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【スケジュール 】 

 

 ９：５０～ 受 付 

１０：１５～ アイデアソン開始（オリエンテーション・アイスブレイク） 

１０：３０～ アイデア紹介（各５分×３テーマ ） 

１０：４５～ アドバイザー・ファシリテーター紹介 （各３分×４〜６名） 

１１：１０〜１２：００ アイデア出し・ブレスト 

 

１２：００〜１３：００ 

  ランチミーティング（セミナー室にてお弁当を食べながら） 

 

１２：３０〜 市民公開講座 受付・開場 

１３：００ ～１４：３０ 市民公開講座 第１部   

   講師：酒向正春先生 講演 

    「社会参加が楽しめる街づくりの基盤とは」 

   座長：國本康浩氏 

 

１４：３０～１４：４５ 休 憩 

 

１４：４５～１７：１５ 市民公開講座 第２部  

  まちづくりアイデアソンの結果から多世代共生型まちづくりを考えよう！ 

   １４：４５〜１４：５５ クラウドファンディングの紹介 

   １４：５５〜１５：３０ アイデアソン結果発表 

                （各５分×４〜６グループ） 

   １５：３０〜１６：３０ アドバイザーとともに各グループ間と 

               一般参加者とともに実現可能か討議 

 

１６：３０～１７：００ 交流会・名刺交換会 

１７：００  終了 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

アドバイザー・ファシリテーター  

①山田崇氏、②保清人氏 ③國本康浩氏 ④田所 喬氏 
 



市民公開講座 「社会参加が楽しめる街づくりの基盤とは」 

 

                      酒向正春先生 

大泉学園複合施設 

ねりま健育会病院院長 

ライフサポートねりま管理者 

 

 

超高齢社会では病気は治らず、障害も残存する。しかし、病後の人生は長

い。では、病気や障害とどのようにつきあっていけばよいのだろうか。病気や

障害があっても、生き甲斐をもって活動的に暮らしていくと、認知症や廃用症

候群は予防できる。すなわち、超高齢社会の医療の核はリハビリテーション医

療（以下リハ）となる。 

医療には急性期、回復期、慢性期の３つの時期がある。全ての時期で原疾患

と全身状態が管理されると、攻めのリハが可能となる。その機能予後予測は脳

神経病態生理学的画像診断、年齢、病前状態、廃用症候群の４要素から決ま

る。急性期後の回復期では、退院後の在宅生活が無理なく継続できることを目

標に攻めのリハ実践と在宅環境・介護調整を進める。慢性期は家に閉じこもら

ず屋外で活動するタウンリハにより生き甲斐を見つけ、その社会参加や社会貢

献の活動を支援できる街づくりが最も重要となる。一方、慢性期の加齢性の能

力低下では、介護老人保健施設などへの 1－2か月の入所リハにより、体力と

ADL、そして、認知・精神機能を向上させるスマートリハの取り組みが注目さ

れている。 

超高齢社会では、高齢者だけでなく、医療・介護・福祉関係者だけでもな

く、地域住民、市民団体やボランティア、患者・患者家族、企業や NPO、学校

や地方自治体、国などを広く取り込んだまちづくりが必須である。地域包括ケ

ア、まちづくり、地域づくり、多世代交流、地域共生社会などといろいろな言

葉で語られるテーマを健康医療福祉都市構想として進めてきた実践例を紹介す

る。現在の日本は、超高齢社会問題の解決策提示で世界へ貢献ができるチャン

スの時である。 



これからの地域を支える＜次世代型＞まちづくりアイデアソン 
  
アドバイザー・ファシリテーター 一覧 
 
● 山田 崇（やまだ たかし）氏 

長野県塩尻市企画政策部 地方創生推進課シティプロモーション

係 係長、nanoda 代表、内閣府 地域活性伝道師。 
 

● 保 清人（たもつ きよひと）氏 
株式会社ロスフィー 取締役、八王子市まちづくりアドバイザー、

八王子市政１００周年事業 緑化フェアアドバイザー 
 

●國本康浩（くにもと やすひろ）氏 
 フードバンク八王子代表理事 
 
● 田所 喬（たどころ たかし）氏 

ひとまちみどり由木 指定管理者代表、長池公園 自然館館長 
 
 
 



 

 

