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 平成 18年度は第 5次医療法改正の決定と診療報酬改定実施によりますます医

療環境の厳しさが増してきたことを実感させられました。平成 19年 4月 1日か

ら施行される医療法改正は患者側により分かり易く、質の高い医療を提供すると

いう目標が掲げられています。すなわち、1．患者等への医療に関する情報提供の

促進（広告規制の緩和等）、2．医療計画見直し等を通じた医療機能の分化・連携

の促進、3．地域や診療科による医師不足問題への対応、4．医療安全の確保、   

5．医療従事者の資質の向上、6．医療法人制度改革、7．その他、であります。

これに伴いリハビリテーション現場においても今後、より専門化、効率化へと流

れていき、関係スタッフの努力も一方ならぬ物があると思います。しかし、リハ

ビリテーションの最終目標であるノーマライゼーションへ到達するためには、時

には回り道と思われるような全人間的視点、発想も必要不可欠なものであります。 

 このような状況の中で南多摩リハビリスタッフ合同会議第 2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。本学術集会において現

在直面している問題解決から将来の発展につながる関係各位の邂逅が得られれば

幸いです。 

 年度末の忙しく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 19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 2回学術集会タイムスケジュール 

 

9:15      受付開始 入場開始 演者受付・ポスター貼り付け開始 

9:30~      開演 開会の辞 

9:35~10:25   一般演題１ 口述発表  

座長：城山病院 副院長 杉本淳先生 

Ⅰ－１ 永生病院・言語聴覚士 山本徹  

地域ＳＴネットワーク作りの試み（第 2報） 

 ～八王子言語聴覚士ネットワーク立ち上げから現在まで～ 

Ⅰ－2 八王子市心身障害者福祉センター・言語聴覚士 須田悦子 

「失語症会話パートナー」としてのセンター職員の実践と役割 

    Ⅰ－3 城山病院・作業療法士 梶原聖子 

徒手筋力検査の信頼性・再現性の検討～現職作業療法士を対象として～ 

    Ⅰ－4 杏林大学医学部付属病院・作業療法士 前田直 

速度プロフィールの相関性から見た書字運動の定量的評価 

～健常者と軽症片麻痺患者の特徴～ 

    Ⅰ－5 介護老人保健施設 南大沢ホロス由木・理学療法士 田沼直樹 

リハビリテーション科主催勉強会の検討 ～勉強会の形式について～ 

         （休憩） 

10:30~12:00  特別講演 

「からだそこそこ、こころうつうつ ～維持期リハビリテーションの人々～」  

講師 茨城県立医療大学名誉教授  

茨城県立健康プラザ管理者 大田仁史 先生 

司会 医療法人光生会理事長 平川博之先生 

12:00~12:45  昼食・休憩 

12:50~13:40  一般演題２ 口述発表  

座長：新天本病院リハビリテーション科病棟長 高田耕太郎先生 

Ⅱ－１ 清智会記念病院・理学療法士 山手千里 

重度感覚障害を呈したクモ膜下出血患者のリハビリテーション  

～知覚探索課題から外出訓練まで～ 

Ⅱ－2 北原脳神経外科病院・作業療法士 鈴木 真紀子 

急性期に自宅退院した症例の外来リハビリを通して  

～家族指導への介入で学んだこと～ 

Ⅱ－3 北原リハビリテーション病院・作業療法士 上床奈緒子 

重度麻痺・聴覚失認を呈した患者様への更衣訓練アプローチ～鏡を使用した更

衣訓練が身体機能・遂行度向上に繋がった症例 

Ⅱ－4 北原リハビリテーション病院・理学療法士 大坂啓人 

ＰＴ早朝介入 ～より充実した生活を求めて～ 

Ⅱ－5 東海大学医学部付属八王子病院・理学療法士 宮古裕樹 

当院における包括的心臓リハビリテーションの展開 

13:45~14:25  一般演題３ 口述発表  



 

座長：東海大学八王子病院 

 リハビリテーション訓練科科長 古川俊明先生 

Ⅲ－１ 永生病院・言語聴覚士 大塚洋子  

一般内科病棟における摂食嚥下マネジメント ～地域連携を中心に～ 

Ⅲ－2 城山病院・理学療法士 市川富啓  

大きな改善が得られた脳卒中超慢性期患者の検討 

Ⅲ－3 東海大学医学部付属八王子病院・作業療法士 三浦美香子 

        日の出ヶ丘病院 リハビリテーション科 福岡 優子 

聴神経腫瘍摘出術後、長期経過をたどり改善した一症例  

～急性期から維持期に渡る 2施設の関わり～ 

       （休憩） 

14:35~16:30 シンポジウム 

「診療報酬・介護報酬の改定の影響とその対応～現場での取り組み～」 

    シンポジスト 

     在宅リハビリテーションセンター成城センター長 土田昌一 先生 

     新天本病院事務長               高橋 栄 先生 

     霞ヶ関南病院リハビリテーション部部長     岡持利亘 先生 

     東京都福祉保健局医療政策部課長        山岸徳男 先生 

16:30      閉会の辞 

16:40~17:40  一般演題４ ポスター発表 

   座長：永生病院リハビリテーション部 科長 渡辺要一先生 

Ⅳ－１ 城山病院・作業療法士 外山恵美子 

当院訪問看護ステーションにおける訪問リハビリテーションの実際 

Ⅳ－2 永生クリニック・言語聴覚士 江村俊平 

        当院における通所リハ事業開設の試みと失語症デイケア 

Ⅳ－3 清智会記念病院 渡邊愛子 

重度障害患者に対するリハビリテーションの効果について  

Ⅳ－4 回心堂第二病院・理学療法士 吉井あゆみ 

評価実習を通しての”気づき”  

Ⅳ－5 北原脳神経外科病院・作業療法士 細谷愛恵 

役割的作業の提供により意欲向上した症例について 

Ⅳ－6 永生病院・作業療法士 岩谷清一 

        当院におけるシーティングクリニックの試み 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地域 STネットワーク作りの試み（第２報） 

八王子言語聴覚士ネットワークの立ち上げから現在まで 

 

八王子言語聴覚士ネットワーク事務局長 

医療法人社団永生会永生病院リハビリテーション部 

山本 徹（ヤマモト テツ） 

 

１．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の言語聴覚士会が組織

され，地域の STの交流，連携，研鑽の場となっている。しかし東京都においては都士会が未組織で，八王

子市の ST は地域における ST 間での交流，連携，研鑽の場を得ることが難しかった。そこで，2004 年 10

月「八王子言語聴覚士ネットワーク（八王子STネット）」を立ち上げた。その経過について報告する。 

２．八王子言語聴覚士ネットワークの概要：八王子市および近隣地域に在住，在勤のSTを対象とし，2006年

12月現在 19施設 51名が参加している。定例会を 3ヶ月に 1回開催し，施設紹介と症例検討会を行ってい

る。講師を招いての勉強会，交流会等も企画・開催している。メーリングリスト（ML）を主な情報交換の

手段としている。  

３．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。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，名称を「八王子言語聴覚士ネット

ワーク」に決定，事務局を選定した。定例会を 3ヶ月に 1回開催し，施設紹介，症例検討を行うこととした。

2006 年 1 月には南多摩地域リハビリ支援事業の後援を受け，講師を招き失語症講演会を開催，11 施設 27

名の参加があった。2006年 11月には米国より講師を迎え，聴覚に関する勉強会を開催，2007年 1月にも

講師を招き，認知症講演会を開催，18施設 70名超（うち ST42名）の参加があった。運営面では 2006年

10 月に運営委員選挙を実施，代表他 3 名の運営委員が選出され，同時に 22 条からなる規約も発効された。

事業面では，八王子STネットのホームページ作成が進んでいる。 

４．考察と今後の課題：運営委員を選出し，規約を定めたことで，八王子 ST ネットは組織としての形を整え

つつある。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，交

流と連携の場となっている。また，勉強会・講演会や 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ている。当面の課題として，ホームページ等を通し，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していく事業を展開させることが

必要であると考えている。 

 

 



「失語症会話パートナー」としてのセンター職員の実践と役割

八王子市心身障害者福祉センター
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本発表は、福祉センターの一般職員が「失語症会話パートナー（NPO 法人「和音」認定資格）」として

