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１．第18回リハビリテーション体育学科同窓会報告 

１）第18回リハビリテーション体育学科同窓会が、下記の日程・場所にて開催されました。 

日程：2011年3月5日（土）～ 6日（日）  場所：国立別府重度障害者センター ／ 太陽の家 

 
・当日のプログラムは下記になります。 

3月 5日（土） 
10：30～ 受付（会場：国立別府重度障害者センター） 
10：30～11：30 
 

別府重度障害者センター施設見学 
  昼休み 

13：00～13：10 
13：10～14：10 
14：10～15：10 
 

開会式 
太陽の家でのスポーツについて 
別府重度障害者センターでのスポーツについて 
 

16：00～17：00 定期総会 
18：30～ 懇親会（別府市内飲食 店） 

3月６日（日） 
 9：00～ 
 9：00～10：00 
10：00～ 
 

受付（会場：社会福祉法人 太陽の家） 
太陽の家施設見学 
閉会式 
 

13：00～ 平成 23年度 第１回理事会 
 大分観光 

 

 
別府重度障害者センター近くの公園にて 
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２）施設見学・ワークショップ報告 

第 18回リハビリテーション体育学科同窓会報告 
 

平成 23年 12月 28日 
リハビリテーション体育学科同窓会 

企画担当 久保田崇之 
 
●太陽の家でのスポーツについて 
  「社会福祉法人 太陽の家」に勤務する、3期の服部さんと 17期の寺本さんから「太陽の
家でのスポーツについて」お話をしていただきました。 
  寺本さんからは、太陽の家の歴史と、服部さん・寺本さんの所属する健康推進課の業務内容

の説明、2009年度から行っている介護予防運動教室における運動プログラムの展開について
の発表がありました。運動プログラムは、バランス歩行や足ダンスの他に、太陽の家の施設内

に設置されたクライミングボードを使用したボルダリング（フリークライミング）があり、恐

らく全国初の取り組みであろう介護予防運動教室の中でのボルダリングについて参加者から

多くの質問が挙がっていました。 
  服部さんからは、「社会福祉法人 太陽の家」の紹介 DVD と寺本さんが考案にも加わった
「別府ゆうゆう体操」が取り上げられたニュースの披露がありました。鑑賞後は服部さん、寺

本さんの指導の下、参加者全員で別府ゆうゆう体操を体験しました。入浴動作を取り入れた体

操は、真似もしやすい上に、様々な動きが盛り込まれておりクオリティーの高い体操でした。

参加者からは、勤務先でも取り入れたいのでゆうゆう体操の DVDが欲しいといった申し出も
ありました。 
  常に新たなことに挑戦し続ける太陽の家の中で、求められるニーズにただ応えるだけではな

く、RSの考え方を取り入れ他とは一味違った展開をしていることに、服部さんと寺本さんの
頑張りを感じることができました。 
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●別府センターでのスポーツについて 
  国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センターに勤務する、1
期の木畑さんから「別府センターでのスポーツについて」お話をしていただきました。 
  この日は久しぶりの陽気で暖かかったこともあり、木畑さんからの提案で急遽別府センター

近くの公園に場所を移し、公園内の芝生の上でボッチャを行いました。 
  最初は長方形のコートの中で通常のボッチャルールでのチーム戦を実施しましたが、芝生や

傾斜の影響もあり体育館で行うボッチャとは一味違ったゲームとなりました。1 ゲーム終了
後、木畑さんから「遠くにボールを投げられない方のいる場合にはどのように展開するのか」

との問いがあり、参加者から様々なアイディアが出されました。その中の一つである、長方形

のコートの長い辺を移動して投げる人、短い辺を移動して投げる人に分けたルールでのチーム

戦を行いました。最後に、木畑さんが考案したバスケットボールのフリースローサークルとフ

リースローラインのようにサークルの真ん中に線が引かれたコートの中で、ボールを相手のコ

ート内に置いた個数を競う、チーム戦のボッチャを行いました。 
  重度な方でもできるスポーツのボッチャに、RSの考え方を取り入れるという発想は重度障
害者センターに勤める木畑さんならではだと感じました。投げられない＝ランプスといった固

