


巻頭言

「南多摩 医療と介護と地域をつなぐ会 第 7回フォーラム」開催に寄せて

2011 年 3 月 11 日に発生した未曽有の大地震と津波により、尊い命を失われ

た方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、今なお、大きな不安を抱えながら、

厳しく、不自由な生活を強いられている被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げ

ます。

かつて経験したことのない深刻、広範かつ多面的な被害をもたらしている今回

の大震災に直面し、被災地の復旧・復興のため、多摩地区からも多くの皆さんが

支援活動に向かいました。現地では交通網や各種ネットワークが寸断された中、

懸命な作業が行われていました。また地域の障がい者、高齢者への支援について

は、震災直後より「被災前のような自立した生活をなるべく早く実現させる」こ

とを目標に現地の地域リハビリ支援センターが中心となり、全国から集まったボ

ランティアとともに活動していました。そこにはまさに地域リハビリテーション

のマインドが実践されていました。この苦難の中で生まれた絆やネットワークを

見本にして、われわれも南多摩圏域において、「その人らしく、安心に暮らせる」

町づくりに貢献できるよう今後も活動を続けていきたいと思います。

本会は今年度より当事者、ご家族様を含め、より多くの皆さんにご参加して頂

きたいとの趣旨から、連絡会の名称を「南多摩リハビリスタッフ合同会議」から

「南多摩 医療と介護と地域をつなぐ会」と改め、第 7 回目となるフォーラムの

テーマも「医療と介護と地域をつなぐ」と致しました。シンポジウムでは同テー

マのもと、シンポジストとして当事者の皆さんにスピーチをお願いしております。

ご発表をご快諾頂きました皆様に、感謝申し上げますと共に、参加される皆様方

の活発かつ実りある議論を期待しております。

なおパネル展示のコーナーは今年度よりテーマ別演題とし、ブースを 3カ所に

増やしました。昨年同様、大変多くのお申し込みを頂きました。今年も多くの皆

様の意見交換・交流の場が生まれることを楽しみにしております。

本会議の開催にあたりまして、ご協力・ご参加頂きます皆様方に大変なご尽力

を頂き、心より感謝しておりますとともに、本フォーラムを通じて新たな顔の見

える連携、当事者・ご家族様の生活の質の向上に寄与しうるようなリハビリテー

ション・ネットワーク推進の絆が深まることを祈念しております。

平成 24年 3月吉日



第 7回フォーラム プログラム

9：30～ 受付開始・開場

10：00～ 開会の挨拶   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

10：05～11：05 一般演題Ⅰ （第１会場：イベントホール）

Ⅰ：症例報告

     座長 永見 直明 先生

          多摩丘陵病院 診療技術部 理学療法科 主任

Ⅰ－１ 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

Ⅰ－２ 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

Ⅰ－３ 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

Ⅰ－４ 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

Ⅰ－５ 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

Ⅰ－６ 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

Ⅰ－７ 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 稲田裕美

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 少人数スタッフでの 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 パネル閲覧タイム（第 2・第 3・第４会場）

第２会場 『生活環境・福祉用具』

第 3会場 『地域交流』

第４会場 『アクティビティ』

イベントホール前ホワイエ 福祉機器展展示

           

