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自己紹介
【氏名】すぎもり ひとし 36歳

【職場】みどりヶ丘病院（高槻市）

【職業】理学療法士：PT（リハビリ専門職）

【趣味】

・キャンプ

・スポーツ(バスケ・サッカー・野球など)

・スポーツ鑑賞

・買い物

・車 etc..．



自己紹介

理学療法士とは

・医学的リハビリテーション専門職

・国家資格

対象疾患

・中枢神経疾患：脳卒中 脊髄損傷 小児発達障害

・整形外科疾患：骨折 腰痛 ヘルニア 変形性膝関節症

・呼吸器疾患 ：肺炎 肺気腫 結核後遺症

・心疾患 ：心筋梗塞 狭心症

・内科的疾患 ：糖尿病
運動機能に問題がある方ならどなたでも関わります！！



自己紹介

理学療法とは

病気、けが、高齢、障害などにより運動機能が低下した方々へ
運動機能の維持・改善を目的に行う治療法です。

治療方法

・運動

・温熱

・電気

・水

・光線 etc...



自己紹介

動作の専門家

寝返る、起き上がる、立ち上がる、歩くなど日常生活を行う上で基
本となる動作の改善を目指していきます。

パフォーマンスの向上やケガの予防にも関わります。

・介護予防

・健康増進

・生活習慣病

・スポーツ分野(プロ野球やJリーグ、クラブチームなど)

・産業分野(会社など)『動き』のスペシャリストです！！



映画のご紹介



コロナ(COVID-19)とは



新型コロナ(COVID-19)について

概要

新型コロナウイルスはコロナウイルスの一つです。

コロナウイルス

・風邪の原因となるウイルス

・重症急性呼吸器症候群(SARS)

・中東呼吸器症候群(MERS)

これらのウイルスが含まれます。



新型コロナ(COVID-19)について

コロナウイルス

・エンベロープという脂質からできた2重の膜を持ちます。

・自身で増殖することはできない。

・粘膜などの細胞に付着して入り込み、増殖することができる。

・皮膚からは入れず付着するだけ

・時間が経てば死滅する。中には24～72時間程度感染する力
を持つともいわれている。



感染経路

①飛沫感染
ウイルスを含んだ飛沫が口、鼻、目など露出した粘膜に付着

②エアロゾル感染
空気中に浮遊するウイルスを含むエアロゾルを吸い込むこと

③接触感染
ウイルスを含む飛沫を直接触る。あるいはウイルスが付着した物の

表面に触れた手指で、露出した粘膜に触れること



感染経路 イメージ図

エアロゾル感染



感染する可能性のある期間

• 発症する2日前～発症後7～10日間程度まで他者への感染リス
クあり。

• 特に発症直前と直後がウイルス排出量が高いとされている。

• 上記のことから無症状病原体保有者(無症状で検査陽性)からも
感染するリスクあり

• 体調が悪い時は不要・不急の外出を控える
• 人と接する際はマスクを着用する など
※マスクを着用することで感染者と接する人のウイルス吸入量が減少することがわかっています。

感染していた場合に多くの人に感染させないように
行動することが大切！！



感染対策



マスクの種類

不顕性マスク 布マスク ウレタンマスク

高い
低い

マスクの効果



手洗い

ウイルスは水洗いで大多数の数を減らすことができます。

流水を15秒手洗い ➡ 1/100 に減少

石鹸で10秒揉み洗い後

流水で15秒手洗い ➡ 1/10,000 に減少

アルコール消毒も有用

濃度70％～95％のエタノールを推奨

濃度60％台のエタノールでも一定の有効性があると報告



消毒

• 熱水

• 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)

• アルコール消毒液

• 台所用洗剤

詳細については厚生労働省HPをご覧ください。



免疫を高めるために



免疫とは

生体が疾病、特に感染症に対して
抵抗力を獲得する現象。

自己と非自己を識別し、非自己か
ら自己を守る機構で、脊椎動物で特
に発達。微生物など異種の高分子
（抗原）の体内への侵入に対してリ
ンパ球・マクロファージなどが働い
て特異的な抗体を形成し、抗原の作
用を排除・抑制する。細胞性免疫と
体液性免疫とがある。



免疫を高めるためのおすすめの食材



免疫力を高める栄養素

免疫を高めるポイントとして

腸内環境を整える (便秘も影響)

免疫力の６０～７０％が腸にあると言われています。

腸内には
・善玉菌：腸にプラスに働く
・悪玉菌：腸にマイナスに働く



善玉菌を増やすには

しかしいずれ乳酸菌は死滅する...