活動している現状とその展望をまとめたものである。

１．福祉現場でもまだ認知度の低い「失語症会話パートナー」について解説し、福祉センターの一般

職員が「失語症会話パートナー」の認定資格を取得するまでの経緯・実際の活動・その役割につ

いて報告する。

２．失語症会話パートナーと非会話パートナーとの違いを比較するために、失語症者との会話をビデ

オで撮影し、３名のＳＴが、失語症者との会話に必要な個々の技術および会話全体の印象（計 23

項目）を 5段階評価し、比較検証を行った。約７０％の項目で失語症会話パートナーへの評価が

有意に高い結果を得、失語症会話パートナー認定資格の取得が有効であるという結果が得られた。

会話の内容分析も試みた。

３．利用者・その家族（計 24 名）へアンケートを実施した。その結果、失語症会話パートナーが家

族以上の理解者になることは難しいものの、グループリハビリへの失語症会話パートナーの参加

は本人にとっても家族にとっても有用であり、さらに、センターの職員が失語症会話パートナー

として参加することも好意的に受け入れられ、失語症者がセンターをより身近に感じるきっかけ

になっていることが示唆された。

４．失語症理解についての簡易質問紙を施行し、失語症理解が不充分だった職員に対し、失語症会話

パートナー訓練を受けた職員が啓蒙をおこなった。その結果、職員全員が失語症に対し理解を深

めることとなった。

（まとめ）職員が失語症会話パートナーとなったことにより、リハビリ活動のスムーズな進行やきめ

細かい個別の対応が可能となり、多彩なプログラムも導入しやすくなった。リハビリ場面ばかり

でなく、失語症者からセンターにかかってきた電話の応対・タクシー手配や講習会申し込みなど

のリハビリ以外の場面での失語症者への対応・他の職員の失語症理解の促進が可能となった。

職員の異動を避けられないセンターの体制を鑑み、今後も継続的に職員に失語症会話パートナー

講座を受講させていきたい。そのために、各地区の講習会開催やフォローアップ研修がより活発

化することを期待する。



徒手筋力検査の信頼性・再現性の検討 ～現職作業療法士を対象として～

八王子保健生活協同組合城山病院 リハビリテーション科

○梶原聖子(カジワラセイコ) 黒澤秀幸(クロサワヒデユキ),浜屋圭子(ハマヤケイコ),

波多野律子(ハタノリツコ),諸角一記(モロズミカズノリ),杉本淳(スギモトアツシ)

【目的】

徒手筋力検査(Daniels の改訂第 6版,以下 MMT)は 0から 5までの 6段階の順序尺度で筋力を評価する

もので,臨床的によく用いられている. Grade0 から 3 までは筋収縮の有無や重力に対する抵抗の可否で

客観的判断の基準を有するが,Grade4 と 5 については検者が被検者の年齢,性別,体格などを考慮し推測

する上に,明確な段階付けの基準がないため評価が主観的になりやすい.これらの問題については多く

の先行研究があるが,作業療法場面における調査,報告は少ない.根拠に基づく作業療法が求められてい

る中で MMT の信頼性・再現性について明らかにする.

【方法】

対象は,実験の目的・意義に同意を得た経験年数 4年以上の作業療法士(以下 OT)22 名(男性 5名,女性

17名,平均年齢31.4±5.9 歳,平均経験年数7.5±4.9年)とした.模擬被検者4名(以下SSJ)の写真と年

代(80歳代,60歳代),性別,身長,体重,MMTレベル(4,5)の情報を書面にて提示し,各 OTが MMT4及び 5と

判定する負荷量を高さ 35cm の台に固定したハンドヘルドダイナモメーター(アニマ株式会社μTasF-1,

以下 HD)を押して測定した.測定は膝関節伸展筋力とした. SSJ の測定順序は無作為化し 3回施行,その

平均値を aHD とした.また約 1 週間後再測定を行った. 解析には SPSS Ver.12.0 を用い有意水準は 5%未

満とした.信頼性は,それぞれ SSJ 各年代における MMT4 と 5の aHD と,各 MMT レベルにおける 80 歳代と

60 歳代の aHD を対応のある t 検定を用いて検討した. 再現性は級内相関係数(以下 ICC)を用いた.

【結果】

1)aHD 平均値はそれぞれ,80 歳代 MMT4aHD は 8.6kg(1.5～18.7kg,差 17.2kg), 80 歳代 MMT5aHD は

11.2kg(2.2～25.4kg,差 23.2kg),60 歳代 MMT4aHD は 10.5kg(2.7～22.3kg,差 19.6kg), 60 歳代 MMT5aHD

は 15.8kg(4.1～29.2kg,差 25.1kg)であった.2)SSJ60 歳代,80 歳代における MMT4 と 5 の aHD,各 MMT レ

ベルにおける年代間の差の比較では有意差(p＜0.01)が認められた.3)再現性において,80 歳代 MMT4 は

ICC=0.871,80 歳代 MMT5は ICC=0.911,60歳代 MMT4 は ICC=0.877,60歳代 MMT5 は ICC=0.907 といずれも

有意(p＜0.01)な相関が認められた.

【考察】

以上の結果から,経験 4年以上の OTによる同一検者内測定では高い再現性と年齢・MMT レベルの段階

付けにおいて信頼性が認められ,ある一定期間に同一検者が同一被検者を評価することは臨床的意義が

あると考える.しかし,結果のとおり aHD 範囲が同一 MMT レベルにおいて最大 4.1～29.2kg 差 25.1kg と

検者間で差が大きく,臨床研究におけるエビデンスとして用いることはできない.根拠に基づく作業療

法が求められる現状の中,測定機器の積極的導入や臨床実習,教育場面での指導のあり方について検討

を進めることは重要と考える.



速度プロフィールの相関性からみた書字運動の定量的評価

～健常者と軽症片麻痺患者の特徴～

杏林
１）

大学医学部附属病院リハビリテーション室,

青梅
２）

市立総合病院リハビリテーション科

前田 直
１）

（マエダ スナオ）,

原田貴子
２）

（ハラダ タカコ）,岡島康友
１）

（オカジマ ヤストモ）

【はじめに】書字は日常生活に必要な基本動作のひとつであり,巧緻運動の訓練としてしばしば作業療法で行

われる.しかし書字評価の基準は曖昧で,治療者の経験にゆだねられることが多かった.本研究では,麻痺や失

調における書字巧緻運動の評価研究の前段階として,健常者の利き手,非利き手書字動作の違いについて,定

量的評価を試みた.また軽症片麻痺患者との対比を行った.

【対象と方法】対象は右利き健常者 10 名及び軽症の右利き右片麻痺患者 2 名（SIAS4/5,感覚障害有 1 例,無

1 例）.三次元座標測定装置 Fastrack を用い,ペン先,示指中手骨頭背側,橈骨遠位端背側の 3ヶ所にセンサー

を設置し,書字動作中の各点の座標を計 120Hz で記録した.左右の手で 1.2,6,15cm 角の 3 種類の枠に平仮名

「ふ」を,各人の普段書いている書体とスピードで各々10 字,計 600 字記録した.座標をもとにオフラインで,

書き始めから書き終わりまでの時間 T と 3 つの評点における軌跡全長 L,L を 100 分割（スプライン補間）し

た際の各点における速度 V,V のパワースペクトルを求め,それをもとに速度パターン一致指標（平均パターン

V と各評点における速度 Vの相関）,評点間の連動性指標（ペン先 Vと他評点 Vの相関）,振れ指標（周波数）,

高周波率（2Hz 以上/全周波パワー）の各パラメーターを計算した.左右書きとサイズによる違いを,設定した

パラメーターで統計比較（ANOVA 及び Post-hoc）した.

【結果】1.健常者の速度パターン V の一致性は,ペン先 1.2,6,15cm 角と示指 1.2,6cm 角において有意に右＞

左.患者では感覚障害を有するとペン先と示指の V の一致性が低下するが,感覚障害を認めない症例では健常

者同等に維持された.2.健常者の V の評点間連動性はペン先－示指間で有意に右＞左.感覚障害を有する患者

では右書きの連動性が低下するが,感覚障害のない症例では評点間連動性は高い相関を示す.3.健常者,患者

ともパワースペクトル分析の結果については有意な左右差を認めず,周波数指標の左右差については鈍感な

指標と考えられた.