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   



第 7回フォーラム 抄録集 もくじ

巻頭言   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

一般演題Ⅰ：症例報告

Ⅰ－１ 侵襲型人口呼吸器装着者の自宅退院支援        

Ⅰ－２ 陳旧性脳卒中患者に置ける肘痙縮の長期改善

Ⅰ－３ 治療的関係を作るための患者との「出会い」について

Ⅰ－４ 南多摩 RSC 学術集会から学んだことを症例に活かして

Ⅰ－５ 標準型車いすの可能性 〜工夫と適合〜

Ⅰ－６ 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

Ⅰ－７ 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

一般演題Ⅱ：研究報告

Ⅱ－１ ポジショニングの取組み

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

Ⅱ－３ 少人数スタッフでの 365 日回復期リハビリ導入による効果と工夫

Ⅱ－４ ケアとリハビリにおける当院での連携の在り方

Ⅱ－５ 西多摩保健医療圏域の取組み

テーマ別演題

【生活環境・福祉用具】

① 車椅子などの福祉用品のレンタル導入の試み

② 事例（山六）

③ みんなが安心して住み続けられる「住まい」を作る

【地域交流】

① 旅行を振り返って

② 市民公開講座の取り組み

③ 失語症友の会『元気でやってる会』

④ 八王子にじの会

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

⑥ 描き続けるということ

⑦ 「富士山」と私 この一年

【アクティビティ】

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 清智会記念病院 施設紹介



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

⑨ ふれあい町田便 vol.4 〜私たちの目指すもの〜

⑩ エンジェルコート総合医療施設 施設紹介

⑪ 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

⑫ 八王子保健生活協同組合と地域支援活動への取り組み

⑬ 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

⑭ 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

⑮ 南多摩地域リハ支援センター平成２３年度事業報告

講 義

「リハビリ医の妻が脳卒中になった時」

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〜」

シンポジウム：「医療と介護と地域をむすぶ」

「マイペースで昨日まで、そして明日から」

「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〜」

「『天国の門』はどんな人に開かれるのか？」

「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」

「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」

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 平成 23年度事業報告

① 新人セラピスト教育研修

② 地域リハビリ講習会

平成 23年度南多摩 医療と介護と地域をつなぐ会 運営スタッフ一覧



第２会場 第3会場 第４会場

イベントホール ホワイエ 第1セミナー室 第３・4セミナー室 第5セミナー室

9:00 会場設営 会場設営 会場設営 会場設営 会場設営

受付開始 福祉用具移動

10:00 展示

展示 展示 展示

11:00

12:00 （休憩）

13:00 発表

発表

14:00 発表

会場準備

15:00

16:00

17:00

撤収

18:00 撤収

19:00

第7回フォーラムタイムテーブル

撤収

終　　了

ポスター撤収

パネル撤収

（休憩）プレゼンテーション

一般演題（口述）Ⅰ

一般演題（口述）Ⅱ

小講義・報告

展示

展示

展示

第１会場

ポスター貼り ポスター貼り ポスター貼り

シンポジウム

展示

生活環境 地域交流 アクティビティ



会場案内図

  東急スクエア 12階

第 1 会場：イベントホール   … 一般演題・シンポジウム

第 2 会場：第 1 セミナー室   … テーマ別演題『生活環境・福祉用具』

第 3 会場：第 3・第 4 セミナー室 … テーマ別演題『地域交流』

第 4 会場：第 5 セミナー室   … テーマ別演題『アクティビティ』

                  （第２セミナー室：休憩室）

第1会場 
イベントホール  

第２会場 
『生活環境・福祉用具』  

103㎡  

受　 付

PM１：３０～２：３０  

第3会場
『地域交流』  

第4会場
『アクティビティ』  

休憩室  

福
祉
用
具
展
示  

【注意】

会場内は飲食可能ですが、床・カーペットなどを汚さないようにお気を付け下さい。



理学療法士・作業療法士の皆さんへ

生涯教育・新人教育の単位の読み換えについて

本会は平成 20 年度より東京都理学療法士会、東京都作業療法士会との共催事業であり、

以下の内容で単位の読み換えが可能となりました。つきましては手続き等ご留意ください

