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  口述発表 ポスター発表 

施設紹介 



巻頭言 

 

南多摩リハビリテーションスタッフ合同会議第 3回学術集会に寄せて 

 

 

医療法人社団永生会 

理事長 安藤高朗 

 

 

 はやいもので、南多摩リハビリテーションスタッフ合同会議学術集会も今回で第

3回目を迎えました。物事を継続するにはそれ相応のエネルギーを必要とします。

これには、南多摩圏域でリハビリテーションに関わっておられる皆様の高い志しと、

強いエネルギーの賜物だと感じずにはおれません。また本学術集会が病院・施設・

事業所等、様々な場面、立場でリハビリテーションを担う皆様の貴重な情報交換の

場として活用されていることが実感されます。 

さて現実に目を向けると、昨今の医療情勢はますます厳しさを増し、平成 20年 4

月からは医療保険における診療報酬改定も控え、皆様の施設・病院・事業所におか

れましては、その対応に追われていることと存じます。このような折ですが、われ

われの夢の実現のため、南多摩リハビリテーションスタッフ合同会議第 3回学術集

会を開催できることは、まことに意義深く喜ばしいことであります。 

「地域に根ざした医療」という言葉がありますが、本学術集会はその実践と試み

といっても過言ではありません。この実践と試みにさらなる質の向上を付与してい

くことが我々の責務であり、今回のテーマである「Quality of Rehabilitation from 

南多摩」が如実に表していると言えるでしょう。 

年度末のご多忙の折、貴重な時間ではありますが、多くの皆様の御参集をお待ち

するとともに、本学術集会を有意義に御活用できるよう祈願しております。 

 

 

 

 

 

 

平成 20年 3月吉日 



南多摩リハビリテーションスタッフ合同会議 

第３回学術集会タイムスケジュール 

 

9:30   受付開始 入場開始 ポスター貼り付け開始 

9:55    開演 開演の辞 

10:00   一般演題Ⅰ （口述発表）  

座長：八王子保健生活協同組合 城山病院 

院長 杉本 淳 先生 

     Ⅰ-1 南多摩病院 理学療法士 三宅 隆介 

        当院における大腿骨頚部骨折手術症例のリハビリテーション 

     Ⅰ-2 南多摩病院 理学療法士 嶋田 真人 

        当院における包括的呼吸リハビリテーションの現状と課題 

     Ⅰ-3 北原リハビリテーション病院 理学療法士 溝辺 夏子 

        重度 USN・注意障害を呈した患者様の自己管理能力向上に向けて          

～他職種との合同評価と目標設定を行い移乗動作の安定性が向上した症例～ 

     Ⅰ-4 東京医科大学八王子医療センター 理学療法士 谷口 紀夫 

        リハビリテーションの新しい挑戦領域 

                 ～ 八王子医療センターにおける臓器移植リハビリテーションの試み～ 

     Ⅰ-5 永生病院 言語聴覚士 下平 由美 

        「日曜日」を考える ～患者様・家族様本音アンケートを実施して～ 

     Ⅰ-6 東海大学医学部附属八王子病院 理学療法士 峰岸 言行 

      当院における t-PA治療の実際と急性期理学療法 

 

   休 憩 

 

11:00   一般演題Ⅱ 口述発表 

座長：医療法人財団 天翁会 新天本病院 

 髙田 高太郎 先生 

     Ⅱ-1 八王子言語聴覚士ネットワーク 言語聴覚士 桜井 輝弥 

        八王子言語聴覚士ネットワークからの発信 

        ～ホームページ作成プロジェクト委員会立ち上げから現在まで～ 

     Ⅱ-2 城山訪問看護ステーション 理学療法士 近藤 愛恵 

        癌末期における訪問リハビリの役割 

     Ⅱ-3 立川相互病院 理学療法士 嶋田 紗知 

生活習慣の維持と生きがいのある生活について考えさせられた症例 

     Ⅱ-4 北原リハビリテーション病院 ケアワーカー 福田 亜矢子 

        回復期リハビリテーション病棟でのケアワーカーの役割 

     Ⅱ-5 東京天使病院 石黒 崇也 

        日中と夜間における動作能力の比較検討 

     Ⅱ-6 永生病院 言語聴覚士 西澤 円 

        職場復帰を果たした 1症例 ～退院前訪問指導にＳＴが果たす役割～ 

 

   昼食・休憩 



13:15    

ポスター発表 

   Ⅲ-1 北原リハビリテーション病院 理学療法士 土田 恭子 

      退院後 ADLからみた入院中の課題 

～訪問初回介入時と入院時の比較を通して～ 

     Ⅲ-2 永生病院 理学療法士 井出 大 

        南多摩圏域における脳血管疾患患者動向調査 

        ～南多摩脳血管疾患医療連携検討会より～ 

     Ⅲ-3 永生病院 理学療法士 渡邉 要一 

        平成 19年度地域リハビリテーション支援事業活動報告 

    施設紹介 

     Ⅳ-1  北原脳神経外科病院 

     Ⅳ-2  北原リハビリテーション病院 

     Ⅳ-3  北原脳神経外科病院デイケア 

     Ⅳ-4  東京医科大学八王子医療センター 

Ⅳ-5  大久野病院 

Ⅳ-6  大久野病院訪問看護ステーション 

Ⅳ-7  東海大学医学部附属八王子病院 

Ⅳ-8  八王子生活保健協同組合 城山病院 

Ⅳ-9  東京都国民健康保険団体連合会 南多摩病院 

Ⅳ-10 医療法人社団永生会 介護サービス スマイル永生 

Ⅳ-11 医療法人社団永生会 永生病院 

 

14:00   特別講演Ⅰ 『Anti-aging～老いの科学～Ⅰ』 

              座長 北原脳神経外科 副院長 菅原 道仁 先生 

     『高齢化社会とコエンザイムＱ１０』 

      講師：東京工科大学 応用生物学部長 

         バイオ・情報メディア研究科 バイオニクス専攻長 

               教授 山本 順寛 先生 

 

   休 憩 

 

15:05   特別講演Ⅱ 『Anti-aging～老いの科学～Ⅱ』 

              座長 南多摩地域リハビリテーション支援センター 

                  センター長 今村安秀 先生 

     『アンチエイジングのすすめ』 

      講師：銀座アンチエイジングラボラトリー 

              所長 森田 祐二 先生 

 

16:05   閉会 閉会の辞  

 



 

 

 

【演者の皆様へ】 

１． 口述発表の皆様へ 

 ○ １演題につき発表時間は６分質疑応答３分とします。 

 ○ プレゼンテーションは全て「PowerPoint」（プロジェクター使用）にて行います。 

 ○ 口述発表は全て１階、第１会場にて行います。 

 ○ 演者の方は 15分前までに「演者受付」にて出欠の確認をお受け下さい。 

 ○ プレゼンデータの当日差し替えは原則受けられません。またパソコンの持ち込みも

受け付けられませんのでご了承下さい。 

 ○ プレゼンテーションの操作はご自分でお願いします。なお運営スタッフによる操作

を希望される場合は口述発表受付にてお申し出下さい。 

 ○ 発表時間の 1 分前および終了時にベルが鳴ります。円滑な進行を行うため、時間内

で終了するようにご協力下さい。 

２．ポスター発表の皆様へ 

ポスターの規格は下図のとおり（縦 170cm×横 90cmの範囲）としますが、範囲内の貼

り方は自由です。演題番号は事務局で用意します。 

○ ポスター発表は第 1会場エントランス（第 2会場）で行います。 

○ 発表時間は概ね６分とします。円滑な運営にご協力ください。 

○ ポスターの掲示及び撤去は運営スタッフがお手伝いします。なお掲示には会場専用

のテープを使用します。画鋲は使用できませんのでご注意下さい。 

       ○貼付時間 ＡＭ９：３０～１０：００ 

       ○撤去時間 ＰＭ４：００～４：３０ 

ポスターの規格 

      

所属 職種 氏名

演題番号
演　題　名

このスペースに（170×90cm）に
ご自由にお貼りください。

20cm 70cm

20cm

170cm

事務局であらかじめ貼付します。

 



 

 

 

 

 

