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プログラム  

利用器具の一覧  
詳  エイドクッションの利用方法  

メ〈タの利用方法  
パタコロセットの利用上の注意  

ローラー（パタコロ）の利用方法  

プーリーセットの利用方法  

こんにちはの方法  

重り運動の説明  

トーリフタ一利用の説明  

平行棒内の立位・歩行訓練の注意  

歩行器の利用方法（ケアマネージャーにご相談下さい）  
シリ付き歩行器の開発  

事業活動報告  
義演録  

産業能率大学 経営学部 教授 牛澤賢二  
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ご挨拶 自立社会構築のための機器普及プロジェクト  

高齢を獲得した人類が、自立した日常生活をおくれるように、トータ  
ルな生活設計が可能な社会技術（リハビリ器具や訓練システムを含む  
医学革新・産業・政策・哲学など）を研究開発しています。  

会長 滝沢茂男  
文部科学省指定研究機関バイオフィリア研究所 所長  

経済の発展や生活の利便の向上は技術革新・進歩によるものが大きい  
と思われます。医学や工学の進歩は目覚しく、遺伝子分野での進歩は、  
難病治療を可能にする進歩をもたらしています。反面脳血管障害や機能  
不全で障害者となった高齢者は、リハビリを受けながらも改善せず、寝た  
きりとなり、重度の要介護者となって苦しんでいます。我々は、このプロ  
ジェクトでリハビリ分野への技術革新を実現できるよう努力しています。   
皆さんの持つ不安を少しでも解消できるように、今回、神奈川県社会  

福祉協議会を通じた平成18年度独立行政法人福祉医療機構高齢者・障  
害者福祉基金助成事業としてこれまでの研究の成果を基にした講演会を  
開催できるようになりました。多くの皆様のご参加に感謝しています。  

適所リハビリテーションセンターにおける実施状況から見ると、ご  
紹介するリハ手法は介護予防の実施マニュアルとして有効であると  
思われます。  

副会長 松岡幸次郎  
淑徳大学経営コミュニケーション学科教授  

高齢になって障害を得ても自立できる。これまでの研究で確認された事  
実から進めてきた研究です。   
私達は著名な医師が「効果がない」とするこれまでのリハ手法の革新  

や、長期的なビジョンで自立社会構築を可能にする産業育成に繋がる器  
具や方法などの開発のお手伝いをしています。  
この会の活動が皆様のお役に立ち、安心・安全の高齢社会を築けると確  
信しています。  

かつてこのプロジ工クトの一環として参加した「バイオフィリア  
リハビリテーション学会」について考察してみました。  

副会長 芝 忠  
神奈川県異業種グループ連絡会議理事  

バイオは生命体、フィリアはギリシャ語で愛という意味だそうです。バ 」ィォフィリアとは人間にやさしいとか、人に愛情を持って接するリハビけ  
－ションといった意味のようです。この学会では、タキザワ式を公的資金  

による研究で解明しています。そして、障害を持つ本人が人間らしい社  
会生酒を送るために、介護者に頼らず出来るだけ自立の精神で歩いたり、  
食事をしたり、日常生活を送れるような回復訓練の実現に努力していま  
す。その研究が今回の我々の講演会につながりました。   



講師・講演紹介（2006年11月15日）  

なおる”ということを、あなたはどう思います机  
一統計的に“効果がある”とは？一  

産業能率大学 経営学部教授  
牛沢賢二  

同じ治療をしても改善する人と効果の表れない人がいます。また、同じ  
薬を飲んでも効く人と効かない人がいます。期待とは逆に、症状が悪化し  
たり、副作用に苦しむ人もいます。   
そのようなことを考えながら、今回は、「統計的方法の考え方」や「統  

計的に効果がある」とはどういうことなのかについて、「治療や薬」を例  
にして説明し、その上で“タキザワ式リハ”に関して、実際に研究した結  
果から、「統計的な効果」についてお話します。  

▲  

1  

タキザウ式リハの特徴と構成  
高齢者および要介護高齢者が運動する日的と運動をする時の注意。  
安全で効率の良い運動をして活力の有る生活をしていきましょう。  

新潟医療福祉大学教授  
牧田光代  

タキザワプログラムとは・・   
タキザワプログラムは開発者の滝沢恭子氏に因んだ名称であり、「創動  

運動」「モチベイティプ・エクササイズ」はその運動の性質から来ていま  
す。すなわち、「気力の落ちている障害慢性期の高齢者」に対して、ま  
た自分から動く事、よくなりたい、歩きたいと言う意志を引き出す運動であ  
るからです。そのため、対高齢者への働きかけ（コミュニケーションをとる  

こと）を重要視しています。運動指導中は常に対象者に対して愛護的に関  
わります。運動は四肢と体幹の基本的な動きで構成され、特に運動時の  
痛みについては注意がはらわれます。  

介護予防・障害者の自立・介護量の軽矧こ向けて  
介護を受けるような事態となるのを予防し、あるいは障害があって  
も極力悪化を防ぎ、一層の機能改善を図り、極力日常生活の自立を  
めざす「タキザウ式」の実際をご覧いただきます。  

湘南健友会長岡病院理学療法士  
滝沢恭子   

年々高齢者が増加傾向にある今日、男女共に寿命が延びており、その  
ことは喜ばしいことです。  
誰しも、一生涯を元気に過ごし与えられた寿命を全うする、いわゆる健  
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り状態となるなど日常生活に支障をきたすこともあると思います。  
様々な病気により、身体の機能が障害され長期の介護を必要となります   

と本人は勿論、家族や介護者の心労は大変なことと思います。   



講師・講演紹介（2006年7月7日）  

Communit y RehabilIt ation Ne two r k  
高齢化社会を取り巻＜医療環境（地域リハビリテーションを成功させる  
ために）  

NPOバイオフィリア リハビリテーション学会会長  
国際医療福祉大学リハビリテーション分野教授  

木村哲彦  

医療も福祉の一分野であり、区別するべきではなく連携する必要が高ま  
っている。CRNの構築が必要である。   

包括的サービスながら医療と福祉の中間的施設としての老人保健施設、  
更には障害者療護施設、更生訓練施設、デイケア等を利用してのリハビリ  
テーションも可能であり、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、等の  
利用施設併設されたもの等社会資源の活用を積極的に推進するべきであ  
る。  

ヒトは120歳まで生きる  
「老化と長寿研究の最新動向」  

東京都老人総合研究所老化ゲノムバイオマーカー研  
究チーム チームリーダー 研究部長  
白澤卓二   

fい  環境要因の中でも、生活習慣病の予防に重要な要因として栄養と運動  
が寿命に及ぼす影響を取り上げる。   
果たしてどの様な分子メカニズムでカロリー制限は寿命を延伸している  

のだろうか？果たして我々は一日に何カロリー食べれば、我々の寿命を延  
長することが出来るのだろうか？   

また、定期的な運動がどのように我々の寿命を延伸しているのだろうか？  

介護予防における筋肉トレーニングによる寝たきり予防の効果を紹介する。  

講師・講演紹介（2007年2月15日）  

労働力不足が深刻です。元気な高齢者が田本の産業を豊かにします。  
働けることの幸せを永く感じて欲しい。  

鈴木運輸株式会社社長  
鈴木勝貴  

私は運送会社を経営しております。今ドライバーが不足しており、本年  
6月から中型自動車運転免許が新設され、新規普通自動車免許では運転  
できなくなる革両が増えることにより更に深刻化します。経験者に永く勤め  
ていただけたらと思い、ドライバーへの負担を減らすようにオートマチック  
車の導入をしております。しかし、荷役作業はまだ機械ではできない部分  
が多くあります。今ドライバーの最高齢者は66歳で、体力の衰えは確か  
です。作業着のような感覚で着られるパワースーツの開発ができたら高齢  
者の働く場が多くなると思うところです。適切な道具を利用することにより、  
高齢者が元気に働けることが日本の産業を豊かにするのではないでしょう  
か。   

1rr   



講師・講演紹介（2007年2月15日）  

リハビリテーションにおける工学的アブ0－チ  

横浜国立大学大学院工学研究院 システムの創生  
部門教授  
高田 －   

リハビリテーションにおいて、医者，理学療法士らは自らの経験で診断，  

判定を行っています。   
我々の研究を説明すると、装嵐 センサーなどによるデータを使って，  

診断できるようにすることです。データを見て判定できるように、診帆  
判定システムの構築（利用者自らが診断できるようにする）をします。  

脳卒中リハビリ医療での治療法、訓練手技などは臨床経験に基づい  
て行われてきた領域が多く見られ、全般的にはエビデンスの面から  
は妥当性が十分とはいえず、今後のさらなる研究が待たれます。  