定概念に囚われず、対象者が投げてボッチャを楽しむことができる工夫を怠らない･･･RS の
原点を見つめ直す良い機会となりました。 
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３）定期総会報告 
      第 18回 RS同窓会 定期総会の報告として、当日の議事録を掲載します。 
第18回リハビリテーション体育学科同窓会 

定期総会議事録 

平成23年3月5日（土）   別府重度障害者センター 

 

同窓会活動 

１．会員間および会員と学院生間の交流 

 （1）会員間の情報交換手段の充実 

   会員名簿の作成・配付やインターネットを通じての情報網の確立、年に1度の同窓会開催 

 （2）学院－会員間のパイプづくり 

   会報への学院情報掲載、年に1度の同窓会開催 

２．RSのアイデンティティ確立に向けて情報交換、情報発信 

研修会・講演会・発表会の開催、会報への情報掲載、 

ホームページを利用しての情報発信 

３．日本リハビリテーション体育士会との協力体制 

   リハ体育士会への会員登録促進と連携体制の確立 

 

議   案 

1号議案 

【平成22年度実施事業報告】 

1.理事会開催 

（1）第1回 日程：平成22年3月7日（日） 13:00～16：00 

場所：国立障害者リハビリテーションセンター 2Ｆ学生控室 14名参加 

（2）第2回 日程：平成22年12月18日（土） 13:00～17：00 

場所：国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟502室  11名参加 

 

2.第18回リハ体育同窓会開催 

（1）日程：平成23年3月5日（土）・6日（日）  （2）場所：社会福祉法人 太陽の家 

3.RSジャーナル発行（平成22年5月号） 

4.同窓会会員名簿作成 

5.同窓会会報（第25号）発行（平成23年3月発行予定） 

6.RSネット（ホームページ）の運用  

7.祝電・年賀状送付  祝 電  卒業式：平成22年3月9日（火） 

入学式：平成22年4月8日（木） 

                    年賀状  

8.RS書籍「リハビリテーション体育」作成 
9.合同大会参加 

学会名：第 31回医療体育研究会／第 14回日本アダプテッド体育・スポーツ学会 
第 12回合同大会 

期日：平成22年12月4日（土）・5日（日） 

発表：自主シンポジウム 
テーマ：「リハビリテーション体育の現状と課題、そして私たちの役割」 

～リハビリテーション体育学科卒業生の立場から～ 
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コーディネーター：服部直充（3期） 
シンポジスト：岩渕典仁（8期）、小林岳雄（13期）、横田篤志（14期）、 

伊藤秀一（9期）、樋口幸治（準会員） 
 

２号議案 

【平成22年度収支決算報告】 

 

３号議案 

【新会員の紹介】 

平成22年度リハ体育学科卒業生2名（RS19期）を新会員として承認したい。 
新会員予定者（卒業生）に対しての同窓会入会案内（同窓会の目的・活動内容・入会の方法）を配

布する。同窓会入会案内は学院にて保管。毎年卒業時に新会員予定者に配付して入会案内とする。 

 

４号議案 

【平成23年度同窓会役員・理事の選出】 

副会長遠藤から横田、事務局横田から梅崎、企画秋山から山下、監事廣田から19期生、通信廣田か

ら19期生へそれぞれ選出する。 

 

５号議案 

【平成23年度収支予算案】 

 

６号議案 

【平成23年度実施事業計画案】 

1.理事会開催 

2.第19回リハ体育同窓会開催 

3.RSジャーナル発行（平成23年5月号） 

4.同窓会会員名簿作成 

5.同窓会会報（第26号）発行 

6.RSネット運用 

7.祝電・年賀状送付   祝 電  卒業式 平成23年3月8日（火） 

入学式 平成23年4月7日（木） 

                     年賀状 

 