一般演題Ⅰ：口述発表 



演題番号 Ⅰ‐１

当院における大腿骨頚部骨折手術症例のリハビリテーション

東京都国民健康保険団体連合会 南多摩病院

リハビリテーション科 理学療法士 ○三宅 隆介

【はじめに】日本において大腿骨頚部骨折は、高齢者の発生率が高く、男性よりも女性に

多いと認知されている。主な受傷要因は、転倒・転落によるものである。

本骨折は、大腿骨頚部の形態的及び力学的特徴に加え、骨密度の低下によって発生し易

くなる。治療としては、手術が選択されることが多く、髄内釘やスクリュー、ピンを内固

定材料とした骨接合や人工骨頭などの人工物置換が用いられる。手術適応の決定は、患者

の骨折程度、年齢、身体活動性、全身状態、内科的合併症の程度などが考慮されるが、手

術後は早期離床・リハビリテーション（以下；リハビリ）が可能となる。

今回は、当院において大腿骨頚部骨折と診断され、手術後にリハビリを施行した患者に

ついてまとめたので報告する。

【対象】平成１９年１月から１２月までに、手術を行った大腿骨頸部骨折の症例のうち、

手術後にリハビリを施行した患者３６例（男性５例・女性３１例、平均年齢８２．５才）

を対象とした。３６例のうち、右側骨折９例・左側骨折２７例であり、術式は TargonⓇ nail

１８例・ＣＣＨＳ（cannulated cancellous hip screw）２例・人工骨頭１６例であった。

受傷要因は、転倒によるものが２９例、転落によるものが４例、不明が３例であった。

受傷前の歩行能力は、全介助（車椅子）レベル４例、軽介助（伝い歩き）レベル７例、自

立（Ｔ字杖歩行・独歩）レベル２５例であった。

【リハビリテーション】当院では、原則として手術前よりベッドサイドリハビリを行い、

手術翌日から全荷重を目標に患側下肢へ荷重し、歩行訓練を実施する。また、関節可動域

訓練、筋力増強訓練、基本動作・ＡＤＬ訓練、等を平行して施行する。歩行訓練は、平行

棒内歩行→pick up 歩行器歩行→Ｔ字杖歩行（独歩）を段階的に行う。

手術翌日全荷重が許可された全３６例のうち、２４例が翌日荷重可能、１２例は翌日荷

重不可能であった。退院時の歩行能力は、全介助（車椅子）レベル５例、軽介助（伝い歩

き）レベル９例、自立（Ｔ字杖歩行・独歩）レベル２２例であった。このうち、高年齢、

認知症、リハビリ意欲低下がみられた症例は、自立歩行獲得が困難な傾向にあった。手術

後退院までに要した日数は、平均２６．１日（最短１５日・最長４６日）であった。退院

先は、全３６例が入院前の居住地（自宅２９例、特別養護老人ホーム７例）へ退院した。

また、退院後、当院外来にてリハビリを継続したのは１８例であった。

【まとめ】大腿骨頚部骨折手術後は「社会復帰・社会参加」に向け、リハビリが重要な位

置を占める。当院は地域における急性期病院としての役割を担っており、患者の病態・状

態に応じたリハビリを提供していく必要がある。



演題番号 Ⅰ‐２

当院における包括的呼吸リハビリテーションの現状と課題

東京都国民健康保険団体連合会 南多摩病院

リハビリテーション科 理学療法士 ○ 嶋田 真人

【はじめに】呼吸リハビリテーション（以下呼吸リハ）は慢性閉塞性肺疾患（COPD）の増加によ

り、世界的に重要な関心ごととなっている。そして日本においても 2001 年の NICE study

（Nippon COPD Epidemiology Study）では、約 540 万人が COPD に罹患しており、今後 20

年間増加の一途をたどると予測されている。さらに 2001 年 4 月に WHO と NHLBI によって報

告された「GOLD」において、中等度以上の COPD に呼吸リハが気管支拡張剤と同様に治療の

第一選択肢に取り上げられたことが、呼吸リハの発展に大きな影響を与えた。これらのことを背

景に、当院においても、2007 年 1 月より包括的呼吸リハビリテーション（以下包括的呼吸リハ）

の考えを導入した、クリニカルパスを開始した。これにより、開始前は理学療法中心の内容であ

ったが、開始後は各医療スタッフ（医師・作業療法士・看護師・薬剤師・栄養士・MSW）を含

めて、包括的な患者教育を行った。そこで、今回当院における包括的呼吸リハの概要と入院から

在宅復帰に至った COPD 患者の一症例を紹介する。

【概要紹介】当院における包括的呼吸リハの概要を以下に記する。

（１）スタッフ 医師 1 名、理学療法士 4 名、作業療法士 1 名、看護師３名、

栄養士１名、薬剤師 1 名、MSW1 名

（２）症例内容（2007 年 1 月～12 月）

入院患者 18 例（COPD 9 例、間質性肺炎 2 例、その他 7 例）

外来患者 ５例（COPD 3 例、その他 2 例）

入院から外来患者 ４例（COPD 3 例、間質性肺炎 １例）

合計 27 例（COPD 15 例）

（３）システム ①コ・メディカルによる個別指導。②ビデオやパンフレットによる患者教育。③

定期的な肺機能検査。④呼吸器外来の受診。⑤週に一度の合同カンファレンス。

⑥スタッフのスキルアップとして院内・外での呼吸リハに関する学会等への参加。

（４）特色 ①当院は急性期病院として、西八王子において約 55 年の歴史があり、地域の人々

に継続した医療の提供を図っている。

②OT の呼吸リハへの参加。

【症例紹介】2007 年 6 月 19 日呼吸苦増加、めまい出現により救急車にて来院され、約 1 ヶ月間の

入院後、在宅復帰に至った症例である。 性別：女性。 年齢：86 歳。 疾患名：COPD。

合併症：慢性心不全、腎機能障害。 検査所見：6/19 chest X-P、左胸水（+）、左下葉一部無気

肺、胸部 CT、左下葉枝内 sputa で閉塞。7/10 chest X-P、左胸水（－）、左下葉一部無気肺改善

血ガス分析：6/19 PaO2 50.1Torr、PaCO2 48.0Torr、CRP 1.41mg/dl、SpO2 82％、7/10

PaO2 96.0Torr、PaCO２48.0Torr、CRP 0.49 mg/dl 、SpO2 96%。 経過：6/19 より抗菌剤、

利尿剤、O2 3L 吸入施行するが、改善が見られず 6/26 から呼吸リハ開始し特に ACBT を取り入

れ、排痰訓練にて、左下葉の無気肺が改善された。ADL においても Barthel Index にて入院時

50 点→退院時 85 点、起居移動に関しては中等度介助レベルから屋内伝い歩き自立レベルに向上

した。しかし、O2 中止にて SpO2 85%代へ低下する為、HOT 導入にて自宅退院となった。

【結語】呼吸ケアを包括的に創造していくためには、呼吸理学療法が不可欠であり、呼吸器疾患に

携わる全てのスタッフが「呼吸リハ」を基本的な要因として認識する必要があると思われる。し

かし、当院における包括的呼吸リハは、歴史が浅く各システムにおいて検討すべき点は多い。そ

こで今後は、この一年間の取り組みから、各システムの問題点を明確にして、スタッフの「呼吸

リハ」に対する意識を統一し、包括的呼吸リハの更なる充実を図っていく方向である。



演題番号 Ⅰ‐３

重度 USN・注意障害を呈した患者様の自己管理能力向上に向けて

～他職種との合同評価と目標設定を行い移乗動作の安定性が向上した症例～

北原リハビリテーション病院 3階病棟

○溝辺夏子(ミゾベナツコ)、柳佳代子(ヤナギカヨコ)、植村聡子(ウエムラサトコ)

【はじめに】

運動麻痺、感覚障害が重度であることから視覚認知を促しながら動作獲得したいが、左

USN、注意障害も重度であり動作中の集中持続困難のため、各動作に確認不十分さを認め

た。そこで、他職種との合同評価と本人への目標設定を行なった。その結果、身体の自己

管理能力向上と移乗動作の安定性向上が得られたのでここに報告する。

【症例紹介】

症例：A さん（60 代男性）発症日：H19 年×月×日発症(右被殻出血)