川崎医科大学附属川崎病院リハビリテーション科部長  

調整中  

森田能子   

日本リハビリテーション医学会は厚生労働省他5学会と合同で「脳卒中  
合同ガイドライン」を発表しています。そこでは、リハ医療について、「脳  
卒中リハビリ医学・医療での治療法、訓練手技などは臨床経験に基づい  
て行われてきた領域が多く見られ、全般的にはエビデンスの面からほ妥当  
性が十分とはいえず、今後のさらなる研究が待たれるといえよう」とその  
報告を結んでいます。脳卒中患者の多くがリハ医療の対象となるものの、  
後遺症に悩む患者数は約170万人であり、寝たきりの原因の約30％を占め  
ていることも明らかにしています。私はこれまでの研究から、私たちが進  
めているタキザワプログラムによる創動運動の実施が一つの解決策になる  
ものと確信しています。そして、脳卒中に限らず歩行障害のある患者であ  
ればベッドサイドから在宅まで継続可能な自主訓練方法としてプログラム  
化リハ（タキザワ式リハ）普及を推進していきたいと思っています。  

竿緊．t＝∴！㌃  

介護予防リハビリテーションに向けた大規模で高価な器具の設置が  
進められています。当院では、利用している簡単な器具がそうした  
高価な機械と同等に機能訓練の重要な要素となっています。  

湘南健友会長同病院理事長  
長岡健太郎  

滝沢恭子さんが理学療法士として長岡病院に勤務を始めたのほ昭和62  
年の4月でした。以来なにやら簡単な道具がリハ室に増えました。当時は  
リハビリテーション簡単の保険点数の獲得に無くてはならないと説明され、  
効果的なリハを実施するとして購入しました。介護予防の重要性が認めら  
れ、現在多くの病院や老健施設などで、介護予防リハビリテーションに向  
けた大規模で高価な器具の設置が進められています。当院では、利用し  
ている簡単な器具がそうした高価な機械と同等に機能訓練の重要な要素  
となっています。リハビリの患者さんや利用者さんの身体状況の改善効果  
の面では勝るとも劣りません。  

1998年にはⅣHXが当院で行っているリハビリと研究を取り上げました。現  
在インターネットビデオで、巻末に記載の学会ホームページで視聴が可能  
になっています。ご参考になれば幸いです。   
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自立社会構築のための機器普及プロジェクト  
自立生活を可能にする創動遊戯蘭習会開催事業  

特徴2005年WAM助成事業の結果から‥  

在宅でも、適所の介護サービス施設でも利用できます。  
この方は動かなかった手足が動くようになりましたゎ  

ー  
研究レポート1   

兵庫県の立花整形外科通所リハビリ  
センターでは11名（内女8名男3名）の  

評価を行いました。  
最高齢は80歳最低年齢は69歳平均  
は73．1歳でした。  

この11名はWAH研究の評価期間にお  
いて、介護魔の変化は、1936年2月  
生まれの女性の評価向上が1名であり、  

10名は評価において、16個別項目の  
向上が見られ、悪化項目は4項目で  
した。   

本人が経験を語るインターネットビデオのアドレスをご紹  
http：／／ww，bioph＝iajnfo／kenkyu／  

ビデオ撮影時の  
在宅訓練の様子  
です。   

「毎日一人で在宅訓  
練を行っているか」と  
聞いています。  
「毎日しています。」  
と答えています。   

撮影協力  
立花整形外科適所リハ  
ビリセンターご利用者  
司和田里佳理学療法士   

■■  

巳レポート2   

大分県豊後大野市岡本病院通所リハビリセンターからの在宅訓練参加者は48名でした。  
拘縮の有無の変化は開始時「なし」と判定された14名が終了時には22名と増加し、改善しています。  
しかし麻痺の有無の変化は、開始時「なし」と判定された25名が終了時には27名と大きな変化が太りま  
せんでした。この研究参加の皆様は他の運動リハビリを平行して実施していませんでした。   



利用道具の一覧  
パタ・パタコロ・エイドクションはバイオフィリア研究所右隅会計の登録商標で  

鳩山eⅦOrld，s辞■ann  
ヨ  ソション・・訓練時の座位保持に利用します  

■i  

ー■∫一  

僧  
NUl亡lllリリuH  

パタコロセット 良い足を動かすと悪い足が動きます  

亘から  

在≡宅∝  rワ一時まで  
マルチ  ースの歩行器です   

l  



エイドクッションの利用万法  
田壬丘宝者録3094139）  

旨症などで車椅子座位を取れない人が利用します。  

タキザウプログラムでは、訓練室に於ける創動運動訓練を全て椅子座位で行います。  

必ず座位を取る必要があります。このクッションを用いて座位を取ると良いでしょう。  

始めは上手に座れなくとも訓練を続ける内に心配なく座れるようになります。   



パタの利用方法  
11  

1  

（意匠登録997739 及び 意匠登参引n96056）  

車椅子座」よ取れる脳」よ障害の後遺症などで因っている人、  

体力低下に悩んでいる人が、椅子座位で利用します。  

1．特徴  

創動運動のための道具です。パタにはバネが付いています。  
足首の訓練や運動が可能です。誰でも簡単に安全に利用で  
きます。下肢に障害のある人もない人も利用できます。気持  
の良い程度の量の運動で終えるのが大切です。  

人：27cⅡlX 22cm x19．5cm  

・鋼鉄バ泉 塗装：ラッカー  

Ⅷ簡  
・・。J 即  使用万5  

2－2 あなたのすること  
座ってから、膝を直角（90度）  
より少し前へ出したくらいの位置  
に（目安：伸展80度）、パタ  
を置き、まず片足を乗せ、それか  
ら両足をのせるようにしてください。  

2－1 始める前に  
椅子や車椅子に座ってからご利用  
下さい。  
椅子や車椅子の座り方は通常どう  
りで結構ですが、利用中におしり  
がずり落ちたりしないようにしっか  
りと座ってください。  

■
熱
．
瑚
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パタコロセット利用上の注意  

プログラム化創動運動実施のとき、パタコロセットの両方の運針「「－▲、丁のご注意です。ち  

◎ 標準訓練回数  
初めて利用する人は次のようにして訓練を行ないます。  
まず、最初の一週間は、一度に行なう回数は20回としてください。  
そして、一日に1セットでよいですが、2セットまでとします。  

自分の力ではじめ動かせな  
くても、手伝って動かして  
あげるうちに、自分の良い  
ほうの足を利用して、自分  
で動かすようになります。  
痛くないように動かしてあ  
げましょう。  

◎ 一週間経ったら、次の一週間  
は10回増やすことが望ましいですが、  

疲れを感じたら、回数は増やさな  
いでください。  
◎ その後、一週間ごとに10回ふ  
やしても結構ですが、最大50回ま  
でにしてください。  
◎ 通所リハビリテーション施設な  

どで、指導者の指示で運動する場  
合は、5分あるいは10分と時間を  
決めて行なうことも可能です。  
◎ また、健康な人が運動として  
実施されるときも、5分あるいは10  
分と時間を決めて行なうことが可  

能です。  
せたまま立ち上がらないで下さい。  
してく、ださい。帯暴から足を峰ずして、下ろしてから蜜各上が  

亡ください．、  だ杓匪セも澤劾廃し過ぎ隠禁物です。特にお年寄射こほ疲融ざ憩ってぱじ   



方法  

車椅子座位を取れる脳血管障害の後遺症などで因っている人、  
体力低下に悩んでいる人が、椅子座位で利用します。  

1．特徴   

創動運動のための道具です。パタコロ・ローラーには車   
輪が付いています。足首の訓練や運動が可能です。誰でも   
簡単に安全に利用できます。下肢に障害のある人もない人   
も利用できます。気持の良い程度の量の運動で終えるのが   
大切です。   
膝が痛い人には向いていません。膝が痛いときは利用し   
ないで下さい。  

⊥・二㍗拍・  
サイズ：27cm x22cm x⊥⊥C志  

木製・ゴム車輪キャスター 塗装：ラッカ→  

2．使用方法  ーー2 あなたのすること  
座ってから、膝を直角（90度）  
より少し前へ出したくらいの位置  
に（目安：伸展80度）、ロー  
ラーを置き、まず片足を乗せ、そ  
れから両足をのせるようにしてく  
ださい。  

2－1 始める前に  
椅子や車椅子に座ってからご利  
用下さい。  
椅子や車椅子の座り方は通常ど  
うりで結構ですが、利用中におし  
りがずり落ちたりしないようにし  