【考察】Viviani らは書字運動を特徴付けるものとして運動軌跡の各点における速度プロフィールに着目し,

字の大きさや書く速度に因らず個人個人で特有であることを示した.また Teulings らは,書字運動のプログ

ラムは高次中枢に蓄えられ,その出力結果としての書字は非利き手や足を介しても形の上では変わらず筆運

びも類似するが,利き手書字に比べると出力系のノイズが加わるために変動するという,書字におけるノイズ

仮説を提唱した.本研究の結果,右書きは左書きに比し速度プロフィールの相関が高く変動が少ないこと,ま

たペン先と近位手部（示指）の連動性が高いことすなわち協調的に動いていることがわかる.つまりノイズが

速度変動性と遠位-近位の速度相関性の低下で示されたことになる.一方軽度の片麻痺の手でも,感覚障害が

なければ健常者同様にノイズが小さいのに対し,感覚障害があるとノイズが増大する傾向が示された.
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リハビリテーション科主催勉強会の検討
～勉強会の形式について～

介護老人保健施設 南大沢ホロス由木

○田沼直樹

須藤加織 座安慎一郎 塚本哲也

【はじめに】

当施設での勉強会は、就業時間終了後に講義形式で実施することが多かった。より良い内容で介護・看護

職員が参加しやすい勉強会を開催するにはどうすればよいか、「講義形式とフロアー実践形式」「実施時間」

「勉強会の内容」について検討したので報告する。

【目的】

「講義形式」と「フロアー実践形式」の 2 種類で勉強会を実施し、今後の勉強会の方向性を検討する。

【対象】

当施設の入所業務へ勤務している介護職員・看護職員（以下フロアースタッフ）のアンケート結果を対象

とした。

【方法】

「講義形式」は２回、「フロアー実践形式」は６回実施した。勉強会の内容は共に移乗介助方法をテーマと

した。「講義形式」は、リハ室にて、就業時間後に 60 分間、２日間、利用者複数名を例に挙げて模擬的に実

施した。ポスターや、口頭にて参加を促した。「フロアー実践形式」は、利用者の居室にて、就業時間中に

15～20 分、６日間、実際に利用者１名に協力して頂き実施した。実施可能な時に口頭のみで参加を促した。

アンケートは各形式勉強会の毎回終了直後に参加者に対して、質問紙法による集合調査を実施した。また、

勉強会終了後２ヵ月経過した時点で、全フロアースタッフに対して、別質問紙による配布・回収調査を実施

した。

【結果】

参加人数は、「講義形式」は 17 名（初日 6 名、2 日目 11 名）、「フロアー実践形式」はのべ 25 名（平均 4.17

名、最小 2 名、最大 6 名）であった。

勉強会終了直後のアンケート結果は、『勉強会は有益だったか』の問いに、どちらの形式でも 100％が有益

と答えた。勉強会の実施時間に関して、『講義形式の勉強会 60 分間は適当か』の問いに、94％がちょうど良

い、6％が長いと答えた。『フロアー実践形式での勉強会 15～20 分間は適当か』の問いに、92％がちょうど

良い、8％が短いと答えた。

勉強会後 2 ヶ月経過した時点でのアンケート結果は、50 名に配布し、54％の回収率であった。勉強会参加

者は「講義形式」30％、「フロアー実践形式」は 59％であった。勉強会開催時間は、「講義形式」では 30 分、

「フロアー実践形式」では 15 分以内という回答が最も多かった。最も多い不参加の理由は『時間がない』で、

「講義形式」では 63％、「フロアー実践形式」では 36％であった。参加しやすい時間帯は、「講義形式」22％、

「フロアー実践形式」では 44％、どちらでも良いが 22％であった。

【考察】

利用者を例に挙げての介助方法といった内容は、具体的かつ実践的で、日々の業務に役立ち興味も引きや

すいため、勉強会は有益であったと考えられる。

今回実施した勉強会の総開催時間は、どちらの形式であっても 120 分程度であったが、参加人数は広報を
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特別にしなかったにも関わらず「フロアー実践形式」の参加者が多い結果となった。理由として、勤務時間

中の開催であり、個人の事情が関連しにくく、即時開催と手軽で、実際のゲスト協力により興味を持って多

く参加が得られたと考えられる。

「講義形式」では、30 分間が参加しやすいと考えられる。時間帯も勤務終了後のため、疲労・個人事情に

より集中力の面でも 60 分はやや長いとも考えられる。「フロアー実践形式」では、開催時間 15～20 分間は

参加しやすいと考えられる。時間帯も勤務中のため、20 分以上では業務に支障がでると考えられる。

今回の結果から、「フロアー実践形式」をカンファレンスとして業務に位置づけていきたい。多くの介護・

看護職員と意見や情報交換ができるメリットがあると考える。一度に多数の職員教育を目的とした場合、「講

義形式」は 30 分間を目安として取り入れることとする。



 

 

 

 

特 別 講 演 

 

「からだそこそこ、こころうつうつ」 

～維持期リハビリテーションの人々～ 

 

 

講師：大田仁史 先生 

 

 

 

 

 

 

 



大 田 仁 史  （おおた ひとし） 先生 

昭和 11年 7月 9日生 出身 香川県高松市 

昭和 37年 3月  東京医科歯科大学医学部卒業 

昭和 48年 1月  伊豆逓信病院リハビリテーション科部長 

平成 5年 5月  同病院副院長 

平成 7年 9月  茨城県立医療大学教授 

平成 8年 12月  同大学付属病院院長 

平成 17年 4月  茨城県立健康プラザ管理者 

          茨城県立医療大学名誉教授 

 

医学博士 

日本リハビリテーション医学会専門医・評議員 

全国地域リハビリテーション研究会世話人代表 

日本リハビリテーション病院・施設協会顧問 

全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会顧問 

「健康いばらき 21・茨城ヘルスロード」検討会議議長 

ねんりんピック委員会総合計画専門委員副委員長、その他 

 

【著書】 

「心にふれる」「堪忍袋の緒」「芯から支える」「かばい手の思想」（荘道社） 

「介護予防」「大田仁史の脳卒中いきいきヘルス体操」（荘道社） 

「終末期リハビリテーション」「実技・終末期リハビリテーション」（荘道社） 

「地域リハビリテーション原論 Ver4」（医歯薬出版株式会社） 

「からだを通して心にふれる」「脳卒中在宅療養の動作訓練」（医歯薬出版株式会社） 

「目でみる介護予防 いきいきヘルスいっぱつ体操」（医歯薬出版株式会社） 

「新しい介護」「『老い方』革命」「実用介護辞典」（講談社） 

「脳卒中後の生活 6」（創元社） 

「介護予防のいっぱつ体操」（NHK出版） 

「老いぬさまでいよう」「ドクター大田のリハビリ千話①～③」（茨城新聞社） その他 

 

【ビデオ・DVD】 

いきいきヘルス体操（ビデオ 8巻・CD2巻・カセットテープ 4巻） 

在宅介護の基礎と実践（ビデオ 20巻） 

いきいきヘルスいっぱつ体操（ビデオ 3巻） 

「新しい介護」基本のき（ビデオ・DVD）   その他 



 

 

 

 

 

一般演題Ⅱ：口述発表 
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重度感覚障害を呈したクモ膜下出血患者のリハビリテーション