アイデアソン  ３つのテーマ 

①【提灯のぶらさがる街】 

一人暮らしの高齢者が増え、かといって地域になじみの居場所もなく、人とのつながり

が疎遠になってしまっています。そこで、自分がお誘いしたいこと・できることなどを

家先に提灯を吊るすことでお知らせします。提灯の下には紙をぶら下げて、「美味しい

お茶入れます。」「駄菓子屋さんやります。」「柿あります。」「キュウリが沢山取れ

ました。」「竹ザルの編み方教えます。」「川柳会します。」など。 

 提灯には GPSを仕込み、毎日どこで提灯がぶら下がったかを把握できるようにします。

まずは地域の公民館や小学校など人が集まりやすいところから始め、いずれは個人宅に

も展開できるとよいと考えています。浸透のために見守りチームを結成し、GPSで情報

をキャッチしたら、まず行ってみるようにして取組みを応援します。街を歩いていて、

提灯が出ていたら「ちょっと寄ってみる」。そんな新たな人のつながりやコミュニケー

ションが生まれるまちづくりにつながればと思います。 

 

 

②【生活を支援する用具を身近に】 

 車いす、歩行器、自助具などの福祉用具や義肢装具は、少なからぬ人にとって生活に

必要な道具でありながら、いつでも様々な製品を触れて試して、相談しながら選べる場

が乏しいのが現状です。毎年開催される国際福祉機器展（ＨＣＲ）も、会場アクセスは

多摩地区からは片道２時間近くかかってしまいます。身近に地域で福祉用具を体験でき

る機会を提供するという目的を達成のためには、１．利用者や関心ある人が集まりやす

い地域拠点で常時体験相談できる場の提供、２．普及啓発のための自由度の高い地域イ

ベントとの連携 が課題だと考えます。 

 より具体的には、例えば八王子市役所・福祉センター内での体験相談コーナー常設、

八王子福祉まつり・健康食育フェスタ等の連携開催、あるいは八王子いちょう祭りであ

れば車いすパレードでの参加提案など、さまざまな関連企画の実現性につき、有用度・

簡易度を吟味の上、発想の交流をはかりたいと思っています。 

 

 

 



 

 

③【互助活動を利用した多世代サロン】 

働き盛りの女性は二つの問題を抱えています。子育てと親の介護問題です。子育てや

介護は楽しい反面、それは時に苦しい時もあります。 

行政はこれらを別々の問題として、扱ってきました。しかし、「家事や仕事が思うよう

に進まない。」「自分の時間を持つことが出来ない。」という面では同じ問題と言える

のではないでしょうか。 

これらの受け皿とし、ご助活動を利用した他世代型サロンを提案いたします。方法は利

用者家族のマンパワーを利用し順番に見守り役を交代します。当番以外の利用者家族は

子供や高齢者の方々を預け、自分の時間を設けることが出来ます。 

高齢者の方々は孫のような子供達からパワーを貰い、子供達は祖父母のような高齢者

の方々から愛情と生きる知恵を貰うことの出来るような空間が作れたらと考えており

ます。 

 場所は既存の公民館や地域センター、各ホール（クリエイトホール、学園都市センタ

ー、いちょうホール等施設)を利用し実現化出来たらと思います。 



平成 29 年度の南多摩病院リハビリテーション科の活動について 

 