◎訓練に当たっては裸足や、靴‾■－  
や、スリッパをはいたままでも利用  

できますp  

◎特に施設では靴をはいたまま斉  
用することもできます。  」  

◎膝が硬い（膝関節¢拘萄  
のある）人は両足を浄く雄  
げないで、前方に逢着由づ  
皐うに利用します、。その養  
動が†人で出来ないAに【≡  

介護者が手伝ってあ琴平1  
さい。痛くない範周で動カ  
1ノますハ   



プーリーセットの利用方法  
14  

プーリーセット 特許公開2002－253627：移動式上【h▲・j＝」一徳機   運録1182202  

普通のグリップが握れない人が動かない上肢を運動できるように  
誰でも簡単に安全に利用できる訓練や運動のための道具です  

動運動のための道具です。手首を確保して、動かない上肢  
を運動できるようにしましました。誰でも簡単に安全に利用できます。  
上肢に障害のある人もない人も利用できます。気持の良い程度の量の  
運動で終えるのが大切です。  
上肢訓練機は滑車を利用した交互運動です。無理な力を必要としませ  
′ ・r≡旨もふょえゝbふ左脇iiじq．uFTし－ 

（■：三≡  

一
署
h
t
」
 
 

◎上下にグリップを引く運動をし  
て下さい。  
◎グリップを握れない人は、手首  
保持グリップに手首を通し、外れ  
ないようにして 上下方向にグリ  
ップを引く運動をして下さい。  

◎ 運動指導者の心構え  
利用者を動かして運動してもらう  
のではなく、器具を動かして、効  
率的なプログラム実施に心がけ  
てください。  

l
 

ぷ  

◎ 標準訓練回数 初めて利用する人は次のようにして訓練を行ないます。  
最初の一週間は、一度に行なう回数は20回としてください。そして、一日に2セットまでとします。一週間ごと  
に10回ふやしても結構ですが、最大50回までにしてください。疲れを感じたら、回数は増やさないでください。   
◎ 健康な人が運動として実施されるときは、5分あるいは10分と時間を決めて行なぇます。   
◎ 上下にグリップを引く運動が20回疲れずに、無理のなく出来るようになったら、グルプを握ったまま腕を  
横に開く運動も同じ回数（20回から50回）行います。  

◎ 5主意事項  
訓練中は器具に無理な力をかけないようにしてください。  
草道は滑車の回転で、無理ない運動が出来ますが、長さを調節する為の結び目が邪魔になって、余分な力  
がかかることがあります。長さ調節は間違いなくしてください。   



こんにらはの方法  

車椅子や椅子に座二．」，  

障害のある人もない人＝  

1．特徴   

おじぎによる体幹の訓練です。  
◎建郵や訓練のとき、  
体を倒すのは無理のない  
ところまでにしまづ  

2．あなたのすること   

◎前へ体を倒し、首を下げます。   
◎倒し下げる前に鼻から息を吸い込みます。   
◎倒し下げる時に、息を吹くようにします。   
◎息を吹くのは「ふ－」と風船を膨らませるように行し   
◎口を開けて「は－」と吹くのではありません。  

、ます。 
l  

2－1 始める前に  
椅子や車椅子の座り方は通常どうりで結構ですが、運動  
中におしりがずり落ちたりしないようにしっかりと座ってく  
ださい。クッションなどを利用して正しく腰掛ける  
大切です。  

◎ 標準訓練回数   

初めて運動する人は、最初   
の一週間は、一度に行なう   
回数は5回としてください。   
そして、一日に2セットまでと   

します。   
一週間経ったら、次の一週   
間は2回増やすことが望まし   
いですが、疲れを感じたら、   
回数は増やさないでください。   
その後、一週間ごとに2回ふ   

やしても結構ですが、最大  
10回までにしてください。   

◎ プーリー続き  

◎座ってから、片側の上肢を上に伸ばしたときにも  
う→方の上肢が、下に来るように滑車にかかってl・、  
るロープの長さを決めてください。   

◎誰でも作ることができる他の種類の保持補助具の  
作り方は、2008年庭中に発行される「介護・依存  
から自立へ3」に詳しく説明されています。   

◎片耳が握れない人ほ、写真のように、附属の布  
製の手首保持グリップ（特許申請中）を取り付けフ  
ックに取り付けてください。   

◎手首保持グリップの取り付けは、手首を通して締  
付け紐を下げて、固定してからご利用ください。自  
分で出来るように工夫した器具ですので、自分です  
るようにしてください。自分で出来ない人は介護の  
人に取り付けてもらいます。   



重りは1kgと0．5kgを使います。下肢や腹筋の訓練や運動が可能です。  
下肢に障害のあヱ1＼もない人も、簡単に安全に利用できます。  

1．特徴  

◎、障害のない足には1塵の準をつけて、その足を上げる連動を行  
ないます。  
◎博賢のある方の足には0・5kgの鍵をつけて、その足を上げる運  
動を行ないます。  
◎そのとき＞障害めある方の足は動かないことが多いですので、  
家族や介護者が動かしてあげることが大切です。  

2．あなたのする事  

◎重りを足首に巻きつけます。  
巻きつける為に、巻きつけベルト  
が付いていますので、巻きつけ  
た後にベルトで固定します。  
◎巻きつけたら、訓練や運動は  
車椅子の足台（フットレスト）を  
上げて行います。  
◎運動方向は、膝を伸ばし足を  
少し上げる程度にします。高く上  
に上げません。  

◎ 運動指導者の心構え   

障嘗があってで重ないときは、率  
いほうの0．5kgの鍾をつげて、介護  
者が動かしてあげます。   

自分で動かせなくてもベルトをつ  
けると意欲を高める事由桝こなります。  

痛みはホットパ  
ックで改善しな  
がら運動します。   

前方に伸ばすこと  
が出来たら、左右  
方向への運動として、  
膝を伸ばしたまま  
両足を横に開きます。  

◎ 標準訓練回数 初めて利用する人は次のようにして  
訓練を行ないます。  
◎ 最初の一週間は、一度に行なう回数は右足5回・左足5回・  
両足（出来る人）5回としてください。そして、一日に2セット  
までとします。足を伸ばして、かかとを上げてください。  
◎ 一週間経ったら、次の一週間は右足5回・左足5回一両  
足（出来る人）5回増やすことが望ましいですが、疲れを感じ  
たら、回数は増やさないでください。  
◎ その後、一週間ごとにそれぞれ5回ふやしても結構ですが、  
最大でそれぞれ20回までにしてください。  

◎ 注意事項  
障専のある方の足は動かないことが多いので家族や介護者が動かしてあげることが大切です。  
このときに、決して痛い範囲まで動かさないで下さい。少しだけ動かしてあげれば十分です。   



’1′l、′lリT ヽ‾J  

害のあ・  

1．特徴  

通気性の良いメッシュ布で製作された重さを感じない簡便な  
歩行補助装具。装具の上から靴下を履くと目立たず、屋内  
だけでなく症例によっては屋外歩行にも使用できます。  

■  

1■■  

＼⊥こ サイズ：大・中・小  

合成繊維製・600g  

■ 

2．使用方法   

2－1 ご利用の前に  
片麻痩による内反尖足の予防、  
歩行装具としては、屋内歩行時  
に主に使用しますが、症例によ  
っては、屋外用としても使用可  
能です。  
中程度の痙性や内反尖足のあ  
る症例、また俳骨神経麻捧や、  
多発性神経炎などで下肢筋力  
の低下を来し、下垂足を呈する  
症例に装着使用します。ナイト  
プレスとしての利用もできます。   

2－3 特徴  
◎ これまでの硬い材質の装具では家庭では使用しにくい  
事がありました。   

◎ この装具は、伸縮力の強い生ゴムで足部を的確に背屈  
に保ちます。また、マジック止めの加減により足に違和感  
なく合わすことが出来ます。  
◎ 生ゴムの長さをホックのかけ替えで調節することで、  

背屈補助機能が調節されます。   

◎ 一方、伸縮性の布や皮革を使用する場合、足部の吊り  
上げが不十分であったり、滑り止めのループが址間部に強  
く入り込んだりすることがありました。  
こうした点を改善しましたので、利用されている方から好  
評を得ています。  



平行棒内の立位・歩行訓練の注意  
18   

少しで危険を感じたら、医師・理学療法士など専門家の指示を受けて′＃さい。  

◎ 立位訓練  

下肢訓練を開始した御こ訓練も順調に進んで行って、血圧、  
屑拍顔色等全身状憩もよい状態が2、3日続く去うになったら、  
出来る限り早期に平行棒や、肋木につかまり立位訓練を開始  
ノ草すp  

完全に一人で立てるようになるまでは転倒防止のため介助  
ラ、畢視を必ず行ないます。介助者膵患者の障害のある側ほ  
鵬につき、一方の手でベルトか敵と一緒にズボンの上を持  
ら、 