～知覚探索課題から外出訓練まで～

清智会記念病院 リハビリテーション部

○山手千里 武田華代 岩上なつみ

はじめに

今回，クモ膜下出血（以下 SAH）により，両下肢麻痺，重度感覚障害を呈した症例に対し，知覚探

索課題から開始し，自宅退院へ向けての外出訓練までのアプローチを行った．その経過について以下に

報告する．

症例紹介

平成 18 年 9 月 1 日発症．同日，clipping 術施行．翌日，動脈瘤部分のコイル塞栓術施行．SAH の重

症度は gradeⅣ～Ⅴlevel であり重度であった．当院へリハビリ目的にて平成 18 年 10 月 6 日入院とな

る．入院時評価は，意識レベルは GCS にて 4-5-6，コミュニケーションは日常会話成立，認知面は HDS-R

にて 27/30 点．TMT-A・B では特に問題は認められなかった．表在感覚は右足底，下腿，大腿部重度鈍

麻，深部感覚は股関節重度鈍麻，膝関節中等度鈍麻，足関節重度鈍麻であった．左下肢は表在・深部感

覚共に軽度鈍麻であった．運動麻痺は Br.stage 右下肢Ⅱ，左下肢Ⅳと両下肢共に運動麻痺出現していた

が，右下肢の麻痺が著明に認められていた．坐位保持は困難であり，立位不可，トランスファーは全介

助レベルとなっていた．

初期アプローチ（開始時から 2 週間）

介入時は，右下肢の随意性低下も著明であり，感覚障害も認められていたため，ボールの硬度の識別

課題，足関節，膝関節，股関節の位置覚課題を施行した．介入時はボールの識別課題に対し，「左では

違いがわかるけど，右では新聞紙が入っていて，それがツルツル滑っている感じがする．」などの解答

あり，右足底での識別は困難な状態であった．また，位置覚課題では，股関節の運動方向は理解できる

ものの，左右のマッチングが困難であった．膝関節の位置覚は比較的保たれていた．足関節の底背屈・

内外反の位置覚課題では解答困難な場面が多かった．1 週間での経過の中で，知覚課題の正解率は向上

し，ほぼ識別可能なレベルとなった．その際の，一人称記述としては「少し右足のついている感じがし

てきた．」，「右足で支えられるようになってきている．」など得られている．また，右膝関節の随意的な

屈曲・伸展が可能となった．

中期アプローチ（3 週目から 1 ヶ月）

足底に対する知覚探索課題の正解率の向上が認められ，随意性も向上し，立位動作・歩行訓練へ移行

した．立位開始時より，正中線認識は保たれていた．また，歩行時の姿勢制御も可能であり，平地歩行

は可能であった．しかし，歩行時に狭い空間を通過する際や，声を掛けられた際，また急激な環境変化

に対する姿勢制御能力は低下している状態であった．そのため，歩行訓練時に計算問題を行うなどの二

重課題を取り入れることとした．その後，歩行は短距離であればフリーハンドでも可能となり，院内は

杖歩行で自立レベルとなった．

後期アプローチ（2 ヶ月から退院まで）

患者および家族の希望でもある，自宅退院へ向けての準備として，床上動作訓練，屋外歩行訓練，外

出訓練を行った．患者は退院後，妻と自宅から当院外来リハビリへ通院する予定であり，通院には電車
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を利用することとなっていたため，外出訓練では病院から自宅の最寄駅までの移動を妻と共に行った．

