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第1回学術集会開催にあたって

医療法人社団永生会
理事長 安藤高朗

関係各位の皆様のご協力を賜り、第１回学術集会が開催される運びとなりましたこと、

心より感謝申し上げます。特に、東京都、南多摩各市、南多摩保健所から力強いご支援を

賜り厚くお礼申し上げます。

ご存知の通り、南多摩保健医療圏地域リハビリテーション支援センターは、南多摩医療

圏の各リハビリテーション施設の連携促進、教育・研修の実施など、地域のリハビリの推

進に必要な事業を積極的に活動してまいりました。

今回は「幸せを提供するネットワークの創造」をテーマに、特別講演では、座長に慶應大

学名誉教授の千野直一先生をお迎えして、慶應大学リハビリテーション医学教室教授の

里宇明元先生に「脳卒中リハビリテーションの新展開」と題して、脳卒中リハビリテーション

のエビデンス、医療連携体制、介護予防と大変幅広い知見からお話を頂きます。また南多

摩におけるリハビリテーション関係施設の活動を知る上では一般演題の１０題は見逃せな

い演題ばかりです。シンポジウムでは、各施設の連携に向け在宅リハと施設リハそれぞれ

の抱える課題をそれぞれの現場から指摘・抽出することで、今後の南多摩地域の目指す

べき地域リハのビジョンや課題を共有化することにつながればと考えています。

さて、今日、我々医療人に求められていることは、次の３つだと考えます。１つは、安全で

安心な医療、つまり、事故のない医療です。私たちはこの問題に対して、いかに医療事故

をゼロにするか、組織として仕組みを作り上げなければいけないと感じています。２つ目に

は、質の高い医療です。つまり、医療の質の向上であり、経験や勘に頼らないデータに基

づいた医療（ＥＢＭ：Ｅｖｉｄｅｎｃｅ Ｂａｓｅｄ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）を実践することです。3つ目にはわか

りやすい医療です。インフォームドコンセント（説明と同意）をはじめ、診療情報の開示等を

実践することです。東京都のモデル事業でも、地域医療計画の一環として、疾患別医療連

携が進められており、情報開示へ積極的な取り組みをしています。その中で南多摩圏域で

は脳血管疾患についての医療連携検討会が昨年より発足しております。この機会をぜひ

南多摩地区のリハビリ関係者にとっての情報交換・連携の場として活用していただき、地

域の高齢者、障害者が住み慣れた場所で生き生きと暮らせるためのネットワークの構築に

向けご協力いただきますようお願い申しあげます。



プログラム

９：３０ 受付・開場
９：４５ 開演 開会式

１０：００ 特別講演 5
「脳卒中リハビリテーションの新展開」

講師 慶応義塾大学リハビリテーション医学教室教授
里宇 明元

司会 医療法人社団 永生会 永生病院名誉院長 千野 直一
１１：００ 一般演題１ 10

座長 医療法人社団 輝生会 初台リハビリテーション病院
リハケア部長 伊藤隆夫

演題1-1 当院における包括的心臓リハビリテーション展開に向けた取り組み
安達 裕一 （東海大学付属八王子病院）

演題1-2 自院開発”手作り”電子カルテの取り組み～リハは現場で起きてるんだ～
倉田 考徳 （医療法人社団 北原脳神経外科）

演題1-3 地域STネットワーク作りの実践～八王子STネットワークの立ち上げから現在まで～
山本 徹 （医療法人社団 永生会 永生病院）

演題1-4 地域支援介護予防事業に関する取組
遠藤 敏 （コナミスポーツ＆ライフ株式会社）

演題1-5 当院における地域リハビリテーションの取り組み～地域リハビリテーション支援事業より～
渡辺 要一 （医療法人社団 永生会 永生病院）

１２：００～１３：３０ 昼食

１３：３０ 一般演題２ 16
座長 医療法人社団 永生会 介護老人保健施設マイウェイ四谷

リハビリテーション科長 笛田宗由
演題2-1 訪問リハにおける他職種との連携～ネガティブな発言が多い97歳の方を担当して

中浦俊一郎 （町田市医師会訪問看護ステーション）

演題2-2 『高齢者の姿勢改善について考える』～病棟職員と共有する為に～
遠藤晴子 （医療法人財団 天翁会 新天本病院）

演題2-3 福祉用具適合支援のためのデータベース開発
石濱裕規 （医療法人社団 永生会 永生病院）

演題2-4 通所リハビリにおける転倒予防の取り組み～無作為比較研究～
北村博孝 （八王子保健生活協同組合 城山病院）

演題2-5 精神疾患を合併した食道入口部開大不良の１症例
小嶋恭代 （医療法人社団 光生会 平川病院）

１４：３０ シンポジウム 22
シンポジウムテーマ 「在宅リハビリ Vs 施設リハビリ」
コメンテーター 東京都保健福祉局副参事 村田 由佳
シンポジスト
在宅リハビリテーションセンター成城 言語聴覚士 半田 理恵子
医療法人社団 永生会 訪問看護ステーション 看護師 加藤 公恵
医療法人社団 研精会 老人保健施設ヒルトップロマン 理学療法士 村上 功
医療法人社団 慶成会 青梅慶友病院 作業療法士 中間 浩一

