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社会権祉法人わらしベ会のとりくみ

「チームわらしべ」の挑戦

千葉祐記*

1 .はじめに

身体障害者療護施設浦河わらしべ園(以下，当施

設)には付属施設として「わらしべ乗馬療育研修セ

ンタ-J (以下，当センター)があり，ここではお

子さんから高齢者まで様々なタイプの簡がいをも

っ方が乗馬を楽しんでいます。

「チームわらしベjはセンタースタップで構成さ

れています。チームメンバーは 98 年~05 年の 8 年

間続いた日本乗馬療育インストラクター養成学校

のスタッフと新たに理学療法士・介護福祉士を加え

た専任 5名とパートタイマー2名の計 7名および繋

養馬 7顕(内 6頭が療育に出動)のチーム編成です。

専任 5名のそれぞれの役割概要は・.. 

*チームリーダー:馬の健康管理などを中心とした綴舎

管理と馬場や放牧地の安全確保のための環境猿備.

メンバーの活動しやすい潔境っくり

*粂鳥療育インストラクター:乗り手の障がいに合った

潟の選定・レッスン・プランの作成と起動/推進及び

安全で効果的な粂馬の技術支援/介助支援.

*乗馬インストラクター/トレーナー:馬たちの体誠管理

と自常のトレーニング，乗り手に合った馬の選定・レッス

ン内容の効活ー

*理学療法士.乗馬の効果測定と乗り手への測定効果の

フィードバック，騎乗効果の研究と研究結果の学会

発表など啓蒙活動等なと¥また，乗り手の騎乗姿勢の

アド、パイスなど.

療育に出動している繋養潟 6議のプロフィール

号名 品種 年齢{本両

①ペガサス シェットランドポニー 20歳 102cm 

②あんず トロッター 19歳 150cm

③ケイテイ コネマラボニー 21歳 152cm

ノ¥プリンガー/
④ティアラ 13歳 134cm 

ウンテンポニー
⑤マチカネムゲンサラブ、レッド 17議 171cm 

163cm 

マ土会福祉法、わらしJく会(YuukiChiba) 

(1)チームの基本姿勢

馬はどのようなカ/能力を持っているのか，そし

て我々はその力/能力をどのように引きだして，人

と共有できるか?

つまり，どうすれば馬の力を障がいを持った人の

役 (QOLの向上)に立てることが出来るか?を追

い求めている集屈です。

(2)馬が持つ力/能力とその活用の考え方

馬が持っている力には，序列/集陸性・帰巣性な

ど習性として持つ力と人を乗せたり様々な大きさ

の体型やスピード・コントローノレなど身体のっくり

が持っているカがあると考えています.

そして，私たちは馬が人の役に立つカを最も発揮

するフィーノレドは(鴎1)に示したように分速 100

メートノレ前後の「なみあし」ゾーンにあると確告し

ています。

〈寝室鋭)腐の参事譲と雲量廃愛好察人口の震著書悪事量念草書

〈霊童書需の滋塁手〉

歩様常歩

スピード(分速 100m 200m 300m 400m 

s11 潟の歩様

〈童書E撃のt量採〉

1ハロン(200m)
20-10秒

図から見られるようになみあし」は馬の 3種

の歩法 fなみあしJ • rはやあしJ ・ 「かけあしj

の中では初心者あるいは初級者レベルの歩法と捉

えられがちですが，この fなみあしJゾーンは人が

馬のいろいろなちからを引き出し，活用する最も

要なフィーノレドと考え，活動の中心ステージに措え

ています。

0369…5247/11/干500/1論文/JCOPY
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(3)馬のカ/能力を科学的に把握する

「なみあし乗潟jの乗り手はバランス感覚の養成/

バランス改善・左右対称性の矯正/姿勢の改善など

身体機能面への働きかけと同時に優越感・達成感・

爽快感・満足感・自標設定意欲の藤成など心理面へ

の働きかけを受容しています。

これまでに，経験論的にぎわれてきたこれらのこ

とがらをデータによって科学的に実証しなみあ

し乗馬jの一般性・普通性を説得力あるものにしよ

うとしています。

このメンバーがそれぞれの立場で、今挑戦してい

る闘有の課題と活動事前についてご報告し，多くの

方々のご批判をいただければ誠に幸いと念じて，以下

具体的な活動事例を紹介して参ります。

mmHg 
150 

100 

右
50 

O 

50 

左
100 

150 

内向騎乗前後の友右の主張圧羨

騎乗前

関 2

騎乗後

坐任グラブ

第 H手 (20 1 1年)

2. fチームわらしベ j の活動事例

理学療法士 小島愛子の取組み

潟は人を乗せたときどのようなカを発揮するの

か，馬と人の力関係について客観的に捉えられるよ

うにデータイとしています。

一愛子の挑戦一

(l) r篤に乗ると姿勢が良くなるj はほんとう?