医療法人社団永生会 南多摩病院 リハビリテーション科 

○柿田菜津美 榎本美彩紀 井出 大 

（はじめに） 

   当院は西八王子駅前に位置する一般病床 170 床からなる 2 次救急指定病院です。今年度は救急棟７階に本

拠地を移し６年目を迎え、更なる体制強化と質の向上に努めた１年でした。今年度は理学療法士 5 名、作業療法

士２名、言語聴覚士１名を増員し、理学療法士 24 名、作業療法士 8 名、言語聴覚士５名、助手１名、事務１名の

計３９名体制で取り組んできました。100 床換算人員数では、全国急性期病院の平均が 2.8 名、作業療法士 1.3

名、言語聴覚士 0.6 名のところ、当院では理学療法士 14.12 名、作業療法士 4.7 名、言語聴覚士 2.9 名の人員

体制で活動してきました。患者様が安心して入院生活をおくっていただくため、病棟担当制にて内科病棟、外科

病棟、整形外科・泌尿器科病棟、循環器病棟の 3 つのチームに分かれています。充実のスタッフ数で、きめ細や

かなリハビリを提供いたします。退院後も効果的にリハビリを継続して頂くため、外来リハビリも同じセラピストが担

当しております。 

（平成 29 年度の対象疾患の特性） 

 対象疾患の内訳はがん 2％（胃癌、大腸癌）、筋骨格系 44％（大腿骨頸部骨折、圧迫骨折、上腕骨骨折、肩関

節周囲炎、脊柱管狭窄症など）、呼吸器 22％（誤嚥性肺炎、細菌性肺炎、気管支喘息）、心大血管系 7％（急性

心筋梗塞など）、脳血管系 4％（脳梗塞、脳出血など）、廃用症候群 21％となっています。 

（リハビリ対象延べ人数について） 

 今年度上半期のリハビリテーション実施延べ患者数は月平均で入院では 3817.0 名でした。外来では 1103.7名

でした。 

（院内デイケア：みなみな会） 

 当院では集団レクリエーションを通して ADL 維持・改善や集団活動における社会性の維持・改善を目的にリハ

ビリスタッフが中心となり院内デイケアを実施しています。この取り組みにより FIM の向上、離床時間の延長が図

れています。 

（入退院時の FIM の結果と利得） 

 リハビリテーションの効果を判定する指標として機能的自立度評価法（FIM）があります。これは日常生活能力を

１２６点満点で採点するものですが、この合計点が１点上がるごとに介護時間が１.６分減ると言われています。当

院では全病棟との週１回の症例検討と整形外科と循環器科との科別の症例検討も実践しております。私たちは

医療介護連携をさらに進めるため、全入院患者数に対して平日は毎日、他職種でのカンファレンスを実施してい

ます。教育・研究では最新の知見を取り入れるため、全スタッフに対して 2017 年 4 月から 2018 年 1 月までの期

間では、162 日間の外部研修と 16 件の新人研修を実践し、学会発表は 16 件を行いました。今後とも皆様の生活

の支えになれるよう、努力していきます。 



 

  

  
 

 

 

 

＜病院概要＞ 

・診療科目：内科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、婦人科、リハビリテーション科、麻酔科、 

形成外科、皮膚科、耳鼻咽喉科 

・病 床 数：総床数 177床 HCU(4床) 一般病床(131 床) 地域包括ケア病床 (12床) 回復期病床(30床) 

・施設基準：東京都二次救急指定病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

医療法人社団 清智会 

清智会記念病院 

 

 当院は、東京都八王子市子安町、JR 八王子駅南口徒歩 6分の場所にあります保険医療機関です。 特に救急医療・

リハビリテーションに力を入れており、日夜八王子市の皆様に貢献できるよう努力を続けています。 

 

 
 

私たちはこんな活動をしています 

＊リハビリテーション部＊ 

・理念：『まごころからうまれる信頼』 

・方針：『地域に根差したリハビリテーションを提供する』 

・チーム制：一般病棟、回復期病棟、地域包括ケア病棟、外来のチームに分かれて担当 

・スタッフ構成：理学療法士 19名 作業療法士 6名 言語聴覚士 4名 助手 3名 

・算定基準：脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)  

呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) 

回復期リハビリテーション病棟料(Ⅰ) 地域包括ケア病棟入院料(Ⅰ) 

リハビリテーション部 

We smile, For smile 

～みんなの笑顔のために～ 
 

＜毎年恒例！地域公開講座の開催＞ 
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が毎年持ち回りで中心となり、

年に一度開催しています。今年度は「身体の衰えに気づいていますか？

～健康への意識を高めよう！～」をテーマに、健康寿命やロコモティブ

シンドロームについてご紹介しました。講座後には地域の方との交流会

『サロンすずらん』を開き、お茶やお菓子をつまみながら、日頃の悩み

や地域の現状などお話しすることができました。 

＜地域での介護予防教室に講師として参加＞ 

 今年度は、地域での介護予防教室として「介助方法」「尿失禁予防」 

「福祉用具の使い方」等をテーマに、ケアラーズカフェ『わたぼうし』

にて講師をさせて頂きました。地域に根差したリハビリテーションの提

供を目指して、地域での活動にも積極的に参加しています！ 



当院は八王子市戸吹町にある医療療養型病院です。 

多摩丘陵の清らかな空気と緑豊かな自然環境に囲まれており、ゆったりとした療養生活を送って頂けます。 

＜診療科目＞ 医療療養病床（326 床） 

内科一般、循環器内科、消化器内科、人工透析内科、呼吸器内科（外来診療も実施しています。） 

＜受け入れ対象患者様＞ 

•入院透析が必要な患者様。 

•特定疾患治療研究事業実施要綱に定める患者様。 

 例：脊髄小脳変性症、多発性硬化症、筋委縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患 等 

･頸椎損傷、筋ジストロフィー、慢性閉塞性肺疾患等の重度障害の患者様。 

•悪性腫瘍での疼痛コントロールが必要な患者様。（抗がん剤等の治療は行えません） 

•重度の意識障害や人工呼吸器を使用している患者様。また、酸素療法を実施している患者様。 

•レスパイト入院、在宅復帰等の患者様 

＜リハビリテーション科のご紹介＞ 

スタッフ構成  

理学療法士：7名  

作業療法士：4名 

言語聴覚療法士：1名     計 13名（H30年 2月現在） 

リハビリ助手：１名 

 

当院では快適で充実した療養生活を送れるよう、積極的なリハビリを実施しています。 

機能訓練の提供以外にもホットサロンや季節イベント等の提供、在宅復帰の支援も行っています。 

 

  

 