司会 医療法人社団 永生会 永生病院 言語聴覚士 東川 麻里

１６：３０ 閉会式



一般演題演者へのお知らせ

○1演題につきプレゼンテーション資料は10枚程度、発表は7分、

質疑応答は3分とします。

○発表は全て「Powerpoint」（プロジェクター使用）にて行ないます。

○演者の方は発表予定の30分前までに「演者受付」で来場確認と事前に

お送りいただいた「Powerpoint」の確認をお願いいたします。

○プレゼンテーションの操作は運営スタッフが行ないます。

○発表修了時間の1分前および終了時にベルが鳴ります。

円滑な運営を行なうため時間内で修了するようにご協力下さい。





特別講演

「脳卒中リハビリテーションの新展開」

講師 慶応義塾大学
リハビリテーション医学教室教授

里宇 明元 先生

3月19日（日） １０：００～１１：００



略 歴

氏 名 里宇明元（りう めいげん） 性 別 男

生年月日 昭和30年 1月30日 年 齢 51歳

勤務先住所 〒160-8582東京都新宿区信濃町35

☎ 03-5363-3833 FAX: 03-3225-6014

現 職 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室教授

学 歴 昭和48年3月 慶應義塾高等学校卒業

昭和48年4月 慶應義塾大学医学部入学

昭和54年3月 慶應義塾大学医学部卒業

職 歴

昭和54年4月 慶應義塾大学医学部研修医

昭和56年5月 慶應義塾大学医学部助手（専修医）

昭和56年6月 慶應義塾大学医学部月が瀬リハビリテーションセンター勤務

昭和57年9月 国立療養所箱根病院勤務（理学診療科）

昭和58年 12月 国立療養所東埼玉病院勤務（理学診療科）

昭和59年6月 米国ミネソタ大学医学部レジデント（リハビリテーション科）

昭和60年5月 慶應義塾大学医学部専修医課程修了（理学診療科）

昭和60年7月 国立療養所東埼玉病院理学診療科医長

平成5年9月 埼玉県総合リハビリテーションセンター理学診療科医長

平成7年4月 同リハビリテーション部副部長

平成 11年4月 同リハビリテーション部長

平成 14年4月 慶友整形外科病院副院長兼リハビリテーション部長

平成 14年5月 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室助教授

慶應義塾大学病院リハビリテーション科診療副部長

平成 16年4月 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室教授

慶應義塾大学病院リハビリテーション科診療部長

現在に至る

学会活動等

日本リハビリテーション医学会 、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会、日本義肢装具

学会、日本末梢神経学会、日本臨床神経生理学会、日本整形外科学会、日本脊髄障害医学

会、日本脳卒中学会、日本呼吸管理学会、日本高次脳機能障害学会、International Society

of Physical and Rehabilitation Medicine、同 Liaison Committee Member、

Association of Academic Physiatrist、日本老人泌尿器学会、認知リハビリテーション

研究会臨床リハビリテーション編集委員、長寿社会開発センター介護支援専門員標準テキ

スト編集委員、Editorial Board, Disability and Rehabilitation、Editorial Board,

Journal of Rehabilitation Medicine、宇宙医学研究推進分科会委員、同 小型運動機器

を用いた筋力トレーニング法の軌道上応用への検討・評価委員会委員長、21世紀COEプ

ログラム「幹細胞医学と免疫学の基礎・臨床一体型拠点」事業推進担当者



 

脳卒中リハビリテーションの新展開 

 

慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室教授 

里宇 明元 

 

【はじめに】講演では、まず、脳卒中が国民の健康・福祉および医療経済に与えるインパクトを

概観する。次に早期リハビリテーション介入、高密度・高強度リハビリテーションの流れおよび

最近注目されている脳の可塑的変化に働きかけるためのリハビリテーション治療手技を紹介す

る。最後に地域における「仮の要介護状態」の実態とそのスクリーニング・介入システムを紹介

し、今後の脳卒中リハビリテーション医療のネットワーク化についての課題を考察する。 

【早期リハビリテーション介入、高密度・高強度リハビリテーション】一般に脳卒中後の麻痺の

回復は最初の 1 か月に大きく、その後 3 か月までは回復がみられるが、それ以降は回復の程度

は小さくなる 1。動物実験においても、Biernaskie ら 2は、ラット脳梗塞モデルを用いて、リハ

ビリテーション開始時期による回復の差を検討し、発症後早期からリハビリテーションを行った

群ほど回復の程度がよく、また形態学的にも非損傷側の樹状突起がより複雑に分岐していること

を報告している。以上より、早期からの集中的リハビリテーションの提供が重要であるが、これ

までわが国においては、リスクや神経症状の増悪に対する誤った懸念から、リハビリテーション

の開始時期が遅れる傾向が強かった。 

 しかしながら、2004 年に脳卒中に関係する 5 学会が共同で発表した脳卒中診療ガイドライン

3において、急性期リハビリテーションは、「廃用症候群を予防し、早期の日常生活動作（ADL）

向上と社会復帰を図るために、十分なリスク管理のもとに急性期からの積極的なリハビリテーシ

ョンを行うことが強く勧められる」と位置づけられて以来、急性期リハビリテーションをめぐる

状況は徐々に改善しつつある。ガイドラインの根拠となった研究には、不動の悪影響に関する多

くのデータ、早期リハ開始群における機能予後の改善と在院日数の短縮、SCU による ADL 自立

度と社会復帰率の向上および施設入所率と死亡率の低下、早期リハによりリスクが増加しないと

いう報告などがある。 

 さらに、ガイドラインでは早期から十分な訓練量を確保することの重要性が述べられており、

これはその後に発表されたKwakkelら 4による強化運動療法の効果に関するRCT 20件(2686名)

のメタアナリシスにおいても支持されている。このような高密度、集中的リハの提供を可能にす

る具体的なプログラムとして Full-time integrated training program (FIT)がわが国から提案され、

その有効性が報告されている 5。 

【脳の可塑性への挑戦】これまで、成人の脳においては、可塑的変化の可能性は極めて限られて

いると考えられ、リハビリテーションの重点は機能障害そのものの回復よりも、代償的アプロー

チによりいかに失われた機能を補い、日常生活の制約を軽減するかに置かれてきた。しかしなが

ら、近年、神経科学の分野から、成熟した脳においても従来考えられていたより遥かに可塑性が

あることが報告され 6、脳の可塑的変化を促すような新たな治療戦略に対する関心が高まりつつ

ある。 

 このような脳の可塑的変化に働きかけるリハビリテーション手技として、抑制療法

（constraint-induced therapy）7、（部分免荷）トレッドミル歩行 8、経頭蓋磁気刺激 9、経頭蓋直



 