「騎乗前後の左右のさ佐原変化を測定jしたところ

障警の有・無に関わらず，すべての騎乗者の坐庄の

左右差が騎乗後は騎乗前に比べ減少することが分

かった(図 2)。馬は乗り手と協同して乗り手の左

右対称性の改善，つまり姿勢の安定性を創り出して

いることになります。

KIU/し

騎乗喜iJ

&14 

騎乗後

唾液アミラーゼ

騎乗欝 T得点 騎乗後

30 

20 
震星稜紛うつ怒り 芸きま託 霊筆労 務蓄し 繁議事事うつ綴り 芸霊祭重量労霊童蓄L

図 3 POMS ( Profile of Mood States )短縮版
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図 4

(2) r篤に乗ると気分が良くなる」はほんとう?

fPOMS短縮瓶(図 3)と唾液アミラーゼを測定

([之[4) Jすることによって，乗馬は乗り手のストレス

減少や活気の向上に貢献していることが分かつた。

馬はその背の高さとなみあしが繰り出す振動やと

きには横に付く介功者との新鮮な会話さと挟んで、粂

り手に心地よさをもたらし，こころの安定を創り出

していることになります。

(3) r!馬の背は最良の理学療法士たり得るか ?J

海外では「烏は最良の浬学療法士Jと言われ，そ

のために働く馬たちは大切にされています。心身の

が目的で行う乗馬に公的保険がj鹿沼される匡|

もあります。

騎乗前後での歩様の違いを動作解析ソフトにて

解析したところ，馬のfYが発する 3次元的動きは陣

容を持つ乗り手の下肢関節角の拡大や，歩行スピー

1"の期大などに影響を及ぼすことが分かりまし

また，筋潔張緩和などの効泉も認められ，潟が理学

療法士たりうる可能性のあることを見出しました。

現在，ニれらの研究結果が韓国・中固などの海外

から注目され，講演依頼が来ています。

(4) rもっと気軽に，安心で，安全な桑馬を!! J 

馬のカ/能力，即ち馬の背が発するナチュラノレな

3次元的運動の効用を，障害のタイプごとに使い分

けることの出来る f乗りやすい・使いやすい鞍など

乗馬装備品の開発jは，これから常在来潟人口拡大

には欠かせない要件ですc

研究機関と国内の著名ぷ乙カーの指導・協力を得

て，開発研究のスタートにつきました。

乗馬療育インストラクター

江刺尚美(社会福祉士)の取組み

チームわらしベ采-潟療予言の中心的ポジションです。

予定り手の障害の特徴を提供された情報をもとに

可能な限り玉虫解し，同時に，個々の馬の特徴を勘案し

ながら，乗り手の課題解決に役立つ馬配とレッスン・

プランの作成/実方面，そして乗り手の騎乗データの

更新・観察などが重姿な仕事になります。

くこれまでの騎乗者のタイプ>

I[首位麻療脳血管疾患精神発達遅滞 自閉症

遺伝性疾患骨関節疾患高齢者その他

くこれまでの騎桑者の総数>

主ピt
間 5 活動の実績

尚美の挑戦一

(1)定着進む高齢者介護予防乗馬会

4年前に始まった平均年齢 83歳の高齢者クゃ/レーフn

の乗馬会は浦河町乗馬公潤とチームわらしべの共

同活動です。年毎に，回俗に，盛んになっています。

図 6 高齢者采烏実績

登録 災施 実績

人数 間数 人数

24 8 61 

33 20 150 

43 22 165 

48 21 179 

60 23 210 

1問の参加

人数の平均

9，1 
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、墳に乗馬体験を持っており，

タイノレではない，探馬に粂った

しくも，楽しい思い出が蘇る乗馬会が

ぎながら年齢を忘れ，健康維持に役

立っているものとおもわれます。

(2)少女の笑額に魅せられて

馬に接する機会を得たダウン症の少女が，成長に

伴って変化していく環境に，恐怖を乗り鵠えて果敢

う様子を第 55回全国肢体不自向