・起居動作：軽介助～誘導 ・立ち上がり・立位保持：半介助

・更衣：上衣軽介助、下衣半介助

・左半側空間無視：重度。机上課題にて著明な左側の見落としあり。Ex）８⇒３

・全般性注意障害：持続・配分低下 ・抑制障害：感情失禁、易怒性、忍耐力欠如

【治療戦略と目標設定】

治療戦略；1 回目（×日から 60 日目） 目標設定；1 回目

・ 動作手順の再確認と学習 ①肩の引っ掛かりを直す ②足幅の確認

・ 確認事項の抽出、提示 ③立った後、左の腰を前に出す

・ 確認方法の徹底（見る、触る） ④左足へ体重を乗せる ⑤膝を伸ばす

・ 自立心の向上 ⑥服のよれを直す（目で見て確認）

治療戦略；2 回目（×日から 80 日目） 目標設定（2 回目）

・ 筋緊張の自己調整方法の検討・提示 ①膝を内側へ向ける ②膝とつま先の位置

・ 視覚代償の強化（準備段階で） ③左足を足首まで触る④左手を伸ばす

・ 下肢への意識化（踵接地の視覚確認） ⑤座面に手を置き立ち上がる

・ 正中の意識向上 ⑥踵がついているか目で確認

＊他に…スケジュール調整、部屋移動、家族へ面会依頼

【結果】

・起居動作・立ち上がり・立位保持：ほぼ自立 ・更衣：上衣自立、下衣立位時見守り

・左半側空間無視：中軽度。机上課題での左側見落としは若干残存

・全般性注意障害：持続時間延長

【まとめ】

本人へ目標の明示化を行った事で、注意点の整理がされ、動作中の麻痺側の意識化、主体

的なリハビリの必要性について理解促進ができた。その結果、立ち上がりの安定が得られ、

ADL の介助量が軽減した。また意識改革も起こり離床時間拡大、主体性向上が見られた。



演題番号 Ⅰ‐４

リハビリテーションの新しい挑戦領域

～八王子医療センターにおける臓器移植リハビリテーションの試み～

1) 東京医科大学八王子医療センター リハビリテーション部

2) 東京医科大学八王子医療センター 外科学第五講座（移植外科、一般外科）

○ 谷口
たにぐち

紀夫
の り お

1)、松野
ま つ の

直徒
な お と

2)、長尾
な が お

桓
たけし

2)