流電流刺激 9、ロボット療法 7, 10、求心性刺激 9、半側空間無視に対するプリズム適応療法 11、神

経薬理学的アプローチ 12 などさまざまな治療戦略が試みられている。近い将来、神経幹細胞移

植による機能再生も夢でなくなる時代もくるであろう。これらの最先端の治療を正しく理解し、

その適応と限界を整理しながら、脳卒中リハビリテーション治療戦略の中に位置づけていくこと

が必要とされる。 

【地域における「仮の要介護状態」への介入】リハビリテーションの流れは、急性期、回復期、

維持期の各相に分けられが、各相について、現状では以下の問題点が認められる。1）急性期リ

ハビリテーションの不徹底と不十分なリハビリテーションの体制、2）回復期リハビリテーショ

ンの質・量・強度の施設格差および回復期リハビリテーション資源の地域格差、3）維持期リハ

ビリテーションサービスの絶対量の不足および「仮の要介護状態」の存在。さらにそれぞれのフ

ェーズ間のネットワークが不十分という問題もある。 

 維持期においては、生活機能の活性化と社会参加の促進を重視した生活モデルに基づく対応が

重要であるが、一方では、要介護者の中に適切な医療介入により要介護状態の改善や重度化の予

防が可能な「仮の要介護状態」にあるケースが存在することがわれわれの研究により明らかにさ

れている 13。「仮の要介護状態」をもたらす要因としては、抑うつ状態、筋力低下・拘縮などの

廃用症候群、痛み、痙縮、嚥下障害、排尿障害、脱水症・感染症などの全身性疾患、不適切な薬

物療法、生活環境の問題などがあげられる。このようなケースに対し、介護サービスの提供前に

適切なリハビリテーション医療介入を行うことは、介護保険制度の効率的運用のために重要であ

るが、現状では専門的リハビリテーション医療を提供しうる人的・物的資源は限られ、また、地

域の中で医療介入の必要性や適切な介入内容を判断するためのシステムは整っていない。したが

って、限られたリハビリテーション医療資源を効率的に活用し、要介護状態の改善や増悪予防を

行うためには、ニーズの高いケースをスクリーニングし、必要度に応じた介入を可能にするシス

テムの構築が不可欠である。 

 われわれは、介入により要介護状態の改善が可能な「仮の要介護状態」の実態を調査し、それ

をもたらす要因の分析や地域の現場でスクリーニングするためのチェックリストの開発を行っ

てきた。それらの成果を踏まえ、地域において「仮の要介護状態」にあるケースを効率的にスク

リーニングして適切なリハビリテーション医療介入に結びつけるためのモデルシステムを構築

し、その効果を検証するプロジェクトに取り組みつつある。 

【大都市圏脳卒中診療連携体制の構築】「仮の要介護状態」を予防するためには脳卒中発症後早

期からの一貫した質の高いリハビリテーション体制が不可欠である。健康フロンティア戦略にお

いても地域における診療連携が重視されており、また、熊本など一部地域においては、地域完結

型脳卒中診療体制の成果が報告されている。しかしながら、人口規模が遥かに大きく、広域性を

特徴し、かつ、急性期と回復期・維持期の資源の不均衡が存在する大都市圏での診療連携に関す

る実践的報告はほとんどない。そこで、これまで、実効性のある脳卒中診療連携が確立していな

かった大都市圏において、診療実態と連携構築上の阻害要因を実証的に分析するとともに、IT

を活用したリハニーズと資源のマッチングシステムを開発し、日常診療圏に基づいた診療ネット

ワークを構築することを企画中である。これにより、急性期から維持期に至る切れ目のないリハ

ビリテーション医療の提供を実現し、効率的に患者の生活機能、在宅復帰率の向上を達成するこ

とによって、介護予防、健康寿命の延伸に資することが期待される。 
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一般演題

