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巻頭言

会長　岩井  信彦（神戸学院大学）

　新年、明けましておめでとうございます。皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上
げます。という新年のあいさつが相応しい社会情勢なのか否か疑問に思いながらこの巻頭言を書いています。
　なんといっても昨年はコロナに始まりコロナに終わった年でした。第一波では4月に緊急事態宣言が発出、5月には
解除され一旦は収束するかに見えましたが、7月に入り再び感染者が増加し第二波とされました。さらに年末には再び
感染者が急増、病院も重度の感染症患者で病床が埋まり、医療が非常に逼迫した状態になりつつあります。第三波とい
われるこの事態に政府はGO TO トラベルの中止の検討などようやく重い腰をあげ始めました。
　昨年の前半は、緊急事態宣言の発出を受け、繁華街や観光地の人出はばったりと途絶えゴーストタウンの様相を呈
していました。このような状況下、感染症対策に細大の注意を払いながら病院や施設、事業所で業務を続けた会員諸氏
に敬意を表するとともに、会長として皆様を誇りに思います。本当にありがとうございました。研修会等の士会学術活
動は中止しましたが、コロナ禍において病院や施設、事業所はどのように対処しているかといった情報の共有化は重
要と判断し、「新型コロナウイルス感染症緊急アンケート」を実施、360件の回答があり結果を会員に配信しました。ア
ンケートに協力頂きました会員の皆様ありがとうございました。7月には県士会史上初の代議員総会を実施、役員と併
せ約70数名が出席、代議員からは様々な視点からの質疑があり盛んな議論が展開されました。
　昨年の後半は社会情勢を見ながら8月末にWeb会議システムを利用し研修会を再開し、士会活動が徐々に戻りつつ
あります。しかし、12月歳の瀬を迎えショッキングなニュースが飛び込んできました。令和3年度介護報酬改定に関し
訪問看護ステーションにおいては、一部の事業所でリハ専門職の配置割合が高いことが俎上に載せられ、看護職員の
配置割合を６割とする方針が示されました。この改正により約8万人がサービスを受けることができなくなり、
PT,OT,ST約5,000人の雇用が失われることが見込まれました。リハ専門職三協会はすぐさま署名活動を開始、わずか
2週間で19万筆を集め厚生労働大臣に提出、幸い今回の改正は見送られることになるようです。署名にご協力いただ
いた会員の皆様にこの場を借りて感謝申し上げます。
　さて、2021年度の活動としましては、まず第61回近畿理学療法学術大会（2022/1/16）の成功に向けギアをチェン
ジしていきます。さらに学術活動の推進（学会運営審議会、県学術大会の新しいスタイルの創出）、支部活動の推進（市
町対応の活動）、“ウィズコロナ”を意識した士会活動の推進（ICT、ITの活用）、管理者ネットワークの機能強化、中堅・若
手会員の士会活動参加推進を重点項目として挙げています。また、例年に比べ2020年度は繰越金が膨らむことが予
測され、2021年度の予算にこれを組み込むこととし、次年度は年会費を3,000円減額し7,000円とさせて頂きます。
　「家をきれいにしようと思えば、お客さんを呼べ」と教えられたことがあります。普段は手掛けることが難しい事でも
来客を機に取り組める、という意味だと解釈しています。“コロナ”は招かざる客です。しかしこれを逆手にとって組織
を変革してくことが、2021年度の活動に求められていることかと思っています。患者・対象者に質の高い理学療法を
提供できるよう、県民の皆さんに「理学療法士さん」と愛着を持って呼んでいただけるよう、会員の皆様の活動をしっ
かり下支えできる組織でありたいと思っています。皆様、本年も本会の活動にご協力をよろしくお願い致します。

令和3年
“ウィズコロナ”を
意識した士会活動を

令和3年
“ウィズコロナ”を
意識した士会活動を

会長　行動録
自民党神戸市議団との懇談会（神戸市役所）
職能部・連盟合同部会（WEB会議）
県PT士会理事会（士会事務所・WEB会議）
脳性まひ等肢体不自由児者研修会準備委員会（WEB会議）
支部新人発表会検討打ち合わせ会（WEB会議）
近畿ブロック士会長事務局長会議（WEB会議）
職能部・連盟合同部会（WEB会議）
県PT士会理事会（士会事務所・WEB会議）