リハビリ室を開放して 

作業活動や患者様同士の憩いの場として提供しています。 

各々興味のある作業活動に自主的に取り組んで頂いたり 

体操の時間を設けたりと 

リハビリ以外の時間もより活動的に 

療養生活を送って頂けるようサポートしています。 

 

・陶芸 

・籐細工 

・編み物 

＜活動の一例＞ 

・将棋 

・絵画 

 ・折り紙   



事業名 平成29年度第1回地域リハ講習会

テーマ ピラティスメソットから身体を考える

講師名

伊藤　恵里奈

内容
〇Introduce

〇Pilatesとは？

〇Pilatesの呼吸法

〇Neutralpositionについて

〇脳について考える

〇目の役割

〇Pilates method

〇Pilatesを体験しよう

〇MatPilates

感想
・実技が楽しかったです。実技についてもっといろいろやりたかったです。

・plevic triagleについてもっとゆっくり聞きたかったです。

・呼吸のタイミングなど今後、習得できるようになりたいどの年代にもなせるセラピーだと思いました。

・柔軟性を上げておくことが大切だということがわかりました。

・難しかった、すべて刺激になりました。

・椎体を１つずつ動かす 今回のような内容でもう少し深く指導があるようなもの

・もっとこういうピラティスについて、実技の多い研修をしていただきたいです

関連ＵＲＬ

https://www.twerkout.tokyo/instrocter

関連リンク

TwerkOut Japan

講師御所属

開催日 平成29年8月4日 参加人数会場 エスフォルタアリーナ八王子　会議室 名

先生

先生



事業名 平成29年度第2回地域リハ講習会

テーマ 「東京夢塾を通じての呼吸リハビリテーションの普及と課題」「呼吸リハビリテーションにおける地域連携」

講師名

山根主信

千住秀明

内容
「東京夢塾を通じての呼吸リハビリテーションの普及と課題」

〇自己紹介・病院紹介

〇呼吸リハビリテーションについて

〇東京夢塾について

〇呼吸リハビリテーションの普及と課題

「呼吸リハビリテーションにおける地域連携」

〇慢性呼吸器疾患におけるリハビリテーションの目的

〇呼吸リハビリテーションに地域連携が必要な理由

〇複十字病院の呼吸リハビリテーション

〇慢性閉塞性肺疾患

〇呼吸リハビリテーションとは

〇呼吸理学療法

〇呼吸訓練

〇運動療法

〇まとめ

感想
・呼吸リハビリが普及していないことを改めて知ることが出来ました。その人をきちんとみるリハビリを実践していきます。

・患者様が自己管理をできるようにして、呼吸リハが認知されるようにしていきたいです。

・呼吸リハを広めていきたいと思いました。

・経験から学んだことを教えていただけるほどありがたいことはありませんでした。

・ガイドラインや教科書レベルで学んだことと現代医療のギャップのもやもや感がわかった気がしました。

・呼吸リハの現状に驚いたのと同時に活動をしていかなければと思いました。

・生命予後に大きく影響する呼吸リハの普及がまだ進んでいないことなどを知り、自分が臨床で考えていかなければならない

幅が広がりました。

関連ＵＲＬ

http://www.fukujuji.org

関連リンク

複十字病院

講師御所属

複十字病院リハビリテーション科　理学療法士

複十字病院呼吸ケアリハビリセンター

開催日 平成30年1月29日 参加人数 55会場 エスフォルタアリーナ八王子 名

先生

先生



事業名 平成29年度第1回南多摩新人セラピスト教育研修会

テーマ 臨床に役立つバランス能力の見方と考え方

講師名

教授　杉本諭

内容
〇臨床に置いてバランス能力の評価は重要なのか？

〇運動制御の基本的神経機構（高草木）

〇随意運動プログラムの作成

〇姿勢制御プログラムの作成

〇外側皮質脊髄路

〇赤核脊髄路

〇前皮質脊髄路

〇前庭脊髄路

〇視蓋脊髄路

〇網様体脊髄路

〇姿勢制御の要素

〇バランスに関する用語の整理

〇バランス能力に影響を与える要因

〇姿勢反射とは？

〇バランス能力の評価・治療のポイント

〇バランス評価の実際①②③

〇まとめ

感想
・具体的な評価バッテリーや評価する項目が紹介されていてわかりやすかったです。

・意図的な運動アプローチを行うためには姿勢制御を踏まえるアプローチが大切という言葉に心打たれました。

・随意運動を始める前に姿勢制御ができているかということが大切だとわかりました

・バランス能力を安定性限界内で重心移動できる能力と捉える考え方を初めて知りました。バランス能力の見方に苦手意識

があったのでバランス能力を構成する要素から１つずつみていきたいと思います。

・バランス評価の意義を改めて見直す必要があると感じました。

・バランスがいいとはどういう状態かそれぞれのエクササイズ方法までわかりやすく教えていただきありがとうございました。

関連ＵＲＬ

http://www.u-ths.ac.jp

関連リンク

東京医療学院大学

講師御所属

東京医療学院大学保健医療学部リハビリテーション学科　理学療法学専攻

開催日 平成29年8月29日 参加人数 38会場 エスフォルタアリーナ八王子会議室 名

先生

先生



事業名 平成29年度第2回南多摩新人セラピスト教育研修会

テーマ セラピストの為の学んでよかった接遇講座

講師名

豊田平介

内容
〇接遇とは？

〇接遇の基本姿勢

〇ビジネスライン

〇第一印象の重要性

〇患者満足度とは

〇患者への気遣い

感想
・患者様に触れる前にセラピストは患者様に判断される、とうことを改めて考えました。

・接遇は心を入れて接することだと学びました。

・ついつい流れ作業になってしまう自分がいます。だめだと思えず切り替えることができません、明日から心を入れ直して頑

張ろうと思います。

・自分の職場のスタッフの言葉使いや態度を見直してみたいと思いました。

・1.2.3身だしなみ。表情。挨拶。言葉使い、態度は時間とともに下がっていく。という言葉が印象に残りました。何年たっても

初心を忘れずに取り組みたいと思います。

関連ＵＲＬ

http://www.central-hospital.or.jp

関連リンク

医療法人社団明生会セントラル病院

講師御所属

セントラル病院松濤　理学療法士

開催日 平成29年9月27日 参加人数 14会場 エスフォルタアリーナ八王子 名

先生

先生



研修会等

事業名・依頼者 日時 曜日 時間 内容 対象者 参加者数

主催 第１回新人セラピスト教育 8月29日 火 19:00-20:30 臨床に役立つバランスの見方と考え方
若手

PT/OT/S
T

38

主催 第2回新人セラピスト教育 9月27日 水 19:00-20:30 セラピストのための学んでよかった接遇講座
若手

PT/OT/S
T

14

主催 第3回新人セラピスト教育 1月29日 月 19:00-21:00
①東京夢塾を通じての呼吸リハビリテーション
の普及と課題、②呼吸リハビリテーションにお
ける地域連携