3月19日（日） １１：００～１２：００ 一般演題１

演題1-1 当院における包括的心臓リハビリテーション展開に向けた
取り組み

東海大学付属八王子病院 安達 裕一

演題1-2 自院開発”手作り”電子カルテの取り組み

～リハは現場で起きてるんだ～
医療法人社団 北原脳神経外科 倉田 考徳

演題1-3 地域STネットワーク作りの実践

～八王子STネットワークの立ち上げから現在まで～
医療法人社団 永生会 永生病院 山本 徹

演題1-4 地域支援介護予防事業に関する取組

コナミスポーツ＆ライフ株式会社 遠藤 敏

演題1-5 当院における地域リハビリテーションの取り組み

～地域リハビリテーション支援事業より～
医療法人社団 永生会 永生病院 渡辺 要一



一般演題

１－１

当院における包括的心臓リハビリテーション展開に向けた取り組み

東海大学八王子病院リハビリ訓練科

○安達 裕一

小関 しのぶ、景山 剛

東海大学八王子病院循環器内科

及川 恵子、幡 芳樹

【はじめに】

虚血性心疾患は、冠動脈インターベンション（PCI）の発展により、急性期における死亡

率が減少している。しかし長期的な経過を見ると、再狭窄や新規病変などにより再発する

例も多い。虚血性心疾患の再発予防や長期予後改善のためには、運動療法だけではなく医

学的管理・生活指導・服薬指導・食事療法・運動療法・カウンセリングなどを含む包括的

心臓リハビリテーションが重要であるとされている。こうした現状を踏まえ、当院におい

ても 2005 年 4月より循環器内科医師が中心となり、包括的心臓リハビリテーション展開に

向けた活動を開始した。その活動状況について報告する。

【活動状況】

活動当初は心臓リハビリテーションについての知見を深める目的で勉強会を中心に実施

し、現在では各部門が虚血性心疾患の二次予防に向けた患者指導を展開している。こうし

た活動の 1つとして、コ･メディカルによる集団指導教室がある。指導内容には、運動指導

（理学療法士）・栄養指導（管理栄養士）・性格診断（臨床心理士）・服薬指導（薬剤師）・

心肺蘇生法（看護師）等があり、入院中の患者が講義に参加している。運動療法は理学療

法士が担当しており、PCI 翌日から退院まで、および外来移行後の監視型運動療法を実施し

ている。また当院での運動療法終了後のフォローアップ体制として、循環器内科医師が八

王子市内の運動施設と連携し、当院で作成した運動処方箋に基づき運動療法が継続できる

システムを構築中である。

【展望】

今後はこれまでに挙がっている運用上の問題点を修正し、入院・外来における患者教育

と運動療法プログラムの充実を図っていく方向性である。



一般演題

１－２

自院開発“手作り”電子カルテの取り組み

～リハは現場で起きてるんだ～

医療法人社団北原脳神経外科病院

リハビリテーション科

○倉田 考徳

近年、医療事故に対するリスクマネジメントが盛んになり、各病院では、医療事故防止

のためにいろいろな information technology（IT）システムを導入する動きが目立つよう

になりました。

当院でも医療情報の共有化、業務の合理化やリスクマネジメントの観点から、これまで

に様々なシステムを導入してきました。まず、2000 年 6 月にオーダリングシステムとイン

トラネット･院内メールを、2002 年 4 月よりバーコードシステムによる危機管理･実施記録

システムを、そして同年 7 月には、既製のソフトウェアを組み合わせることで、当院職員

による低コストで使いやすい“手作り”の電子カルテを開発・導入しました。

これまでにも、市販の電子カルテは売り出されていましたが、市販のものは高価であり

ながら使い勝手が悪く、カスタマイズに手間が掛かります。そこで各部署から職員が集ま

って当院に合った電子カルテを開発した結果、安価でありながらニーズに合ったきめ細か

い設定が随時可能で、市販のものには真似できない柔軟な電子カルテが誕生しました。例

えば、担当者別の患者検索やカルテ未記入者の検索、医事算定条件のチェックなど現場か

らの声が形となって機能に追加されていきました。

ここに蓄積されたシステムデータを波及させ電子カルテはもちろん総合実施計画書、転

院サマリー、担当者別の実施記録、リハビリ日報、リハビリ月報と様々な記録文書を効率

良く作成･活用することが可能となりました。“手作り”のメリット・デメリットを踏まえ

当院の電子カルテの取り組みをご紹介します。



一般演題

１－３

地域 ST ネットワーク作りの実践
八王子 ST ネットワークの立ち上げから現在まで

八王子 ST ネットワーク 事務局

医療法人社団永生会永生病院

リハビリテーション部言語聴覚科

○山本 徹

【はじめに】

言語聴覚士（ST）は全国に約 1 万人おり，全国約半数の府県で府県単位で

の言語聴覚士会が組織され，地域の ST の研修，交流，連携の場となってい

る。しかし，東京都においては都士会が未組織で，各 ST が個人的に持つネ

ットワークを通じて他施設の ST と交流を行っている。地域における ST 交

流の場の必要性から，2004 年 10 月「八王子 ST ネットワーク」を立ち上げ

た。その実践を報告する。

【八王子 ST ネットワークの概要】

八王子市内の在勤，在住の ST を対象とし，2006 年 2 月現在 15 施設 38

名が参加している。3 ヶ月に 1 回，定例会を開催，施設紹介と症例検討を主

に行っている。メーリングリスト（ML）を情報交換の手段としている。

【経過】

2004 年夏，八王子市内 ST より市内 ST ネットワーク作りが提案され，ML

の作成が始まった。ML で顔合わせの必要性が話題となり，2004 年 10 月，6

施設 18 名の参加で第１回会議が永生クリニックにて行われた。名称を「八

王子 ST ネットワーク」に決定，事務局を選定した。定例会を年 4 回とし，

2005 年 4 月，第 3 回より施設紹介，症例検討を行う現在の運営となった。

10 月，第 5 回は，北原脳神経外科で開催，10 施設 30 名の参加があった。2006

年 1 月，第 6 回は南多摩地域リハビリ支援事業の後援を受け，外来講師を招

き失語症講演会を実施，11 施設 27 名の参加があった。

【考察と今後の課題】

定例会ではネットワーク内の病院・施設間で移動した患者についての情報

交換が可能となり，具体的な連携の場となっている。また，ML では症例に

関する質問 -回答等も見られるようになり，研鑽の場として機能しつつある。

当面の課題として，一般向けに八王子市内で ST が勤務する病院や施設およ

び，各々が提供するサービス内容の紹介を発信できるネットワーク作りが必

要であると考えている。



一般演題

１－４

コナミスポーツ＆ライフにおける地域支援事業ついて

コナミスポーツ＆ライフ株式会社

商品開発本部 健康増進センター

○遠藤 敏

森本 はつき、安部井 聡

介護保険法成立から５年もたち、介護保険は社会のなかでかなり認知されてきた。ただ

し、介護認定者は厚生労働省が予想した試算よりも多くなっており、今回介護保険全体の

見直しが行われた。

そのため来年度より介護予防事業が開始されることになり、介護対象者にならないよう

にするための施策が開始される。それに伴ってさらにその前の予防事業として、特定高齢

者や一般高齢者の地域支援事業を開始することになった。

コナミスポーツ＆ライフでも、全国にネットワークを持つスポーツジムとして、今後の

中高年の健康維持・改善事業を展開したいとの立場から、地域支援事業への参入を決定し

た。

ただし、今までのスポーツクラブ会員とは違い、体力の虚弱な方の運動になるので現行

のままの運動対応では強度が強すぎる。そのため「高齢者健康づくり指導員」の養成講習

会を開き、介護保険の状況や高齢者の体力レベルの講義のほか、実技指導では高齢者の状

態を体験してもらうことや効果の測定の実技指導などを行ってインストラクターに指導を