県介護予防・生活支援推進会議
（JEC日本研修センター神戸元町）

関よしひろ政経セミナー（ANAクラウンプラザホテル神戸）
第61回近畿理学療法学術大会準備委員会（WEB会議）
県下理学療法士養成校連絡協議会（士会事務所・WEB会議）
令和２年度協会指定管理者（初級）研修会

（士会事務所・WEB会議）
小川かつみ議員「理学療法の未来を語る会」

（TKP赤坂駅カンファレンスセンター、WEB会議）

10/12
10/13
10/16
10/26
10/28
11/7
11/10
11/20

11/27

11/30
12/1
12/4
12/8

12/11
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～災害リハビリテーションとCOVID-19～

　1995年1月17日午前5時46分、尼崎の自宅で私
はこれまでに体験した事がない激しい揺れで目が
覚めました。市内の義実家に向かう途中では新幹線
の高架が落下して線路が丸見えの所もあり、ただ事
ではないことを実感しました。義実家に寄ってから
は友人実家を数軒まわって家族の無事を東京にい
る友人に電話しましたが、状況をなかなか理解して
もらえませんでした。これは神戸をはじめとする被
災地が停電や電話障害に陥り、その様子や状況が被
災地外に出なかったためで、朝の情報番組でも具体
的な報道はありませんでした。国民が緊急事態であ
ることを知ったのは、テレビ局のヘリコプターが被
災地の映像を放映してからで、電話連絡を待ってい
た首相・県知事・市長らへの情報が遅れた結果、自衛
隊への災害派遣要請も遅れる事になり、通信インフ
ラの整備や緊急時は災害派遣要請を待たずに出動
できるようになりました。
　友人実家を巡回した後、義実家から職場へ電話を
かけながらテレビを見ていた時に、ヘリコプターか
らの生中継で職場近くの駅前ビルが倒壊し火災が
発生している映像がテレビで流れてきました。恥ず
かしながらこの瞬間にようやく私も職場のある東
灘区が緊急事態に陥っていることを認識し、取り急
ぎオートバイで職場へ向かいました。2号線で西宮 写真1（駐車係）

に入ると信号も消え風景は一変しました。道路は大
渋滞で毛布を被って神戸から大阪方面へ向かう被
災者とすれ違いながら車の間を進みました。夙川橋
西の地盤沈下により自動車は通行不可となり、通行
可能な道を探して迷走していました。私は倒れた電
柱や垂れ落ちた電線を避けながら進み、倒壊したビ
ルや病院を横目にみながら、自分の職場ももしかし
たら…という不安と恐怖の中をさらに進みました。
普段なら40分のところを2時間近くかかって東神
戸病院へ到着した時には「建ってていてくれてよか
った」と感動しました。
　しかし、職場に到着すると病院前には中に入れな
いまま戸板に乗せられた砂まみれの負傷者が毛布
にくるまって順番を待っていました。電気の消えた
外来は担ぎ込まれた負傷者と家族で溢れ返ってい
ましたが、フロア内は静まり返っていました。その
野戦病院と化した職場で理学療法士としての仕事
はなく、医事課とコメディカルスタッフは救急対応
で走り回る看護師らの後方支援に徹しました。そし
て、私はその日から３日間は病院に泊まり込んで、

阪神・淡路大震災を振り返って

送したり（写真2）、ご遺体の安置所を管理したり、ト
イレ用の水を川に汲みにいったり、大型集合住宅へ
支援物資を配布にいったりしていました。また、空
いた時間で理学療法士として訪問リハビリ患者宅
へ医療物資と救援物資を届けたり、連絡がつかない
患者宅へ安否確認に走り回りました。とにかく混乱
の中を無我夢中で走り回ったので、すぐ後から思い
起こしても当時の記憶は断片的にしか思い出せま
せんでした。当時、私の無念は在宅担当患者１名、外
来担当患者1名、元外来患者の家族1名（絵本）と二度
と会えなくなってしまったことでした。