若手
PT/OT/S

T
55

主催 第１回地域リハビリテーション講習会 8月4日 金 19:00-20:30 ピラティスメソッドから身体を考える
医療・福祉

関係者
25

共催 第23回神経難病地域リハビリ研修会 10月6日 木 15:00-17:00 パーキンソン病の最新治療について
医療・福祉

関係者
61

共催 第24回神経難病地域リハビリ研修会 2月17日 土 10:00-16:30
地域療養支援室の取り組み、ハンズオン
セミナー、交流会

医療・福祉
関係者

ー

食の相談コーナー 市民 280

健康の相談コーナー 市民 55

運営スタッフ 33

10:00-17:00
これからの地域を支える＜次世代型＞ま
ちふくりアイデアソン

ー

13:00-14:30 社会参加が楽しめる街づうりの基盤とは ー

主催 福祉用具講習会 3月7日 水 19:00-20:30 同時改定と福祉用具
市民、医療・
福祉関係者

未開催

共催
看護師・コメディカルのためのFIM講習会
第回　基礎編

7月31日 日 13:00-17:00 基礎編
医療・福祉

関係者
159

共催
看護師・コメディカルのためのFIM講習会
第回　応用編

7月31日 日 13:00-17:50 応用園
医療・福祉

関係者
74

後援
第26回　医療・介護者・福祉者のためのケア・カ
フェ八王子

4月26日 水 19:00-21:00 八王子の食のバリアフリーを目指して
ケアに関
わる方

41

後援
第27回　医療・介護者・福祉者のためのケア・カ
フェ八王子

5月30日 火 19:00-21:00 地域を支える
ケアに関
わる方

31

後援
第28回　医療・介護者・福祉者のためのケア・カ
フェ八王子

6月20日 火 19:00-21:00 住みよい環境
ケアに関
わる方

28

後援
第29回　医療・介護者・福祉者のためのケア・カ
フェ八王子

7月19日 水 19:00-21:00 人間関係
ケアに関
わる方

25

後援
第30回　医療・介護者・福祉者のためのケア・カ
フェ八王子

8月23日 水 19:00-21:00 人生を変えた人
ケアに関
わる方

17

後援
第31回　医療・介護者・福祉者のためのケア・カ
フェ八王子

9月20日 水 19:00-21:00 旅立ち
ケアに関
わる方

ー

共催 平成２８年度医療連携研修（ケアマネジャー研修会） 12月15日 金 18:30-21:00 外出支援
ケアマネ・

リハ職

ケアマネ
88、リハ職

46

共催 町田市高齢者福祉課・町田市OT連絡会 7月21日 金 19:00-21:00
「IADL向上教室」（訪問・通所サービスC）
に関する勉強会

介護予防事
業関係者

ー

協賛 RUN伴＋はちおうじ 10月15日 土 10:00-17:00
市民、医療・
福祉関係者

120

会議・委員会

連絡会
平成29年度　第１回地域リハビリテーション
支援連絡会

3月9日 金 15:00-17:00 東京都医療政策部 未開催

会議
八王子市医療連携研修準備作業部会会議
第１回

7月6日 木 18:30-20:00 八王子市介護保険課
医療・介護・
福祉関係者

会議
八王子市医療連携研修準備作業部会会議
第２回

8月24日 水 18:30-20:00 八王子市介護保険課
医療・介護・
福祉関係者

会議
八王子市医療連携研修準備作業部会会議
第３回

9月6日 火 18:30-20:00 八王子市介護保険課
医療・介護・
福祉関係者

会議
八王子市医療連携研修準備作業部会会議
第４回

10月10日 火 18:30-20:00 八王子市介護保険課
医療・介護・
福祉関係者

会議
八王子市医療連携研修準備作業部会会議
第５回

11月28日 火 18:30-20:00 八王子市介護保険課
医療・介護・
福祉関係者

会議
八王子市地域ケア会議　第２回　八王子市
高齢者あんしん相談センター運営部会

7月28日 金 10::-11:30 八王子市高齢者福祉課
医療・介護・
福祉関係者

会議 第１回東京都在宅療養推進会議 7月5日 水 19:00-21:00 東京都医療政策部
医療・介護・
福祉関係者

介護者講習会

事業名 日時 曜日 内容 対象者 参加者数

共催 第1回介護者講習会 6月3日 土 13:30〜
認知症と共に歩む人が語る
〜よりよい理解のために〜

地域市民 30

共催 第2回介護者講習会 7月22日 土 13:30〜
怒りのコントロール
〜アンガーマネジメントとは〜

地域市民 51

平成29年度　南多摩地域リハビリテーション支援センター 実績一覧

出展 2017健康フェスタ・食育フェスタ 5月21日 日 9:00-17:00

南多摩医療と介護と地域をつなぐ会　第１３
回フォーラム

2月18日 日
市民、医療・
福祉関係者

主催



共催 第3回介護者講習会 9月30日 土 13:30〜 認知症のリハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　地域市民 21