【はじめに】臓器移植は生命予後を改善し、ＱＯＬを向上しうる治療法の一つであり、移

植後に患者を新しい生活へ活かす為にはリハビリテーション（以下リハ）の貢献すべき部

分は大きいと考えられる。しかし移植患者に対するリハは、手術後のハイリスク患者の廃

用性症候群として扱われているのが現状であると思われる。臓器移植を行なっている施設

のリハビリテーション部として移植チームの一員に加わり、臓器移植という新たな領域で

リハの提供をスタートした。その取り組みについて具体的に 48 歳男性（原疾患ＨＣＶ）を

取り上げ、術前・術後のリハの状況について報告する。

【経過】当リハビリテーション部は集中診療制により各科からの依頼に対してリハの提供

を実施してきた。以前より移植患者に対して、移植後状態の思わしくない患者に機能改善、

ＡＤＬの獲得に向けアプローチしてきたが、廃用性症候群の改善が目的になっていた。移

植後は免疫抑制療法とリハの質がレシピエントの生命予後・生活機能予後に大きな影響を

与える事から、移植チームの一員として理学療法士が加わり、移植患者に対する術前から

術後までを積極的に関わることとなった。

【考察】移植患者に対するリハについては、その内容や診療報酬制度などさまざまな問題

点があげられる。また問題点自体が明確でない部分も多い。しかしながら移植患者が新し

い生活をおくれるようにすることは、他の疾患と共通の目的である。移植チームの一員と

して他のスタッフと協力しながら移植リハに取り組み、さまざまな課題をみつけ解決して

いくことがこれからの新しい土台作りになっていくことと考える。

臓器移植を実施している施設は少なく、そのなかでリハを実施している施設は極めて少な

い。しかし臓器移植をしている患者は確実に増加している。今後の臓器移植の普及にも多

くの問題点はあるが、移植医療のなかでリハが果たす役割は大きいと考えられる。移植リ

ハは新しい領域であり、移植医療の普及とともに歩むことがわれわれに課せられた課題で

ある。

＊尚この内容はＨ19.7.5-6 第 25 回日本肝移植研究会・ワークショップ 3 において発表し

たものです。



演題番号 Ⅰ‐５

「日曜日」を考える

－患者様・家族様アンケート調査を実施して－

医療法人社団永生会 永生病院 リハビリテーション部

○ST 下平由美 PT 安倍匡子 OT 菱田明央

【はじめに】当院回復期病棟は 100 床を有し、在宅復帰を前提に機能改善、在宅設定等集

中的なリハビリテーションを実施している。昨今の医療制度改定に伴い、早期機能改善・

早期在宅復帰が求められ、当院回復期病棟においても、1 年を通して休日なくリハビリテー

ションを実施してゆく体制を検討することとなった。制度導入にあたっては、『意義のある

リハビリテーションサービスの提供』を第一と考え『365 プロジェクトチーム』を立ち上げ

た。そして制度導入にあたって問題点・課題を抽出し、5 つのワーキンググループを設けて

検討を行った。これらのワーキンググループの一つである「患者様の本音調査グループ」

では当院回復期病棟に入院中の患者及びその家族を対象にアンケート調査を実施した。今

回はその結果の一部を分析し、『365 日リハビリ』導入に際して患者にとっての「日曜日」

の意味について考える機会を得たので若干の考察を加え報告する。

【アンケート調査】１．対象：2008 年 1 月 23 日時点において当院回復期病棟に入院中の

患者 96 名、及びその家族 92 名。２．方法：「アンケート用紙」を作成し、質問に対しては

自由回答とした。尚、家族対象は無記名記述式、患者対象は事前に無記名アンケートであ

ることを説明した上で聴取式をとった。３．調査項目：①患者自身の「日曜日」の過ごし

方。②患者自身にとっての「日曜日」を表現する一言。尚、当項目の調査理由についは説

明を加えた。４．分析方法：同種の回答をカテゴリー化し、少数回答を「その他」として

分類し、回答数にて比較をした。

【結果】＜アンケート回収率＞①家族：92 名中アンケート回収数 70 名、回収率 76％②患

者：96 名中アンケート回収数 92 名（うち聴取困難 11 名）、回収率 96％。＜調査項目＞１）

患者自身にとっての「日曜日」の過ごし方。①家族回答：「テレビ」が 27 名と最も多く、

次いで「休養」14 名、「面会」13 名。②患者回答：「無し」が 17 名と最も多く、ついで「テ

レビ」16 名、「自主トレ」11 名。また「その他」の分類には外出やぬり絵・手紙が挙げら

れた。２）患者自身にとっての「日曜日」を表現する一言。①家族回答：「休息」22 名と最

も多く、次いで「退屈・暇」20 名。②患者回答：「退屈・暇」20 名と最も多く、次いで「休

息」18 名となり、小数意見としては「のんびり」「面会」などが挙げられた。

【考察】１．アンケート回収率は、一部郵送であったにも関らず、家族・患者ともに高い

回収率を示した。このことから、家族や患者のリハビリテーションに対する関心の高さが

示唆された。２．「日曜日の過ごし方」については、患者と家族の意見に差異を認めた。『365

日リハビリ』を実施するにあたっては、「日曜日は無い」・「日曜日は自主トレの日」と回答

した患者へのサービス内容の充実及び、「日曜日は面会の日」と回答した家族に対するサー

ビス内容の検討の必要性も示唆された。３．「日曜日を表す一言」として、患者・家族とも

に「退屈・暇」「休息」が挙げられた。この事から、患者、家族にとって日曜日は「退屈」

でありながらも、1 週間の終わりとして「休息」の意味を示していることが考えられた。

【まとめ】アンケート調査を実施したことによって、患者様・家族様のニーズの一部を伺

うことができた。今後『365 日リハビリ』の導入に際しては、単なるリハビリテーションの

提供ではなく、アンケートの結果を踏まえ「日曜日」に提供するリハビリテーションの内

容・その意味について十分検討し、意義のある『365 日リハビリ』の展開に繋げていきたい。



演題番号 Ⅰ‐６

当院における t-PA 治療の実際と急性期理学療法

1）東海大学医学部附属八王子病院リハビリ訓練科

2）東海大学医学部附属八王子病院リハビリテーション科

3）東海大学医学部附属八王子病院神経内科

○峰岸言行 1），秋澤理香 1），古川俊明（MD）2），大貫知英（MD）3）

【はじめに】

血栓溶解療法は脳梗塞の急性期治療に於いて重要な役割を果たしている．その中でも，アルテプラ

ーゼ静注療法（以下ｔ-PA）は近年注目されている．当院では，2006 年よりｔ-PA による治療を開始し

ている．今回，その現状と急性期理学療法について紹介する．

【t-PA とは】

一般名：アルテプラーゼ 製品名：アクチバシン

遺伝子組替え組織型プラスミノゲン活性化因子（recombinant tissue-type plasminogen activator）

で，強力な血栓溶解作用を有する．

1996 年より米国を始めとして，世界各地で脳梗塞急性期治療薬として使用され，本邦でも 2005 年

10 月に認可された．

t-PA の投与は原則として発症から 3 時間以内とされている（日本脳卒中学会 2005）．

【当院での t-PA 治療の実際】

日本脳卒中学会の示すアルゴリズムに準じ，当院では初期診断に 3DCTanigio を加えて行なっている．

到着時から t-PA 投与までの所要時間は，初期診断に必要な各種検査を全て終えて平均 82分である．

投与後の評価は①脳卒中評価スケール（NIHSS），②画像診断（MRA，MRI；DWI，PWI，FLAIR 等），

③血液検査（血算，生化学検査，凝固検査），④神経学的所見，⑤血圧モニタリングを施行している．

【急性期理学療法の流れ】

t-PA 投与開始後，主科からのリハビリ依頼を経て，リハビリ医による診察と運動処方の後にＩＣＵ

から理学療法開始となる．

【今後の課題】

・発症から病院到着時間の短縮

・投与までの所要時間の短縮(適正治療指針では 60 分以内が目標)

・リハビリ開始の更なる早期化

・t-PA 投与例へのリハビリ評価法の検討

・t-PA 慎重投与例へのリハビリ施行時のリスク管理

【まとめ】

当院での t-PA 治療の特徴を以下に示す．

・24時間の救急体制

・MRI（DWI，PWI，FLAIR），MRA，3DCTanigio の 24 時間稼動

・脳卒中センターとリハビリテーション医，ＰＴ，ＯＴ，ＳＴとの連携治療

・ＩＣＵからの早期理学療法開始



 

 

 

 

 