している。

さらに高齢者用の筋力増強機器に対しては、乗降を行いやすいように改善し、筋肉に対

して過度の使用を防止する機能を備えたものを開発し、高齢者にも危険のないような筋力

増強機器として、リスクマネジメント対策を考慮している。

今回このような対応について、コナミスポーツ＆ライフの事業の一部を簡単に紹介する。



一般演題

１－５

当院における地域リハビリテーションの取り組み

～地域リハビリテーション支援事業より～

医療法人社団永生会永生病院

地域リハビリテーション支援事業推進室

○渡辺 要一

今村 安秀・安藤 高朗

【はじめに】

東京都の地域リハビリテーション（以下地域リハビリと略す）支援事業による地域リハ

支援センターの指定が開始されてから 3 年が経過し、指定病院は平成 16 年度までに東京都

12 医療圏中、7 圏域となっています。 当院は平成 15 年 7 月、南多摩保健医療圏の地域リ

ハビリ支援センターに指定を受けました。

地域リハビリ支援事業の内容は①地域のリハビリ従事者の研修、援助、②直接住民と接

する相談機関の支援、③福祉用具、住宅改修等の相談への対応に係る支援、④地域の関係

団体の支援、⑤連絡会、事例検討会の実施、⑥その他、地域のリハビリの推進に必要な事

業 となっています。（委託契約書より）

【平成 15 年度、16 年度活動内容の概要】

平成 15、16 年度の南多摩保健医療圏における地域リハビリ支援事業は地域リハビリ支援

センターの機能のうち、地域リハビリ実施機関の支援、すなわち地域住民の相談への対応

に係わる支援として、介護者講習会および医学講座を開催しました。また地域のリハビリ

施設等における従事者への援助・研修として学術集会を実施しました。この 3 事業は当院

にて過去 10 数年間、毎年定期開催してきたものですが、リハ施設有効利用の観点から、地

域リハビリ資源調査とリハビリマップの作成を継続して行っています。さらに連絡協議会

の設置・運営として「南多摩保健医療圏地域リハビリ連絡会」を立ち上げ、平成１５,１６

年度末に会合を開催し、地域の保健－医療－福祉に関わる皆さんから地域リハビリに関す

る貴重な意見・ニーズをお聞きし、地域リハ支援事業に生かしております。平成 15 年、16

年度を通じて本事業での対象者数は延べ 2500 名を超えています。平成 16 年度からは地域

のリハビリ従事者の研修、援助、および地域の関係団体の支援として隣の圏域であり、未

だ支援センターが指定されていない西多摩圏域のリハビリ関係者と共同し、200 名規模の講

演会を開催しております。

【平成 15 年度、16 年度の課題とその対応】

平成 15 年、16 年の事業活動を通し、以下の課題があげられました。

１．圏域が広く、地域、施設間の連携が図りにくい。

２．地域リハビリ支援事業が広報不足。

３．地域リハビリに関する資源が十分に把握されていない。

４．医師会、保健所、行政との連携が不足している。

５．職員派遣が十分に行えない。

上記、課題に対応するため、平成 17 年度は圏域内の医師会および保健所との連携を強化

し、地域リハビリ資源調査の拡充を目標に掲げ、活動を行っています。

【平成 17 年度の活動】

本年 6 月、東京都南多摩保健所からの委託事業として南多摩圏域脳血管疾患医療連携検

討会の事務局を担当することとなり、保健所および医師会との連携も順調に運び、脳血管

疾患を中心に地域リハビリ資源調査の把握がより効果的に行えるようになってきておりま

す。また本年度より本事業の協力病院も指定され、企画・運営の部分での充実も図られる

ようになり、新たな事業展開として専門職を対象とした講習会（福祉機器講習会、NST 講

演会）、介護予防に関連した事業（筋力向上トレーニングモデル事業、依頼講演、PT 派遣）

を実施しています。



一般演題

3月19日（日） １３：３０～１４：３０ 一般演題２

演題2-1 訪問リハにおける他職種との連携
～ネガティブな発言が多い97歳の方を担当して

町田市医師会訪問看護ステーション 中浦俊一郎

演題2-2 『高齢者の姿勢改善について考える』

～病棟職員と共有する為に～
医療法人社団 天翁会 新天本病院 遠藤晴子

演題2-3 福祉用具適合支援のためのデータベース開発

医療法人社団 永生会 永生病院 石濱裕規

演題2-4 通所リハビリにおける転倒予防の取り組み

～無作為比較研究～
八王子保健生活協同組合 城山病院 北村博孝

演題2-5 精神疾患を合併した食道入口部開大不良の１症例

医療法人社団 光生会 平川病院 小嶋恭代



一般演題

２－１

訪問リハにおける他職種との連携

～ネガティブな発言が多い９７歳の方を担当して～

町田市医師会訪問看護ステーション

○中浦 俊一郎

訪問リハとして関わり始めて５年半の９７歳の女性を紹介していく。疾患は左大腿骨転子間骨折、高血

圧症で、私が関わってからは現在で約３年になるが、周囲の環境の変化、身体的な衰え、家族関係の悪化、

施設での不満など様々 な原因が重なり訪問するたびに愚痴をこぼしている。

この様な中で前任者と同様、身体的な訴えに対し、モビライゼーション、ＡＫＡ、立ち上がり、立位保

持練習を施行していたが、痛みは治まらず医師に相談するも「あの痛みはどうしようもないよね」などの

返答で血流を良くする薬が出るにとどまる状況であった。

時 は々「今日はいつもよりはいいかな」など聞かれていたが、徐々 にショートステイに対する不満、デ

イサービスに対する不満が聞かれてきて、家族に対しても不満をぶつけるようになり、家族へのストレス

も募ってくる状況となり、時々 喧嘩する状況にまでなってしまった。

このような中で OT として身体機能的改善、ＡＤＬの改善と平行して在宅で生活するためには、もう少

し周囲を巻き込みながら、ご本人がストレスの少ない状況下にいる環境を作っていくことで精神的安定を

獲得することが先決と考え、様々 な評価を施行。これらを元にケアマネ、デイサービス、ショートの担当

者に対しても情報提供、情報収集をし、今のご本人の状況を共有していった。

このような関わりの中で多少の変化がみられてきた。いずれも主観的評価によってしまうのだが、「シ

ョートステイでの不満が聞かれなくなってきた」「未だ色 と々問題はあり、喧嘩もするが、全体的にみれ

ば比較的落ち着いているかなあ」（以上嫁より）とのことであった。他職種から見ても少し落ち着いた印

象を受けるとのことであった（未だに嫁に対する不満は続いている）。

今回のことから訪問リハ（ＯＴ）の役割を改めて感じさせられた。現在の訪問リハというと「機能訓練

の出張サービス」というイメージが先行するようであるが、対象者が在宅で生活していくためには介助者

(家族)も含めた支援が必要となってくる。その様な中で OT は物的、人的環境、社会環境(資源)、身体機

能、生活能力、人生活動（活き活きするための活動）、個人史など様々な側面から評価することが出来、

アプローチしていくことが出来る職種であり、このような道具（手段）は他者に対してコミュニケーショ

ンをとる際に有効に活用できる部分を持っていると思われた。

９７歳・・・少しでもストレスが軽減していくことを切に願う。



一般演題

２－２

高齢者の姿勢改善について考える

～病棟職員と共有する為に～

医療法人財団天翁会新天本病院

リハビリテーション科

○遠藤晴子

鶴岡麻貴 田上幸子 田中順子

鈴木元 河田瑞恵 実光友里

小林麗 屋代寛子

【はじめに】

当院では、心身の活動性を低下させないために、良姿勢での離床に取り組んでいる。し

かし、病棟職員とのチームアプローチがなくては、生活の中で常に良姿勢を保持すること

は困難である。そこで、法人内研究会を活用し、病棟職員に良姿勢保持の重要性を伝えた。

その中で、病棟職員にとってより身近なレクリエーションを用いたところ、姿勢改善例が

得られたのでご報告したい。

【対象】

当院入院中の患者様 6 名 (年齢 ：73～93 才 疾患名 ：脳血管障害、認知症、骨折)