萄足濠少し開き、爪先を一線に合わせておきます。  

◎ 立位訓練開始時の注意   
介助者は、利用者を車椅子に挽く腰掛けさせて、患側に  

位置し補助します。片手で身体の上部を軽く支え、別の手で  
腰ベルトとズボンの上部を一緒に持ち、患者に頭を前に突き  
出すようにさせて立たせます。頭を前に突き出させるのは患  
者の重心を患者の足に乗せるためです。   
両足を開いて立ち、左右へのバランス訓練として両側への  

体重の移動を行います。両足を肩幅位に開いて立ち、足は  
動かさないまま、左右の下肢に重心を移動して乗せます。こ  
の道動は歩行時にバランスよく足を出すための訓練です。   

●歩行準備   

両足を揃えて爪先立ちをし、次に膝をわずか  
に開きながら少し曲げます。かかとをついても  
との位置に戻ります。歩く時には足を前方にけ  

り出します。  

◎ 歩行訓練   

歩き始めたら、平行棒内を前へ歩くだけ  
でなく、後ろ歩きをします。   

後ろ歩きの足の運びは左右とも爪先を引  
きずるように少しずつ行います。かかとを上  
げて少し後ろへ出し、爪先は引きずり接地  
していますので、かかとを床に下ろして接  
地します。   

横歩きも行います。   
前歩き後ろ歩きが2～3往復可能となった  

ら、左右横方向への歩行を一往復ずつ増し  
ていきます。  

‾虚i一！  F
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◎ 注意事項   
歩行訓練はむやみに歩かせるのではなく疲れない程度に一息休みを入れな  
して行きます。理学療法士のよく言う歩行姿勢の良否には注意を払いませ   

をかけて回数を増や  
ことが第一です。   



「四つ足で、二本足で、≡本足で歩き、足の数が多くなる程遅く歩くものは何か」  

スフィンクスは問うた。六本足で暮らすまで人のライフステージを拡大しよう。  

1．特徴 動く平行棒として開発しました。   
ソリ付歩行器の利点は、キャスター輪付歩行器の床の   
平面で滑りやすい不安定性、固定輪付歩行器特有の一   
方向不安定性と進行方向の変換の不自由さを感じさせ   
ない点にあります。  

高さ70cm～82cm内側幅45cm外側幅52cm  
奥行き63cm本体：ステンレス製  グリップ：ポリ  
チレン製   椅子・安定脚ナイロン製  

2．利用の実際  
理学療法士の視点で（東京都病院勤務）  
今までの歩行器と違い、日本家屋においても違和感なく受  
け入れられ、コンパクトでとても使いやすいと思いました。  
障害物を乗り越えるソリは画期的なアイデアだと思います。   

大腿骨頚部骨折：（千葉県在住）  
「自分の足がわりの歩行器を作ってくれた方に感謝の意を  
表したい」と、常々母が申しております   

パーキンソン病：（山口県在住）  
「同じ病気を持つ方やその家族の方に情報として発信」  

母の病状は、パーキンソン病で発症して10数年経っていま  
す。障害者手帳は3級ですが、医者からは1級に書き直そ  
うか、と話に出るぐらいです。薬の効く時間は身の回りのこ  
とは自分で出来ます。薬が効かなくなると、数ヶ月前から  
全然脚が動かなくなり、トイレも車椅子で連れていくように  
なりました。そり付き歩行器を購入してからは、その薬の効  
かない時間もゆっくりですが、歩行器を押して、自分でトイ  
レに行くようになっています。そりで、滑りすぎないという安  
心感があるようです。   



㌍  
了′摺てl 適度の摩擦lこ魂  ぎを防ぎまう   幾能で段差  

には明らかな所見はありませんでした。当時は  
医者にかかるのにも介助が必要でしたがら－く  
Xは立位バランスや歩行のリズムをとるのに有  

効でした。その上糖尿病を改善するのに有効な  
運動もできるようになり、転倒が多くなる前の  
自分を取り果し、杖利用で近所を散歩もできる  
ようになりました。以来一度も119番にお世  
話になっていません。  

（高齢の父を持つものとして・・・言語聴覚  
士 近藤裕美）  
私は友人の理学療法士の細介でら－くXを知  
り卑した。私の父は85歳を越え、多臓器不  
全の鋳った身体で、転倒が多くなりなりまし  
た。しかし高齢者が利用する道具を使うこと  
には抵抗があるようでした。深夜トイレにお  
諺るといって転倒し、たびたび救急車のお世  
話になりました。   

rそろそろ歩行者で  
も利用してもらお  
うJと思い、何度か  
利用をすすめました  
が、「俺はまだ歩行  
器を利用するほど衰  
えていない」という  
父に強く勧められな  
いでいました。そん  
なとき、友人の理学  
療法士からシャワー  

椅子兼用歩行器の解  
介を受けたのです。  
書式みに、紹介という  
ことで借り出し、見  
せてみました。  
すると、他にない形  
を見て、すっかり気  
に入り、利用すると  
いうことで、早速介  
護保険による購入を  
申請しました。  

おかげさまで父も元気  
になり、現在は糖尿も  
肺炎も軽快しているよ  
うに医師にいわれてい  

ます。ほとんど歩行器  
なしで近所まで散歩に  

でかけます。   

2004年9月23日  
シャワー椅子で元気を  
とりもどしておりまし  
た父が、ほぼ3ケ月臥  
床したのち帰天いたし  

ました。在宅で訪問看  
護と往診で本人の希望  
通りにすごせましたこ  
と、わたしたち家族も  
充実した時間をすごせ  
ました。享年86歳で  
した。この経験からも  

自立社会を構築するた  
めには、意識、制度、  
器機など多様な面の改  
革が必要であることを  

再認識しました。介護ショップには美しいパン  
フレットがありますがケアマネージャもほとん  
ど素人で安価なものを紹介しているのが現状な  
のでしよう。病院に勤務していましたときには  
患者さん、家族が皆、移動器機に困っていまし  
たのに実態はソリ脚歩行機のような便利な孝標  
があるのに使われていないことに驚きました。  
販売ルートの開拓と合わせて、使用経験を伝え  
るなどが大切なのですね。  

http：／／ww．civilnetorg／jiritu／   

市役所に行ってシャワー椅子兼用歩行器を購  
入するといったところ、ケアプランにはかか  
わりなく、艶しいこともなくすぐに手続蕃を  

進めてくれました。購入後は、洗面所での椅  
子として、お風呂でも利用して、「これは俺  
の足だ。」というようになり、いつも利用し  
てくれるようになりました。  
以来あれだけたびたび有った救急車の要請を  
しないで済むようになり恵した。医者には脳  
梗塞が進んだのかと箕間しましたが、CT上  
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2006年7月7日 慶応大学SF・   催報  
自立社会構築のための討論会報告  
～少子高齢化を克服し、誰もが自立して幸せに暮らせるために～  
後援：神奈川県社会福祉協議会・NPOバイオフィリア リハビリテーション学会   

基調講演 ヒトは120歳まで生きる  
白澤卓二 東京都老人総合研究所 ゲノムバイオマーカー研究部長   

ご挨拶  高齢化社会を取り巻く医療環境  
バイオフィリアリハビリテーション学会会長・国際医療福祉大学数接 木村哲彦   

シンポジューム 少子高齢化に負けない自立社会の検索  
座長 滝沢茂男 書記 平日頒子（私に任せなさい・大学サークルの結成）   

座長講演   
私は陽明学徒で、以下の事々を知り、知行合一で生きてきました。青年諸君の奮起を期待します。   
少子化ほますます進む。 合計特殊出生率1．謂→1．幻へ低下   
私が研究に携わったころ社会保障関連経費の加賀年予測は3拓兆円でした。→今の予測141兆円   
高齢者は若い世代に比べ1人当たり約5倍の医療費を使う。   
3大死亡原因（癌・心疾患・脳血管障害：脳卒中）；脳卒中の死亡が減り、後遺症を残す事になる。   
平成16年厚生労働省による簡易生命表では女性が拓．59嵐 男性が78．朗歳で男女共世界一   
アメリカに於ける日本人の平均余命の予測 5／6の確立で錮歳以上まで生きるようになる。   
65歳から平均寿命（∽歳）で死ぬまで老国民が使うお金は141兆円、錮歳まで生きると2∬兆円かかる。   
分子遺伝学に提案する課題：「創動運動が障害された脳に改善の影響を与える」の明確な証明   
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「リハ医学が間違っている。」   
私はそれまでの障害を受容するリハ医学と異なり、障害の克服が可能なリハ手捷があることを1987年に 

触りました。そして、町のおじさん（私）の「リハ医学が間遠っている。」という言葉は決して受け入れ 
られないが、元市議が市長選で「私は脳卒中で倒れた人が母のするリハで元気に暮らしているのをみてい   
る。皆も身体機能を取り戻して、自立社会を作ろう」と訴えるのは受け入れられる。陽明学徒はそう考えま   
した。そして結果を省みず実行しました。  