一般演題Ⅱ：口述発表 



演題番号 Ⅱ－１

八王子言語聴覚士ネットワークからの発信

～ホームページ作成プロジェクト委員会立ち上げから現在まで～

八王子言語聴覚士ネットワーク ホームページ作成プロジェクト委員会

○ 委員長 桜井輝弥（サクライキミ）

１．はじめに

八王子言語聴覚士ネットワーク（以下ＳＴネット）は八王子市および近隣施設の在住在

勤の言語聴覚士（以下ＳＴ）を対象とし 2004 年 10 月に発足。2008 年 1 月現在 22 施設 58

名が参加している。ＳＴネットとは１）会員の質の向上２）障害児者の生活の質の向上を

目的とし１，研鑚、２，連携、３，交流、４，発信の事業を展開している。2007 年 10 月

より発信事業としてホームページ（以下ＨＰ）の運用を開始したので報告する。

２．HP 作成プロジェクト委員会の設立

委員会のメンバーは５名で ST ネットの事務局から１名参加している。活動は平成１８年

１０月から開始。２ヶ月～３ヶ月に１度の頻度で行ってきた。

３．HP の内容

平成１９年１０月２２日開設。HP は大きく①一般向け②会員専用と２つの構成とした。

①一般向けでは「ST の紹介」「ST ネットの紹介」「地域勉強会情報」などを掲載し、ST だ

けでなく、ST を目指す学生や患者様利用者様とそのご家族に向けての発信を中心に行って

いる。②会員専用は ST ネットの定例会の報告や掲示板などを掲載しており、会員が気軽に

情報交換できる場所として提供している。

４．HP の今後の展望

地域主体の HP であることから、地域の言語聴覚療法を必要としている方がどのような

情報を求めているのかリサーチし、よりわかりやすく提供していく必要がある。市内一般

向けに ST が勤務する施設および各々が提供しているサービス内容についての発信や八王

子市内で提供できるサービスについて発信し、市内で埋もれているニーズを掘り起こして

いくことが可能になると思われる。また、同時に会員の知識・技術の研鑽に必要な情報の

提供も行っていく必要もあると考えられる。

５．まとめ

HP とは社会的認知や安心感を閲覧者に与えるものである。HP を活性化させることで、

ST ネットという団体を知ってもらい、地域へ貢献する一つの手段として活用していきたい。

６．アドレス

http://hatsioujist.hp.infoseek.co.jp/index/index.html



演題番号 Ⅱ－２

癌末期における訪問リハビリの役割

城山訪問看護ステーション

理学療法士 ○ 近藤 愛恵

Ⅰ はじめに

訪問リハビリの対象は小児から高齢者まで、ま

た疾患は脳血管疾患や骨疾患の後遺症から、医療

依存度の高い難病、癌のターミナルまで幅広く多

様である。

今回癌末期の療養者を受け持った。進行する症

状の中でリハビリが持つ役割は一体どこにある

のか考えさせられた。そこで、ケースを通し癌末

期におけるリハビリに期待される事とその可能

性、そして課題についてまとめた。

Ⅱ ケース紹介

名前：M さん 50 歳台前半 男性

病名：胃癌、上咽頭癌、脊椎転移

余命半年～１年と告知を受け積極的治療を中止

内服薬：MS コンチン 30 ㎎×3/日 プルセニド

職業：サラリーマン、半年前まで通常勤務

体重：50kg（病前 77 ㎏）

Ⅲ 訪問リハビリ開始までの経過

H19 年 8 月介護保険申請し、書斎、パソコンのあ

る 2 階へ行きたいと手すりを設置。同年 11 月、

足腰が弱くなったとリハビリを希望された。主治

医は「もうとてもリハビリ適応の時期ではないが、

本人がどうしてもというなら」とリハビリを許可

した。

Ⅳ リハビリ評価

主訴：最後まで歩きたい

基本動作：電動ベッドなど使用し自立

ADL：Barthel Index 95/100 点（入浴介助）

筋力（MMT）：上肢４レベル、下肢３～5 レベル

浮腫：両下腿下部～足背にみられる

痛み：薬にてコントロール良好、時々増強あり。

体力：易疲労

Ⅴ リハビリ実施内容

① 身体機能、ＡＤＬ、住環境の評価

② 自主トレメニューの作成、指導・チェック

③ 日常生活の中での注意点のチェック・指導

④ 妻への介助方法の指導・チェック

⑤ 福祉用具の紹介・検討

⑥ ROM 訓練

⑦ マッサージ

上記内容を 11 月中旬より週 1 回実施。体調が悪

い時はマッサージや介護者の指導に切りかえ、臨

機応変に対応した。12 月中旬転倒、その後疼痛コ

ントロール不良にて入院。数日後永眠された。

Ⅵ 考察

一般的にリハビリは運動療法などがイメージ

されやすく、体力の落ちた癌末期はリハビリの適

応ではないと考えられる傾向がある。しかし痛み

がコントロールされるなら末期においても高い

ADL を維持することで、療養者の望む在宅生活が

可能となる。従って緩和ケアの一助として QOL

を高める支援がリハビリに期待されると考える。

今回のケースを通し、癌末期における訪問リハ

ビリの果たす役割を以下の内容で確認すること

ができた。①機能低下の予防や移動能力の維持訓

練、②利用者の望む自立した生活に必要な動作訓

練、③体力の温存・転倒予防を目的とし、進行に

対応した福祉用具の活用・アドバイス、④ＱＯＬ

向上・生きる喜びが沸く疼痛の緩和・精神的安定、

⑤家族に対する介護方法などのアドバイス、以上

5 点を提供できると考える。

課題は、関わる時間が短いためできるだけ早期

の介入を提案したいこと、リスク管理のため主治

医や看護師、ケアマネージャーなどと十分な連携

を図りすすめること、さらに精神面への配慮も重

要と考える。

Ⅶ まとめ

癌末期のリハビリは、よいとされてきたがまだ

十分に活用されていない。今後在宅でターミナル

期を過ごす療養者も増え、リハビリのニーズが拡

大すると予測される。今回確認した癌末期におけ

る訪問リハビリの役割を、多くの職種に幅広く有

用性が理解され、ターミナル期の QOL 向上につ

なげられることを強く期待したい。



演題番号 Ⅱ－３

生活習慣の維持と生きがいのある生活について考えさせられた症例

立川相互病院リハビリテーション室

理学療法士 ○嶋田 紗知

【はじめに】

脳梗塞発症後、生活習慣を改善したが、それを維持することの難しさや、生きがいのある生活につ

いて考えさせられた症例を紹介する。

【症例紹介】

50 歳代、男性、社会的状況：賃貸アパート１階に独居、離婚歴あり、家族とも音信不通、現在生活

保護、職業：職を転々として、最後は鉄筋工（2007 年６月まで）、生活スタイル：春ごろから就労

困難後は一日中パチンコをして過すようになった。食事は弁当ですましていた。入院直前は歩行耐

久性 30 分程度、腰痛・右下肢痺れ＋。

診断名：右被殻梗塞（2007.9.22） 障害名：顔面を含む左不全麻痺

既往歴：腰部脊柱管狭窄症（手術適応レベル）、高血圧、糖尿病、（食事管理のみ）高脂血症

【評価と経過】

＜開始時＞B.R.S：左上肢Ⅴ－３、手指Ⅳ－１、下肢Ⅴ－１、感覚：左上下肢 表在・深部軽度鈍

麻、痺れ：右足部、筋緊張：左上下肢低緊張、疼痛：腰部、失調：左膝踵打ちテスト陽性、バラン

ス：開眼・閉眼立位 動揺＋、握力：右 34kg、左 12kg、歩行：独歩 近位監視、左膝ロッキング

あり。ワイドベース、ADL：車いすにて、入浴以外自立

＜経過＞10/31 独歩自立で自宅退院となり、上肢機能の改善、下肢筋力の強化、バランス能力の改

善、持久力の向上目的に外来リハビリを実施。退院後は 3 食自炊し、食事管理が出来ており、意識

的な運動も行なっていた。しかし、最近は生活リズムが乱れはじめている。

＜現在＞B.R.S：左上肢Ⅴ－３、手指Ⅴ－２、下肢Ⅵ、感覚：問題なし、疼痛：腰痛・軽減、失調：

膝踵打ちテスト陰性、バランス：立位時動揺－、片脚立位は右 10 秒、左 15 秒、握力：右 40kg、

左 32kg、歩行：屋外独歩自立。連続 30 分程度、ADL・家事：自立。自転車走行自立。（30 分程度）、

立位持久力：1 時間程度で右下肢疲労・痺れ。

【考察】

脳梗塞発症後、再発予防の為、生活習慣の改善が出来ていたが、最近生活リズムが乱れはじめて

きた。その要因として、腰部脊柱管狭窄症による腰痛と右下肢の痺れ、退院直後よりも身体機能が

改善し運動意欲が低下したこと、また寒い季節ということが重なった為と考えられる。また、発症

前生活から考えても、生活習慣が容易に崩れることが想定できる。しかし、改善した生活習慣・身

体機能を維持してほしく、症例の「仕事をしたい」という希望もあり、就労がよいと考えた。さら

に、就労することにより、はりのある生活ができると考えた。仕事内容は、長時間の立位動作は困

難な為、立位動作が少ない内容や、事務作業に変更する必要がある。就労を可能とするには、身体

機能・持久力の維持が必要で、外来リハビリにて自主トレを指導、チェックを行ってきた。また、

生活習慣の維持には、症例の生活を傾聴しアドバイスを行なってきた。就労をきっかけに生活習慣

が定着し、生きがいのある生活を送る事が可能と考える。

【おわりに】

今までの生活習慣を変え、一人で自己管理を継続していくことは難しく、症例にも就労するまで、

サポートしていきたいと考える。



演題番号 Ⅱ－４

回復期リハビリテーション病棟でのケアワーカーの役割

医療法人社団北原脳神経外科病院 北原リハビリテーション病院

3Ｆ回復期リハビリテーション病棟

ケアワーカー ○ 福田 亜矢子

＜はじめに＞

回復期リハビリテーション病棟では、チームアプローチが不可欠である。その中で、ケ

アワーカーはどのような役割を果たすのか。現在取り組んでいることと、日常業務を通じ

て得た患者様からのフィードバッグをもとに、今後のケアワーカーの役割について考えた

ので発表する。

＜概要＞

①チームアプローチ―日常生活動作の向上を目的に、患者様個別にリハビリテーション

計画書を作成し、医師・看護師・ケアワーカー・リハビリテーションスタッフが力を合わ

せて治療・看護・リハビリテーションを行なっていく。

②ケア業務を通じて得られる情報―ケアワーカーが主に関っているＡＤＬでは患者様の

最新情報を得ることができる。特に入浴介助では患者様の全身状態を観察し状態を把握す

るだけでなく、入浴の場自体が患者様のことをよく知ることができる機会となる。また、

入院生活の中でも入浴はリラックスできる場でもあることから本音を聞き出しやすく、精

神状態を知ることができる貴重な時間でもある。

③情報交換―他職種との情報交換として、電子カルテ記録の確認、合同カンファレンス

やリスクカンファレンスへの参加により情報の共有を図り、患者様個別の目標に向けて介

助・指導を行っている。また、ケアワーカー間での情報交換も重要となるため、週 1～2 回

ペースでケアカンファレンスを行い、統一した関わりができるようにしている。

＜まとめ＞

ケアワーカーがチームの一員としての役割を果すとき、それは患者様にとって治療やリ

ハビリテーションに専念でき、かつ心地よい入院生活に結びつけることができると考える。

そのために何をするべきか、私たちケアワーカーの役割を日々考え実行し、質を高めてい

く必要がある。今後はカンファレンスで得た情報をもとにケアワーカーが患者様個別の短

期・長期目標を設定し、ケアプランを作成していく予定である。これにより、更に患者様

個人のＡＤＬ状況や目標を意識しながら関っていくことで、介護の質を高めることができ

ると考えている。



演題番号 Ⅱ－５

日中と夜間における動作能力の比較検討

東京天使病院 リハビリテーション科

○石黒 崇也（イシグロタカヤ） 坂村 雄介（サカムラユウスケ）

【はじめに】日常業務をおこなう中、翌朝の看護師の夜間情報（以下、申し送り）と患者