発酵食品
発酵食品には多くの乳酸菌やビフィズス菌が含まれている

・乳酸菌

・ビフィズス菌
善玉菌を増やしてくれる！！

毎日これらの栄養素を補給することが大切！！



発酵食品

• ヨーグルト

• 納豆

• 味噌

• チーズ



ビタミン群

①疲労回復効果

ビタミンB：納豆 乳製品 葉菜類 卵 納豆など

②細菌への抵抗効果

ビタミンA：チーズ 卵 緑黄色野菜 うなぎ レバーなど

体の機能を正常に機能させるために必要不可欠



便秘

腸内環境を整えるためには便秘解消も大切

食物繊維

・ごぼう

・蓮根

・切り干し大根

・モロヘイヤ
主に野菜に多く含まれるので積極的に取りましょう！！



ミネラル

臓器や組織を円滑に働かせるために必要な栄養素

・亜 鉛：牛肉 甲殻類 貝類 卵 ナッツ類

・セレン：納豆 マッシュルーム ごま

・ 銅 ：かき するめ レバー 大豆 ナッツ類

過剰摂取には注意！ 食事にバランスよく組み込みましょう



体を温める

低体温になると免疫細胞の活動性が低下します。

普段から体が冷えない環境作りが大切です。

また基礎代謝を上げることで免疫を下げないことにもつながる。

基礎代謝をあげるためにトレーニングを行いましょう！！



生活習慣を整える

サーカディアンリズム

人間や生物には地球の自転による約24時間周期の生活リズム
が存在すると言われている。

・自律神経系
・ホルモンの分泌
・免疫異常
・代謝異常

睡眠不足、覚醒不足(寝すぎ)が続くと...



睡眠と生活習慣病の関係

睡眠時間が短いとかかりやすい主な病気

・高血圧

・糖尿病

・脳卒中

・心臓病

大学生を対象とした1つの研究で

“睡眠時間が短い学生ほど風邪を引きやすい”

という報告がされる（注1）
（注1）『睡眠と生活習慣病との深い関係』（厚生労働省e‐ヘルスネット）

睡眠不足は免疫低下！ 感染症罹患リスクを高める！



～休憩～



チェックリスト

質問項目の趣旨

No1～5：日常生活関連動作
No６～10：運動器の機能
No11～12：栄養状態
No13～15：口腔機能
No16～17：閉じこもり
No18～20：認知症
No21～25：うつ



運動と免疫



運動と免疫
・運動不足
・激しい運動

免疫低下！！（注2）

適度な運動が大切！！

(注2)『運動不足や激しい運動は感染症への感染リスク
を上昇させる』（大塚製薬：免疫navi）



運動と免疫

オープンウインドウとは
激しい運動後に免疫機能が低下する期間の事

激しい運動

軽い運動

軽い運動
免疫向上しオープンウインドウ
(免疫低下期間)は生じにくい(注3)

激しい運動
免疫向上するがオープンウインドウ
(免疫低下期間)が生じる(注3)

(注3)『激しい運動後に「オープンウインドウ（免疫が
低下する期間）」が出現する』（大塚製薬：免疫navi）



運動と免疫

風邪に患った回数を5か月間追跡調査
アスリートがのどや鼻の違和感など
風邪症状を自覚した平均回数は適度
な運動習慣のある人に比べ

風邪の診断は

3.7倍（注4）

2倍（注4）

(注４)『激しい運動をするエリートアスリートほど風邪
を引きやすい』（大塚製薬：免疫navi）



運動と免疫

唾液上の免疫物質

IgA という

激しい運動期間は
風邪発生率（％）の向上

激しい運動期間は
IgA分泌速度低下

運動習慣が無い人が適度な運動を毎日行うと

IgA分泌量が増加

すると報告されている。(注5)

(注5)『運動強度が上がるほど免疫力が低下、
風邪もひきやすい』（大塚製薬：免疫navi）



運動と免疫

18～85歳の男女1002人を対象

適度な運動
・軽く汗をかく運動
・心拍数が少し上がる軽い活動20分以上

適度な運動を多くするほど
風邪を引く日数が減少
風邪の重症度低下(注6)