その外出訓練が問題なく行われた事を報告し，退院の運びとなった．

まとめ

本症例では，まず身体の再構築を図る為に，知覚探索課題を導入した．その経過の中で，アプローチ

の難易度を上げることで，歩行の獲得へと結びつけることが可能であった．また，最終目標であった自

宅退院までには，OT との連携にて外出訓練を取り入れ，家族への指導を行うことが可能であった．セ

ラピストの行うアプローチとは，適切な難易度の設定と，目標に向けてそれぞれが専門性を十分に発揮

することが重要であることを再認識した．



急性期に自宅退院した症例の外来リハビリを通して

～家族指導への介入で学んだこと～

北原脳神経外科病院 リハビリテーション科

作業療法士 鈴木真紀子（スズキマキコ）

【はじめに】

今回、急性期に自宅退院した 80 歳代の男性の外来リハビリを担当する機会を得た。症例は医学的処置が

終了した後、帰宅欲求と不隠により入院継続が困難となり発症後6日での自宅退院となった。重度左片麻痺

が残存し、元々の認知症による理解力困難・学習能力の低下により基本動作未獲得・ADL 半～全介助の状態

での退院であった。外来リハビリの中で①機能訓練②ADL 訓練③環境調整④家族指導を並行して行う必要が

あり、その中で④家族指導に重点を置いて介入し、①～③へ対しても効果を与えることができたので、以下

に報告する。

【症例紹介】

右放線冠のラクナ梗塞で当院に救急搬送された 80 歳代の男性。妻と二人暮らしであるが妻も理解力不十

分。近くに息子家族が住んでおり、嫁はケアマネジャーの資格を有しており協力的。病前は家事全般を妻が

行い、日中は庭で芝刈りと庭木の手入れをするのが習慣であった。外来開始時の身体機能レベルとしては、

麻痺は Br.Stage 左上肢Ⅱ、手指Ⅱ、下肢Ⅲ～Ⅳ、感覚は表在覚・深部覚共に軽度鈍麻、起居・座位保持は

近位監視で行えるが、排泄や更衣動作においては重介助を要していた。

【介入経過】

以下４つの流れで介入を行った。ⅰ.本人と家族に理解を得やすいような動作プリントを作成し配布、外来

リハビリ中に基本動作の指導を本人と家族に行う。ⅱ.自立度を向上させていく過程の中で自宅の環境設定

を検討・提案。ⅲ.本人・妻の理解力が不十分なことより定着し難かった自主トレは、ヘルパーと一緒に行

うよう嫁へ指導。ⅳ.歩行・入浴動作は実際の動作指導は妻へ、バスボードやバスチェア等の必要な福祉用

具の提案は嫁を中心として行う。理解力の不十分な症例に代わって、サービスの提案は嫁を中心として介入

し、同居している妻へは実際の自主トレ方法・介助方法の指導を行った。

【結果と考察】

以上、妻と嫁の両方に介入し、最終的には約2ヶ月かけて基本動作自立、入浴以外のADLが自立となるこ

とができた。本来であれば入院中に①機能訓練②ADL 訓練③環境調整④家族指導の 4 つを行い、目標と退院

時期を設定していく予定であったが、症例に対しては外来リハビリの中でこれら全てを同時に行っていく必

要があった。2単位40分の介入時間であったが、家族指導を潰し症例や周囲の環境を調整し、自主トレの定

着、ADL 獲得、家族介助方法の獲得ができたと考える。症例と関わる中で入院と外来というリハビリを行う

場所は違うが、その人に合わせた介入を行うことで、必要な訓練や調整が行えるということを学んだ。入院・

外来に関係なく、どのような関わり方を行うことが、その患者様にとって効果を得やすいかということを検

討していくことが重要であると考える。



ＰＴ早朝介入

～より充実した生活を求めて～

北原リハビリテーション病院 ３階病棟

大坂 啓人（オオサカ ヒロヒト）

当院は 84 床の回復期リハビリテーション病棟を持つ、リハビリ専門病院である。各階に

リハビリ室を設置しリハビリに取り組み易い環境を提供している。PT は全員病棟配属であ

り、入院時より退院後の生活環境を想定した、個々の患者様に合わせた病棟生活を提供し

ている。

病棟生活の設定にはまず患者様の日常生活の把握が必要であり、習慣や役割、そして ADL

能力、病棟環境を把握し、実際に見て ADL を評価することが重要である。日中の ADL に

関しては PT が実際に見て評価を行うことが可能であるが早朝、深夜など PT が通常勤務し

ていない時間帯では、そのようにして把握することは難しいことである。

しかし早朝や深夜などの時間帯では意識レベルが日中と比較して低下していることや周

囲が暗いために、動作が粗雑となることで不安定となってしまったり、動作手順を間違え

る等の日中には可能であることが不可能となってしまうことがある。

多くの場合はこのような時間帯によるADL能力の変化に関しての情報は看護師等のスタ

ッフが PT へ情報提供し、それを元にして PT が病棟生活の設定を行っている。

だがこれでは PT の専門的知識を生かした正確な ADL 設定とは言えず、患者様に本当の

充実した生活環境の提供、そして家族への ADL 指導が充分にできないのではないかと考え

た。

そこで患者様の病棟生活を充実させるために適切な環境設定、動作方法、介助方法を提

供し、そして退院後の生活がより円滑に送れるように当院では PT の早朝勤務を実施するこ

とにした。

PT が早朝より勤務し、「している ADL」に介入することでその時の意識状態、身体状態

に合わせた、またはその時の環境に合わせた動作方法の獲得に即時的にアプローチするこ

とが可能となる。

問題となる動作、環境をその場で評価し、そしてその場で動作方法の獲得や環境設定を

行なうことで「している ADL」が動作の中で改善が可能である。

本発表では PT が早朝より介入することのメリットについて、また実施開始後の患者様の

ADL 能力の変化や環境設定、家族指導内容について報告する。



当院における包括的心臓リハビリテーションの展開

東海大学医学部付属八王子病院リハビリ訓練科

○ 宮古 裕樹（ﾐﾔｺ ﾕｳｷ）

秋澤 理香（ｱｷｻﾜ ﾘｶ）

東海大学医学部付属八王子病院リハビリテーション科

古川 俊明（ﾌﾙｶﾜ ﾄｼｱｷ）

東海大学医学部付属八王子病院循環器内科

及川 恵子（ｵｲｶﾜ ｹｲｺ），幡 芳樹（ﾊﾀ ﾖｼｷ）

【 はじめに 】虚血性心疾患の再発予防や長期予後改善のためには包括的心臓リハビリテーションが重要とされて

いる．しかし，虚血性心疾患は内部障害であることより，包括的心臓リハビリテーションの必要性が認識されにく

いことや運動療法における継続性の低さが問題となっている．そのため，当院では様々なシステムを構築し，独自

の包括的心臓リハビリテーションを展開しており，運動療法における良好な継続率が得られている．そこで今回，

当院における包括的心臓リハビリテーションの概要を紹介する．

【 概要紹介 】当院における包括的心臓リハビリテーションの主要なシステムを以下に記した．

1）コ・メディカルによる個別指導， 2）コ・メディカルによる集団指導教室，3）ビデオやパンフレットによる

患者教育，4）狭心症・心筋梗塞患者の入院・外来クリティカルパスの導入，5）定期的な心肺運動負荷試験の実施，

6）心臓リハビリテーション外来診察，7）当院での運動療法終了後のフォローアップ体制構築（Japan Heart Club

との連携）．

その他のシステムとして,当院は関連施設や八王子市内の循環器施設と,学術向上や情報交換・連携を目的として

年2回,HTC（Hachioji Tokai university Cardiology）セミナーや八王子心臓リハビリテーションカンファレンス

を開催している.

【結語】当院における包括的心臓リハビリテーションは治療や患者教育に奏効して，アドヒアランスの向上などが

得られていると推察され,良好な運動療法の継続率につながっているものと考えられた．今後は，各システムの効果

と問題点を明確にして包括的心臓リハビリテーションの更なる充実を図っていく方向である．

また，虚血性心疾患は生活様式の変化や高齢化社会により，罹患する患者が増加の一途を辿り，一次・二次予防

を含めた永続的な包括的心臓リハビリテーションの展開が必須である.しかし，包括的な心臓リハビリテーションを

展開している医療機関や施設は少ないのが実状である．そのため,地域における連携を中心とした包括的心臓リハビ

リテーションを展開できる環境作りが必要であると思われた．



 

 

 

 

 

一般演題Ⅲ：口述発表 

 