その間題提起を10年以上前にし、研究を進めてきた結果、今日、50年間リハ医学を進めてきた医師と国  
j 立リハセンター病院の元院長は、リハ医学改革の必要性を私と共に訴えています。そして「健側主導のリ   

ハの推進」という解決策を提案できるようになりました。介護によるのではなく、多くの（高齢）障害者は   
障害を克服して自立生活できます。障害があっても多くの人が自立生活する時代に適合した社会技術（哲   

学・医学・工学・社会科学・法整備・行政）を模索し確立する。このことを青年諸君た期待します。  

」‘  
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パネリスト  
淑徳大学教授 松岡幸次郎  

イノベーションが個人に採用されるプロセスには知識→態度→決定→実行→確信の各段階を経るこ  
知られている。有用性を知覚しても社会的規範にそぐわなければ、非好意的な態度につながり、採用  
には至らない。いったん採用して実行されても、革新性が高ければ不協和を生じる可能性が大きく、  
を継続させるためには、不協和を解消させる確信が必要である。  

神奈川県異業種グループ連絡会議 理事 芝 忠   
略称異グ遵には福祉・情報など20を超えるプロジェクトが有ります。今回、初めて「感融．凄ぬ－プが  

出来ました。障害を持つ高齢者は在宅介護を余儀なくされることも多く、本人や家族の大きな心配事になっ  
ています。こうした心配をなくし、「生活」を高める目的で「自立社会構築の為の機器普及プロジュク  
が生まれました。  
そしてその持つ意味は・   

株式上場指導machino事務所 町野不二雄   
会長の友人で参加しましたが、一言言わせて貰います  
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島市高齢者在宅サービスセンター愛全園所長佐藤悦子  
鋭意の青年と共に、参加しました。これからの社会を共に展垂陳いと療鱒す。   
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2006年10月4日17時30分開始 神奈川県中小企業センター （開催報告）  
総会開催・ⅣPO法人「高齢市民が活躍するための社会技術研究会」設立   

2006年11月15日 茅ヶ崎市民文化会館 （開催報告）  
自立生活を可能にする・体に良い創動運動講演会  
－だれでも・年を取っても・どこでも・いつでもできて・  
介護が減って、介護者も元気になるタキザワ式リハ講習会一   

後援：神奈川県社会福祉協議会・NPOバイオフィリア リハビリテーション学会・茅ヶ崎市  
茅ヶ崎市社会福祉協議会、藤沢市社会福祉協議会、医療法人社団湘南健友会長同病院、社会福祉  
法人湘南福寿会アザリアホーム、社会福祉法人竹生会特別養護者人ホーム芭蕉苑、社会福祉法人  
共生会藤沢特別養護者人ホーム、社会福祉法人米寿会特別養護者人ホーム芹沢ホーム   

主旨  
本事業は、歩行補助具を始め、福祉機器とリハビリテーション（リハ）用機器の紹介を行い、タキザワ  
プログラムによる創動運動を普及し、もって骨折術後患者や障害を持つ高齢者のADL向上・生活自  
立を図ることを目的とする。   

講師  
牛澤賢二産業能率大学教授  
牧田光代新潟医療福祉大学教授  
滝沢恭子湘南健友会長岡病院理学療法士  

．．、1ぺ   
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2007年2月15日14時00分開始 神奈川県中小企業センター  
報告書説明会及びNPO法人「高齢市民が活躍するための社会技術研究会」認証後の総会開催   

後援：神奈川県社会福祉協議会・NPOバイオフィリア リハビリテーション学会・  
神奈川県異業種グループ連絡会議   

開会挨拶 副会長芝忠 報告書説明 会長滝沢茂男 閉会挨拶 副会長松岡幸次郎   

講師  
鈴木勝章節木運輸社長  
高田一横浜国立大学教授  
（予定）森田能子川崎医科大学付属ノ川崎病院リハ科部長  
（予定）長岡健太郎湘南健友会長同病院院長   

事項別事業報告  
表紙に掲示シーンを記載のポスターの作成A2 300枚 A13枚  
茅ヶ崎駅への掲示を含め市内全域に掲示   

同図案のチラシの作成（10，000枚）と市協力による市内への配布（3，000枚）・郵送による配布約  
1，000通（各5枚）   

FAXによる11月会の告知 通所施設・社会福祉協議会及び関連施設  
FA‡による2月会の告知 訪問看護ステーション・社会福祉協議会・特別養護老人ホーム・（介護老  
人保健施設）   

報告書の送付 各県社会福祉協議会 全国図書館600箇所 希望施設約100箇所   

NPO法人「高齢市民が活躍するための社会技術研究会」の設立及び認証・登記  
その他必要な事業を実施しました。  

笛1徳和■買■＝1イーーニト   
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おる”ということを、あなたはどう思いますか。  
一統計的に”効果がある”とは？一  

業能率大学・経営学部教授 牛澤 賢二  

ここでは、「統計的な方法」と「タキザワプログラムの効果」についての概要をお話します。詳しくは講  
演会でお話します。  
1．統計的な方法について   

最初の統計的方法に関して3つの点からまとめてみましょう。  
（1）統計的方法の特徴の一つは、一部調査あるいは標本調査で結論を出すことです。つまり、全部を調  
べるのではなく、全体から一部を抽出して調べることです。テレビや新聞社の実施している内閣支持率など  
の世論調査も私たちが毎日行っている料理の”味見”も同じです。良くかき混ぜれば、鍋全体の味が分かる  
ことは経験的に誰でも知っています。統計的方法では、このことを”ランダムサンプリング”あるいは’’無作為  
抽出”という形で実現します。そして理論的にこの方法の性質が良く調べられています。一部からでもかなり  
正確に全体のことを推し量ることができるのです。  
（2）2つ目の特徴は、”ばらつき’’を考慮するということです。同じ薬を飲んでも効き方に違いがあります。  
ひとり一人の違い、あるいは、ぱらつきの大きさを統計では、分散や標準偏差という”ものさし”で測ります。  
パラツキを考慮することがたいへん重要なのです。  
（3）そして、3つ目のポイントは比較です。薬や治療法の効果を調べる場合には、いろいろな形で比較を  
行わなければなりません。薬の投与や治療前後の状態の比較、2種壊の薬や治療法の比較などです。この  
とき、それぞれの効果に（2）に示した”ばらつき”が生じます。したがって、そのばらつき以上に、「効果  
がある」、あるいは「差がある」ことを証明できなければなりません。統計でば’検定”という方法でこれを  
実現します。ただし、100％正しい結論を出せないことも確かです。   

2．タキザワプログラムの効果について   
次に、タキザワプログラムによるリハビリテーションの効果に関して研究した結果をお話します。このこと  

は既に学会誌などで報告してあります。  
効果を評価したデータは2000年から2001年にかけて、介護老人保健施設湘南の丘に入所中でタキザワ式プ  
ログラムが提供された後期高齢者が90％を占める44例から成っています。リハビリの効果は、「食事」、  
「更衣」、「排便」、「歩行」、「理解」などに関する18項目（F川‥FunctionalIndependence  

Measureとよばれています）について、それを自立的にできるか否かを、どれも7段階で評価したものです。   

当初のデータ分析では効果が認められていませんでした。その原因は、F川の総合的な（単純に合計し  
た）効果のみに着目していたためでした。ところが18項目の一つひとつを個別に調べてみると、「歩行・  

車椅子」、「排便」、「トイレ動作」、「理解」などの項目では効果があると認められました。さらに、  
ひとり一人の変化の状態、つまり改善や悪化などの状態を追跡すると、いくつかのパターンが見出されまし  
た。データがそれ程多くない状況では、統計的にその効果を検証しきれなかった点もありますが、症例が  
増えれば、ここで得られている結果に対する信頼性をさらに肯定的に確認できることが期待できます。今も  
継続的に調べられているところです。  

虚弱（要介護）高齢者を含めた高齢者への運動  
新潟医療福祉大学  
理学療法学科   
牧田光代  
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いわゆる寝たきり老人と言われる虚弱高齢者に対する運動療法について、従来関心は高くはなかった。  

成18年度から介護保険制度は予防重視型システムヘの転換がなされ、この予防重視型システムは、要 L 護状態になっても状態がそれ以上に悪化しないように維持改善を図ることが目標となっており、その方法  
して虚弱高齢者への運動療法の必要性が言われてきている。  
一方、施設入居者については日常生活活動（Activity of DailY Living：ADL）の基本となる運動器  
機能維持・向上のための運動療法は普及されていないのが実情である。多くの施設では運動療法の代 許  
としてレクリエーションを取り入れているが、レクリエーションは安全性の面から椅座位で行うことが多  