　その後、全国からの支援が届きはじめ、被災地に

は大量のボランティアが訪れました。一方、兵庫県
理学療法士会では作業療法士会が協働して避難所
の住宅改修事業や訪問事業を展開し、これは国内初
の取り組みで全国に引き継がれています。この大震
災を機にDMAT（災害派遣医療チーム）や災害支援
ナースの組織が生まれ、PTSDを自覚する私は10年
をかけて、自分にできる災害支援を探しながら語り
部となる決意をしました。
　国内では2011年3月の東日本大震災をきっかけ
に、リハビリ関連職団体が結集し「災害リハビリテ
ーション支援協会（JRAT : 旧 大規模災害リハビリ
テーション支援関連団体協議会）を発足し、のべ
416名によるリハビリ支援活動を仙台で実施しま
した。2013年12月からは地域JRAT研修が始まり、
兵庫県からは医師・PT・OT・ST・CM・Nsの6名が参
加して、2013年12月に兵庫JRATとして結成しま
した。2016年5月の熊本地震の際には、兵庫県医師
会災害医療チーム（兵庫JMAT）の一員として、兵庫
JRATははじめて6日間のべ22名の被災地支援を行
いました。
　兵庫県理学療法士会は2016年1月に災害対策委
員会を発足させました。委員会はDMAT隊員でもあ
る理学療法士と災害医療に興味のある理学療法士
で構成され、翌年から災害リハビリ研修会を定期的
に開催しながら、2017年12月には県士会の災害対
策本部設置について立案し、2019年4月には「県士
会災害時情報収集システム」の運用を開始しまし
た。これは県内で重大な災害が発生した時に「会員
安否確認」「施設被災情報確認」の情報収集を行うシ
ステムで幸いにもまだ一度も実行されていません。
さらに県士会組織の支部化に伴い、2019年3月には
「支部災害担当者連絡会議」を開催し、メーリングリ
ストとLINEグループを作成してメルマガをはじめ
とする情報提供と情報共有を開始しています。
2020年4月からは社会局「災害対策部」となり、研修
活動を中心に災害リハビリの啓発と準備を展開し
ています。

　COVID-19の大流行も一種の災害だと言われて
います。2020年2月に横浜港に到着した「ダイヤモ
ンド・プリンセス号」への医療支援にはDMATが活
動しました。また、12月に開設された大阪コロナ重
症センターの運営に際し吉村知事は自衛隊に災害
派遣要請をしました。
　このCOVID-19の流行は災害リハビリの分野に
も大きく影響してきています。たとえばこれまでは
大規模災害が発災した場合、JRATは被災地に近い
県で支援チームを結成して被災地に送り込んで支
援を展開してきました。しかし、最近はできる限り
被災県内で支援チームを結成する流れになってき
ており、県外からの支援チームに期待することは難
しくなっています。つまりCOVID-19の流行に伴い、
自分たちの地域で支援チームを結成し、自分たちの
地域を自分たちで支援するということが原則にな
りそうな予感がしています。また、避難所のあり方
も変化が始まっています。2020年9月に開催された
兵庫県阪神地域合同防災訓練の避難所運営では、感
染防止対策が重視されました。PPE対応はもちろん
の事で、まず避難所の入口受付で体調を確認し発熱

エリアと一般エリアに分けて対応します。また、一
般エリアでも三密を避けるために世帯毎に１ｍ以
上の間隔を空けて個人スペースを設置するように
なりました。その結果、避難所の収容人数は大きく
減少しています。そのためか最近は「在宅避難」とい
う言葉を目にする機会が増えました。これは避難勧
告や避難指示が出た地域で、あえて指定避難所に避
難せずに自宅にとどまることをいいます。安全が確
保できる場合は不慣れな避難所よりも自宅のほう
が感染・ストレス・犯罪の心配が少なくて済みます。
しかし、そのためにはライフラインが停止した場合
の備えが必要です。食料は最低限を常備し、避難所
に弁当を受け取りに行く事も可能です。とはいえ、
沿岸部で立って居られない地震に見舞われた直後
は、「つなみてんでんこ」を信じて早急に避難してく
ださい（図表）。私たちにできることは①備えること
②逃げることだけです。テレビや携帯電話で情報収
集するのは、避難してからにしましょう。率先非難
することで皆さんの大切な人を護る事につながり
ます。

兵庫県理学療法士会
災害対策部部長
介護老人保健施設ローランド

佐野 一成 氏
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救急車の車寄せを確保するために交通整理をした
り（写真1）、負傷者を担架で階段を使って病棟へ移
送したり（写真2）、ご遺体の安置所を管理したり、ト
イレ用の水を川に汲みにいったり、大型集合住宅へ
支援物資を配布にいったりしていました。また、空
いた時間で理学療法士として訪問リハビリ患者宅
へ医療物資と救援物資を届けたり、連絡がつかない
患者宅へ安否確認に走り回りました。とにかく混乱
の中を無我夢中で走り回ったので、すぐ後から思い
起こしても当時の記憶は断片的にしか思い出せま
せんでした。当時、私の無念は在宅担当患者１名、外
来担当患者1名、元外来患者の家族1名（絵本）と二度
と会えなくなってしまったことでした。