研究大会で紹介しました。

写真は恐怖を乗り越えた一人の少女の騎乗姿で、す

図 7 小さし\):r~と少女

馬:ペガサス号

殴8 大きい馬と少女
潟ティアラ号

写真は最近の定例乗馬時の少女:の騎乗姿です

大きい罵に乗る少女が「苧繍を

持って乗る 5恐怖 jと戦う姿

図9 手綱操作

10 ド)~~jを

これまでの乗馬経験が難題克服へ精神を集中さ

せます。写真は乗馬を終えた後，ブラッシングを行

なっている所です。ティアラ号はメンバーの l員に

なりきっています。少女の笑顔，そして潟の表情は

乗馬捜膏インストラクター

安住祐弥(介護福祉士)の取組み

、て，インストラクターおよびヘ

ルパーの役割を担います。陪H寺;こ，介護職員として

わらしべ閣の利用者の健康状況について最新情報

を把握し，その臼の乗馬の適否判定などを行います。

(1) r身近に篤がいる/粂j篤が楽しめる施設j

当施設手Ij用者と潟とのかかわりは施設開設時よ

り始まり，馬がし、て当たり前の環境にあります。

当施設は平成 8年の 10月に開設し，それと並行

して粂潟療予ぎを始める為の準備が行なわれました。
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初めは潟 2頭から始め，その後輸入馬 3頭が入札

スタッフの養成を行う為，イギリスにあるダイヤモ

ンドセンターにて指導を受けました。これが後の日

本来馬療育インストラクター養成学校の前身と

なったものです。当施設の特性上，利用者は重度障

害者が多くいます。その中でも馬に興味を持ち乗馬

をしたいという方や，自己申告はないが乗馬の効果

が期待できそうな方を対象にしています。馬に乗る

盟実l~で、あっても，時間がある呼に厩舎まで来て

馬の顔を見たり触ったりしてふれあしリを楽し

む方もいます。わらしベにとって馬がいる環境は普

通なことなのです。

(2) r馬/桑馬が利用者に及ぼす影響は?J

来潟の時だけではなく，日常生活lこも変化をもた

らしています。どのような場面に変化が現れている

かを 11~IJ紹介します。

Aさんの場合の変化の様子

もともと声が小さく話す事が苦手でしたが，馬に

関わることによって声が大きくなり，周閤の人に開

き取れるようになりました。 jゐを進めたり停止させ

たりする号令を継続して行ない馬とコミュニケー

ションがとれる様になったことが自信となり，変化

につながってきたと考えます。日常生活でも，電話

や隣人と積極的に話せる様になってきました。自信

を持って大きな声で話をすることにより， Aさんに

とって生活の質が向上したものと考えます。

一祐弥の挑戦一

(3)サラブレット マチカネムゲン号の

療育ヂピ、ューに向けて

乗馬療育でデビューを控えていたマチカネムゲン

号(17歳)を担当することになりました。

初めは自分の恕うようには動いてくれませんで

した。運動の密数を重ねるにつれ，馬にフィッ卜し

た合図を送ることによって，マチカネムゲン号が号

令にあわせて発進や停止をしてくれるようになり

ました。さらに調教が進むうち，写真のようにムゲ

ン号は率先してマウンティング・ランプ(来潟台)

に向かい，意if乗手矛の待つ定位置でイ亭止し，待機態勢

をとれるまでになりました。自分の体のllVJ;きや子討を

かけるタイミングが， )誌にダイレクトに伝わること

を理解することが出来ました。

人が馬に教えるのと陪時lこ， ，1認が人に教えてくれ

るということを肌で体感することが出来ました。そ

れと同じように来一潟掠脊を利用している愛好家も，

同じように体感しているものと考えます。

図 11 ムゲン来万j台
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罵 イ ン ス ト ラ ク タ ー

名吉屋香苗(乗馬指導員)