乃ために下肢および体幹機能への働きかけは少なく結果として廃用症候群を助長している。   



私達は機能低下の著しい高齢者に対する個別運動療法としてタキザワプログラムを考案し、約15年にわ  

たり実施し、効果検証も行ってきた。 今回はその方法を紹介し、機能低下の著しい高齢者への運動の必  
要性ならびに可能性について考える一助としたい。  

タキザワプログラムの概略   
タキザワプログラムは別名を「創動運動」「モチベイティプ・エクササイズ」と称している。その由来は、  

タキザワプログラムは開発者の滝沢恭子氏に因んだ名称であり、「創動運動」「モチベイティプ・エクササ  

イズ」はその運動の性質から釆ている。すなわち、「気力の落ちている障害慢性期の高齢者」に対して、  
また自分から動く事、よくなりたい、歩きたいと言う意志を引き出す運動であるからである。そのため、対高  
齢者への働きかけ（コミュニケーションをとること）を重要視する。運動指導中は常に対象者に対して愛護  
的に関わる。特に運動時の痛みについては注意を払う。   
運動の目的を立位、歩行の再獲得においている。運動は四肢の大関節、ならびに体幹の動きを中心とし  

ている。関節可動域の練習には簡便な機器を用いる。また立位、歩行が可能な場合は病棟などで歩行する  
前に十分なバランス練習を行う。歩行能力に応じて、スピードを制御したそりつき歩行器も使用する。 こ  

れらの運動指導の開始時は自動介助運動を基本としている。   
以上、述べたように運動方法は決して奇をてらったものではなく、疾病や障害の程度にかかわらず行える  

要介護高齢者への機能維持・向上へのプログラムとして有用なものである。また、「痛みを出さない」、「無  
理をしない」を念頭において愛護的に行うことに加え、運動自体が非常に単純であるので、対象者全体の  

基本的な個別機能訓練としても利用可能と思われる。  
（2006年11月15日 茅ヶ崎にて 牧田光代）  

障害者の自立を援け、介護者の健康、そして介護予防  
寝たきりは寝かせきりからといわれ何とか日常生活を不自由ながらも自力で送れるようにと  

湘南健友会長岡病院 理学療法士 滝沢恭子  

急速に進んでいる高齢化に伴って脳卒中や、転倒による骨折等により、一応の治療が終わり退院し家庭  
に戻ってきた後、寝たきりになることもありますが、折角退院しても寝たきりとなったのでは、ご本人は勿論  
家族の方も困ることになります。そこで、どのようにしたら寝たきりにならずに済み、少しでも日常生活が自  
立して行えるようになるか家庭で出来るリハビリテーション（以下リハ）を説明します。   

私は、横須賀共済病院や藤沢市民病院で理学療法士として勤務し定年後も、市で行っていた地域の機能  
訓練会、老人病院、整形外科クリニックや、介護老人保健施設、特別養護老人ホームなどで、さまぎまな  
疾病によって身体機能を障害された大勢の方々にリハの指導をしてきました。それらの場でとても楽で痛み  
も軽くなり、機能障害の回復も多くの方に改善がみられ喜ばれました。   
また、保健センターや社会福祉協議会等にて開催される介護教室で「寝たきりにならないために家庭で  

出来るリハ」「在宅で出来るリハと介護者の健康を守るには」「介護予防」等々、リハに関する講演依頼  
を受け、話をしてきました。  

リハの基本として身体の機能障害の回復及び改善に運動療法がもっとも重要であり、種々の療法があり  
ますが私が理学療法士の資格を取得したのは昭和43年（1927年）と38年前ですが、当時耳にする言  
葉に下肢の骨折後のリハは大変で、辛く痛みのあるのは直るためには当たり前という風潮でした。私はその  
ことに納得出来ませんでした。何とか痛みや辛さの無い楽な運動方法でリハを実施し少しでも、機能改善が  
出来、喜びの感情を覚える方法をと考え、色々と工夫し少しずつ患者さんの反応を見聞きしながら訓練器  
具や運動方法を開発しました。そして、総合病院である横須賀共済会病院で急性期、回復期のリハに多く  
の症例に理学療法プログラムとして回数などをそれぞれの症状に合わせ実施しました。ところが、何と患者  
さんの殆どの方が訓練時痛みが無くむしろ気持ちよく終わった後体が温かく楽になり、中には夜長く眠れる  
ようになったとの声が聞かれました。   
その後、住まいの近くに新設された藤沢市民病院に勤務するようになり、大腿骨頚部骨折やアキレス腱断  

裂のみならず、変形性脊椎症、変形性股関節症、変形性膝関節症、脳卒中等下肢に障害のある症例の殆  
どに使用し何れの症例からも苦情は聞かれず患者さん自身で進んで実施されるようになりました。気が付く  
と、脳卒中後遺症に時として麻樺側に痙性や足部の内反尖足症状のある方が外来に来られることが有りそ  
の方のリハに創動運動を実施し、段々症状が改善されるなどが見られ喜ばれました。単なる足関節の機能  
低下が残るため、簡単な布製の短下肢装具や足関節の背屈機能可能なプラスチック装具を開発してほぼ正  
常歩行可能となり、自立へと回復した症例が多く見られました。   
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自立生活を可能にする・体に良い創動運動講演会続き  

また、脳卒中の慢性期、維持期の片麻痺の方が多く入院される老人病院、介護老人保健施設、特別養  
護老人ホームなどに入所されている方々のリハに携わり、平均年齢は80歳以上が殆どです。そこで入院、  
入所される方の中で歩行困難であったり寝たきり状態の方々に、身体の機能評価の基に創動運動を行って  
おりますが、十年、二十年と寝たきりの方が、歩行可能となったり、歩けなくとも立位可能となりオムツか  
らリハパンツとなり排泄の改善が見られる人が大勢出られております。   
人は身体に痛みが有っては、筋力が強くても日常生活動作に苦痛を訴え動かなくなり、寝たきりとなるこ  

ともあります。一時も早く痛みの軽減を図るのに効果が見られ喜ばれ、機能訓練の際にも積極性が得られ  
ます。   
その他、整形外科クリニックで多くの患者さんにみられる頚や肩、腕などに痛みを生じる頚肩腕症候郡、  

または、腰痛、膝関節痛にさらには痛みを起こさないため日常生活上での注意方法と予防にも効果のある  
治療体操等を、指導し話をしております。  

（2006年11月15日 茅ヶ崎にて 滝沢恭子）  

ヒトは120歳まで生きる  
「老化と長寿研究の最新動向」  

東京都老人総合研究所老化ゲノムバイオマーカー研究チームリーダー 研究部長  
白澤卓二  

平成15年魔の日本人の平均寿命は女性が85．23才、男性が78．32才で、日本ほ世界一の長寿国、人生  
80才時代に突入した。20世紀には平均寿命が50才から80才へと30才も飛躍的に延伸した。  
講演では、寿命延伸の理由と今後の予想を解説する。2001年にはヒトゲノムが解明、我々のゲノムには3  
万個の遺伝子があることが判明した。果たして我々の遺伝子の中に寿命を制御している遺伝子はあるのだ  
ろうか？   

講演では、ハーバード大学での長寿命をもたらす遺伝子の発見、機能が低下することにより早く老化して  
しまう遺伝病であるウェルナー症候群やハッチンソン病を紹介し、老化のプロセスを制御している遺伝子の  
最新の知見を紹介する。果たして長寿や老化を制御するこれらの遺伝子の研究により、我々は今よりも健  
康に高齢期を迎えることが出来るようになるのだろうか？   

また、基礎研究の分野から、研究者が寿命研究に使用しているエレガンス線虫やハツカネズミのデータ  
を紹介する。   

これらのモデル動物は寿命が短いために、研究室レベルでは長寿の遺伝子改変動物を作製することに成  
功している。線虫ではなんと6倍の寿命もつ遺伝子改変線虫の開発も報道されている。また、線虫を応用  
して、遺伝子操作と同様の効果を有する不老長寿の薬の開発の最前線を紹介する。講演後半では健康寿  
命が遺伝素因ばかりでなく、環境要因にも大きく左右されることを解説する。  
環境要因の中でも、生活習慣病の予防に重要な要因として栄養と運動が寿命に及ぼす影響を取り上げる。   

カロリー制限により、動物の寿命が延びることが知られているが、果たしてどの様な分子メカニズムでカ  
ロリー制限は寿命を延伸しているのだろうか？果たして我々は一日にカロリー食べれば、我々の寿命を延長  
することが出来るのだろうか？   