絵本（全国の被災地で咲いています）

写真2（担架を用いて階段の移送介助）

　その後、全国からの支援が届きはじめ、被災地に
は大量のボランティアが訪れました。一方、兵庫県
理学療法士会では作業療法士会が協働して避難所
の住宅改修事業や訪問事業を展開し、これは国内初
の取り組みで全国に引き継がれています。この大震
災を機にDMAT（災害派遣医療チーム）や災害支援
ナースの組織が生まれ、PTSDを自覚する私は10年
をかけて、自分にできる災害支援を探しながら語り
部となる決意をしました。
　国内では2011年3月の東日本大震災をきっかけ
に、リハビリ関連職団体が結集し「災害リハビリテ
ーション支援協会（JRAT : 旧 大規模災害リハビリ
テーション支援関連団体協議会）を発足し、のべ
416名によるリハビリ支援活動を仙台で実施しま
した。2013年12月からは地域JRAT研修が始まり、
兵庫県からは医師・PT・OT・ST・CM・Nsの6名が参
加して、2013年12月に兵庫JRATとして結成しま
した。2016年5月の熊本地震の際には、兵庫県医師
会災害医療チーム（兵庫JMAT）の一員として、兵庫
JRATははじめて6日間のべ22名の被災地支援を行
いました。
　兵庫県理学療法士会は2016年1月に災害対策委
員会を発足させました。委員会はDMAT隊員でもあ
る理学療法士と災害医療に興味のある理学療法士
で構成され、翌年から災害リハビリ研修会を定期的
に開催しながら、2017年12月には県士会の災害対
策本部設置について立案し、2019年4月には「県士
会災害時情報収集システム」の運用を開始しまし
た。これは県内で重大な災害が発生した時に「会員
安否確認」「施設被災情報確認」の情報収集を行うシ
ステムで幸いにもまだ一度も実行されていません。
さらに県士会組織の支部化に伴い、2019年3月には
「支部災害担当者連絡会議」を開催し、メーリングリ
ストとLINEグループを作成してメルマガをはじめ
とする情報提供と情報共有を開始しています。
2020年4月からは社会局「災害対策部」となり、研修
活動を中心に災害リハビリの啓発と準備を展開し
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ています。
　COVID-19の大流行も一種の災害だと言われて
います。2020年2月に横浜港に到着した「ダイヤモ
ンド・プリンセス号」への医療支援にはDMATが活
動しました。また、12月に開設された大阪コロナ重
症センターの運営に際し吉村知事は自衛隊に災害
派遣要請をしました。
　このCOVID-19の流行は災害リハビリの分野に
も大きく影響してきています。たとえばこれまでは
大規模災害が発災した場合、JRATは被災地に近い
県で支援チームを結成して被災地に送り込んで支
援を展開してきました。しかし、最近はできる限り
被災県内で支援チームを結成する流れになってき
ており、県外からの支援チームに期待することは難
しくなっています。つまりCOVID-19の流行に伴い、
自分たちの地域で支援チームを結成し、自分たちの
地域を自分たちで支援するということが原則にな
りそうな予感がしています。また、避難所のあり方
も変化が始まっています。2020年9月に開催された
兵庫県阪神地域合同防災訓練の避難所運営では、感
染防止対策が重視されました。PPE対応はもちろん

図表（避難の３原則）

の事で、まず避難所の入口受付で体調を確認し発熱
エリアと一般エリアに分けて対応します。また、一
般エリアでも三密を避けるために世帯毎に１ｍ以
上の間隔を空けて個人スペースを設置するように
なりました。その結果、避難所の収容人数は大きく
減少しています。そのためか最近は「在宅避難」とい
う言葉を目にする機会が増えました。これは避難勧
告や避難指示が出た地域で、あえて指定避難所に避
難せずに自宅にとどまることをいいます。安全が確
保できる場合は不慣れな避難所よりも自宅のほう
が感染・ストレス・犯罪の心配が少なくて済みます。
しかし、そのためにはライフラインが停止した場合
の備えが必要です。食料は最低限を常備し、避難所
に弁当を受け取りに行く事も可能です。とはいえ、
沿岸部で立って居られない地震に見舞われた直後
は、「つなみてんでんこ」を信じて早急に避難してく
ださい（図表）。私たちにできることは①備えること
②逃げることだけです。テレビや携帯電話で情報収
集するのは、避難してからにしましょう。率先非難
することで皆さんの大切な人を護る事につながり
ます。
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各部だより