共催 第4回介護者講習会 11月18日 土 13:30〜
認知症の身近なエピソードと使えるサービ
ス

地域市民 13

共催 第5回介護者講習会 1月20日 土 13:30〜
知って安心認知症
〜医療と看護の立場から〜

地域市民 11

介護予防事業

派遣 南おおさまカフェ（首都大学東京） 4月11日 火 10:00-12:00 地域ですすめる介護予防 地域市民 ー

〃
八王子市高齢者あんしん相談センターめじ

ろ
5月12日 金 AM 飲み込み体操 地域市民 30

〃 八王子市大横保健福祉センター 5月29日 月 13:30-15:30 100歳まで元気アップ運動教室 地域市民 11

〃 八王子市大横保健福祉センター 6月1日 木 13:30-15:30 ロコモティブシンドローム予防講座 地域市民 20

〃
八王子市高齢者あんしん相談センターめじ

ろ
6月27日 火 14:00-15:30  尿漏れ（尿失禁）予防教室 地域市民 10

〃 日野社会福祉協議会 7月7日 金 13:30-14:30 ひの健幸貯筋体操 地域市民 35

〃 日野社会福祉協議会 7月12日 水 13:30-14:30 ひの健幸貯筋体操 地域市民 20

〃 日野社会福祉協議会 9月1日 日 13:30-15:00 ひの健幸貯筋体操 地域市民 33

〃
八王子市高齢者あんしん相談センターめじ

ろ
7月25日 火 13:30-15:00 簡単な介助法 地域市民 12

〃
八王子市高齢者あんしん相談センター南大

沢
8月17日 木 14:00-15:30 元気に暮らせる健康づくり 地域市民 13

〃 八王子市大横保健福祉センター 7月27日 木 13:30-15:30 認知症予防講座 地域市民 38

〃 八王子市高齢者あんしん相談センター中野 9月8日 金 14:00-15:15 認知症予防講座 地域市民 34

〃
八王子市高齢者あんしん相談センターめじ

ろ
9月13日 水 11:00-12:00 尿もれ・尿失禁予防教室 地域市民 13

〃 日野社会福祉協議会 9月20日 水 10:30-11:30 「ひの健幸貯筋体操」についての講義 地域市民 13

〃
八王子市高齢者あんしん相談センターめじ

ろ
9月26日 火 11:00-12:00 飲み込み障害予防 地域市民 30

〃 八王子市大横保健福祉センター 9月28日 木 13:30-15:30 スキルアップ講座（体力測定について） 地域市民 17

〃 東京玉葉会　青陽園 10月4日 水 14:30-15:30 口腔ケア・嚥下機能について 地域市民 13

〃 ひの社会教育センター 10月8日 日 9:00-10:30 健康寿命を１０年のばすために 市民リーダー 7

〃 八王子市地域包括支援センター片倉 10月10日 火 14:00-15:30 尿失禁予防教室 地域市民 9

〃 八王子市地域包括支援センター片倉 10月28日 火 14:00-15:30 尿失禁予防教室 地域市民 9

〃 八王子市地域包括支援センター片倉 11月14日 火 14:00-15:30 尿失禁予防教室 地域市民 7

〃 八王子市地域包括支援センター片倉 11月28日 火 14:00-15:30 尿失禁予防教室 地域市民 9

〃 八王子市大横保健福祉センター 10月10日 火 13:30-15:30 ヘルスアップ運動教室 地域市民 19

〃 八王子センター元気 10月12日 木 14:55-15:55 介護予防運動 地域市民 61

〃 八王子市地域包括支援センター子安 10月12日 木 13:30-15:30
理学療法士＆作業療法士と考える　福祉
用具の上手な考え方　パート１

地域市民 5

〃 八王子市大横保健福祉センター 11月7日 火 13:30-15:30 ヘルスアップ運動教室 地域市民 14

〃 めじろ台あんしんネット 11月10日 金 13:30-14:30 飲み込みしっかり体操 地域市民 16

〃 八王子市大横保健福祉センター 12月12日 火 13:30-15:30 ヘルスアップ運動教室 地域市民 18