ますようお願い申し上げます。

＜理学療法士の皆さんへ＞

本会は東京都理学療法士会南多摩・西多摩ブロックでの新人教育プログラムの一環と

して、東京都理学療法士会共催で行われます。都士会員で、1年次および 2年次対象者

は「症例検討Ⅰ・Ⅱ」、3 年次対象者は「トピックスⅢ」に読み替えます。加えて、発

表者は該当年次にかかわらず（1年次～3年次）「症例検討Ⅲ」へ読み替えます。当日「受

講証明書」を発行いたしますので、「受講証明書」を受け取り、後日速やかに「単位読

替」の手続きをお取り下さい（方法は都士会ニュース・HPを参照）。なお、他士会員の

方へも「受講証明書」を発行しますが、単位読替については各士会担当者へお問い合わ

せ下さい。

＜作業療法士の皆さんへ＞

本会は東京都作業療法士会共催ですので、研修参加者には（社）日本作業療法士協会

「生涯教育制度」基礎研修ポイントを２ポイント付与いたします。また、発表者及び講

師をされた方には、それぞれ２ポイントを加算して付与いたします。当日発行される「受

講証明書」を受け取り、後日、東京都作業療法士会主催研修会受付窓口にて提示いただ

ければ、生涯教育手帳に押印いたします。研修会以外でのポイント付与方法については

現在検討中です。なお、他県士会員のポイント付与については各県士会担当者へお問合

せください。



一般演題Ⅰ

症例報告



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〜

医療法人社団永生会 永生病院リハビリテーション部

                   ○ 理学療法士 諸江 伸龍
モロエ ノブタツ

【はじめに】COPD 急性増悪により当院入院し、3年 6カ月の入院療養中に人工呼吸器管理となった方の自

宅退院支援をするにあたり、当院および在宅スタッフとの連携により自宅退院後安定した療養生活を送るこ

とのできた症例を担当したのでここに報告する．

【説明と同意】本症例の公表について、事前にご患者及びご家族に説明し同意を得た．

【現病歴】74 歳男性．発症不明の COPD の患者．平成 19 年 6 月に急性増悪にて A 病院へ緊急入院．CO2

ナルコーシスを繰り返し、平成 20年 1月 22日 NPPVにて自宅退院するが同調せず、平成 20年 1月 24日

に意識レベル低下にて A 病院へ再度救急搬送．肺炎を合併し気管切開により人工呼吸管理となる．その後、

平成 20 年 4 月 1 日人工呼吸器離脱となり、A 病院にて自宅退院も検討されたが、急変時の体験がトラウマ

となり医療機関の療養をご本人が希望されたため気管切開による呼吸管理にて平成20年4月24日当院入院．

【当院での経過】開始当初は運動時 O2＝3ℓにて車いす離床を中心に筋力強化・平行棒内歩行を実施するが、

平成 20 年 11月 3 日及び平成 22 年 7月 30 日に CO2ナルコーシスにて人工呼吸器管理．ウイニングも検討

されたが、過去の血液ガス検査において pCO2＝70～90torr と重度の高炭酸ガス血症を呈していたことから

完全離脱はせず、pCO2＝50～60torrの管理を目標に離床時のみウイニングを実施．車いす乗車が安定すると

患者の退院への意欲が出てくるようになる．家族も本人の自宅退院を希望していたため、介護への意欲も十

分にあることから退院支援を実施した．【実施した支援】認知面に問題がなかったため、本人から不安に感じ

ている点を具体的に聞き出して対応することで、退院を円滑に行えると考えた．以下に本人の不安とそれに

対するスタッフの対応を表にまとめる。

本人の不安 スタッフ 対応内容

かかりつけ医は 24h対応か？ かかりつけ B病院(事務長) 24h対応である旨をサ担で説明

訪問看護は 24h対応か？ 訪問看護ステーション Nrs. 病室訪問とサ担にて 24h対応の説明

人工呼吸器の種類と設定 Dr. PT、人工呼吸器業者、救

急救命士

搬送時及び在宅で使用する予定の呼吸器を先行導入．

設定評価して退院当日は呼吸器業者に同行依頼し、操

作方法を家族指導

酸素の装置の使用方法 Dr. PT、酸素業者 血液ガス検査にて必要酸素量を設定、操作方法を家族

指導

吸引の方法は？

妻ができないと困る

当院 Nrs. 訪問 Nrs. 退院前に吸引指導し、かつ退院時に訪問Nrs.と共同し

て在宅設定で吸引指導。使用備品の確認

自宅への搬入方法 ケアマネ、PT、民間救急、救

急救命士、当院Nrs.
家屋評価時にケアマネ同行．評価内容を民間救急に連

絡．ストレッチャーにて搬入可能と判断

電源は足りるのか？ PT、電力会社、ケアマネ 家屋評価時にコンセント数を確認．使用器具を伝え、

配線及び許容アンペアの確認

全体におけるマネージメントはMSWとケアマネと共に進行していった．

【考察】今回の退院支援において、サービス担当者会議の実施から退院まで約 1 週間という短い時間で退院

支援が行えた。その理由として、退院前と退院時に民間救急業者以外のすべてのスタッフが顔を合わせて細

かい申し送りが行えたことであると考える。特に病院と在宅の看護師がそれぞれ自宅で顔を合わせて呼吸器、

吸引器、酸素ボンベの使用方法や備品等の確認、急変時の対応について自宅で話し合ったことが、本人、家

族に安心を与えることができたと考える。また、反省すべき点は在宅で使用する在宅酸素装置と人工呼吸器

の選定が退院 3 日前となり、操作指導が自宅到着時となってしまった．そのため、退院時の家族の負担を増

やしてしまったことである．しかし、理学療法士が積極的に人工呼吸器の知識を持つことで、専門病院でな

くても退院マネージメントは可能であると思われる。



陳旧性脳卒中患者における肘痙縮の長期改善経過

～BOTOX 治療後装具作成し長期間効果が持続した症例～

        