今後もスポーツ活動支援部は各支部と協力し、スポーツ現場で活躍したい理学療法
士をサポートしていきます。勉強会やスポーツ現場でのサポートに興味のある方は、
以下のQRコードにアクセスしスポーツ活動支援部サポートスタッフへご登録下さ
い。メールにてご案内いたします。

選手は、みなさんのサポートを待っています！

但馬支部・スポーツ活動支援部コラボ研修報告
　スポーツ活動支援部は、兵庫県理学療法士会の支部化に向けて、各支部にてスポーツ現場に必要な知識
と技術の講習会を開催しております。今年度は但馬支部及び北播磨・丹波支部にて頭頸部、肩、体幹、肘・手
関節、股関節、膝、足関節のスポーツ理学療法について開催しています。例年は実技を中心に行っていますが、
今年度はCOVID-19の影響でZOOMを用いた座学研修に変更しております。
　11月28日土曜日、但馬支部との膝関節のスポーツ傷害に対する理学療法について神戸大学医学部附属
病院の瀧口耕平先生に講義をしていただきました。活発な質疑応答となり時間を延長する盛況でした。

【感想文】
　今回の但馬支部スポーツ活動班では、神戸大学医学部附属病院の瀧口先生より膝のスポーツ理学療法に
ついて講義して頂きました。膝関節のスポーツ障害の病態・評価だけでなく、実際の選手のプレーや受傷場面
などを見せて頂きながら競技特性の重要性について教えて頂きました。病態や機能面も重要ですが、種目や
ポジションで必要な能力が変わってくるため、競技復帰には個々に応じた能力が必要だと改めて感じました。
また本人だけでなく周りのコーチなどとのかかわり方なども聞くことができ今後の為になりました。今回が2
回目のZOOM勉強会で、少し雰囲気にも慣れてきて少人数ということもあり、前回より質問もしやすく活発な
意見交換ができました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 梅田 剛史（朝来医療センター）

スポーツ活動支援部
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各部だより

介護予防推進リーダー研修活動報告
　令和２年11月29日に介護予防推進リーダー研修を実施致しました。
　介護予防推進リーダー研修では、①多職種・住民と共同し効果的な予防プログラムの実践、②自主活動グ
ループの立ち上げ支援、継続支援を地域の自助、互助力を高めながら関わる事、を目的とし講義を行いまし
た。
　今回の研修会は全国から数多くの方が参加さ
れました。初めてのオンライン開催でありました
が感染対策に留意して運営準備を行い、Web開
催の技術提供は「株式会社エブリハ」の協力を得
ながら実施しました。
　１限目の講義では洲本市役所の畑山PTをお
招きし行政の立場から国の指針や今後の展望、
洲本市の行政主体での取り組みをお伝え頂きま
した。参加者からは行政セラピストの見解を聞く
貴重な機会であり楽しくわかりやすい講義であっ
たとの感想を頂いております。
　２、３限目はグループワークを実施しました。グ
ループワークでは自主活動グループでの立ち上
げ支援、継続支援を行う際の住民のやる気作り、
運営ルール作りを学び地域の自助、互助力を高
める関り方を確認しました。Webでのグループワ
ーク実施に工夫を要し課題もありましたが事前
打ち合わせと参加者、ファシリテーターの協力も
あり大きなトラブルなく実施が出来ました。
　現在コロナ禍でありますが地域リハビリテーシ
ョン活動支援事業においては更なるリハ職の介
入、推進が必要であります。地域包括システム構
築に向けて各セラピストがどのような役割を果た
せるのか、また地域支援事業に参加する事により
セラピストの視野が広がり多様なリハビリテーシ
ョンデザインに繋がる事ができるよう今後も研修
会を実施したいと思います。

