私は被災地の方々のことを何

もわかっていないことを知りました。福島原発と言っ

ても福島県全体に放射線が蔓延している訳はないの

に、あの日以来県外からの訪問客は全くなく、美しい

桜が満開になっても、夏の果物が熟しても、誰も訪れ

てくれない淋しさとやるせなさがこの土地の方々にあ

ったのです。あるタクシーの運転手さんは、夏になっ

て初めて県外から修学旅行の子供達が会津若松に来た

時、皆で握手をして涙を流したと語ってくれました。

また、有名な和菓子の老舗の女将さんは、もう誰も来

てくれないからこれでお店をたたんでしまおうと決心

した時、県外のお客様から注文が入り、泣きながら感

謝と喜びの中でお菓子を発送したそうです。まだまだ

多くの地元の方々が母の気持ちを知って辛い思いを語

って下さり、そしていつも “ もうだめだ ” と思った時、

日本の各地の方々からの温かい励ましで支えられたと

聞きました。

　私は考えました。人を助けることは難しいことでは

ないのではないか。自分がしてほしい事をどんな小さ

なことでも行動に表していくことかもしれないと思っ

たのです。
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リハビリテーションセンター  理学療法士　本持 英児

理学療法って？理学療法って？
　～実習生を受け入れてみ実習生を受け入れてみて～

歴史にみる理学療法

古代エジプト 18 王朝の柱像
― 萎えた下肢を杖で支える青年 ―

バンコクにある仏教系寺院
― 徒手による矯正治療の様子 ―

　今年の 5月から 6月にかけて当科において、理学

療法士を目指す実習生を受け入れた。過去にも当院で

は多くの実習生を受け入れてきた経緯があり、ここ数

年中止していた実習を再開するに至った。久しぶりの

実習生は主治医の先生はじめ他部門スタッフの寛大な

協力を得ながら無事実習を終えることができた。今回

の実習生受け入れについては後段で述べることとし

て、そもそもこの理学療法という聞きなれない言葉に

ついて説明を加えたいと思う。

　病気を超自然的な原始宗教や呪術から引き離し、そ

の科学的な観察と正しい記録により近代医学の基盤を

つくったとされるヒポクラテス (Hippocrates)(BC460

～ 355) に理学療法技術の原形をみることができる。

彼はギリシャにおいて「医は自然の僕なり」と語り、

医術が自然治癒力の補助であると説き、疾患の治療法

として、食事療法、薬物療法に加え、自然の恵みであ

る太陽、熱、水などを利用した。あるいは疼痛に対し

てマッサージを賞揚し、脱臼には徒手療法を、

また疾患の回復を早めるために運動を行わせ

たという。もしかすると西洋医学の祖とされ

るヒポクラテスは、実は理学療法の父であっ

たのかもしれない。

　わが国には理学療法が導入される以前よ

り、身体機能の回復に携わってきた鍼・灸・

按摩・接骨という職業が存在し、これらの職

業がその一端を担ってきた歴史的背景があ

る。明治維新後、積極的に西洋医学が取り入

れられるようになり、その過程のなかで言葉

こそ形つくられなかったが理学療法と思われ

る技術が治療に用いられてきた。こうした経

験的技術だけでなく西欧諸国から

リハビリテーションの知識技術を学び、わが国の養成

教育により理学療法士という名称が法律的に確立した

のは、海外視察から3年後の1965年のことであった。

　リハビリテーションを担う職種は多種にわたり、こ

のうち理学療法士は主として病気やけが、老化、生ま

れつきなどの原因で体が不自由になり日常生活を送れ

なくなった方々に働きかける仕事である。その内容は

運動療法を中心として筋力や関節の動きを改善した

り、治療体操などの運動や電気刺激、マッサージ、温

熱そのほかの物理的手段を加えて、痛みを取り除いた

り、動き方、体の動かし方を指導したり、生活に合っ

た道具の選択や使い方のアドバイスを行ったりして基

本的動作能力の回復を図る役割を担っている。

　さて冒頭で述べた実習生の話に戻ることにしよう。

理学療法士の養成は四年生の教育課程に広がりをみせ

大学、専門学校を中心に行われている。どの養成校に

　私と母の 2泊 3日の旅は本当に一滴ほどの小さな

行動です。でも、土地の方々は涙を流してその行動を

歓迎して下さったのです。それは日々の仕事や自分の

生活でも共通しているように思いました。今、患者さ

んが、職員達が私に何か小さなことでもしてほしいと

思ってくれたら、私は小さな行動をすべきなのです。

それが、互いに癒し合うことに繋がると感じています。

ひとしずく

国から
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おいても臨床実習は必須項目であり、各学年ごとにク