また、定期的な運動がどのように我々の寿命を延伸しているのだろうか？   
介護予防における筋肉トレーニングによる寝たきり予防の効果を紹介する。また、アンチエイジングが身  

近に報道されるようになったが、サプリメントを初めとするアンチエイジングにより本当に若返ることが出来  
るのだろうか？科学的検証の必要性とアンチエイジング医療の現状を紹介する。  

ぎ 億齢化社会を取り巻く医療環境（地域リハビ1」テーションを成功させるために）  
Community Rehabilitation Network   

∴ 国際医療福祉大学リハビリテーション分野教授  
NPOバイオフィリア リハビリテーション学会会長   

∴．ト  r■木村哲彦  

「Biophilia」バイオフィリア、あまり聞いたことのない英語で、大きな辞書を引かないと出てこない用語  
響すが、人類愛、生命愛、種の保存、などを意味します。   



リハビリテーションの発達を顧みますと、本来、社会的復権という側面を重視した発達を遂げてきたもの  
ですが、医科学の分野では解剖生理学的に関する分野を中心に発展してきたものです。   

すなわち、急激な高齢化の為、有病率や医療費の上昇、治療期間延長、等の理由で急性期医療の重視  
と、慢性期リハビリテーションの福祉サービス化の傾向が進んでいるのです。   

一方、高齢化と相倹って、身体の障害を訴えるものも増加し、医療費も鰻登りに増加してきました。GDP  
の7％を突破するにいたり、日本国民の容認できる限界に達したと判断され、健康保健医療における改革  
が進んでいます。リハビリテーション医療を含め医療サービスの内容も急性期に集中するところとなっていま  

す。   
さて、在宅医療が盛んな長野県は入院医療盛んな北海道と比べ医療費の支出に大差があり、在宅医療  

は、費用のかからないことが判然としています。   

包括的サービスながら医療と福祉の中間的施設としての老人保健施設、更には障害者療護施設、更生  
訓練施設、デイケア等を利用してのリハビリテーションも可能であり、養護老人ホーム、特別養護老人ホー  

ム、等の利用施設併設されたもの等社会資源の活用を積極的に推進するべきです。   
そこで、私たちは予防医学的リハビリテーション、さらには地域リハビリテーションすなわちCommunity  

Based Rehabilitation の発展したものとしてCoELmunity Rehabilitation Network すなわち地域リハ  
ビリテーションサービス連絡網を充実させ、病院におけるリハビリテーション以降のサービスを円滑に進める  

ための技術の推進をモットーにしている集まりであり組織であります。   

医師、保健師、看護師、PT，OT，ST，ORT、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、ヘルパ  
ー、薬剤師、栄養士、その他多くの関連職種の方々がバイオフィリアリハビリテーションの旗印の下に集ま  
り、「世のため人のため」に研究計画を進めております。  

（2006年7月7日 慶応大学にて 木村哲彦）  

労働力不足が深刻です。元気な高齢者が日本の産業を豊訓こします。  
働けることの幸せを永く感じて欲しい。  
鈴木運輸株式会社 社長 鈴木勝真  

滝沢茂男さんとの出会いは（社）藤沢青年会議所に入会したことがきっかけでした。現在は、高校同窓  
会の会長と会計担当との関係でもございます。こんなグループがあるんだけど参加しない？と言われ名前だ  
け参加したのが異業種交流グループでした。訳もわからず資料だけ読んでおりました。   
しかし、今後増加するであろう歩けない人。気力がなくなり歩かない人。大阪で一人暮らしをして軽度の  

要介護の認定を受けていた義母が、一昨年入院をいたしました。精神的に弱くなった模様で幻覚も現れた  
とのこと。退院と同時にこちらに引取り、介護認定も引き続き受けました。でも、すぐに元気に歩いている  
のです。こんな元気なのに介護保険を利用していいのかと感じていましたら、やはり半年後には認定がはず  
れました。大変結構なことです。環境が変わったことで気力が蘇ったのでしょう。症状が軽い内に対処でき  
たから元気で歩く姿を見ることができますが、遅かったら車椅子の生活になっていたかも知れません。その  
ようなことを考えましたら創動運動によるリハビリを更に世間に知らしめなくてはと思い、下手なりに書いて  
いるところです。   

私は運送会社を経営しております。今ドライバーが不足しており、本年6月から中型自動車運転免許が新  
設され、新規普通自動車免許では運転できなくなる車両が増えることにより更に深刻化します。ドライバー  
への負担を減らすようにオートマチック車の導入をしておりますが、荷役作業はまだ機械ではできない部分  
が多くあります。ですから経験者に永く勤めていただけたらと思っています。が、今最高齢者は66歳です。  
体力の衰えは確かです。作業着のような感覚で着られるパワースーツの開発ができたら高齢者の働く場が多  
くなると思うところです。元気な高齢者が日本の産業を豊かにするのではないでしょうか。   

身体を動かすことのできることは大変幸せなことです。一昨年手術で1ヶ月ほど入院した経験がある私は  
よくわかります。起きあがることができた喜び、歩けた喜び。リハビリには痛みを伴いますので余計に幸せを  
感じます。早い段階から自らが身体を動かそうとする気力があれば寝たきりにもならず、また元気に働ける  
ことができることでしょう。忙しい忙しいと言っている介護用晶関係の会社に勤務している娘が暇だと言う日  
が来ますように。   



■■  

リハビリテーションにおける工学的アプローチ  

横浜国立大学大学院工学研究院 システムの創生部門教授  
高田 一   

要旨  
リハビリテーションといえば，まず，交通事故などにより怪我をした患者が正常に完治するまでの訓練が  

まず，思い浮かぶ．そこでは，脚を骨折した辛いす使用の患者が平行棒による訓練を経て，徐々に松葉杖  
などで歩行可能になる．やがては，独歩が可能になり，退院していく．このような過程においては，健常  

者の交通事故による怪我であれば，治るのが当然で，数ヶ月で回復することが多いように思う．しかし，高  
齢者のリハビリをみて，高齢のため，脚あるいほ腰が不自由になり，平行棒などで訓練しているようすを見  
ると，健常者のように回復する人もいれば，そのままを維持するもの，あるいは訓練してもさらに不自由に  
なっていくものなど様々である．健常者のようにほとんどが完治して退院していくのであれば，とくに歩行  
能力などを詳細に測定する必要はないだろうが，高齢者の場合は，詳細な測定をして，少しでも歩行が不  

自由になるのを遅くするよう訓練をする必要がある．そのためには，ますます増加する高齢者に対して，工  
学的な測定，標準化が必要と考え，研究している．ここではその一部についてご紹介する．   

方法   
歩行の測定は，まず，図1のような平行棒での歩行訓練中の歩幅，左右の歩行の揺れなどの長さを単位  

とする指標，歩行ペース，単脚支持可能時間など時間を単位とする指標，体重のどれはどを脚で支持して  
いるか，また平行棒に頼っているかなどの力を単位とする指標が考えられる．工学的には，力を測定する  

カセンサを床に配置してフォースプレートを作成し，歩行の軌跡を図示すると図2（a）のようになる．四角の  
点は足が着いた位置，三角の点は足が離れた位置である．両脚にかかっている力の変動は図2（b）のよう  
になり，ここから平行棒への依存度がわかる．また，歩行動作をビデオカメラなどで測定して画像処理によ  

り，歩行動作を解析することも可能である．   

今後の展開  
リハビリにおける工学的アプローチの例は決して多いとは言えない．これからの高齢者の増加にしたが  

い，介護者の不足が予想されている．そのためにも，理学療法士が高齢者のすべてを診るのではなく，標  
準化，機械化できるところは．システムを構築して合理化し，高齢者の増加に対して備えることが必須と思  
われる．  

このようなシステムができれば、理学療法士は，個々に高齢者の訓練を診るのではなく，システムで得たデ  

ータをもとに判断することが可能になり，今診ているよりも何倍もの高齢者に対して，診断，判定，アドバ  
イスをすることが可能になり，今よりもさらに総合的な観点からの判断が要求される一段と高度な職種にな  
りうると考える．  
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文部科学省拝辞研究機関バイオフィリア研究所所長 滝沢茂男   

神奈川県中小企業センターにおいて異業種交流グループ連合会に登録する団体が「神奈川県社会福祉  
協議会」を通じ、「独立行政法人福祉医療機構（高齢者・障害者福祉基金《地方分≫）」の助成金を得  
ました。これだけでも他に焦例がないものと思います。   
私たちの活動が、産業・事業という営利活動の範疇を大きく超え、社会全体を傭撤し、国民や人類の福  