の 敢 組 み

馬の特徴や乗り手の障害のタイプを勘案しなが

ら，繋養馬の普段の地上調教・騎乗調教…体調管理

と療育時のリーダー(潟の引き役)を主業務として

取り組んでいて，この中から 6頭の潟それぞれが「ど

のような能力を発揮できそうか(引き出せそう

か) ? J 

fその能力はどのような場面で活用できそう

か?Jなどのきっかけ諜しを続けています。

(1) r Aさんの桑らない乗馬J

A さんは脳性麻療による下肢麻療で毎日が取椅

子の生活ですが，馬が大好きで何年も前から乗馬を

楽しんできました。騎乗する愛馬はあんず号で，体

高 150cmほどの比較的小柄なトロッター穣です。今

から 2年程前 Aさんの体重が増加しはじめ，さらに

騎乗持のバランスが不安定になり，あんず号にとっ

ては極めてi晶体重となり始めました。

一番苗とあんず号の挑戦一

香苗はあんず号のトレーニングを地上調教に重

点をおさ，声の高低差・長鞭の位置取り・合i玄|青の

高低・体の向きや足音・アイコンタクトなどのボ

イランゲィジを織り交ぜ，あんず~i}に fなみあしJ

fはやあしJ rかけあしj の歩様変換/スピード変

換や発進・停止の号令慰11致，レッスン終了後の後追

い行為のしつけを行ってきています。

このようなあんず号が持つ力/能力を引き出し，

き， Aさんに「乗らない来潟Jの楽しさを提供す

るレッスンを考えまし

下の写真は rAさん・番苦・あんず号j のレッス

ントリオの実地配置事例です

隠 14 見送り送中

初めてこのレッスンを終えたときの A さんの感

想、は「ものすごく楽しい，また乗馬したし、Jでした。

Aさんには，この乗らないレッスンも乗馬として

心に刷り込まれました。

を出す・身絞り/手掠りする・持錫ーを付け

る・相手にf討をかける・馬と一緒lこ歩いて帰る・挨

拶をするjと言ったことが人さんの生活の質の向上

に大きく役立っています。

はレッスン f終了の挨静j と f見送り道中

(後追い行為の応用) J 。

あんず号はチームのメンバーとしてパート

ナー・シップを存分に発揮しています。

このレッスンは始めてからおよそ2年たちますが

現在も続いてい

動物取扱糞住者 千葉祐記

(理事・センタ…長)の敢組み

来潟療育活動には，潟にとっては極めてストレス

の溜まる行動を強いなければならない場面が多く，

らもお常の管理業務として充分

な休息潔境や{栄養環境の確保・整備が重要になり

ます。



千五三 社会福子止法人わらしべ会のとりくみ 97 

「小学校のグランドが牧草地/放牧地に変身!日

本センターは，小学校の廃校をわらしべ会が浦河

町から無償借用し，およそ 12年が経過しています。

当初土の剥き出たグランド、地約 3万 m2は今や

採草地兼放牧地として馬たちの休養やリラクゼー

ションの場に活用しています。

「療省篤の育成にどのくらいの期間が掛かるかつ j

乗烏療育用馬は実践に出動で、きるまでには 7~10

歳位の年齢をスタート時として 3~5年ほど掛ります。

その開必要となる特定の行動や作業を地上調教

や騎乗調教を行いながら駒致作業を継続していき

ます。

しかし，結局は個々の馬が出来るだけ王手く進んで

人間の仲間に入り込んで，チームの一員としてパー

トナー・シップを発揮するようになるのを待たなけ

ればなりません。それが 3~5 年なのです。

かつての農家の家馬のように家族の一員として

飼われていた馬ならば即戦力なりえたかもしれま

せん。

f療育馬の生j躍年齢と養老先を考えるJ

乗馬療育用馬はどうしても高齢化します。チーム

としては生涯現役をそットーとして元気で働ける

うちは出動してもらいます。しかし， 25歳前後に

なると窓の衰えが目立ち始めることが多いこと

からこの年齢を超えたら，ここを I~ 安に引退を考える

ことにしています。

余生を送る養老先は安心できる放牧i也を豊富lこ

所有する地元の牧場を考えています。

「余生を安心して暮らせる養老罵基金を設けるJ

高齢烏の余生を頼むと言っても無償で引き受け

てくれるところはありません。何がしかの預け料を

用意しなければなりません。(社会福祉法人)わらし

べ会は設立当初から馬がいることが当たり前に

なっていること，また，創立者である村井正直先生

のご寄付を基に，法人として「養老潟基金j を設け

て貢献高齢馬の余生に役立てています。

つぶやきを交えながら「チームわらしベjの課題

は，後継の療育馬の育成をi生めなければならないと

思っています。

3 .むすび

私たち「チームわらしべjは当初から障がし、者の

ための乗潟を中心に活動を乗馬療育として常態イと

していますので，ホースセラピーとかセラピーホース

という呼称はしっくりきません。

紹介したチームの活動がホースセラピーと言う

のであればそうなのでしょう O

そしてチームの仲間6頭の馬たちはセラピーホース

と言うことになるのでしょう。

それにしても，海外にはホースセラピーが公的保険

の対象になっている国もあると多くの見問者が言う

のですが，わが日本ではそのような可能性が無いの

でしょうか?検討しようとする機運はないのでしょ

うか?扱うとすれば，行政上のセクションはどこが

中心になるのでしょうか?医療系?福祉系?農林

系?教育系?経済・産業系?誠に悩ましいことであり

ます。

この先，現在同様に療育活動を継続でき，心身に

問題を抱えた人やその家族のサポートができ，また

介護予防を図的にした高齢者の健康ースポーツとして

馬たちが大いに貢献できますよう， rなみあし乗潟j

の普及・拡大に挑戦し続けたいと考えています
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