〃 八王子市大横保健福祉センター 11月9日 木 13:30-15:30 尿もれ予防と骨盤底筋トレーニング講座 地域市民 42

〃 八王子市高齢者あんしん相談センター寺田 11月9日 木 10:00-11:30 尿失禁予防講座 地域市民 中止

〃 八王子市地域包括支援センター子安 10月12日 木 13:30-15:30
理学療法士＆作業療法士と考える　福祉
用具の上手な考え方　パート２

地域市民 6

〃 八王子市高齢者あんしん相談センター寺田 2月8日 木 10:00-11:30 尿失禁予防講座 地域市民 未開催

〃 日野市地域支援センターあいりん 2月9日 金 13:30-15:00
排泄の流れの理解と筋力の維持につな
がり予防できる

地域市民 11

〃 八王子市大横保健福祉センター 2月22日 木 13:30-14:30 誤嚥性肺炎予防講座 地域市民 未開催

〃 日野市社会福祉協議会 3月7日 水 10:00-11:30
ひの健幸貯筋体操　体力測定についての
見方と判断

地域市民 未開催



〃 高齢者あんしん相談センター中野 3月9日 金 14:00-15:15 高齢者の身体の歪みと矯正法 地域市民 未開催

地域ケア会議・交流会等

派遣 稲城市役所高齢福祉課 5月17日 水 13:30-15:30 地域ケア会議とは
医療福祉
関係者

25

〃 高齢者あんしん相談センター子安 6月8日 木 13:30-14:30 地域ケア会議（個別会議）
医療福祉
関係者

19

〃 高齢者あんしん相談センター子安 7月27日 木 13:30-14:30 地域ケア会議（個別会議）
医療福祉
関係者

12

〃 高齢者あんしん相談センター子安 9月7日 木 13:30-14:30 地域ケア会議（個別会議）
医療福祉
関係者

11

〃 高齢者あんしん相談センター子安 10月5日 木 13:30-14:30 地域ケア会議（個別会議）
医療福祉
関係者

11

〃 高齢者あんしん相談センター子安 11月2日 木 13:30-14:30 地域ケア会議（個別会議）
医療福祉
関係者

11

〃 高齢者あんしん相談センター子安 2月1日 木 13:30-14:30 地域ケア会議（個別会議）
地域関係

者
9

事業名 日時 曜日 内容 参加者数

依頼 南大沢健康福祉センター 7月20日 木 10:00-11:30 身体障害者運動教室「ぶるーむ」 介護保険外 7

依頼 センティ富士森 4月19日 水 14:00-15:30 第１回　介護予防教室 入居高齢者 9

依頼 センティ富士森 5月17日 水 14:00-15:30 第２回　介護予防教室 入居高齢者 7

依頼 センティ富士森 6月21日 水 14:00-15:30 第３回　介護予防教室 入居高齢者 9

依頼 センティ富士森 7月19日 水 14:00-15:30 第４回　介護予防教室 入居高齢者 12

依頼 センティ富士森 8月16日 水 14:00-15:30 第５回　介護予防教室 入居高齢者 10

依頼 センティ富士森 9月20日 水 14:00-15:30 第６回　介護予防教室 入居高齢者 12

依頼 センティ富士森 10月18日 水 14:00-15:30 第７回　介護予防教室 入居高齢者 7

依頼 センティ富士森 11月5日 水 14:00-15:30 第８回　介護予防教室 入居高齢者 10

依頼 センティ富士森 12月20日 水 14:00-15:30 第９回　介護予防教室 入居高齢者 6

依頼 センティ富士森 1月17日 水 14:00-15:30 第１０回　介護予防教室 入居高齢者 7

依頼 センティ富士森 2月21日 水 14:00-15:30 第１１回　介護予防教室 入居高齢者 7

依頼 センティ富士森 3月14日 水 14:00-15:30 第１２回　介護予防教室 入居高齢者 未開催

連絡会

主催 第1回　南多摩医療と介護と地域をつなぐ会 6月14日 水 19:00-21:00
フォーラム企画、健康・食育フェスタ報告・
他