７号議案 

【検討事項】 

2日間開催する従来の同窓会の中に「○○研修」を含む同窓会を研修とする案について話し合った。 
①「○○研修」主催 RS学科同窓会としたい。 
②職場から研修として参加できる可能性もあるので参加者の増加につながる。 
③研修内容（セミナー、ワークショップ等）によって健康運動指導士単位認定の申請もしたい。単位

認定されれば健康運動指導士を持っている卒業生も来やすい。さらに単位認定されれば外部からの参

加者もあるので、RSの外部への情報発信にもつながる。 
④第 19回同窓会（平成 23年度）からの実現を目指す。 
 

８号議案 

【連絡事項】 
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２．会員近況報告 

 

【氏名】 

  石垣 祥子（19期生） 
 
【勤務先】 

  埼玉県ふじみ野市立大井中学校 
 
 【職名】 
  特別支援学級介助員 
 
 【対象者】 
  特別支援学級に在籍する児童生徒（計３名） 
  ・広汎性発達障害（2名） 
  ・自閉症    （1名） 
 
 【勤務内容】 
  ※特別支援学級に在籍する児童生徒の学習・生活支援 
  ・各教科、生活の指導・補助 

（国語、数学、英語、社会、理科、体育、音楽、家庭、作業、自立活動、学活、総合、 
 清掃、給食、着替え等） 
・交流学級への補助 
（適性に応じた授業、朝の会、朝会、学年行事、体育祭、合唱コンクール等） 

  ・定期試験の作成 
  ・ふじみ野市立特別支援学級交流会引率 
  ・ふじみ野市立特別支援学級学習発表会引率 
  ・特別支援学級遠足、社会科見学引率 
  ・ふじみ野市立特別支援学級研修会（知的障害） 
 
 【近況報告】 

 4月から中学校の特別支援学級で働いています。生徒は 3名と少人数ですが、年齢・体力
や障害の程度は様々であるため個々の課題に合った個別的な指導を行っています。学習面で

は 1対 1での取り組みが多いのに対し毎日の体育の授業では、3人が一緒にそれぞれの課題
や役割を持って活動しています。そのため、運動能力の向上だけでなく級友への思いやり、

自発性などが見られるようになり、改めてリハ体育の良さ・必要性を感じています。毎日少

しずつ、できることが増えていく 3 人の成長を感じられることが楽しみのひとつです！ま
た、生徒のひらめく面白い遊びや意外な発想などからもよい刺激を受け毎日の体育やその他

の授業、生活面などの指導に役立てています。 
 来年度は今の経験を活かし、特別支援学校で働きたいと考えています。生徒から学ぶこと

を忘れず、これからも自分自身成長できるよう努力していきます。今後ともよろしくお願い

致します。 
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職場紹介 

氏名： 熊谷俊介 

 

勤務先： 埼玉県総合リハビリテーションセンター 福祉局 健康増進担当 

 

職名： 体育指導員（非常勤職員） 

 

対象者： 

• 障害者支援施設利用者 

自立訓練（機能訓練）・・・肢体不自由者、視覚障害者 

自立訓練（生活訓練）・・・知的障害者、高次脳機能障害者 

就労移行支援 ・・・・・肢体不自由者、高次脳機能障害者、知的障害者 

• 認定健康増進施設利用者 

健康増進等のために運動指導や体力測定を必要とする障害のある方 

勤務内容： 

① 障害者支援施設利用者の体育訓練 

② 障害者支援施設、個別支援計画会議への参画 

③ 認定健康増進施設利用者の実践指導 

④ 認定健康増進施設利用者の体力測定 

⑤ 研修事業の運営 

⑥ 地域社会や社会資源の情報収集、ネットワークづくり 

⑦ 研究および学会発表 

⑧ 地域支援事業 

⑨ 障害者スポーツ情報の案内、広報 

⑩ 各種スポーツ大会の運営（四面卓球バレー大会、卓球ラリー大会など） 

近況報告： 

4月から、埼玉県総合リハビリテーションセンター健康増進担当で非常勤職員として働

き始め、1年弱が経ちました。豊富な臨床経験をお持ちの先生方に囲まれ、充実した日々

を送りながら、勉強させていただいております。 

学院で学んだこと、職場で経験させていただいたことを大切に、利用者によりよい支援

ができるよう精進していきたいと思います。これからもよろしくお願いします。 

 
 