祉の向上を期する活動をしていることを認めていただいたものと心から感謝しています。又この団体の監事  
会社である「バイオフィリア研究所」はわずかな年間売り上げ高の実態を明らかにしていながら、文部科学  
省から各大学に伍して研究機関指定を受けており、同様にご評価いただいています。   
私は医師でも理学療法士でも工学技師でもありません。しかし社会のありようを考察したとき、「リハ医  

学の革新」の重要性を知りました。過去を振り返ると、1987年、実施していた滝沢恭子理学療法士自身が  
システムであると認識していなかった手法を、私はシステムとして発見し、社会に出す必要を認識しまし  
た。そして1991年に専業で行動を開始し、リハの実際を分析してシステムとして纏めました。   

私はかって市会議員で、先ごろ、当時同僚だった鈴木恒夫神奈川県会議員の藍綬褒章祝賀会があり、  
同議員出馬の際の事々を振り返りました。彼の初当選の選挙に際し、私は当時の熊山喜三郎県会議長の  
後継指名を受け立候補を決意しました。NEDOから得ていた「ソリ付き歩行器開発」補助金の担当課長にそ  
れを伝え、受賞した当時の市議宅を訪ね「県会議長後継として立候補する」と伝えたこと、しかしその後こ  
の「リハシステムの社会化こそ世界の未来を開く」と覚悟し、その県会議長に断りを入れたこと、そして訪  
ねてきたその市議に拙宅前で、「県議は市議を3期もしたものなら経でも出来るが、このリハの仕事は私以  

外に出来ない」といって、立候補しない旨を告げた1995年のことを思い出しました。以来このリハ医学革新  

の研究を無給で進める中で、自ら「風車にロバで進むことを、自身が馬に乗った騎士で城中の美女を救い  
にいくと一人思いこんでいたドンキホーテ」に比較せざるを得ないほどの困難に直面した事もあります。   

歩行器開発・製造・販売をしているリハビリエイド社（現在バイオフィリア株式会社）も会員です。そ  

してこの会社は、かつて創造活動促進法の認定を得ました。ⅣEDOの助成を得ていても融資してくれる銀行が  

なかった促進法認定前年に「貴社はよい仕事をしている融資してくれる金融機関があったら保証する」との  
神奈川県信用保証協会藤沢所長の言明があり、その後認定を得て、国民金融公庫始め3行が態度を融資に  
変えたので、保証協会を再訪し依枝しました。しかし、協会の後任の若年藤沢所長は、幕府の滅亡を誘引  
した「蛮社の獄」を起こした、鳥居耀蔵（旧来の組織を守ることに専一し新たな提案を拒絶して、芽を摘  

み、守りたかった組織をその結果崩壊させる）のように、現在は前述の支援を得られる革新的な新規プロ  

ジェクトに「どこまで面倒見ればよいのだ」と述べ、後には貸し渋り対策の信用保証をも拒否しました。倒  
産認定といえるものです。他の開発でSBIRの指定を得た現在でも融資は得られません。   

人口ピラミッドが逆転する。徳川幕府は滅びても政治制度の単なる変更です。私たちが今直面している  
のは、父母が子をそして青・壮年者が高齢者を守り、共に幸せに暮らすという「人類の価値」の危機です。  
私は「現代の蛮社の獄」に負けない決意で頑張ってきました。私たちの研究が、「リハ医学の革新」が、  
高齢になったときの人々の生活を、介護依存から自立へ変えます。   
そして、そのことが「人類の守ってきた価値」を引き継ぐことができる条件を作るのです。「ドンキホーテ  

に成らなくてすみそうだ」そう実感しています。   
私はこれまで、時事通信厚生福祉に多くの記事を発表してきました。1998年6月の「器具を使ったリハビ  

リで歩行可能に」、同年9月の「新たな生活文化の確立を期して」、2000年「ライフステージの確立を目指  

して・機器開発から明らかになった問題点」、「障害がある四肢の創動運動のための器具開発」などが今  
回の事業申請の基礎になっています。又近年の著作「バイオフィリアリハビリテーションの可能性」「持続  
可能な超高齢社会の構築」などがあります。   
それに加えてこの事業で学び、「人類の守ってきた価値」を維持するための技術と社会の関係について  

纏めることができました。2007年庭中に「介護・依存から自立へ3」として、「星雲社」から世に問いたい  

と考えています。本事業を通じた多くの先生方のそれぞれの講演は、「人類の守ってきた価値」を守り、安  
心な暮しを人類に約束できるものと思っています。全文を同時に載せる準備をしています。多くの人々にご  
覧いただきたいと願っています。   
障害を受容するのではなく、障害を克服することにより、高齢者自身が障害を得ても自立を基調とする新  

たな暮らしをする。次世代に過度に依存せずに社会を持続可能にするための手段は「リハ医学の革新」と  
して提供されつつあります。私の属する団塊世代の高齢化に伴う、社会保障負担の維持不能な拡大（エイ  
ジングクライシス）を食い止めることが出来るのです。経済性に基づいた他者依存、寝たきりになって施設  

で世話を受けるはうが面倒が無いし、年金との差額が得られる。施設や業者も儲かる。介護に依存すれば  
すべてうまくいく。こうした考えを打破し、次世代に過重な負担を掛けずに済む社会構築の為の「国民一般  
の意識改革」が必要です。この問題解決のために「高齢市民が活躍するための社会技術研究会」をNPO  
法人として組織しました。皆様のご参加を期待します。   
終わりに我々の研究事業を支え、推進していただいた全ての関係機関の皆様に深謝いたします。   



感連書籍の調査報告  29  

介護依存から自立へ 2 著者・編者 滝沢箱男  
1SBⅣ4－43∠  （ 亘180ページ 定価2  円）  

沢茂男感ニ■箸h＝   
機能評価と評価表、そして団堺  

平成15年度（財）テクノエイド協会福祉用具普及促進助成事業研究より嶺  機能詳■と細魚  
そして瑚凛世代へのメッセージ  

現代社会の不安を、根元から解消するための、一人一人の生き方。またノ」  

リハビリ現場の声を明らかにする中から、自立生活が可能になる手法、  

対応する評価方法を提案している。  
歳亮・一座地鳥  

介護依存から自立へ 1  監修 木村哲彦  
介護・㈱か各「▲  

l  ISBN4－7952－4698－Ⅹ   （B5版 200ページ 声価3   

き  
4輪歩行器による補助歩行の獲得・木村哲彦監修  

さこ 
■l  

リリ付4繚歩行宕  
‥‾‥た行の肇  ノリ付歩行器のさまざま症例を通しての利用結果や利用状況石っし、て紹  

介、解説した1冊。第1章から第9章で構成、寝たきりの原因となる骨折  

や骨粗しょう症、パーキンソン病などの人が自立生活を送れるまでの過  藍犠 木村哲瘡  

程の紹介や、歩行器を使ったリハビリが不可能だった事例までも網羅。  

寝たきり老人を歩かせる 著者・編者 滝沢茂男  

ISBN4－7952－3654－2   （B5版136ページ 定価1865円）   

歩行のための理学療法システムの提案と実践・滝沢茂男編・著  

老人ホーム等の施設からの転入院の多い、湘南のベッド数226床の老人  

病院での、平成5年7月に神奈川理学療法士学会に発表された論文に基  

づくリハビリテーションを、多くのPTと作業療法士そしてケアワーカーが  

一冊にまとめております。  

滝沢先生とするリハビリ体操 監督滝沢茂男・監修木村哲彦  

ISBN4－7952－4699－8  （BVHSビデオ 声価14000円）  

子・老健湘南の丘の皆さん：このビデオに合わせて、毎日体  

している適所l－・＼協設の皆さんから大変喜ばれていまヰ  

寝たきりから歩けるよう㌃なるタキザワ式リハ  

監督 滝沢茂男・監値  
；BN4－7952－3654－2（BVHSビデ  定価18000円  

出演滝沢恭子・老健湘南の丘の皆さん：このビデオを見ると、大変合理  

んh寸↑‾ザ11ノけラム化創動運動が「｝‾ノ～こ理解できます   



運動リハの実際はインターネットビデオ（NHKニュース）でご覧にな  「す。■二  
唯βアドkろ、∈嘩つ：r．、恒t  遜適轟録越軸如揖  

他lこなし1特徴  

1．多人数の利用者に同時に運動リハビリを実施できて、  

かつ個別対応が可能です。   

エイドカモ訓練補助をし、  

個別創動運動リハビリを  

実施しています。  

2．在宅でも、適所の介護サービス施設でも利用できます。  

本文5ページをご覧下さい。  

j．運動はプログラム化されています。  

利用者を移動するより、器具を移動します。  

介践予防を実現するプログラム化創動運動マニュアル  
（自立生活を可能にする創動連動講習嚢開催事業報告書）  

畢戚18年應独立語聴法ふ福祉医療機構高齢者・障害者福祉基金助成事業  
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