【方法】

姿勢変化の指標は、骨盤の傾斜を姿勢の崩れの目安として捉え、簡易な測定方法として座

高の変化を用いた。良姿勢に整えた後、①活動をしない状態で 15 分間座位保持、②活動

をした状態で 15 分間（スカーフを用いた活動を 5 分間、骨盤体操―両手で交互にパンチ、

前屈→背伸びの 2 種類を 5 分間）を一週間行い、①、②のそれぞれの座高の変化を比較し

た。

【結果】

①の座高は平均 1.8cm 低くなった。一方、②の座高は平均 0.4cm 高くなった。

【考察】

結果から、活動をしない状態で座位保持を続けるよりも、レクリエーション等の活動を行

なった方が良姿勢を保持できることが確認された。レクリエーションは病棟職員でも身近

に取り組める活動であるので、良姿勢保持のために、チームで取り組める様広めていきた

い。また、姿勢の改善がＡＤＬ能力向上にどのような影響があるか、どのような活動が良

姿勢保持に効果的であるのかを、今後も研究していきたい。

【まとめ】

１.レクリエーション等の活動は良姿勢保持に有効である。

２.良姿勢保持のために、今後も作業療法士としてチームアプローチでの取り組みを広げ

ていきたい。



一般演題

２－３

福祉用具適合支援のためのデータベース開発

医療法人社団永生会永生病院

地域リハ支援事業推進室 ○石濱 裕規

地域リハ支援センター長 今村 安秀

リハビリテーション部 岩谷 清一、

安藤 美幸、菅野 妙子、梅津 博子

小池 紀子、土田 千穂、表 みずき

医療法人社団永生会永生クリニック 多良 淳二

【概 要】

当法人は、東京都より委託を受け推進している地域リハビリテーション支援事業の一環

として、南多摩地区における福祉用具の普及・適合技術の向上を目的とした福祉用具デー

タベースの開発を進めている。

現状の在宅分野での福祉用具レンタル事業下では、ご利用者様自身の要望や福祉用具の

適合場面におけるご利用者様の身体状況の評価等が十分に行われずに、「 褥瘡ができた」

という報告→「エアマット」導入というような機種選定が行われ、傷の状況や原因把握が

できてないため不適合を生ずる、あるいは 褥瘡治癒後も同一機種が使われ続けることで本

人の寝返り・起き上がり能力を却って低下させる等、様々な問題が生じている。

それゆえ、本データベースは、利用者様本人、ご家族様、介助者の要望（ニーズ）の把

握を重視し、ニーズと利用者様自身の身体状況等に応じて、適切な福祉用具を利用者ご自

身が選んでいけるよう支援するという特徴を有するよう設計を進めている。適切な機種・

製品の選定にあたっては、ご利用者様の用途に適う機能を有している機種の検索等が可能

である。データベース上でニーズに適すると考えられる機種が、本当にご利用者様に適す

るかどうかの検証は、実際の使用場面において、身体状況等に応じた調整を行ないながら

進めていくことが望ましい。そこで、更に、身体状況・使用環境等の把握のための専門職

向けアセスメント表とのリンクを進めており、現在は、主に車いすの適合に関して、当病

院シーティング・クリニックスタッフとも連携したアセスメントを行っている。

今後、介護保険下の福祉用具貸与サービスがより適正に進められていくため、本データ

ベースを、ケアマネージャー・福祉用具貸与事業者・リハスタッフはじめ医療関係者など

地域サービス関係者全体に活用される適合支援ツールとして発展させていきたい。また、

現在、南多摩地区では、福祉用具の適合・普及を広く行う支援センターがないため、福祉

用具適合支援の中核を担う機関・サービス体制作りを地域連携のもと進めていくことが必

要であると考えている。



一般演題

２－４

通所リハビリにおける転倒予防の取り組み

～ 無作為化比較研究 ～

八王子保健生活協同組合 城山病院

地域リハビリテーションセンター

○北村博孝

杉本淳

諸角一記 青木賢宏 黒澤秀幸

近藤剛 山本美香 河島圭子

【はじめに】

介護保険改正により，介護予防に対する取り組みが求められる．通所リハビリは，個

別リハビリが実施されるが，それ以外の時間を充実させ有効活用する事はプログラム上

の課題となる．我々は，介護予防の転倒に焦点をあて，筋力・バランス等の転倒と関係

が深い項目で評価を行い，プログラムをリハ専門職と立案した．それを介護職員が中心

となり実施，効果の検証を行ったので報告する．

【方法】

Ⅰ．対象者：平成１７年１月～７月に当施設を利用し，①在宅生活で歩行可能②日常の

コミュニケーションに支障がない③利用期間が３ヶ月以上．これを満たす２０名を対象

者とした．

Ⅱ．評価・調査項目：基本属性，視野・視覚・聴覚・感覚障害，痴呆の有無，運動麻痺，

関節可動域，Berg Balance Scale（以下 BBS），重心動揺，下肢筋力，長坐位体前屈，

光反応検査を実施．

Ⅲ．検証：対象者を無作為に介入・非介入群に分け，介入群には 2 ヶ月間，転倒予防プ

ログラムを追加実施した．非介入群は通常のプログラムのみを実施し，介入前後の評価

から検討を行った．

Ⅳ．プログラム：《自宅用》柔軟性と下肢筋力強化．実施状況把握に体操日誌を作成．

《施設用》立位バランス・段差昇降・歩行・筋力強化．プログラム内容の再検討とカウ

ンセリング．

Ⅴ．解析：SPSS for win ver 12.0 を用いて，変化を反復測定２要因分散分析（時点数

２×群数２）により比較．なお，統計的仮説検定は，５％未満を有意水準とした．

【結果】

光反応時間，ＢＢＳは介入前後で改善傾向（Ｐ＝０．１）を認めた．１０㎝開脚位の

随意的前後・左右重心移動距離は介入前後で有意な交互作用（Ｐ＜０．０５）を認めた．

筋力，長座位体前屈は有意な交互作用を認めなかったが，介入前後で対照群は低下，介

入群は向上した．

【考察】

高齢者の転倒原因には，一般的に筋力・俊敏性・バランス能力の低下などが挙げられ

ている．今回の介入では，介入群においてバランス能力は有意に改善，俊敏性は改善傾

向を示した．筋力，柔軟性は有意な改善は認めなかった．これは，プログラムとして筋

力等を十分に向上させることが出来なかったこと，参加者の身体能力が障害と老化の問

題により上限に近いことが考えられる．また，必ずしも筋力，柔軟性に有意な改善を認

めなくとも，身体動作に関するプログラムの実施により，バランス能力・俊敏性の改善

は可能と考えられた．以上より，今回のプログラム導入は転倒の予防に有用と考える．