一般内科病棟における摂食嚥下マネジメント
～地域連携を中心に～

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

大塚 洋子（オオツカ ヨウコ）

＜はじめに＞当院一般内科病棟（2 病棟、全 104 床）は、誤嚥性肺炎や、何らかの理由により経口摂

取困難となり脱水や低栄養を起こし、入院する患者が多い。このような患者に対し、栄養管理を中心

としたアプローチを行い、経口摂取を継続して退院した事例を報告し、経口摂取を継続させるマネジ

メントの方略について、若干の考察を加える。

＜事例１＞T さん、88 歳、女性。特別養護老人ホーム（以下、特養）入所中。平成 18 年○月より食

事摂取量が低下、1 ヵ月後に水分摂取困難、脱水となり当院一般内科病棟に入院した。入院時所見で

は四肢筋力低下、中等度の脳血管性認知症を認めた。摂食嚥下障害があり、食物を認知ができず、食

物を近づけても口を開かなかった。これに対し、ST は Ns・CW に介助方法の指導を行った。また少

量で十分な栄養が取れる補助栄養食品を導入した。入院 10 日後には 3 食 8 割以上の経口摂取が可能

となった。入院 17 日後に、ご家族と入所していた特養の CM、Ns が来院、当院での対応を説明、今

後予想される問題とその対処方法について確認した。入院 21 日後、特養に帰所した。

＜事例２＞N さん、88 歳、女性。平成 10 年頃より認知症を発症、在宅にて長男夫婦の介護を受けて

いた（要介護５）。平成 18 年△月より食事摂取量が低下、約 2 週間後 38 度台の発熱ありその後微熱

が継続した。E クリニックを受診したところ肺炎所見を認め、当院一般内科病棟に入院した。入院 10

日後よりリハビリテーション（PT・ST）を開始した。入院時所見では四肢筋力低下、運動機能障害、

重度の脳血管性認知症を認めた。摂食嚥下障害があり、食物の送り込み、喉頭挙上が低下していた。

これに対し、食形態の調整を中心とした嚥下訓練を実施した。入院 14 日後に 3 食経口摂取が可能と

なった。また同日より、家族指導を開始、その中で入院前の状況を確認、食事介助の負担感、低栄養・

脱水への不安があることが分かった。そこで担当 CM に相談し、入院 27 日後、在宅スタッフを含め

たサービス担当者会議を開き、栄養管理について検討、サービスの変更を行なった。入院 32 日後、

自宅退院した。

終わりに：「食べられない」原因はさまざまである。今回の事例を経験し、経口摂取を継続するために

は、早期に適切な対応をし、廃用を防ぐことが重要と考えた。また入院中に行なった評価の結果や対

応方法を、その方が帰る環境を支えるスタッフに伝達、共有していくことが一般内科病棟における摂

食嚥下マネジメントにおいて重要であると考えた。



大きな機能改善が得られた脳卒中超慢性期患者の検討

八王子保健生活協同組合 城山病院 リハビリテーション科

○市川富啓（イチカワトミヒロ）

杉本淳 諸角一記 西谷拓也 黒澤秀幸

【はじめに】リハビリテーション（以下リハ）医療は，発症からの期間によって急性期リハ，亜急性

期リハ，慢性期リハに分けられる．現在，医療法の改正によりリハを実施するにあたって算定日数上

限規定が定められ，期間が制限されている状況にある．この中で慢性期リハは，主に機能を維持する

ための維持的リハである．当院は，療養型病院であり患者の多くはこの慢性期リハの対象患者である

が，その中で積極的にリハを施行し，ADL・QOL の大きな改善を得た症例を経験したので報告する．

【対象と方法】寝たきりに近い状態であったが，長期のリハビリを施行することによって ADL・QOL

の大きな改善を得た脳卒中患者 4 例について簡単な症例報告をするとともに，その特徴，急性期や亜

急性期リハで充分な機能改善が得られなかった理由，リハビリに要した時間，廃用症候群の程度，観

血的治療の必要性などを検討した．【結果】(1)１例を除き年齢は，比較的若く，精神機能面は比較的

保たれていた．(2)機能改善がプラトーになるまでに，最低１年以上の入院，外来リハを要した．(3) 亜

急性期リハで十分な機能改善が得られなかった理由として，急性期からの遷延性意識障害が 4 例全例

に認められた．(4)全例で重度の関節拘縮が認められ，3 例で観血的治療が必要となった．【考察】回

復期リハ病棟が新設され，急性期病院での急性期リハ，回復期リハ病棟での亜急性期リハ，介護保険

病棟や療養病床，又は在宅での慢性期リハとリハ医療の位置づけが明確になりつつある．しかし，こ

れらは，制度的には患者の状態ではなく，発症からの期間で決定されている．今回の症例のように充

分な機能回復が得られるにもかかわらず，上記の流れから外れて寝たきりに近い状態となってしまっ

ている患者の特徴として，比較的若年で急性期からの遷延性意識障害が考えられた．これら症例から

言えることは，リハの適応と機能回復の可能性は必ずしも発症からの期間のみで判断されるべきでは

ない．また，全症例著明な廃用症候群を認め，機能回復には観血的治療や長期のリハビリを要したこ

とからも，このような症例においては定期的な脳卒中やリハの専門家の受診が必要であると考えられ

た．



聴神経腫瘍摘出術後、長期経過をたどり改善した一症例

～急性期から維持期にわたる 2施設の関わり～

東海大学八王子病院 リハビリ訓練科

○ 三浦 美香子（ミウラ ミカコ）

大房 致江（オオフサ チエ）

村上 博之（ムラカミ ヒロユキ）

日の出ヶ丘病院 リハビリテーション科

○ 福岡 優子（フクオカ ユウコ）

由川 和弘（ヨシカワ カズヒロ）

袖林 秀行（ソデハヤシ ヒデユキ）

左聴神経腫瘍摘出術後に難治性髄膜炎、広範な脳梗塞、水頭症を合併した症例に対し、急性期から維

持期のリハビリテーションを二施設で施行した。

1 施設目の 8 ヶ月間では、左聴神経腫瘍摘出術後の合併症の影響が大きく、全身状態不良や意識障害

が長期間継続した。そのため、二次的な合併症となる肺炎や褥瘡の予防を行いながら、機能維持や離床

を目的とした訓練が続いた。2 施設目の 13 ヶ月間では、軽度意識障害や発動性の回復に合わせて、Ａ

ＤＬ拡大を目的とした訓練を行った。21 ヶ月間のリハビリテーションにより、ＡＤＬは医学的管理下

でのベッド上全介助の状態から、屋内身辺処理が一部介助の状態となった。

一症例についての長期的な経過を検討することにより、各施設での役割を見直すことができた。ま

た、２施設合同で検討することにより、施設内での連携だけでなく、地域における施設間での連携の重

要性を再認識することができた。

症例研究にご理解・ご協力頂きました、患者様とご家族に深謝いたします。
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「平成１８年度診療報酬・介護報酬 

         の改定の影響とその対応」 

～現場での取り組み～ 

 

 

 

 

 

 

 



シンポジウム 「診療報酬・介護報酬の改定の影響とその対応」

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

土 田 昌 一

在宅リハビリテーションセンター成城のコンセプトは、高齢社会に即応できる医療・

介護の保険に対して総合的に対応できることである。介護保険事業所とクリニックと調

剤薬局の複合施設である。

介護保険事業は、居宅介護支援事業・訪問介護事業・通所介護事業を展開している。

調剤薬局は、調剤業務に加え訪問服薬管理指導・居宅介護支援事業も行っている。

当初、医療法人は有床診療所と訪問看護ステーションを運営していましたが、制度改

定により昨年 5 月からは訪問看護ステーションは閉鎖している。現在、クリニック内で

の訪問リハビリテーション部として活動をしている。

改定後の影響としては、クリニック外来部門では運動器疾患リハビリテーションの対

象者が期間設定となり、当クリニックのリハビリテーションの対象者の比率は 25％から

5～8％となっている。150 日算定日数制限で困る対象者に対しての工夫が問題である。

入院に関しては、医療保険療養病床の医療区分の出現により単価は 100 点を超える減

算である。ただＡＤＬ加算の適応対象者へのサービスを増やすことで対応している。

居宅介護支援・訪問介護については、開設後件数が今の制度件数に近いため大きな損

失はない。しかし、従来の居宅介護支援で 50 件を超えているケアマネージャーでは２０％

程度の減収となっている。通所介護は５％の収益低下であった。リハビリテーションを

充実させることや重介護の方へのサービス拡大など対応に苦慮している。

調剤薬局は、薬科の減算は５％の減算になっている。大手の調剤薬局は軒並み赤字経

営で対策に苦慮しているところが多く、当センター内の調剤薬局は件数増強・訪問服薬

管理指導料などで賄っているところである。

当センターのような多機能型は、逃げ場があるようで非常に錯綜した工夫を必要とし

ており、経営的には難しさをひしひしと感じている。

このシンポジウムでは、クリニック機能の説明と実践上の問題を提示したい。



診療報酬改定の影響とその対策

新天本病院

事務長 高橋 栄

平成１８年度の診療報酬改定は多岐に渡ったが、特にリハビリテーション（以下リハ）の分野では、基本的な考

え方の転換を求められるような大きな改定であった。

今回のリハに関連する改定の主なポイントは、以下の通りである。

① 疾患別に再編され、算定日数に上限が設けられた。

② 個別療法の一人一日あたりの算定上限が緩和された。

③ セラピストの一人一日あたりの算定単位数の上限が緩和された。

④ 施設基準が緩和された。

⑤ 回復期リハ病棟入院料について､受け入れまでの期間が短縮され、算定日数の上限が短縮された。

⑥ 地域連携パス（地域連携診療計画）が新設された。

⑦ 介護保険で予防給付のサービスが導入された。

⑧ その他。

当院でも今回の改定を受け、皆様の施設と同様に、病院で行うリハの見直しを行った。主なものとしては、

① 外来でのリハを行なっていた利用者のリハ計画を全て見直し、期間を明確にして、通所リハや訪問リハまた

は他のサービスへ移行したり、リハを終了した。

② 集中したリハを要する入院患者へ 9 単位のリハを提供した。

③ セラピスト一人当たりの算定単位数を増加した。

④ 介護予防に特化した通所リハを新設した。

⑤ 地域連携パスへ参画した。

⑥ 算定できない入院患者へのリハサービスは継続して提供している。

⑦ その他。

結果として、今回の改定が当院にとってプラスに作用した部分とマイナスに作用した点があるが、収益的には、

リハに限定すると昨年度よりプラス（増収）であった。マイナス面としては、回復期リハ病棟の入院待機者の発症

からの期間が短くなったことで、待機期間の管理が難しくなったことや医療的な管理が必要な方が増えたことが

上げられる。

しかし、今回の改定での当院にとっての大きなプラスは、リハ計画自体を見直した点と期間の意識を明確にし

た所にあると思っている。当たり前のことだが、それまでも計画に沿ったリハを提供していたつもりではあったが､

更に真剣に計画を立て、真剣に取り組んだと言い換えられる。一人一人のリハ計画を立て目標を設定する中に、

時間や期間の概念を明確に取り入れたことで、病院及び法人としてのリハサービスについて見直し、更に地域

のリハサービスを改めて知ることにより、地域内連携を常に意識して活動できるようになってきたと思われる。今

回の改定のマイナス面だけでなく､プラス面もとらえ、地域リハビリテーションについて考えることができればと思

う。



「平成１８年度 診療報酬・介護報酬の改定の影響とその対応」

東京都福祉保健局医療政策部

医療政策課長 山 岸 徳 男

１．東京都におけるリハビリテーション医療対策

（１）民間病院等リハビリテーション専門病床整備事業

（２）地域リハビリテーション支援事業

（３）高次脳機能障害者支援モデル事業

２．東京都におけるリハビリテーション医療の現状

※「リハビリテーション対象患者等の入退院状況調査」（１８年１１月）

（１）急性期病院のリハ患者の入退院状況

①入院・転棟までの状況

②退院時の状況

③退院後の状況

（２）回復期病棟のリハ患者の入退院状況

①入院・転棟までの状況

②入院患者の紹介元

③退院時の状況

④退院後の状況

⑤退院患者の紹介先

３．東京都のリハビリテーション医療の将来

（１）地域リハビリテーション支援センターの機能強化

（２）回復期リハビリ病棟の機能発揮

（３）人材の育成



 

 

 

 

 

一般演題Ⅳ：ポスター発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



当訪問看護ステーションにおける訪問リハビリテーションの実際 

 

八王子保健生活協同組合城山訪問看護ステーション作業療法士 ○外山 恵美子 

同法人城山病院リハビリテーション科 医師           杉本 淳 

同      リハビリテーション科 理学療法士        市川 富啓同

法人城山訪問看護ステーション   看護師           櫻井 恵美子 

 

 

