第7回

南多摩医療と介護と地域をむすぶフォーラム
プログラム

9：30～ 受付開始・開場
10：00～ 開会の挨拶

10：05～11：05
Ⅰ：症例報告
座長
Ⅰ－１

Ⅰ－２

Ⅰ－３
Ⅰ－４

Ⅰ－５
Ⅰ－６
Ⅰ－７

南多摩地域リハビリテーション支援センター事務局
永生病院地域リハビリ支援事業推進室 室長 渡邉 要一

一般演題Ⅰ

（第１会場：イベントホール）

永見 直明 先生
多摩丘陵病院 診療技術部 理学療法科 主任
侵襲型人工呼吸器装着者の自宅退院支援
〜病棟および在宅スタッフの連携により退院を可能とした症例〜
永生病院 理学療法士 諸江 伸龍
陳旧性脳卒中患者に置ける肘痙縮の長期改善
〜BOTOX 治療後装具作成し長期間効果が持続した症例〜
東京天使病院 作業療法士 吉永 亮太
治療的関係を作るための患者との「出会い」について
ふれあい町田ホスピタル 作業療法士 小林 幸治
南多摩 RSC 学術集会から学んだことを症例に活かして
〜訪問看護ステーションの理学療法士の立場から〜
豊田訪問看護ステーション 理学療法士 小林 健一
標準型車いすの可能性 〜工夫と適合〜
永生会訪問看護ステーションいるか 理学療法士 星本 諭
価値ある作業の出逢いから、本来の自分を取り戻し、自宅退院に至った一症例
青梅三慶病院 作業療法士 渡邉 恒太
家屋調査を通して橋出血患者の在宅復帰を目指した経験
町田慶泉病院 理学療法士 稲田 美

11：05～11：15 休 憩
11：15～12：05 一般演題Ⅱ （第１会場：イベントホール）
Ⅱ：取組み・試み
座長
榎本 雪絵 先生
杏林大学保健学部理学療法科 准教授
Ⅱ－１ ポジショニングの取組み
特別養護老人ホーム マザアス日野 作業療法士 越路 雄祐
Ⅱ－２ 回復期脳卒中患者の麻痺側上肢に対する集中訓練法の提案
多摩丘陵病院 作業療法士 松岡 耕史
Ⅱ－３ 尐人数スタッフでの 365 日回復期リハビリ導入による効果と工夫
〜チームアプローチ強化を目指して〜
清智会記念病院 理学療法士 小笠原 尚和
Ⅱ－４ ケアとリハビリにおける当院での連携の在り方
北原国際病院 ケアワーカー 倉部 泰祐
Ⅱ－５ 西多摩保健医療圏域の取り組み
大久野病院 作業療法士 工藤 美和

12：05～13：00 昼 食
13：00～15：00 パネル閲覧・交流（第 2・第 3・第４会場）
第２会場 『生活環境・福祉用具』
（13：00～ コミュニケーション機器：14：40 分～）
第 3 会場

『地域交流』13：30～

第４会場

『アクティビティ』14：00～

第２会場：
【生活環境・福祉用具】・・・第１セミナー室

（併設 福祉機器展示）

①リハビリ部門における車椅子などの福祉用具のレンタル導入の試み
多摩丘陵病院 理学療法士
②安心生活のための住環境整備

中澤幹夫

株式会社山六 介護ショップミニロクメイト

③みんなが安心して住み続けられる「住まい」を作る
多摩ニュータウン・ケア連携バリアフリー改修事業
第 3 会場：
【地域交流】
・・・第 3・第 4 セミナー室
①旅行を振り返って