一般演題

２－５

精神疾患を合併した食道入口部開大不良の１症例

医療法人社団光生会平川病院

リハビリテーション科

○小嶋恭代

平川淳一

【はじめに】

バルーンカテーテルを使用したバルーン拡張法及びシャキア訓練は食道入口部開大

不良を呈した症例に対して実施される方法である。今回精神疾患を合併した食道入口

部開大不良の症例に対し、バルーン拡張法及びシャキア訓練を実施したので報告する。

【症例】

７３歳・男性。2005 年 10 月 13 日、そう病・暴力行為のため措置入院。加療中に

徐々に嚥下困難になり、リチウム中毒を発症し意識障害となる。その後意識障害が軽

快し、経口摂取開始するも嚥下障害が認められ 2005 年 11 月 18 日ＳＴ処方となった。

初回の摂食嚥下機能評価では精神状態が落ち着かず易怒性ありほとんど検査施行でき

ない状態であった。嚥下反射に遅延はないが、痰量多く唾液嚥下時に食道入口部開大

不良を疑わせる異常嚥下音が聴取された。精神状態と身体レベルの改善を待ち、2005

年 12 月 7 日に摂食嚥下機能再評価施行。身体レベルは病棟内歩行軽介助レベルまで改

善したが依然として異常嚥下音が聴取された。2005 年 12 月 20 日の嚥下造影検査（以

下ＶＦ検査）では食道入口部の開大は重度に障害され、誤嚥していることを確認した。

同時にＸ線透視下にて食道入口部の位置を確認し、翌日より単純引き抜き法でのバル

ーン訓練を開始した。2006 年 2 月 7 日に２回目のＶＦ検査施行。食道入口部の開大は

やや改善し４０度姿勢、2.5cc スプーン１口ずつの摂取が浮動的に可能であることを確

認した。経腸栄養量も増量され日常生活上の疲労感も消失したため、シャキア訓練を

追加した。2006 年 3 月 7 日３回目のＶＦ検査にて再評価を行った。

【結果】

３回目のＶＦ検査評価をふまえ報告する。

【結語】

バルーン訓練においてはその目的・効果において指示する立場とそうでない立場が

ある。しかし今回の症例においては、有効的であったと考えられた。



シンポジウム

シンポジウムテーマ

「在宅リハビリ Vs 施設リハビリ」

○コメンテーター 東京都保健福祉局副参事 村田 由佳

○シンポジスト

在宅リハビリテーションセンター成城 言語聴覚士 半田 理恵子

永生会訪問看護ステーション 看護師 加藤 公恵

老人保健施設ヒルトップロマン 理学療法士 村上 功

青梅慶友病院 作業療法士 中間 浩一

○司会 永生病院 言語聴覚士 東川 麻里

3月19日（日） １４：３０～１６：３０



シンポジウム ： テーマ 『在宅リハビリ VS 施設リハビリ』

S-1

「急性期」と「慢性期」、「病院」「施設」と「在宅」の間で
～切れ目のない連携に向けて～

東京都福祉保健局医療政策部 村田由佳

自分の意思により生活の場を決め、自分に合った暮らしを続けることは

人生を通じて誰もが望むことである。しかし、加齢や発病による身体能力

の低下等により、多くの都民が自分の暮らしを続けていく上で何らかの社

会的ケアを必要とすることになる。

都においては、介護保険制度への対応だけでなく、都民の誰もが疾病や

病状に応じた適切かつ質の高い医療を身近な地域で受けながら生活を続け

ることができるよう、脳卒中など疾病別の医療連携に焦点を絞った「地域

医療システム化推進事業」を平成１５年度末から医療圏ごとに進めている。

また、地域のリハビリテーションを充実させるため、二次医療圏単位に

一カ所の「地域リハビリテーション支援センター」を設置し、研修会等に

よる地域のリハビリテーションの向上や住民への相談に取り組んでいる。

こうした事業を通じて浮かび上がる課題は、急性期医療と慢性期医療、

病院での医療と在宅医療との「連続性」である。例えば、脳卒中の患者が

急性期医療を終えて回復期・慢性期に移行していく際の連携は充分とは言

えない。回復期・慢性期の医療資源が少ないという東京の特性もあるが、

急性期医療機関の医療スタッフが在宅医療を理解しきれず、患者・家族へ

の充分な説明と同意、さらに在宅での療養を担当するスタッフへの充分な

引継が行えないといった問題もある。また、在宅療養中の患者も急変や季

節変動による病状の変化、介護者のレスパイト等により、病院や施設への

入院・入所を要することがあるが、その受け皿機能の充実や、安定後の自

宅等へのスムーズな復帰も課題である。

このように、急性期医療と慢性期医療、病院・施設と在宅を患者・利用

者が行き来する際、今回のテーマである「VS」はリハビリスタッフだけで

なく医師や看護師同士においても大きな課題であると言える。

また、脳卒中を課題とする疾病別医療連携検討会で話題となるのが、発

症後の早期リハビリの必要性である。この場合、急性期医療における診療

科・職種間の「VS」の解消も課題となるが、区中央部の検討会には地域リ

ハビリテーション支援センターも参加し、脳卒中の急性期リハについて地

域の医療機関に対する普及啓発に協力することになっている。

患者・利用者が自らの生活を続けていくためには、様々な職種・機関の

スタッフが互いの「違い」と「共通点」を理解することで「VS」を克服し、

「切れ目のない」サービスを提供できるようにすることが不可欠である。



シンポジウム ： テーマ 『在宅リハビリ VS 施設リハビリ』

S-２

在宅リハビリテーションを行なう立場から

在宅リハビリテーションセンター成城

成城リハビリテーションクリニック

半田理恵子

「在宅リハビリテーションセンター成城」（東京都世田谷区）は、平成 16 年 5 月、「高齢または障

害のある方々が、住み慣れたわが家で、その地域の人々とともに、健やかで生き生きとした生活が

おくれるよう、医療・福祉の両面から総合的なリハビリテーションを提供していく」ことを理念として開

設された。センターの活動は、①外来（診療、理学療法、作業療法、言語聴覚療法、放射線） ②

入院（16 床の病棟） ③通所（通所介護）

④訪問（診療、看護、リハビリテーション、介護） ⑤居宅介護支援 と大きく５部門あり、各々のサー

ビスが相互に連携しながら運営されていく在宅支援型のセンターとして、徐々に、世田谷を中心と

した地域に受け入れられつつある。

今回のシンポジウムでは、当センターの活動の概要を紹介しながら、特に、在宅支援に大きな力

を発揮している病棟、回復期および維持期を支える外来、また訪問部門の中では特に訪問リハビ