リアすべき実習の到達目標も異なっている。もちろん

この目標はあくまで指標であり、学生の能力によって

到達度は異なってくる。学生の中には机上の勉強から

離れ、人と接する仕事に直面し、現実に戸惑い理学療

法士になる道を諦めてしまう学生もでてくる。一方で

実習を通して多くの患者様や医療スタッフと出会い悩

みながらも伸びていく学生もいる。こういった事情は

理学療法の学生に限ったことではなく、他医療技術職

の学生にもみられるのではないだろうか。ただ言える

ことは学生にばかり問題点があるわけではなく、むし

ろ教育指導する立場が成熟していないことで学生の探

究心や選択肢の幅を狭めてしまうことが起こりうる。

早期に学生の性格や資質を見極め伸ばすべき点は伸ば

し、改善すべき点は指導する過程の中で気付き、理解

させることが重要だと考える。そのためには指導者こ

そ知識や技術の研讃だけでなく、人間性を磨いていく

努力が必要なのだろう。過去を振り返っても多くの実

習生と関わるなかで、思わず唸ってしまう質問や想像

もつかない発想や考え方、出来事に驚くことがある。

　ここで実習中のエピソードを紹介したい。当時その

実習生は学生最後の臨床実習に励んでおり、70 代男

性で脳梗塞を呈する患者様を担当する予定でいた。こ

の患者様は少々頑固で気位の高い一面を持ち合わせて

おり、病棟よりリハビリ室にみえて理学療法に取り組

むものの、実習生には体を触らせたくないという徹底

ぶりであった。指導者側としてみれば学生にとっては

最後の実習であり、多少性格的に気難しさがみられて

も病状的には安定しており、症例を学ぶのに適してい

るという判断であった。しかしながら患者様と実習生

の関係性が築けない状況に一抹の不安を覚え始めてい

た。そんなある日、患者様が腸炎を発症し病室に安静

を強いられる日が続いた。数日して腸炎も軽快し再び

リハビリ室にみえるようになった日、患者様の口から

思いがけない言葉が聞かれた。「明日から学生さんに

体をみてもらってもいいぞ」と。この発言に小生は驚

き、その理由を尋ねてみた。実習生は患者様が病床に

伏せっている間、小生が把握していたよりもはるかに

多い回数、患者様のもとへ足を運んでいたことがわ

かった。実習生は病室を訪れるたびに病状を気遣いな

がら、その日新聞やテレビで見聞きしたこと、学生生

活について話をしたという。患者様も初めは追い返し

ていたようであるが、繰り返し姿をみせる実習生に次

第に気持が和らぐようになり、なにより実習生との会

話が気分転換につながったという。おそらく実習生は

実習の一環として患者様のもとへ通い続けたのではな

く、素直に患者様を心配する気持で真摯な態度で向き

合ったからこそ、患者様の心を動かしたのだと思う。

　この実習生をとおして、当時業務に追われるなかで、

自分自身がいかに患者様一人一人の声に耳を傾ける時

間が不足していたかを痛感した。さらに指導する立場

として、ある一定の形式 ( ここでは実習という形態 )

に捉われ過ぎてしまい、肝心な患者様の気持や立場を

十分に理解しないまま実習指導してしまったことを反

省した。その後、実習生は患者様との信頼関係を構築

し、残された実習期間を満了して養成校へと帰ってい

った。実習生が去った後、続いてやって来た実習生に

対して、自ら声をかけるようになった患者様の姿が印

象的であった。振り返ってみても、思い出深い出来事

の一つである。

　このように実習生と関わりのなかでは、こちらが考

えさせられ学ぶことも多く、薄れかけていた知識や技

術を確認し復習する絶好の機会ともなる。また実習生

を受け入れていくことで職場環境にもよい意味での緊

張感が生まれ、とかく慢性的になりがちな職場の雰囲

気を循環してくれる一面もある。実習期間中、実習生

は当院の職員である自覚をもち、一社会人として取り

組んでもらいたい。これからもリハビリテーション科

ではいろいろな地域の養成校から実習生を受け入れて

いく予定である。実習生受け入れにあたっては患者様、

ご家族、当院職員の理解協力なくしては成り立たない。

今後も皆様の屈託のないご指導を願うばかりである。

今回は理学療法のあらましと実習生受け入れについて

紹介させて頂い

た。文中に記し

た人間性を磨く

ことの自己評価

は難しく、まだ

まだ諸先輩に比

べれば足元にも

及ばない。実習

生と共に学びな

がら、一つひと

つ人間性を積み

上げていけたら

と考えている。
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腎疾患ゼミナールよりお知らせ

12 月の腎疾患ゼミナールは毎年恒例の 『特別企画 リストランテ ・ ユリ』 を開催致します。

誠に申し訳ございませんが、 この回は現在腎不全の食事療法に励んでおられる保存期腎不全のご招待

患者様のみの参加とさせていただきます。

来年 1 月には特別講師をお迎えし、 新春講演会を行います。

そして 2 月からは通常の腎疾患ゼミナールに戻りますので、 皆様是非ご参加ください。

スタッフ一同心よりお待ち致しております。