の日中動作に相違を感じることがある。入院患者においては、多くが自宅復帰や介助量軽

減を目指すが、夜間の動作が問題で自宅復帰困難となるケースをよく経験する。また、日

中と夜間における動作能力を比較検討している報告は少ない。そこで、今回我々は、日中、

夜間、夜勤帯に同様の運動機能検査を実施し、比較検討したので以下に報告する。

【対象・方法】当院回復期リハビリテーション病棟において、歩行可能な患者（病棟およ

びリハビリテーション室にて独歩または T 字杖歩行可能と判断されている患者）ただし、

病棟にて夜間のみ付き添いや車椅子移動となっている患者も含む。整形外科疾患 4 名、脳

血管疾患 10 名、男性 11 名、女性 3 名、計 14 名。平均年齢 73 歳±10 歳を対象とした。

上記は医師・看護師等、病棟スタッフ・対象患者様同意のうえで協力を得た。動作能力評

価として、歩行およびバランス機能を判断するために、以下の項目を挙げた。

① TUG-T（Time up and go Test）、②360 度回転時間

また、測定についてはリハビリ、動作学習の影響を除くために日中、夜間、起床時をラン

ダムに施行した。さらに、動作能力における知的機能の影響は考えないものとした。

測定場所：日中夜間ともに病棟内

測定時間：正午～14 時と 19 時～20 時、トイレ起床時

○TUG-T（Timed Up & Go テスト）

（財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団）東京都老人総合研究所が推奨したものを

参考にした。

○360 度回転時間

左右おこない、回転順序は任意とした。時間はストップウォッチにて測定。

床面に印を付け、開始位置と終了位置の統一をした。

【分析】対象のある t 検定を用いた

【結果】

今回の研究では、TUG-T、360 回転の両試験において日中、夜間、夜勤帯に関して、

有意差は見られなかった（ｐ>0.05）。

【考察】日中・夜間・夜間トイレ起床時の全てに関して、有意差を認めなかった。今回

の対象者は、歩行可能群であり ADL 動作能力が比較的高く、また、知的機能に関して

も指示理解良好の方たちであった。これらから、今後の研究課題としては、ADL 動作

能力の低い方や高次脳機能、認知症に問題を抱える方を対象として、日中・夜間・早朝

の動作能力を比較検討していきたい。



演題番号 Ⅱ－６

職場復帰を果たした 1症例 ～退院前訪問指導に ST が果たす役割～

医療法人社団永生会 永生病院 リハビリテーション部

○ST 西澤 円 OT 加谷 千香子 PT 木野田 典保

【はじめに】

高次脳機能障害は個々の患者が呈する症状が多彩であり、外見や表面的なコミュニケーションのみか

らではその障害の様相が理解されることは難しい。それゆえ高次脳機能障害を有する患者が職場復帰を

し、勤務を継続するためには、専門職が職場に対して障害の説明を行い、高次脳機能障害に対する理解

を得ることが重要となる。平成 19 年の診療報酬改定により、退院前訪問指導の言語聴覚士（以下 ST）

同行が可能となった。今回、退院前訪問指導として職場訪問を実施し、退院後に職場復帰を果たした高

次脳機能障害を有する症例を経験したので報告する。

【症例】

46 歳、男性、脳出血（右視床出血）、左片麻痺。2006 年 9 月に発症し、S 病院を救急受診した。保存

的治療を受け、約 1 ヶ月後、リハビリテーションを目的に当院に転院となった。職業は調理師（寿司職

人）であった。独居だが、同じ敷地内に姉夫婦が住んでいた。

【言語診断名】

①運動障害性構音障害

②高次脳機能障害（注意障害、記憶障害、左半側空間無視）

【ST評価・訓練】

以下の評価、訓練を実施した。

①評価バッテリーを用いた高次脳機能障害の評価

②机上訓練課題（注意機能訓練、スケジュール管理）

③構音評価・訓練

④行動場面での高次脳機能障害の評価（PTによる外出訓練への同行、OTによる調理訓練への参加）

⑤心理面のサポート

⑥退院前訪問指導実施（入院 4ヶ月目）

【退院前訪問指導実施内容】

症例と共に OT、ST が勤務先（寿司店）に伺い、ご家族、職場の上司、同僚の同席のもと、以下を実

施した。

①症例の仕事内容を分析して整理し、高次脳機能障害が各仕事内容に及ぼす影響を評価

②高次脳機能障害の説明

③職場復帰時に配慮する点の確認

【退院後の経過】

2 ヶ月間の外来リハ終了後、職場復帰を果たした。現在も週 4日、一日 3～3.5 時間の勤務を継続して

いる。

【考察】

退院前訪問指導の実施により、職場の上司から高次脳機能障害への理解が得られ、仕事内容等に配慮

して頂くことが可能となり、職場復帰が決定した。高次脳機能障害を有する症例の職場復帰において、

以下の 2 点が重要であると考えられる。

①入院時より、症例の職場をイメージし、他職種との連携の下多面的な評価を行う。

②高次脳機能障害に関する説明は、訪問指導時に実際に見えた危険性等も含め、その場で具体的に行う。



 

 

 

 

 

一般演題Ⅲ：ポスター発表 



演題番号 Ⅲ－１

退院後 ADL からみた入院中の課題

～訪問初回介入時と入院時の比較を通して～

北原リハビリテーション病院 ３階病棟

○土田 恭子 芹澤 いずみ

【目的】

当院では今年度より訪問事業と連携をし、入院中のアプローチの妥当性を検証している。当

院を退院し、当院の訪問リハビリテーション（以下訪問リハ）で介入している患者において

入院中の生活設定が退院後にどのように汎化されているかを情報収集し、それをもとに入院

中の課題をまとめたのでここに報告する。

【方法】

当院を退院し、当院の訪問リハが介入した患者６名について入院中の生活設定と訪問初回介

入時の ADL 情報を収集。情報収集用紙「入院・訪問情報シート」に入院中の担当者が訪問担

当者に聴取した上で記載するという形式で行なった。項目は「動作・介助方法の提示」「家族

指導」「家屋改修」「福祉用具の導入」「自主トレーニング（以下自主トレ）」の５つに分け、

入院中の設定と訪問初回介入時の状況を並べて記載。入院中の設定が訪問初回介入時に反映

されていなかったものを抽出しその原因を追求、全体の傾向を探った。

【結果】

入院中の設定が訪問初回介入時に反映されていなかったものの傾向をまとめると①手すりを

引っ張って使用しているケースが多い②入院中と比較し、歩容の崩れや連合反応の増強がみ

られるケースが多い③見守りで指導したが、家族・本人判断で自立となるケースが多い④本

人の危険認知低下により、提示した方法ではなく危険性を伴なう方法で行なっているケース

が多い⑤提示した福祉用具や手すりを使用しないケースがある⑥自主トレが定着していない

ケースや自己流となっているケースが多い⑦本人・家族ともに生活時間の組立てが困難であ

り、日中の時間を無為に過ごしている方が多いといった項目が挙げられた。

【考察】

入院中に考慮すべきこととして①自宅環境と可能な限り同じ設定での動作練習を行なう②リ

ハビリの指導内容を、誘導などがなくても「生活場面で定着させる」ようにする③動作に伴

なう危険性のポイントを本人・家族に十分に理解して頂き、いずれは自立度を本人・家族で

判断できるようにしていく④心身機能、環境適応能力なども考慮した上で退院後の本人の動

きをイメージし、改修・福祉用具の提案を行なう⑤自主トレの効果を実感してもらい、自己

管理ができるようにしていく⑥外泊を連泊で設定し、時間の組立てや夜間の排泄も含めて退

院後の生活をイメージしてもらう⑦日中の時間の過ごし方について入院中から考え、検討し

ていく機会を作るという事柄が挙げられた。以上より、患者が自宅環境で生活をする際に「何

をポイントにどのような動きをするか」ということを予測し、本人・家族のみで実行してい

けるよう入院中から定着させることが理想であると考えられた。しかし、入院中のアプロー

チが退院後どのように汎化されるかという予測をするための情報としては未だ症例数が少な

い。今後も退院後の情報収集を継続し、入院中からできるアプローチを検討していきたい。



演題番号 Ⅲ－２

南多摩圏域における脳血管疾患患者の動向

～南多摩圏域脳血管疾患医療連携検討会平成 19 年度活動より～

永生病院地域リハビリテーション支援事業推進室

○ 井出 大 渡邉 要一 阿部 誠司 山下 小百合 今村 安秀

１．事業の概要

平成 17 年から 18 年の 2 年間の計画でリハビリテーションを含む脳血管疾患医療に関し、患者の状況

に応じた医療連携を促進し、急性期から回復期、維持期に至るまで、地域で対応できる効率的な医療提

供体制を構築することを目的に圏域における脳血管疾患の医療連携の推進に関して検討するものとし

て『南多摩圏域脳血管疾患医療連携検討会』を立ち上げた。同検討会では脳血管疾患の医療提供体制に

関する医療資源調査を実施し、調査結果をもとに医療連携施設名簿を作成し、名簿の活用によって情報

の共有化を図るものとした。平成 19 年度は追加事業として実質的な連携に向け、医療連携施設名簿の

活用の検証と圏域内の脳血管疾患に関するフローチャート試案を作成し、脳血管疾患患者の動向を調査

した。

２．調査方法

圏域内脳血管疾患患者の動向調査を行う作業部会を開催し、検討会委員が関連する 17 施設（8 病院、

7 診療所、2 施設）を対象に圏域内脳血管疾患患者の動向調査とともに名簿の活用について調査を行っ

た。調査期間は①前方視的調査：平成 19 年 9 月 1 日～9 月 30 日（全委員の医療機関および施設）、

②後方視的調査：平成 18 年 12 月 1 日～12 月 31 日（急性期病院のみ）であった。

３．結果および考察

圏域内連携を見る指標として圏域内受療率をみると急性期病院から亜急性期（回復期）病院は85.6%、

亜急性期（回復期）病院から慢性期（療養型）病院・施設・診療所へは76.7% と他の都内の圏域に比べ

非常に高かった。これは平成14年度に行われた厚生労働省「患者調査：都内脳血管疾患入院患者の南多

摩医療圏の受療状況（73.0%、都内2番））」に類似しており、圏域内完結率という観点では評価できるも

のとおもわれた。

患者動向については急性期から自宅、急性期から亜急性期、亜急性期から慢性期への転帰割合はそれ

ぞれ 67.4%、19.9%、29.0%と限られた調査件数ではあったが、平成 18年度、東京都にて実施された「医

療機能実態調査：リハビリテーション対象患者の入退院状況」の南多摩医療圏状況とも同様の割合を示

している。

今回の動向調査では急性期病院から自宅へ退院したケースでも運動機能障害や高次機能障害を有し

たまま転帰しているケースも多く見受けられた。南多摩圏域においても回復期リハビリ病棟は不足して

いる実情があるので、今後、急性期病院から自宅への転帰ケースについては再入院の有無等、その後の

動向について調査が必要と思われる。

急性期病院から亜急性期、亜急性期から慢性期への転院に際し要した待機期間については、それぞれ

10.5日、32.6日であった。加えて急性期からの転院において、複数の病院と交渉に至ったケースは43例

中23例で、3件以上は13件あった。この点良好な連携という意味では課題が残るものと思われる。その

要因としては、患者の状況に応じた受け入れ態勢等施設側の問題だけではなく、家族からの経済的、地

理的事情も挙げられている。また同様に転帰を決定する上での問題点として介護力、経済力、家族間の

意見の相違等、社会的な課題があげられており、脳血管疾患患者の抱える問題の多様性も垣間見られる。
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平成 19 年度南多摩地域リハビリテーション支援事業活動報告