             ○ 吉永亮太 1） 二瓶篤史 2）

１）東京天使病院 リハビリテーション科 作業療法士

２）東京天使病院 リハビリテーション科 理学療法士

【はじめに】ボツリヌス治療（以下 BOTOX 療法）について梶ら１）は、運動療法との併用のほか、装具療法の併用

による持続伸張を行う事がより有効な結果をもたらすとしている。また、装具療法に対して西岡ら２）は、拘縮を効果

的に改善するには、低負荷で長時間持続的伸張が必要であり、そこに装具療法が有効としている。今回我々は、慢性

期脳卒中患者の肘痙縮に対し、BOTOX 治療及び肘伸展装具を併用し、長期間の良好な痙縮改善の成績を得たのでこ

こに報告する。

【症例紹介及び経過】65 歳、女性 2000.7.12 脳梗塞（右基底核・放線冠）を発症。2009.12.19 より当院外来リハビ

リテーションを開始。2011.9.1 に BOTOX 治療（上腕二頭筋：25 単位×2･浅指屈筋：50 単位＋10 単位×2･橈側手

根屈筋：50 単位･尺側手根屈筋：50 単位・長母指屈筋：20 単位 合計 240 単位）その後、外来リハビリテーション

で関節可動域訓練を中心とする作業療法を実施。2012.1.18 肘持続伸展装具作成。通常のリハビリテーションに加え、

肘伸展装具を自宅で 2 時間装着する自主トレーニングを追加。2012.1.26 に 2 回目の BOTOX 筋注実施。現在に至る。

Disability Assessment Scale   2011.8.28  9.9  10.22  11.18 12.23   1.20 1.27  2.10                      

手の衛生状態          2   1   1  1   1      2     １     1                           
疼痛          0   0   0 0    0      0        0      0                       

着衣動作           1   1   1   1      1      1       1      1                        
上肢の肢位               2      1      1     1      2      2      1      1                      

Modified Ashworth Scale     2011.8.28   9.9  10.22   11.18 12.23  1.20    1.27    2.10                     

       Beceps                      2      1＋ 1     1＋  1+     1+  1+   1
Active ROM                 2011.8.28   9.9  10.22   11.18  12.23  1.20    1.27    2.10        
Elbow extension                  -75     -30    -15     -25    -35   -30    -15     -10

【痙縮の評価】期間 A：装具作成前の 7 日間（12.1.11～18）期間 B：装具作成後の 7 日間（2012.1.18～25）と設定

した。なお、速度計測方法は患者を背臥位にし肩関節外転 90°の姿勢をとり患者には「出来るだけ早く肘を伸ばし

て下さい」と指示をしその時の Active の ROM を計測した。これをリハビリテ―ション開始前に 2 回実施、又任天

堂 Wii を使い伸展方向への最大加速度を測定した。なお、統計処理は、対応のあるｔ検定を用いた。

【結果】肘関節伸展角度は、期間 A では、平均－40.00±5.0°期間 B－27.00±7.583°であった。装具ありで有意な

改善を認めた（P＜0.0123）肘伸展加速度では、装具なし平均 0,556±0.070 m/ｓ２装具あり 0.812±0.100m/ｓ２であ

り速度でも有意な改善が認められた（P＜0.0014）
【結語】BOTOX 治療は新たな痙縮の治療手段として期待されている。また装具療法は、時間や場所にとらわれるこ