 

ＲＳ学科 

21期生です★ 満開の桜の下 

迎えた、入学式。 

入学式！ 

2人で漫才をした、 

ブラインドクライミング。 

クライミング！ 

こんなことばかりして

いるように見えますが、 

一流の指導者目指して 

これからも頑張ります★ 

そして 

ラフティング 

横山知里（キャンプネーム：とって） 

出身大学：北海道教育大学岩見沢校 

スポーツ教育課程 健康・スポーツ科学専攻 

得意種目：バレーボール、大食い、猫と遊ぶ 

主な余暇活動：好好爺でラーメンを食べる 

ひそかに気にしていること：たるんだ顎の肉 

一箭（いちや）良枝(キャンプネーム：ゆば) 

出身大学：奈良女子大学・スポーツ科学専攻 

得意種目：バスケットボール、突っ込み（元気な

とき限定）、速歩・速チャリ（歩くの早いンデス） 

主な余暇活動：同居人（女子）との鍋 

ひそかに狙っているポジション：RS21 のセンタ

ー 

３．学院生紹介 
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ゴールボール競技におけるスポーツ外傷の調査 

 

国立障害者リハビリテーションセンター学院 石垣祥子 

梅崎多美 

キーワード：視覚障害者スポーツ、ゴールボール、スポーツ外傷 

 

 

1.はじめに 

ゴールボールは、第二次世界大戦で視覚に傷害を

受けた傷痍軍人のリハビリテーションプログラムの

一つとして考案された視覚障害者のチームスポーツ

である。 

現在は、パラリンピックの正式競技の一つとして

行われ、日本も様々な大会に出場し更なる向上を目

指し活動している。 
ゴールボールは、アイシェードを着用し、鈴の入

ったボールを投球し合い、相手ゴールにボールを入

れ得点を競う競技である。座位と横臥位の姿勢の姿

勢を繰り返し行い、身体の一部でボール(1.25kg)を

止めるという競技特性から身体にかかる負担も大き

く、外傷は多いと考えられる。しかし、ゴールボー

ル選手のスポーツ外傷に関する報告がないのが現状

である。 

 

2．目的 

本研究では、ゴールボール全日本女子代表選手の

外傷の実態を明らかにし、その予防策について検討

することを目的とする。 

 

3．方法 

 2010年に全日本代表に選出された女子選手6名を

対象とし、2010年8月に聞き取り調査を実施した。 

 調査内容は、個人データ（年齢、性別、身長、体

重、利き手等）、ゴールボール以外のスポーツ歴（ス

ポーツ経験の有無、種類、競技歴等）、ゴールボール

歴（競技歴、練習時間、ポジション等）、ゴールボー

ルにおける練習および競技中の外傷（外傷名、部位、

回数、発生時期、発生状況、処置方法、予防策、現

在の痛み）の計20項目とした。 

 

 

4．結果 

(1)対象者 

 対象者の概要は表１に示した。 

(2)外傷について 

外傷の発生状況は6名中5名であり、外傷発生件数

は15件であった。 

外傷の種類では関節損傷（8件）が最も多く、次に

打撲（3件）、筋腱損傷（2件）、骨折（2件）であっ

た（図1）。 

外傷部位の部位では、手指（4件）、足関節（3件）、

顔面・頚部（2件）、上肢（2件）、体幹部（2件）、下

肢（2件）であった（図2）。 

 

表 1．個人データ 
個人データ n＝6 
年 齢（才） 31.8±9.4 
身 長（ｃｍ） 160.7±3.8 
体 重（ｋｇ） 54.2±2.9 
競技歴（年） 8.0±3.7 

練習頻度（時間/週） 4.2±2.3 
（min±SD） 

 

 

 

図1 外傷の種類 

 

骨折 
13.3(％) 

打撲 
20.3(％) 

筋腱損傷 
13.3(%) 