近年わが国の医療情勢から、入院期間を短縮し在宅へ移行する動きに拍車がかかり、在宅ケ

アの重要性はますます高まっている。当訪問看護ステーションは、八王子保健生活協同組合（以

下、八王子保健生協）の一事業所であり、看護師９名（常勤７名、非常勤２名）リハスタッフ

２名で利用者にサービスを提供している。八王子保健生協は、東京都八王子市の西部に位置し、

２０９床を有する城山病院を中心に、当訪問看護ステーション、通所リハビリ、居宅介護支援

事業所、介護サービスなど８つの事業所からなり、地域に根ざした医療や介護サービスを展開

している。八王子市の高齢化率は、全国平均より多少低めであるが、八王子駅のある東部に比

較して、当訪問看護ステーションのある高尾山を中心とする西部に限ってみると、高齢化率は

高く、高齢者の独り暮らしや高齢者のみの世帯が多く，地域医療のニーズの高い地域である。 

訪問リハは作業療法士（以下、OT）･理学療法士（以下、PT）各１名ずつ２名と、必要時、

病院からの応援にて利用者にサービスを提供している。実際の現場では、OT・PTの対象を明確

に分けることは困難であるため、それぞれの専門性を生かしながら、その枠を越えてアプロー

チを行っている。 

平成 17 年度の当訪問看護ステーションへの訪問依頼総数は 175 件であり、訪問リハ依頼件

数は 89件、一人 1日平均 5.8件の訪問を行なっている。利用者の平均年齢は 75.55歳(17～103

歳)、性別は男性 72名・女性 103名であった。訪問回数は一人に対し疾患や身体状況により異

なるが、平均すると週 1～2回である。 

今回は、この 175件を対象として①訪問リハと訪問看護の割合、②疾患群別内訳、③医療保

険と介護保険の割合、④要介護度別割合、⑤かかりつけ医療機関の性格を調査し考察を加えた。

また、訪問リハの現状の利点と問題点を挙げここで報告する。 

 



当院における通所リハ事業開設の試みと失語症デイケア

永生クリニック 介護サービス スマイル永生

江村俊平

多良淳二 石山寿子 小田久美 山本尚司 袴田さち子 中村尚人 沖野由和

【はじめに】 昨年 4 月の診療報酬制度改正により，リハビリテーションに期限が設けられ，通院者の外来リハビ

リテーション継続が困難な状況となった．そこで当院では通院患者の行き先，終了後サポートの必要性を検討

し，平成 18 年 7 月より介護保険制度を利用した通所リハビリテーション事業を新たに開設した．本発表では当

施設の事業内容，および通所事業における失語症デイケアとＳＴの役割について報告する．

【施設の概要】 平成 19年 3 月現在は計 9 クラスが運営されており，対象者にあわせた 4種のクラスが編成さ

れている．①介護予防：要支援 1・2 対象．運動機能の向上を目指す（3 クラス）．②運動デイ：要介護を対象とし

運動機能の向上を目指す（2 クラス）．③活動デイ：要介護対象．創作活動，趣味活動の場を提供する（3 クラ

ス）．④失語デイ：要介護対象．失語症患者を対象とし，コミュニケーションと活動の場を提供する（1 クラス）．各

クラスともに少人数・短時間のサービスを提供しており，利用者の定員は約 10 名．サービス提供時間は 3～４時

間．スタッフはセラピスト 2名，介護職 1名体制．入浴，食事サービスは提供していない．

【失語デイ】 失語デイは、医療保険下で集団訓練に参加していた失語症患者の受け皿として、昨年 10月に開

設された．現在は 1 クラス、週 1 回．参加者は失語症を主症状とする男性 5 名，女性 2 名．失語症のタイプは

全失語 3 名，ブローカ失語 3 名，ウェルニッケ失語 1 名．重症度は重度 3 名，中等度 4 名．平均年齢 61.9 歳．

スタッフはＳＴ3 名，介護職 1 名である．プログラムは，見当識の確認，自己紹介，近況報告，新聞記事の紹介，

集団体操を行い，その後個別の創作・趣味活動（絵手紙，習字，陶芸，調理，麻雀，ゲームなど）を行っている．

【考察】 短時間通所リハは，医療保険下でのリハ継続が困難な状況である現在，通院終了患者の行き先，終

了後サポート行う場のひとつとして有用であると考えられた．しかし地域施設や地域の取り組みとの連携はいま

だ不十分であり，介護保険対象外である通院患者の行き先が問題となっている．今後は地域社会や医療機関

と連携を深め，利用者が地域社会で活動できるようなサポート体制を築いていくことが課題であり，当施設が南

多摩地区の中で維持期リハを行っていく上において必要な役割であると考える．



重度障害患者に対するリハビリテーションの効果について

清智会記念病院 リハビリテーション部

渡邊愛子（ワタナベアイコ）

渋江拓郎（シブエタクロウ）

【はじめに】当院は、東京都指定二次救急医療機関であり、八王子市及び近隣地域の救急医療及び地域

医療を担っている。一方、大学病院との関連施設としての役割も担っており、重度障害の患者も積極的

に受け入れている。特に重度障害患者の集まる当院 A 棟４階では、重度障害患者の生活支援を念頭に置

いたリハビリテーションを積極的に展開している。その中で、高血圧性の脳室内出血により覚醒障害を

伴う意識障害と水頭症による高次脳機能障害が強く出現した患者に対し、可及的早期の対応、早期経口

摂取の実行により、覚醒障害を伴う意識障害が遷延化することなく改善し、認知能力の向上と全身機能

の賦活が著明にみられたため、その経過を報告する。

【症例紹介】７７歳、女性。Ｈ18.5.3 に自宅で頭痛を訴え意識障害を呈し、Ａ大学病院へ救急搬送され

る。ＣＴにて高血圧性脳室内出血の診断のもとに、脳室ドレナージ、気管切開、内科的治療を施行。誤

嚥性肺炎を合併し、同年 6.15 に胃瘻造設、6.21 に当院へ転院する。転院当初ＪＣＳⅢ桁、筋緊張は低

緊張状態。頸部支持、随意運動、声掛けや疼痛に反応はほとんどみられずＡＤＬは全面的に介助を要し

ていた。

【経過】Ｈ18.6.22 当院でＰＴ・ＯＴ開始。転入院後の可及的早期のリスク管理に基づいた離床として

チルトリクライニング車椅子を積極的に施行。Ｈ18.7.28 に気管切開部をｍｉｎｉｔｒａｃｋへ変更し、

ＳＴ介入開始する。嚥下障害みられず経口摂取を開始する。チルトリクライニング車椅子への乗車を３

人介助にて施行しながら経口摂取を同時進行した。Ｈ18.8.17 に気管切開部閉鎖し、呼吸状態安定。徐々

に離床時間の増加と、食事形態のアップを行い、覚醒レベルの向上と高次脳機能である認知機能向上を

試みる。また、積極的にチルトテーブルにより立位刺激を与え、更なる状況認識の向上を図った。

退院（Ｈ18.11.1）時、声掛けに対して受け答え（短文レベル）及び追視あり。食事はスプーンを使用

して見守り～一部介助、端坐位一部介助（柵の把持あり）、移乗は１人介助へと改善し頸部・体幹支持

向上により普通型車椅子の乗車可能となる。また、物品に対してリーチ動作及び状況認識の向上がみら

れる。

【考察】上田氏によると、種々の五感刺激と運動負荷を組み合わせることでより大きな脳活性化効果が

得られるという報告がされており、今回はその中でも体性知覚と味覚や嚥下の感覚入力に注目した。意

識障害、重度高次脳機能障害を呈する患者に対し、体性知覚を最大に入力するため、積極的に離床を促

し、嚥下機能評価を行なった下経口摂取を施行することで、残存機能の賦活、意識レベルの向上及び状

況認識の向上に対し効果が得られた。



評価実習を通しての“気づき”