となく筋伸張状態を保つことが出来る。今回、BOTOX 治療と装具療法を併用し、長期効果をもたらした症例を担当

した。

現在、発症から長期間経過した脳卒中患者において、医療保険における積極的なリハビリテーションを実施する事は

困難な現状である。しかしながら、今回担当した 10 年来の脳卒中患者において肘痙縮に対して BOTOX 療法・装具

療法の併用をする事で明らかな改善を得る事が出来た。今後は外来リハビリテーション利用患者等、積極的なリハビ

リテーションを行えない症例に対し、継続的に今回の治療手段を行い、症例数を増やしていき有用性を検討していく。



治療的関係を作るための患者との「出会い」について

（医）康心会ふれあい町田ホスピタルリハビリテーション科

              首都大学東京大学院人間健康科学研究科

        ○ 作業療法士 小林幸治

【キーワード】 作業療法，対人支援，間主体性，現象学

【背景】筆者は地域の一般病院に勤務し，入院や外来の患者に対してリハビリ（作業療法：以下 OT）に従事し

てきた．多くの人は，病気と向き合う際に，それを不幸な事と捉えたり，喫煙や飲酒等の物理的原因の結果と

したり，休めの合図だとしたり，気の持ちようと捉える．一方で，病気はたくさんの愛に出会える機会と捉え

る考え方もあるという（白取,2005）．筆者の経験では，これまで OTが上手く行ったと感じる事例には，事例

との出会いや治療的関係において共通する構造があると思える．保健医療福祉領域研究におけるグランドセオ

リーとして重要な現象学では，支援者と患者の間には支援の意味を求めあう共通の実存構造があるとされる

（佐久川,2009）．今回，具体的事例を通し，リハビリにおいて良好な影響を生じさせる治療的関係を作るため

の患者との「出会い」について若干の考察をする．

【事例 1】50 代男性，脳出血，右片麻痺．退院後，単身生活を再開し配置転換後に職場復帰．身体が動きにく

くなり不安を外来リハ開始となった．初回に OTへのニードを伺ったところ，それまでリハビリのニードを問

われた事がなく，リハビリは療法士側が提供する内容を一方的に行うものだと思っており非常に驚いたと言い，

以降，OT は機能訓練を行いながらも職場で苦労している点や障害を伴って社会で生活していく事で感じる問題

などを話し合う場となった．作業療法士（以下 OTR）は会話を通して通常のリハでは得られないような事例へ

の理解や共感が得られてきたと感じ，同時に実施してきた理学療法とは異なる支援が行えているのではないか

と思った．

【事例 2】80 代女性，大腿骨骨折術後，既往に脳梗塞とうつ病．2年前脳梗塞後の入院リハで OTRが担当し，

単身自宅退院以降もメールや自宅訪問などでインフォーマルな支援を行っていた．OTR は骨折直後の事例の混

乱の言葉を受け止め，その後の回復期リハも担当となり，看護師や理学療法士等の担当チーム間でキーマンと

なる関わりを意識して進めた．回復期では急性期とは異なる不安，痛みで順調にリハが進まない事，病棟スタ

ッフに分かってもらえない事，遠方に住む家族との退院先についての意見の相違等から生じる多くの葛藤が見

られた．OTR は，老齢期に一人で悩み自分の中で苦しむ事例の生き方に対し，前回以降の関わりから継続的に

辿ってきた得難い支援の機会である事を感じている．事例はリハで上手く歩けた時と精神的に苦しんでいる時

とで「最高と最悪の気分の中を行き来している」と話した．

【考察】鯨岡は，お互いが相手を主体として受け止め合う関係なのだという認識に立つ事で支援の意味が明ら

かになるとする．出会いによって，人は相手の行動や言葉を通して互いが現実に投げ出されて在る事を実感し，

自己の存在をよりよく知る機会を得ると思われる．リハビリの過程の中では，特にフロー状態という初めて杖

で歩けた等の喜びの瞬間，あるいは現実的制約の中で上手く行かない事に直面した際の苦しみや不安において，

佐久川のいう支援の意味を求め合う事が実感される．良好な治療的関係が患者のリハへの取り組みを支援し，

患者の変化に間接的に影響を与える（Kielhofner,2005）．

発表させて頂き，考察の機会を頂いた事例の方々に感謝いたします．



南多摩ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ合同会議・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

【はじめに】

第 4 回の学術集会から参加するようになり、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑや基調講演を聞き、臨床の現場で活用しながら理学療

法を行ってきた。現在、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの理学療法士として維持期（生活期）（展開期）で働いているが、退

院後の在宅生活を多職種による援助・連携により、主体的に送るようになった症例を経験したのでここに報

告する。

【症例紹介】

昨年 2月に脳梗塞（右中大脳動脈）発症の 50代男性、左片麻痺、注意障害、左半側空間無視、構成障害、病

識低下等の後遺症が残り、8 月に自宅退院となる。退院前ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰより、病前からあまり人と関わる事を好