医療福祉
関係者

27

主催 第2回　南多摩医療と介護と地域をつなぐ会 7月25日 火 19:00-21:00 フォーラム企画・他
医療福祉
関係者

22

主催 第3回　南多摩医療と介護と地域をつなぐ会 9月15日 金 19:00-21:00 フォーラム企画・他
医療福祉
関係者

20

主催 第4回　南多摩医療と介護と地域をつなぐ会 10月25日 水 19:00-21:00 フォーラム企画・他
医療福祉
関係者

16

主催 第5回　南多摩医療と介護と地域をつなぐ会 12月12日 火 19:00-21:00 フォーラム企画・他
医療福祉
関係者

20

主催 第6回　南多摩医療と介護と地域をつなぐ会 1月12日 金 19:00-21:00 フォーラム企画・他
医療福祉
関係者

26

主催 第7回　南多摩医療と介護と地域をつなぐ会 2月7日 水 19:00-21:00 フォーラム企画・他
医療福祉
関係者

22

参加者合計： 2111



氏 名（敬称略） 所  属  先　等

1 南谷　晶 東海大学八王子病院 リハビリテーション技術科　主任

2 宮古裕樹 東海大学八王子病院 リハビリテーション技術科

3 柳井孝介 城山みなみ訪問看護ステーション

4 藤本祥多 北原国際病院

5 中澤 幹夫 多摩丘陵病院  リハビリテーション技術部　理学療法科

6 永見 直明 多摩丘陵病院  リハビリテーション技術部　理学療法科

7 佐々木 良 東京天使病院 リハビリテーション科 科長

8 中村哲也 東京天使病院 リハビリテーション科 

9 土村 賢一 東京天使病院　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

10 渥美 幹子 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

11 小林 健一 康明会ホームケアクリニック 訪問リハビリテーション

12 市川 清恵 清智会記念病院 リハビリテーション部

13 渡邉 光太 清智会記念病院 リハビリテーション部

14 関口直輝 清智会記念病院 

15 渡邊祐輝 清智会記念病院

16 今泉 幸子 　桜ヶ丘いきいき元気センター

17 鈴木 奨 
あいセーフティネット地域包括ケア部　あいフィットネスサロンさくら　


18 小池 淳 相武病院 リハビリテーション科 主任

19 杉本諭 東京医療学院大学

20 内藤 禎美 聖パウロ病院 室長

21 松日樂 貴裕 聖パウロ病院

22 榎本 雪絵 杏林大学 保健学部 理学療法学科 准教授

23 斎藤 健一 八王子市高齢者あんしん相談センター高尾 センター長

24 森島早苗 八王子市高齢者あんしん相談センター南大沢　センター長

25 辻野文彦 八王子市福祉部高齢者福祉課 主査

26 林一矢 八王子市福祉部高齢者福祉課

27 大野正博 一般財団法人八王子市まちづくり公社

28 河辺知詠子 一般財団法人八王子市まちづくり公社

29 松永 潤 稲城市立病院リハビリテーション科

30 芦田春子 テクノメイト

31 渡邉 要一 
永生会 法人本部リハビリ統括管理部　部長
永生会 高次脳機能障害支援事業推進室　室長

32 木野田 典保 永生会 地域リハビリ支援事業推進室　室長

33 井出 大 南多摩病院 リハビリテーション科 科長

34 倉田 考徳 南多摩病院 リハビリテーション科

35 石濱 裕規 永生会 研究開発センター 副センター長

36 山本　徹 訪問看護ステーション めだか

37 豊田平介 法人本部　リハビリ統括管理部

38 神藤由利 永生会 地域リハビリ支援事業推進室

39 星本 諭 法人本部　リハビリ統括管理部

40 枌紀男 訪問看護ステーションひばり

41 鈴木 哲也 東京都中小企業振興公社 多摩支社

42 増田守宏 ツクイ片倉

平成29年度 南多摩つなぐ会メンバー
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