医療法人社団 回心会

回心堂第二病院 リハビリテーション科

吉井あゆみ（ヨシイアユミ）

両国リハビリテーション専門学校

石井沙織（イシイサオリ）

【はじめに】

３週間の理学療法評価実習を通しての “気づき”を、実習生による症例報告を交え報告する。

【理学療法評価実習報告】

１．患者様の紹介：パーキンソン病を発症して 18年間が経過している 71歳、男性(Yahr5；寝たきり状

態)。

２．できること・できないこと：評価より患者様の“できること”と“できないこと”を挙げる（スラ

イド）。

３．問題点、リハビリテーション目標：月１～２回の外泊では、①ﾄｲﾚ介助、②車椅子－ベッド間の移

動、③車椅子での座位保持の介助、が主な問題となり、妻の負担は大きい。『日常生活動作を介助者の

負担が少ないレベルでの在宅復帰』を長期目標に、リハビリテーションを実施。

４．実習での私的見解：「できないのではなく、うまく使えなかったり、やり方を忘れてしまっている

だけなんです」という患者様の言葉は、自身の能力への“気づき”を表す。 “気づき”を今後、どう

引き出し、具体的な形で提示してあげられるかがポイントであり、その積み重ねが『在宅復帰』の実現

を可能とする。

【考 察】

１．実習開始前の背景：退院後１ヶ月半で在宅生活が困難となり、救護的に当院へ入院し６ヶ月が経過。

患者様・ご家族・スタッフが、それぞれの立場で方向性を見失っていた。

２．実習による変化と今後：実習生の理学療法評価により、距離を置いて患者様を見直せたことで、問

題の本質に迫り、それぞれの方向性を徐々にすり合わせ始めている。高い目標を実現するための努力は、

具体的方法・手段を携え、必ず現実の生活に移転され、新たな“気づき”や達成に通ずると信じたい。

３．療養生活の中の出会い：療養生活の中での医療・介護に関わる人との出会いは、患者様のその後の

時間に大きな影響を与える。チーム全体で支える医療・介護の実現が、患者様に携わる人々の心身の負

担軽減、患者様のチャンス拡大という角度からみても重要であると再認識した。



役役割割的的作作業業のの提提供供にによよりり意意欲欲向向上上ししたた症症例例ににつついいてて

北原脳神経外科病院リハビリテーション科

作業療法士 細谷愛恵（ホソヤヨシエ）

【はじめに】

今回、元来より呈している認知症に加え、脳梗塞発症により麻痺症状を呈し、家庭内役割の喪失を経

験した症例を担当する機会を得た。介入初期より、本症例のメンタル面に対応した治療を展開し効果を

得た為、ここに発表する。

【症例紹介】

80 歳代女性。病前より認知症あるも、食事・排泄・歩行は自立。長年農業に従事しており、畑へ行く

のが日課。介護保険要介護４で、週 2 回ヘルパーと週 3 回のデイサービスを利用。ADL は全般的に軽～

半介助を要し、混乱から動作開始困難・中断することが多くあった。また、基本的に全ての活動に対し

受動的で、意欲低下があり、促しさらに動作の誘導の介助が必要な状態であった。

【介入経過】

症例は当初、意識障害があり混乱している状態であったが、現状への気づきから不安感・焦燥感・不

全感を感じるようになる。それに加えて家庭内役割を喪失し、自身の将来への不安が増強していった。

症例に対し、ADL 訓練と平行して、段階付けしたアクティビティ（塗り絵から OTと共同作品としての貼

り絵）と役割的活動（屋上庭園の水やり・病棟カレンダーの貼り替え・エプロンたたみ）を導入した。

その結果、達成感・有能感を得られ、ADL では動作の開始困難・中断の機会が減少した。

【考察とまとめ】

本症例は、農業を社会的役割かつ家庭内役割として生活をしてきた症例である。脳梗塞発症により、

認知症症状に加え、麻痺症状の出現や慣れない病院の環境の中で混乱を呈し、焦燥感も強かった。今回

ＯＴは、ご本人の興味・分かりやすいことを重点的に、正のフィードバックを多く取り入れ、達成感や

有能感を味わえるよう関わった。その結果、ADL の中で、混乱して動作が中断する機会が減少し、自身

でやってみようという意欲向上が見られ、介助量軽減につながったと考える。生活背景を踏まえたメン

タルフォロー、楽しみ活動の導入における段階付けの重要性、直接的な ADL 訓練とアクティビティの相

互作用による心身機能やメンタル面の向上、そして ADL の自立度向上の効果について学んだ。



当法人におけるシーティング・クリニックの取り組み

永生病院 リハビリテーション部

○岩谷 清一 菅野 妙子 梅津 博子 表 みづき 松本 千子

小原 麻友美 山本 徹

介護老人保健施設イマジン 中里 創

永生クリニック 多良 淳二

地域リハビリテーション支援事業推進室 石濱 裕規

【はじめに】当院では平成 15 年 8 月より、入院患者を対象とし、ADL・QOL の維持・向上、

在宅支援、二次障害の予防を図ることを目的に、個々の身体機能並びに生活環境にあった車い

す座位姿勢を提供する取り組みとして、シーティング・クリニック（以下 SC）を開始してい

る。現在 SC は、当法人の老健・外来・訪問リハスタッフ等と連携をとりながら行なっている。

今回は、SC の開始から現在までの取り組みの経緯や、SC の実施状況等について、症例を加え

て紹介する。【当法人の紹介】当院は東京都八王子市に位置し、一般病棟、回復期リハビリテ

ーション病棟、療養病棟、精神科病棟からなる、病床数 667 床のケアミックスの病院である。

その他法人の事業所として、介護老人保健施設イマジン、永生クリニック（外来診療）、訪問

看護ステーションとんぼ・めだか・ひばりがあり、それぞれにリハスタッフが配置されている。

【SC の開始から現在までの経緯】平成 15 年 4 月、当院のリハビリテーションセンターの OT

科にて SC を企画し、同年 8 月からリハ専門医も加わり、組織立った取り組みとして発足した。

現在では PT、ST も加わり、各事業所のリハスタッフ、看護職、福祉用具関連業者、当院の褥

瘡対策委員会、地域リハビリテーション支援事業等との連携のもと行なわれている。また、SC

の取り組みの一環として、在宅支援従事者を対象とした講習会を行なっている。【SC の実施状

況】平成 15 年 8 月 8 日～平成 19 年 1 月 19 日までの SC の利用者は 251 名である。年齢層は

70～80 歳代が、全体の 66%を占めている。また利用者の疾患は、脳血管疾患が 64％、大腿骨

頚部骨折が 14％であった。【SC のシステムの概要】1)対象者：入院患者並びに老健、外来、

訪問リハの車いす利用者。2)参加者：本人・家族、リハ担当者、SC 担当者等。3)場所・頻度：

当院の OT 室にて実施。週 1 回１～2 名程度で、1 名につき 40～60 分程度。4)主な使用物品:

ティルト・リクライニング機能付きモジュラー車いす、簡易モジュラー車いす、座クッション、

背クッション、工具、体圧分布測定装置、ウレタンシート等。5)実施手順：①車いす適合の必

要性の判断：医師やリハ担当者、本人・家族の希望により SC の実施を決定する。②アセスメ

ントシートの作成：本人・家族の要望及びその他の情報、現在の車いす使用時の問題点、現在

の車いす座位の状態及び身体寸法、座位姿勢の問題点、身体の問題点をリハ担当者と SC 担当

者が記入する。③車いすの適合：アセスメントシートに基づき、シーティングの目標に優先順

位をつける。必要に応じてマット評価を行なう。車いすの適合中の経過は、随時、デジタルカ

メラで記録する。また、クッションの選択の一助として、体圧分布測定装置(FSA：Vita Medical

社製)を用いている。④試用及び導入：試用期間を 1 週間設け、実際の生活場面での使用状況

を、他職種と連携をとりながら評価する。その結果や適合で用いた物品の導入方法を、リハ担

当者が本人・家族に説明する。導入物品の決定後、リハ担当者はケアマネージャーや福祉用具

関連業者に連絡をする。在宅復帰の場合は、必要に応じて家屋評価時、適合に使用した車いす



を実際に持参し、評価する。また福祉用具貸与事業所から、レンタル品を退院予定日の１週間

程度前に病院へ搬入してもらい、リハスタッフが調整する。在宅復帰後は、電話連絡や在宅支

援に関与しているリハスタッフとの連携等により、使用状況を確認する。



 

施設紹介ポスター展示参加施設および作成担当者 

 

Ａ あい訪問看護ステーション 平生　智子

Ｂ 永生病院 渡辺　要一

Ｃ
永生会訪問看護ステーション
とんぼ・めだか・ひばり・いるか

藤本　博道

Ｄ 大久野病院 伊藤　正一

Ｅ 大久野病院訪問看護ステーション 伊藤　正一・戸田　修二

Ｆ 回心堂第二病院 田島　弘康・吉井　あゆみ

Ｇ 北原脳神経外科 中山　美穂子

H 北原リハビリテーション病院 岩上　さやか

Ｉ 寿光会　坂本第二病院 柚木　堅之亮

Ｊ 清智会記念病院 小笠原　尚和

Ｋ 鶴川サナトリウム病院 京田　重人

Ｌ デイケアセンター　オリーブ 飯坂　萌

Ｍ 東海大学八王子病院 猿渡　理代

Ｎ 東京医科大学八王子医療センター 谷口　紀夫

Ｏ 東京天使病院 佐々木　良

P 南多摩病院 田崎　浩司  