松下 和樹（健康増進部）

健康増進部
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「地域ケア会議推進リーダー導入研修会」 報告
　保健福祉部では12月6日、「地域ケア会議推進リーダー導入研修会」を開催しました。
　プログラムは例年同様、小森 昌彦氏（但馬長寿の郷）による「地域包括ケアシステムにおける理学療法士
の役割」についての講義、保健福祉部部員による「地域ケア会議」についての説明、ICFを用いた事例の理解
と解決課題を導くためのグループワークでしたが、今年度は初めてすべてをオンラインで行いました。
　参加者からは、「地域ケア会議の重要性と理学療法士として話すべきことが何なのか、いろいろと学ぶこと
ができた。」、「専門職として普段何気なく使っている用語では十分に伝わらないことに気づいた。」、「課題を
考えていく上で自分の視点にないことが多く、視野が広がった。」などの感想が聞かれ、地域ケア会議に参加
するためだけでなく、通常業務においても参考になったという意見をたくさん頂きました。
　入念な事前準備と参加者の協力のおかげで、オンラインでもしっかり目的通りの学びを提供することがで
きたようで安心しました。
　地域包括ケアシステムの構築に向けて、ますます理学療法士が役立つための基本となる考え方が整理で
きるはずです。興味がある方はぜひ地域ケア会議推進リーダーを目指してみてはいかがでしょうか。

大長 佳史（ツカザキ訪問看護ステーション網干）

保健福祉部

研修会報告
　こども生涯支援部の今年度の公開研修会は初めてのリモート開催として準備を進めてきました。
　講師には板東 あけみ氏をお迎えし、「海外支援から考える社会モデルとしてのリハビリテーション」という
テーマでご講演いただきました。11月15日（日）県士会事務所にて、密集を避けるため当部部員4名で動画撮
影を行いました。
　ベトナムでの障害を持った子どもたちへの30年にわたる社会的支援について主にお話しいただき、日本で
業務を行う私達も共有すべき事があるのではないかと考えさせるものでした。今回の研修会が、視聴された
方それぞれの立場から新たな視点で見つめるきっかけになれば幸いです。
　公開研修会は「より多くの方に参加いただく」「兵庫県民・兵庫県士会会員の想いを反映する」の二つを中
心に企画を進めていきます。今回リモート開催となり他府県在住の方から多数申込いただきました。今後、他
府県の方だけでなく、より多くの県内在住の方にも申込みいただけるような研修会となるよう、部員一同努め
ていきたいと思います。

松永 梓（訪問看護ステーションしぇあーど）

こども生涯支援部
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1.　アンケート URL ：https://forms.gle/QH99LxVWRQDNLQtJ8　
2.　回答期間 　2020年12月1日～2021年1月31日

［問い合わせ先］ 総合リハビリテーションセンター
〒651-2181 神戸市西区曙町1070　TEL 078-927-2727　資料調査部部長　相見 真吾

各部だより

災害対策部

兵庫県理学療法士会 会員対象アンケートのお願い
　拝啓 時下、益 ご々健勝のこととお喜び申し上げます。 
　平素より、士会運営におきまして、ご協力いただき誠にありがとうございます。 
　兵庫県理学療法士会・資料調査部では、会員様の「将来の働き方について」アンケート調査を実施することにな
りました。 
　ご自身の働き方についてどのように考えておられるか、またコロナ禍のなかで変化があったかをおきかせくださ
い。回答方法は以下の URL にアクセスするか、添付していますQRコードにアクセス頂き回答をお願い致します。
回答時間の目安は10分です。 
　尚、今回のアンケート結果は集計作業が終了次第、「士会だよりと兵庫県理学療法士会のホームページ」に掲載
して情報発信することで還元していく予定としています。
　先を見通せない状況の中でアンケートのご依頼はご負担になるかもしれませんが、何卒ご協力のほどお願い致
します。この状況が一日でも早く終息へ向かいますことと、皆様のご健康をお祈り申し上げます。

活動報告
　2020年12月6日に令和2年度災害リハビリベー
シック研修会を開催しました。今回の研修会は
COVID-19の感染拡大に伴い、初めてのリモート形
式での開催となりました。通常ベーシック研修会で
は、災害医療や災害リハビリテーションの基礎知識
から実際の災害支援現場の状況を講義形式で学ん
でいただき、グループワークにて「避難所運営ゲー
ム（HUG）」を体験していただいていました。避難所
運営ゲームとは、避難所運営側となり避難所で起
こる様々な出来事にどのように対応していくかを模
擬体験するゲームです。発災時の混乱した状況を感
じていただくという目的で行っています。今回はリ
モート開催にあたって、グループワークの実施はで
きませんでしたが、実際にHUGを行っているところ
を見ていただくことで、チャット機能を使用して活
発な意見交換を行うことができました。初のリモー
ト開催となり参加者の皆様にはご不便をおかけし
ましたが、このような状況でも熱い意見をいただけ
たことを大変嬉しく思っています。
　COVID-19の感染拡大により災害支援の現場も対応を求められています。今後は災害支援現場での感染
対策など最新情報を少しずつ発信していきたいと考えております。今年度中に災害リハビリアドバンス研修
会の開催も予定していますので、皆様奮ってご参加ください。　　　　　　　　  篠田 歩美香（災害対策部）