 
関節損傷 

53.3(％) 
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図2 外傷の部位 

 

表2．場面別に見た外傷 

 スローイング（６） ディフェンス（８） 

手部 ・靭帯損傷（１） 

・脱  臼（１） 

・突き指（１） 

・骨 折（１） 

顔面 

頚部 

 ・むち打ち（１） 

・打 撲（１） 

上肢  ・打 撲（１） 

・過伸展（１） 

体幹部 ・筋筋膜性腰痛（１） ・骨 折（１） 

下肢  ・肉離れ（１） 

足関節 ・靭帯損傷（３）  

 

(3)場面別の外傷（表2） 

 場面別に見ると、スローイング時6件、ディフェ

ンス時に8件とディフェンス時に多く、骨折やむち

打ちなどの重篤な外傷が発生していた。 

 

5．考察 

ゴールボールは、アイシェードを着用してプレイ

ヤー全員が視覚を遮断した状態で行う競技である。

その競技特性は重いボールを投球し合い、ボールの

音を聞き取りながら瞬発的に反応し、身体の一部で

ボールを止めるということにある。今回の調査では、 

ディフェンス時に多く、かつ重篤な外傷が発生して

いた。 

手部の外傷は、指先でボールをコート外に押し出

したり、指先で捕球するなど、ボールに対する反応 

が遅れることで発生していた。その為、初期の段階か

らボールの音が正確に聞き取れるような、音に対する

反応力を高めるトレーニングが重要である。また、正

しいテーピング方法を選手自身が身につけられるよ

う指導することも必要である。 

顔面・頚部の打撲とむち打ち、および上肢の打撲は、

キャッチミスやはじいたボールなど、予測できないボ

ールの動きに対して、互いにカバーし合う中で選手同

士が衝突し外傷に繋がった。コート内は自由に動ける

選手であっても、予想外のボールの動きに対しては判

断が難しい場面が推測できる。よって、衝突が起こり

やすい場面を想定した練習や、フォーメンションの確

認・声掛けが必要となってくる。 

また、体幹部では、プロテクターを装着していたに

も関わらず覆われていない部位にボールを受け、骨折

が発生していた。よって、形状や衝撃吸収、動きやす

さなどを改良したプロテクターの検討が必要と考え

る。 

 

6．おわりに 

ゴールボール競技は関節損傷が多く、約7割が身体

上部に集中していた。また、ディフェンス時に多く、

骨折やむち打ちなど重篤な外傷も発生していること

がわかった。 

選手はスポーツ外傷に対し、認識が乏しい傾向にあ

った。今後はさらに外傷発生の原因や状況を詳細に分

析すると共に、選手自身がスポーツ外傷に対する認識

を高める必要がある。 
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４．会員研究報告 

13期の小林岳雄さん（医療法人社団 龍岡会神石介護老人保健施設）が下記の通り研究発表さ
れています。 

 

第32回 医療体育研究会 ／ 第15回 日本アダプティッド体育・スポーツ学会 

第15回 合同大会（ 会期：2011年12月3日～4日、 会場：茨城県立医療大学 ） 

 

演題：「介護老人保健施設入所者に対する運動が認知機能に与える影響」 

 

 

 

※ RSnet上のPDFファイルからは、外部で発表された抄録・資料等を適宜削除しています。 
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12月の合同大会での発表 
曽根裕二（リハ体 9期生、大阪体育大学健康福祉学部 

 
『ハンドサッカーの紹介～東京都肢体不自由特別支援学校における取組～』という演題で 2011
年 12月 3日から 4日にかけて茨城県立医療大学で開催された「第 32回医療体育研究会／第 15
回日本アダプテッド体育・スポーツ学会／第 13回合同大会」（長い学会名・・・）で研究発表を
行いました。研究発表と言っても、内容は東京都の肢体不自由特別支援学校で取り組まれている

「ハンドサッカー」の実践を紹介したものです。共同発表者の 2名の先生はハンドサッカーを作
り上げてこられた先生で、現在、支援学校と公立中学校に勤務しながら普及等の活動にも力を尽