医療法人社団永生会 永生病院 地域リハビリ支援事業推進室

○渡邉 要一 井出 大 石濱 裕規 阿部 誠司

【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 7 年が経過し、指定病院は平成 19 年度までに東京都 12

医療圏中 11 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支

援センターに指定を受けました。南多摩保健医療圏は八王子、日野、町田、多摩、稲城の 5

市からなり、面積は 325k ㎡で、東京都の 14.8%を占める大変広い圏域です。また人口は

132 万人で東京都の医療圏では第 2 位の人口を有しています。

地域リハ支援事業の内容は①地域のリハビリテーション従事者の研修・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、地域のリハビリテーション

の推進に必要な事業となっています。

【平成 19 年度活動内容の概要】

１．地域のリハビリテーション従事者への研修・援助

日時 支援事業 内 容

平成19年6月1日 (土）東京都理学療法学術集会

平成19年6月2日 (日） 東京都理学療法学術集会

平成19年6月30日 (土）第1回学術講演会 「リハビリテーション治療の動向」

平成19年9月8日 (土）第2回学術講演会 「介護技術講習会（古武術バージョン）」

平成19年11月10日 (土）第3回学術講演会 特別講演：『脳卒中と機能評価』

シンポジウム：『地域とリハビリテーション』

平成19年11月18日 (日） 西多摩リハビリテーション研修会特別講演 介護予防～現場に活かす介護予防の知識～

平成20年1月12日 (土）八王子STネット第1回学術集会

平成20年3月16日 (日）
南多摩リハビリテーションスタッフ合同会
議 第３回学術集会

Quality of Rehabilitation from 南 多 摩
～リハビリテーションに関わる人びとの役割と挑
戦～

２．直接住民と接する相談機関の支援

八王子市地域支援事業への理学療法士の派遣

毎週火曜日 八王子市南大沢保健福祉センター

３．福祉用具、住宅改修等の相談への対応に関わる支援

平成20年2月1日 (金）第1回福祉用具適合講習会
起居・移乗・移動を支援する福祉用具の適合技術
と情報支援

平成20年3月1日 (土）第2回福祉用具適合講習会 福祉用具の適合技術実習

平成20年3月13日 (水）虹の会（ＳＣＤ家族の会）勉強会 自宅でできるリハビリ

５．連絡会、事例検討会の実施

①南多摩リハビリテーションスタッフ合同会議

平成19年6月20日 (水）第1回

平成19年7月18日 (水）第2回

平成19年8月29日 (水）第3回

平成19年11月7日 (水）第4回

平成20年2月13日 (水）第5回

平成20年3月5日 (水）第6回

②介護者講習会

平成19年9月1日 （土） 第1回 認知症について

平成19年10月20日 （土） 第2回 『家庭で出来るリハビリテーション』

平成19年12月1日 （土） 特別講演 Anti-aging『元気に老いる』

平成19年12月15日 （土） 第3回 『在宅で困ったこと、いろいろ…』

平成20年2月23日 （土） 第4回 『誤嚥を防いで楽しく食べる』

６．その他、地域のリハビリテーションの推進に必要な事業

①介護予防教室

毎月第4水曜日 八王子市住宅供給公社 センティ富士森へのＰＴの派遣

毎回、参加者約15名
（構成は圏域のＰＴ・ＯＴ・ＳＴ・看護師等）

４．地域の関係団体への支援
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山本 順寛 先生 



山本 順寛 （やまもと よりひろ） 先生 

 

昭和 50年 東京大学工学部反応化学科卒業 

昭和 55年 東京大学大学院工学系研究科反応化学専攻博士課程修了，工学博士 

昭和 55年 東京大学工学部反応化学科助手 

平成 2年  東京大学工学部反応化学科講師 

平成 3年  東京大学工学部反応化学科助教授 

平成 6年  東京大学先端科学技術研究センター助教授 

平成 12年 東京大学大学院工学系研究科生命工学専攻助教授 

平成 15年 東京工科大学バイオニクス学部教授 

平成 17年 東京工科大学バイオニクス学部長 

 

編集委員・学会等役員 

Redox Report 誌編集委員 

International Coenzyme Q10 Association設立発起人・理事 

日本コエンザイム Q協会 設立発起人代表・理事長 

日本抗加齢医学会理事 

日本フリーラジカル学会 理事 

など。 

 

監修書 

「コエンザイムＱ10 まるわかり BOOK」（ワニマガジン社、2005） 

 

関心のあるテーマ 

生体脂質の酸化傷害メカニズム 

生体内抗酸化物質の作用機序の解明と新規抗酸化物質の提案 

簡便な酸化ストレス測定法の開発と病態との相関 

珊瑚礁における酸化防御システムの解明 

抗酸化酵素および傷害修復酵素 

過酸化脂質による情報伝達と発がん 

新しいビタミン Eの生理的意義の解明 

コエンザイム Q10 

 

URL: http://homepage3.nifty.com/junkan111/ 

http://www.coenzymeq-jp.com/ 

http://homepage3.nifty.com/junkan111/
http://www.coenzymeq-jp.com/
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高齢化社会とコエンザイム Q10 
 

東京工科大学バイオニクス学部 山本順寛 

 

 コエンザイム Q10はミトコンドリアでの ATP合成酵素を働かせるのに不可欠な補酵

素として 1957 年発見された．一方，ミトコンドリア以外の場所にあるコエンザイム

Q10はビタミン Eを助ける第一線の抗酸化物質として機能している．コエンザイム Q10

は生命活動に必須であるため，ヒトはみずから合成している．しかし，多くの臓器で

その濃度は 20代を最大として，その後加齢とともに減少する．例えば，心臓では 40

代で 30%，80代で 50%が失われる． 

 日本では 1974年以来，心不全の改善薬としてコエンザイム Q10は使用されてきた．

2001年 3月の厚生労働省の通達で，コエンザイム Q10は食品としても分類され，日本

でもサプリメントの利用が始まり，さらに 2004年 10月には化粧品への応用も始まっ

た． 

 パーキンソン病の進行を遅らせたり，スタチンの副作用を軽減することも知られて

いる．また，運動能力の向上という観点から，多くのトップアスリートも愛用してい

る．もともと体内にある成分のためと思われるが，目立った副作用がないのも安心で

ある． 

 生命活動に不可欠な成分が加齢とともに減少するので，これを補給したところ，脱

疲労感，皮膚のシワが改善されるなど抗加齢につながるような体感を得られた方が増

加している．これらの効能を科学的に明らかにすることが緊急の課題と思われる． 

 コエンザイム Q10に関する正しい知識の普及，基礎研究の奨励，消費者保護を目的

に，日本コエンザイム Q協会を 2002年 11月に設立した．高齢化社会日本に訴えたい

ことは以下の通りである． 

 

人口減少時代のキーワードはアンチエイジング 

上手に使えば，コエンザイム Q10は切り札になります 

生きていく上でなくてはならないものでありながら 

加齢とともに失われるからです 

サプリメントとして愛用される方が増えていますが 

めだった副作用がないのも安心です 

信頼できる製品には「品質認定マーク」がついています 
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森田 祐二 先生 



森田 祐二（もりた ゆうじ） 先生 

 

1984年 東京医科大学卒業 

       日本大学板橋病院（第１内科入局） 

       国立がんセンター中央病院（気管支鏡、画像診断、細胞診研修） 

       札幌医科大学病院（第３内科入局） 

       財団法人 北海道労働保健管理協会（健康管理部部長） 

       恵佑会札幌病院（呼吸器内科部長） 

       白石江仁会病院（副院長）   

2005年 8月   札幌アンチエイジングラボラトリー（所長）を経て 

2007年 5月  銀座アンチエイジングラボラトリー所長就任（札幌ラボ所長兼任） 

 