INFORMATION

※QRコード▶
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一般社団法人  兵庫県理学療法士会
兵庫県理学療法士会事務所 所在地
〒650-0012　兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目5-22　4階
TEL 078-367-7311

兵庫県で
活躍する
理学療法士
～数珠繋ぎ～

伊丹恒生脳神経外科病院

久保 宏紀 氏

　伊丹恒生脳神経外科病院にて急性期、回復期の脳血管疾患患者に対
する理学療法に従事しております。また日 の々臨床から得られるデータを
基盤に臨床研究を実施し、学会発表、論文執筆に取り組んでおります。
　Evidence Based Medicineという言葉を大学教育で習いました
が、臨床経験を経るに従い感じる事は、私が実施する理学療法が“本
当にEvidenceに基づいているのか？”、“主観や経験則に基づき過ぎて
いないだろうか？”ということです。世界中で数多くの研究成果が発表
される中で、正しい知見を取捨選択し臨床に生かしていく事が自らの
課題であると痛感しております。学会や講習会は学びの“きっかけ”に過
ぎません。現状の知識や技術に満足することなく、一次情報である学
術論文に触れ、解釈し、臨床に落とし込むというサイクルを日々継続し
ていきたいと考えます。また臨床現場にはまだ明らかにされていない知
見も多く存在します。私一人ではなくチームとして臨床研究を継続し、
より多くの知見を学会発表や学術論文を通じて発信していきたいと思
います。そしてこのような知見が患者様に提供する理学療法に少しで
も寄与できれば幸いです。
　次回は、元同僚の同志であり、現在は共同研究者である甲南女子大
学の金居 督之先生をご紹介させていただきます。

略歴
2010
神戸学院大学総合リハビリテー
ション学部医療リハビリテーショ
ン学科理学療法学専攻 卒業
2010～現在
伊丹恒生脳神経外科病院
2016
神戸学院大学総合リハビリテー
ション学研究科修士課程 修了
2020
神戸学院大学総合リハビリテー
ション学研究科博士課程 修了

趣味
晩酌、マラソン、ゴルフ、野球

モットー
追いかけずに後悔する夢はあっ
ても、追いかけて後悔する夢は
ない。

現在、COVID-19の影響で高齢者の外出頻度が減り、フレイルが増加している中、地域リ
ハビリテーションの働きが更に重要になってきていることを感じています。そこで各地域
の現状や取り組みをお聞きし、自分たちが生活している地域の現状や課題を知り、地域リ
ハビリテーション体制を再認識するきっかけとして、今回、改めて兵庫県における地域リ
ハビリテーション支援体制についての紹介とともに、介護予防分野におけるCOVID-19
の県内の影響及び課題について理学療法士の安尾仁志氏にお話しいただきました。写真
は兵庫県地域リハビリテーションセンターのスタッフ集合写真と兵庫県地域リハビリテ
ーション推進会議の様子、地域における介護予防事業の様子。

表 紙 写 真
県士会だより　第188号
発行
　一般社団法人兵庫県理学療法士会
発行責任者／岩　井　信　彦
編　集　者／前　川　健一郎
ホームページ
　http://hyogo-pt.or . jp/

　平成7年1月17日午前5時46分、淡路島北部を震源とするマグニチュード7.3の巨大地
震「阪神・淡路大震災」が発生しました。令和3年1月17日で26年を迎えます。身近に起
こったことを改めて振り返り、継承をしていくとともに兵庫県や士会での災害対策の活動
を再認識するきっかけにできればと思います。また現在、COVID-19再流行下での震災
（災害発生）時のリスクと具体的な対策等、今後の災害と感染症対策について、災害対策
部部長の佐野一成氏にお話を伺いました。
　表紙写真は「水木通1丁目付近」、「JR新長田駅東口」、「阪神淡路大震災1.17のつどい」
いずれも写真提供：神戸市。災害リハビリベーシック研修会の様子。