リテーションに焦点をあて、その意義について報告したい。また発表者は言語聴覚士であるが、本

年４月より介護保険においても、言語聴覚士による訪問が認められるため、その活動の意義につい

ても大いなる期待をこめて報告していきたいと考える。

本年４月の介護保険、医療保険の同時改定により、利用者へのサービス提供体制は、大きく様

変わりすることが伝えられている。現段階ではまだその詳細は不明で、当センターの活動もどのよう

な変化が求められるのか定かではない。

３月の本シンポジウム開催時には、４月以降の新たな体制についても加えて報告ができるのでは

ないかと考える。
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高齢者の暮しをささえる、サービスのありかたについて

～指示・干渉から、見守り・支援へ～

医療法人社団永生会

訪問看護ステーションめだか

加藤公恵

Ｈ１２年４月よりスタートした介護保険は、利用者本位、高齢者の自立支援、

利用者による選択（自己決定）を基本理念とした。

Ｈ１８年４月改訂ではこの制度の存続にかかわるとして、介護予防を大きく掲げ自立

支援を重要な柱と強調している。

訪問看護ステーションが２４時間の支援体制をとりいれ、様々な高齢者の暮らしに寄

り添ってみると、利用者側がもっとも介護保険に期待していた、「介護の社会化」、即ち

家族だけで抱えてきた介護を、社会全体で担っていくコンセプトは、霞んでしまってい

る現実をみることが多い。

制度の節目に当たる年に、地域の実情に照らし合わせ、過酷と言われる介護をいかに

支援し、安心して老いることのできる町作りにつなげられるか、利用者サイドからみた、

サービス提供のあり方について考えてみたい

１）ありのままの暮らしが成り立つ介護支援

２）地域が期待する施設機能

３）事例から学ぶ、「不自由に、生きるということ」

地域をまわっていると、「こんな生き方もできるのか」と驚かされることが多い。

物質的豊かさが加速するなかで、いつのまにかある程度の生活スタイルが保証されなけれ

ば、家でくらせないと勘違いしていたことに気づく。現実は予想を超えてサバイバルであ

るけれど、生きる上で大事なことは、きわめてシンプルな要素に集約されている
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老人保健施設は何ができるのか

～現状と課題～

老人保健施設ヒルトップロマン

リハビリテーション科

村上 功

老人保健施設（以下老健）は昭和 63 年に本格実施され、平成 12 年の介護保険制度導入

を機に、介護老人保健施設と名称変更し、今日に至っている。老健の全国組織である全国

老人保健施設協会はその理念・役割として、1.包括的ケアサービス施設、2.リハビリテー

ション（以下リハ）施設、3.在宅復帰施設、4.在宅生活支援施設、5.地域に根ざした施設、

としており、平成 16年 10 月現在、全国で約 3100 施設、28 万床が整備されている。東京都

においても現在 140 施設余りとなっている。提供サービスは入所のみならず通所リハ、短

期入所療養介護を併設している施設がほとんどである。リハスタッフの基準においては、

従来では入所者 100 人に対し、PTまたは OT1 名の配置が基準であったが、平成 15 年の介護

報酬改定により、50 対 1 の場合にはリハ機能強化加算の算定が可能となり、加えて訪問リ

ハを行なうことも可能となった。これは老健のリハ機能を充実させ、在宅復帰促進とリハ

を重視した在宅支援と捉えることができる。

全国調査による老健入所利用者像を見てみると、介護度は要介護度３～４が最も多く（通

所は要介護１）、年齢階級別では 85 歳以上が、また主な傷病では脳血管疾患と認知症が多

い。入所期間は１年までに８割が退所している。入退所者経路は、入所前は家庭が 45％、

医療機関 43％、退所先は家庭が 39％、医療機関 38％、となっている。特徴的なのは家庭か

ら家庭への利用者が 30％と往復型としての利用が多くなっている。４月からの制度改正で

も、老健ではより在宅復帰を促進させる内容となっている一方で、入所利用者の重度化や

家庭復帰率の低下、入所長期化、また病院入院期間短縮により回復期段階の利用者が増え

つつあり、その目的を促進しにくい状況も出てきており、今後施設の利用目的や施設のあ

り方に格差が大きくなると考えられている。

制度改正からも老健は単なる入所機能だけではなく、多機能化により在宅復帰や在宅支

援へ転換を図る必要があり、具体的には在宅生活の維持や回復を目的とした比較的短期間

の入所を重点的に増やし、通所や訪問で生活を支え、施設と在宅を往復するように、利用

者に施設機能を明確に示すことが重要と考えられる。
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介護療養型医療施設の立場から

医療法人社団 慶成会 青梅慶友病院

リハビリテーション室

中間 浩一

青梅慶友病院の概要

青梅慶友病院（以下、当院）は許可病床数 798 床の介護療養型医療施設である。

入院されている利用者の平均年齢は 87.1 歳、ADL に何らかの援助が必要な方が 90%、中等度

～重度の痴呆を有する方が 80%、要介護度の平均は 4.2 である。

平均在院期間は3年 7ヶ月で、約90%が死亡退院される、後期高齢者の最後の約4年間をケア

する病院である。

青梅慶友病院の理念

当院は、その理念を“老後の安心と輝きを創造する”とし、中期ビジョンとして“豊かな最晩年の創

造”を目標に掲げ、様々な疾患や障害をもつ後期高齢者に対して、理念・目標に沿って、医療・看

護・介護・リハ・フード・事務などの多職種が一丸となり、さまざまな取り組みを行っている。

リハビリテーション室の概要

リハビリテーション室は、利用者の“豊かな最晩年の創造”を達成するために、3 つの役割を掲げ

ている。

＜ リハビリテーション室の 3 つの役割 ＞

1 入院されている利用者を元気にする

2 事故を防止する

3 看護・介護スタッフの介護負担を軽減する

当日は、リハビリテーション室の 3 つの役割に基づき、介護療養型医療施設での取り組

みを報告する。

当日は、様々な場面で要介護高齢者を支援している多くのスタッフと、その支援のあり

方などについて、ディスカッションできれば…と考えている。