くしておられます。 
ハンドサッカーは、今から 30 年以上前に、ある養護学校の生徒のニーズから誕生した球技で
す。その後、他の支援学校とルールを統一し、交流試合、大会と規模を拡大してきました。大会

は毎年 2月に開催され、現在では都立の肢体不自由特別支援学校の高等部全て（17校）が参加す
るまでの大会になりました。参加選手は 200名程度、応援の保護者、教員などを含めると会場で
ある駒沢公園の体育館は、すごい熱気に包まれます。 
ハンドサッカーは選手（生徒）の障害の実態に合わせ、フィールドプレイヤー4 名、スペシャ
ルシューター1名、ポイントゲッター1名、ゴールキーパー1名の計 7名の選手が 1チームとなり、
得点を競い合う種目です。細かいルールはルールブック等を参照してください（手抜きです）。ち

なみに東京都肢体不自由特別支援学校体育連盟（これまた長い名前・・・）のホームページから

ダウンロードできます（http://toshitairen.sakura.ne.jp/index2.html）。また、DVD も販売され
ていますので興味ある人は問い合わせてみてください。直接、私に問い合わせていただいてもお

答えできるかと思います（E-mail：sone51☆ouhs.ac.jp：☆は@に変更してください）。 
ゲームのビデオを見ていただくか、体験していただくのが手っ取り早いのですが、重度の肢体

不自由のある生徒も参加できるようにルールが工夫されています。肢体不自由児は活動範囲や交

友関係が限定的になりがちという課題がありますが、ハンドサッカーはスポーツとして楽しむだ

けではなく、他校の同世代の仲間（ライバル）との交流の場にもなっています。また、ICTの活
用により大会会場だけでなく、各校に帰ってからも交流が続いている例もあります。更に、ハン

ドサッカーの魅力にハマった生徒の中には、卒業後に自らクラブチームを作って、練習会や交流

試合を開催している例もあり、肢体不自由者にとっての生涯スポーツとしてのハンドサッカーの

可能性も拡がっているように感じます。まだ少ないですが、OB の中には、障害者スポーツ指導
員の資格を取り、ハンドサッカー講習会を行い、普及に努めている者もいます。 
重度の肢体不自由者が楽しめる球技、集団スポーツについては、各学校や施設等で手探りしな

がら実施しているところが現実のように思います。今回は東京都での実践を学会の場を借りて紹

介しましたが、それぞれの現場での実践を持ち寄り、それを持ち帰り、それぞれの現場でアレン

ジしていくことが、重度の障害のある方のスポーツライフ、もっと言えば生活の質を豊かにして

いくために必要ではないかと感じています。 
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14期の横田篤志さん（公益社団法人東京都障害者スポーツ協会、東京都障害者総合スポーツセンター）

が下記の通り研究発表されています。 

 

第32回 医療体育研究会 ／ 第15回 日本アダプティッド体育・スポーツ学会 

第15回 合同大会（ 会期：2011年12月3日～4日、 会場：茨城県立医療大学 ） 

 

演題： 障害者スポーツセンター利用者のストレッチングの実態調査 
～実態から考える利用者サービス（脳血管障害者）～ 

 

 

 

※ RSnet上のPDFファイルからは、外部で発表された抄録・資料等を適宜削除しています。 

 

 

 



 
 
 
 

 
～ 編集後記 ～ 
 
ここ何年かは、会報誌の発行が遅れてしまうことが多く、会員の皆様

には大変ご迷惑をおかけしていましたが、26号は皆様のご協力もあり、
ほぼ予定通りに編集・発行できるまでに至りました。ご協力していただ

いた皆様、本当にありがとうございました。 
 

情報担当   安江 徹太郎 
 

平成 24年 1月 12日 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
発 行 ： 平成 24年 1月 12日 

 
発行所 ： 〒359-0042 

              埼玉県所沢市並木４－１ 国立障害者リハビリテーションセンター学院 
                                     リハビリテーション体育学科内 
 

編集 ： 安江 徹太郎 
発行責任者 ： 岩渕 典仁 