スマイル永生利用者 馬場 淑子 近藤 光雄
同理学療法士 奥野藍

②市民公開講座の取り組み・施設紹介

清智会記念病院

③失語症友の会『元気でやってる会』

多摩丘陵病院 言語聴覚士

④八王子にじの会

八王子にじの会事務局

小島 千寿子

⑤八王子言語聴覚士ネットワークによる講演会等の活動報告
訪問看護ステーションめだか 言語聴覚士 山本 徹
永生病院 白波瀬 元道
⑥描き続けるということ

中津 達夫

⑦「富士山」と私 この一年

百瀬 進

⑧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紹介 ～オオルリの会～
第 4 会場：
【アクティビティ】
・・・第５セミナー室
①高次脳機能障害・就労支援リハプログラム 丸八工房
②高次脳機能障害生活支援員養成講座について
③障がい者就労支援プロジェクト平成 23 年度事業報告
④北原国際病院 施設紹介
⑤北原リハビリテーション病院 施設紹介
⑥デイケアセンター オリーブ 施設紹介
⑦ふれあい町田便 vol.4 〜私たちの目指すもの〜
⑧エンジェルコート総合医療施設 施設紹介
⑨介護予防通所リハビリテーションセンター風々の活動紹介
⑩八王子保健生活協同組合と地域支援活動への取り組み
⑪平成 23 年度における永生会南多摩病院リハビリテーション科の取り組み
⑫南多摩地域リハ支援センター平成 23 年度新人研修の取組み
⑬南多摩地域リハ支援センター平成２３年度事業報告

15：00～18：00
シンポジウム：

「医療と介護と地域をむすぶ」

（第１会場：イベントホール）

座長 黒澤 秀幸 先生
八王子保健生活協同組合はちせい複合事業所もとはち 事務長
15：00〜15：30 小講義
「リハビリ医の妻が脳卒中になった時」
講師 長谷川 幹 先生
三軒茶屋リハビリテーションクリニック院長
15：30〜15：50 報

告

「どこまでもいつまでもイキイキと生活するために
〜対象者主体と多職種連携のツールとしての生活行為向上マネジメント〜」
講師 渡邉 基子 先生
石岡市医師会 介護老人保健施設ゆうゆう
リハビリテーション科 科長
(15：50〜16：00 休憩)
16：00〜17：30 シンポジウム
「マイペースで昨日まで、そして明日から」
水船 理一 様 城山地域リハビリテーションセンター利用者
「脳梗塞を越えて森に帰るまで

〜私をリハビリに駆り立てたもの〜」

松井 一郎 様 NPO 法人 森づくりフォーラム理事
新天本病院利用者
「
『天国の門』はどんな人に開かれるのか？」
増本 能人 様 ふれあい町田ホスピタル利用者
「小規模多機能の受け入れにより安定した在宅生活を維持できるようになるまで」
近藤 剛 様 八王子保健生活協同組合 小規模多機能 快杜 管理者
「音声障害、構音障害に対する
音声読み上げアプリケーション“指伝話”の使用経験」
赤木 家康 様 永生病院 副院長
17：30〜18：00 ディスカッション
18：00～ 閉会の挨拶

八王子市内地域包括支援センターによる

よろず相談

10:00～18:00：イベント・ホール前ホワイエ入口

概ね 65 歳以上の方とそのご家族様 お気軽にご相談下さい。

福祉機器展 10:00～18:00

「触れてみたい・使ってよかった・薦めたい」
福祉機器
第一会場

―皆様へのアンケートから 展示品目約 90 点―

イベントホール前ホワイエ

移動機器：車いす・クッション・歩行器・杖・靴・装具
在宅に適したティルト・リクライニング型車いす 超軽量おでかけ車いす
様々な歩行器

装具にあう靴 高機能装具等 圧測定とクッション等

第２会場
生活環境：ベッド・セルフケア・コミュニケーション・住宅改修
床上 5ｃｍ転落の心配がないベッド 床上 1.5cm 転んでも大丈夫な昇降座いす
ニーズに応じた入浴・排泄の支援
どう選ぶ

―自宅の湯船につかるために―

―手すりレンタル？住宅改修？段差解消機？― 南多摩に多い段差対応策

携帯端末で使えるコミュニケーション・エイド
レンタルできるコミュニケーション・エイド
出展
アビリティーズ・ケアネット株式会社八王子営業所
協和産業株式会社介護用品ショップ八王子店
株式会社トーカイ多摩営業所
パナソニック エイジフリーショップス株式会社 介護チェーン日野
フランスベッド株式会社メディカル南多摩営業所
日本オートランニングシステム株式会社
株式会社ヤマシタコーポレーション 相模原営業所
株式会山六 介護ショップミニロクメイト
協力
ローランド・ベッド株式会社
有限会社オフィス結アジア
有限会社テクノム
株式会社 ユーキ・トレーディング
株式会社 星光医療機器製作所
東名ブレ―ス株式会社
有限会社十字会ケアステーション