(注6)『適度な運動をする人は風邪をひきにくい』
（大塚製薬：免疫navi）



適度な運動とは

• 毎日60分間積極的に身体を動かす。

例）歩く、犬の散歩、掃除、自転車にのる、速歩き

• 週2回以上、1回30分以上の息が少しはずむ程度の運動を行う。

例）軽い筋トレ ボウリング ウォーキング ラジオ体操

厚労省が発信する
『+10（プラステン）：今より10分多く体を動かそう』

死亡リスク：2.8％ 生活習慣病：3.6％ がん発生率：3.2％
ロコモ・認知症：

8.8％

減らすことができる！！



ウォーキング



ウォーキング

効果
1．高血圧の改善

タウリンやプロスタグランディンEの増加

2．心肺機能の改善

3．骨の強化

踵からの適度な刺激でカルシウムの吸収増加

4．肥満の解消

有酸素運動は体脂肪をエネルギーに使用するため体脂肪減少につながる

5．脂質異常・動脈硬化の改善

中性脂肪を分解する酵素が活性化

免疫向上以外にも
様々な効果があります



ウォーキング

6．肝機能の改善

7．糖尿病の改善

ブドウ糖を使用し血糖値を下げる効果

8．腰痛の改善

9．リラックス効果

セロトニンの分泌

10．社会的効果

屋外に出ることで人との交流が期待できます



ウォーキングの注意点

• 自分の体調や体力に合わせてマイペースで行いましょう

• ウォーミングアップとストレッチを行いましょう

• 適度な水分補給を行いましょう

• 血圧や脈拍、息切れ、呼吸苦など十分注意して行いましょう

普段あまり運動していない方は無理せずに！！





ウォーキング

顎をひく

腕を振る

踵から接地する

胸を張る 背筋を伸ばす

顔を上げる

転倒に注意が必要！ 無理のない範囲で！



靴について



自身の足のサイズ
知ってますか？



足部の計測 ～足長～

足長 サイズ

大きい靴を履いている人が多い

足部の変形を
助長してしまう！！



足部の計測 ～足幅～

非荷重 荷重

足幅 ウィズ

外反母趾を理由に

幅広い靴
を選ぶ人が多い!!



足部の計測 ～足囲～

非荷重 荷重

足囲 ウィズ

足囲と足幅の評価で足部
の総合的な柔軟性評価を
行う

３Ｅ？ ＥＥ？
Ｅ？

どれが合う??



簡単に把握する方法

中敷と足の間隔が、約1.5～２㎝が良いと言われている



大きい靴を履いていても大丈夫…

靴を正しく
履きましょう！！



正しい靴の履き方



①踵を合わせましょう



②つま先を上げたまま紐を締めます



③靴ひもの結び方

強く締める

締めすぎない



靴のフィッティング実践

大抵の方は大きい靴を選びがちなので、

靴の中でゴソゴソ動く環境を除去することで

無駄な疲労や変形予防、疼痛除去が可能に!!

《方法》

・正しいサイズ、質のいい靴を履く

・紐の締め方、締め具合

etc．．．



自主トレーニング



足趾筋を伸ばしましょう!!

踵を矢印方向に引っ張り
足首を反らしながら

片方の手で足趾を反らす

足首を前に倒しながら
もう片方の手で足趾を曲げる



関節を動かしましょう!!

しっかりと足を持って
片方の手は上方に動かし
片方の手は下方に動かす



手が届かない場合は．．．

足指を反らす 足指を曲げる

指の可動域をしっかりと維持させておきましょう！！



おじゃみつかみ

スムーズに持ち上げることができますか？？



タオルを使用した体操

趾だけでタオルを引き寄せましょう！！



ゴムで足趾を拡げます
左右の母趾にゴムをかけます
左右の母趾を近づけた状態
から遠くに離します



立位での運動

膝の屈伸運動 踵を上げる運動 足趾を上げる運動



蹴り出し練習

後足に荷重して下さい
足趾での蹴りだしで

前方に荷重をして下さい



・各運動15回を1セット

・片足立ちでのバランス練習は10秒３回を１セット

・朝、昼、夜の3セット行って下さい。

・途中で痛みなどが出現した際は様子をみて下さい。

・負荷量には筋疲労感を目安に、少し疲労を感じる負荷で。

・筋力トレーニングやバランス練習は安全な場所で。



高槻もてもて
筋力アップ体操

の実践



質疑応答



ご清聴ありがとうございました