専門領域 

    内科学（一般内科、呼吸器内科） 

    抗加齢医学 

 

資 格 等 

     日本内科学会認定医 

     日本抗加齢医学会専門医 

     日本呼吸器学会専門医・指導医 

     日本呼吸器内視鏡学会専門医・指導医 

     日本臨床細胞学会専門医（細胞診指導医） 

     国際細胞学会認定細胞病理医（F.I.A.C.） 

     日本医師会認定産業医 

     日本病院会人間ドック認定指定医 

     加圧トレーニング統括指導者 

      日本ニュートリション協会 / 国際スポーツニュートリション協会認定    

      サプリメントアドバイザー 

 

     日本抗加齢医学会評議員 

     日本エイジマネージメント医療研究機構会員 

     米井抗加齢研究所医療会員 

     日本禁煙推進医師歯科医師連盟会員 
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      Anti-aging～「老い」の科学～           

アンチエイジングのすすめ 

           

 

                        銀座アンチエイジングラボラトリー 

                             森田 祐二  

  

 秦の始皇帝や古代エジプトのクレオパトラが永遠の命と美を追い求めたように、私達は

誰でも心の奥底に同じような思いを抱きながら生きているのではないでしょうか。不老不

死や永遠の美貌は夢物語ですが、寝たきりにならずに自立した生活を送り百寿を迎えるこ

とは難しいことではなく、本来的には全ての人が享受できる権利なのです。昔から外面的

な老化現象に対する取り組みはとくに女性においてなされてきましたが、内面をも包括し

た形で抗加齢（抗老化）を意識して実践するという考え方は、これまでの医学・医療には

ありませんでした。 

 少子高齢化、そして健康指向の高まりを背景として 1990年代の初頭に米国を中心に始ま

り、21 世紀に求められる新たな視点の究極の予防医学として注目され、急速に世界中に拡

がってきたのが「抗加齢医学：Anti-Aging Medicine」という学問です。抗加齢医学は、「老

化のプロセスそのものも治療可能な一つの病気（病態）である」という考え方を基本理論

とし、心身の衰えを可能な限り防ぎ QOL(Quality of Life：生活の質)を高く保ちながら元気

で長生きすること、すなわち、健康長寿を目的としています。これは、政府が推し進める

第３次国民健康づくり運動（いわゆる健康日本 21）の理念に合致していることから、厚生

労働省も超高齢化社会に求められる新たな形の予防医学として注目しています。     

我国へは、米国抗加齢医学会(A４M)認定医資格取得者である米井嘉一（現、同志社大学

アンチエイジングリサーチセンター教授）、坪田一男（現、慶応大学眼科教授）らによって

導入され、2001 年に 20 名程の有志によって研究会が発足しました。その後、各種の医療

従事者のみならず様々な分野の人達で構成される学際的な学術団体として発展し、2003 年

に日本抗加齢医学会として新たなスタートを切りました。現在では、会員数 6000名を越え

るまでになっています。 

これまでのいくつかの百寿者の研究から明らかになったことは、彼らの老化のスピード

が遅いのではなく、身体の各臓器や器官が調和を保ちながらバランスよく老化している、

すなわち、これといった弱点（必要以上に老化が進み過ぎているところ）が目立たないと

いうことでした。つまり、老化は「スピード」ではなく「質（老化の仕方）」が重要という

ことですが、人間本来の調和のとれたバランスの良い「生理的老化」は、最適とは言えな

いライフスタイルによって少なからず弱点を有するアンバランスな「病的老化」へと変わ

っていきます。弱点が目立つようになりバランスが崩れるほど病的老化度は強くなり、い

わゆる生活習慣病が顕在化してくることになります。すなわち、「老化も生活習慣病」とみ
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ることもできるのです。生活習慣病であるならば、ライフスタイルを見直し適正化するこ

とにより「生理的老化」に近づけることができ、その恩恵として百寿を迎え、人間本来の

寿命である 120～130 歳まで元気で長生きすることも可能なのです。脳の寿命は 200 歳と

言われていますので、今後の再生医療などの高度先端医療の進歩により脳の寿命まで生き

ることも夢ではなくなるでしょう。さすがに 200 歳というのは現実的ではありませんが、

人生 130 年ということであれば、定年を迎えた 60 歳はまだ人生半ば、80 歳になってもま

だ 50年もあるわけです。このように考えると、なんだか勇気が湧いてきませんか。心身の

健康状況と老化状況を詳細に評価し、弱点があればそれを早いうちに矯正してバランスを

取り戻し、生き生きとした心と身体で人生を２倍楽しんでみたいものです。 

病的老化度については、活性酸素・フリーラジカルによる酸化ストレス（身体の錆付き

状況）および抗酸化力測定、ホルモンバランス測定、動脈硬化度および関連因子検査、免

疫システム因子検査、高次脳機能検査、体成分測定、筋力検査、骨密度および関連因子検

査、各種代謝因子検査、体内ミネラル分析、血液流動性測定（いわゆる血液サラサラ度検

査）などの諸検査により評価します。その結果に基づいて、生活療法（食事、運動、メン

タル）によりライフスタイルの適正化を図ることを基本に、抗酸化療法、ホルモン補充療

法、免疫強化療法、キレーション治療（有害重金属の排泄、動脈硬化の改善）、サプリメン

テーション、そして各種の代替医療をその人の状況に合わせて柔軟に取り入れ、optimal 

health （最適・最善の健康）を目指すことになります。 

健康の偏差値を平均的な 50 ではなく 70 以上のトップレベルへもっていき、optimal 

healthを手に入れるために必要不可欠なのは、「いつまでも若々しく元気でいるんだ！」と

いう気持ちを強く持ち続けることであり、それなくしてはアンチエイジングは始まらない

と言えるでしょう。健康で長生きすること自体を目的とするのではなく（つまり健康オタ

ク）、生き生きとした元気な心と身体で何かをしたい、そのためには心身の健康が必要です。

つまり大小の夢の実現のための健康づくりをお手伝いするのが抗加齢医学・医療なのです。 
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施設紹介ポスター展示施設および作成担当者 

1 北原脳神経外科病院 飯沼　舞

2 北原リハビリテーション病院 柳　佳代子

3
北原脳神経外科病院
デイケアセンター　オリーブ

渡部　ちはる

4 東京医科大学八王子医療センター 谷口　紀夫

5 大久野病院 長田　好広

6 大久野病院訪問看護ステーション 渡邉　満雄

7 東海大学医学部附属八王子病院 大田　哲司　

8 八王子生活保健協同組合城山病院 黒澤　秀幸

9
東京都国民健康保険団体連合会
南多摩病院

嶋田　真人

10 スマイル永生 袴田　さち子

11 永生病院 渡邉　要一



氏　名　等 所 　属 　等

　大田 哲司（ST） 　東海大学八王子病院　リハビリテーション訓練科　係長

　秋澤 理香（PT） 　東海大学八王子病院　リハビリテーション訓練科

　猿渡 理代(OT) 　東海大学八王子病院　リハビリテーション訓練科

　黒澤 秀幸（OT） 　城山病院　リハビリテーション科 地域リハビリテーションセンター 主任

　外山 恵美子（OT） 　城山病院　訪問看護ステーション

　音地 まなみ（ST） 　東京天使病院　リハビリテーション科

　倉田 考徳（PT） 　北原脳神経外科病院　リハビリテーション科　科長

　宮下　剛（ST） 　森田病院　言語聴覚室

　吉井 あゆみ（PT） 　回心堂第二病院　リハビリテーション科

　酒井 眞知子（Ns） 　きょうりつ北野訪問看護ステーション　所長

　渡邉 要一（PT） 　永生病院　リハビリテーション部　科長

　東川 麻里（ST） 　永生病院　リハビリテーション部　科長代理

　木野田 典保（PT） 　永生病院　リハビリテーション部　教育士長

　井出　大（ＰＴ） 　永生病院　リハビリテーション部　主任

　山本　徹（SＴ） 　永生病院　リハビリテーション部

　石濱 裕規（PT） 　永生会　訪問看護ステーション　とんぼ

　阿部 誠司（事務） 　永生病院 地域リハビリテーション支援事業推進室　室長補佐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　順不同・敬称略

南多摩リハビリテーションスタッフ合同会議運営スタッフ