まず、言いたいことを言わずに抱え込む性格であるため、長期的な関わりでﾘﾊﾋﾞﾘしてほしいとの情報提供が

あった。両親は他界しており、姉と 2人暮らし、週 3日は仕事に出かけるため常に介護に関われない状況。

【評価】

左片麻痺（Br.stage 上肢Ⅲ 手指Ⅱ 下肢Ⅲ）、感覚障害：重度鈍麻、起居動作：自立、移動（歩行）動作：

屋内歩行は T字杖を使用し左短下肢装具を付けて短距離を見守りで可、セルフケア：入浴以外は自立、環境

整備：退院時の家屋評価により手摺設置済み

【介入経過】

初回訪問時は「聞く・聴く・（効く）」を実践、理学療法士のものさしを持たず（先入観を排除）に、本人の

話を聞き取ることに専念した。「治す―治される」の関係でなく本音を話せる関係を築いていった。3回目の

訪問時に「ｾﾗﾋﾟｽﾄは専門用語を使って説明するが、自分には内容がほとんど解らなかった」と。また、今の

具体的なﾎｰﾌﾟは「ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱまで歩いて買い物に行きたい」と語り始めた。この目標達成を主体的（自分で

決めて結果に責任を持つ）に考えるために、治療ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを提案し納得するまで一緒に考えた。訪問時の達成

課題を毎回可能なﾚﾍﾞﾙに設定し達成感（できた）を共有、終了時に次回の達成課題をｼｭﾐﾚｰｼｮﾝして自主ﾄﾚｰﾆ

ﾝｸﾞを行うよう促した。介入して 3 ヶ月後、屋外歩行距離（約 300ｍ）が延びて疲労の訴えが減ったため、ｹ

ｱﾏﾈｼﾞｬｰに情報提供しｻｰﾋﾞｽ担当者会議を開催、ﾍﾙﾊﾟｰと姉の協力を依頼し目標が達成された。現在は、近隣の

友人宅へ遊びに出掛けるなど活動範囲が広がっていて、今後はﾊﾞｽや電車の公共交通機関を利用することを目

標としている。

【考察】

訪問でのﾘﾊﾋﾞﾘは在宅（自分の城）で行われるので、意見、自己決定がしやすく主体的になりやすいと言われ

ている。本症例では客観的に必要としているﾆｰｽﾞ（歩く）に合わせ、屋外歩行ができた、道路が歩けた、坂

道が歩けた、歩ける距離が延びた、歩行ｽﾋﾟｰﾄﾞが速くなった、などの経験から少しずつ自信がつき、毎回自

分の目標に近づいていることを実感できたこと、開始 2ヶ月頃より「2回休憩を挟めばｺﾝﾋﾞﾆまで行ける」や

「階段を多く練習すれば歩行距離が延びると思う」などの発言が多くなり意欲が向上してきたこと、ｻｰﾋﾞｽ

担当者会議の頃には目標に対して具体的な方法（車椅子をﾚﾝﾀﾙしいつでも休憩できるよう後ろから姉に付い

てきてもらう）を本人が考えたことなど主体性の再構築を行えたことが良かったと考える。今回、理学療法

の進み具合を定期的に情報提供しﾁｰﾑとなって自己決定を援助することで目標達成できたが、ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ、ﾍﾙﾊﾟ

ｰ、家族の協力がなければ達成できなかったと考える。



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
ホシモト サトシ

標準型車いすでも工夫することで有効な適合も可能である。今回標準型車いすで良好な結果を得て，

適合の重要性を再認識した２症例の経験を報告する。なお対象者，主介護者に説明し同意を得て行った。

1. 症例 A 通所介護施設(デイサービス)
症例 Aは左片麻痺症例で腰

椎圧迫骨折受傷。その後体幹

筋力低下により，食事時に麻

痺側へ体幹側屈していくため

食べこぼしや車いすから転落

の危険性があった。

【適合】標準型車いすに半円

筒状のアームレストをギプス

(ALCARE 社製 キャストライト・α)で作製して設置することにより麻痺側肘で支持可能となった。食

事時の座位姿勢もほぼ中間位となり食事時の交流も改善。その後、座位保持能力向上に伴い，逆に過介

助になるものと考えギプスアームレストは除去した。デイでは馬蹄型歩行車で移動し，食事時には家具

イスを使用している。

2. 症例 B 訪問看護ステーションからのリハビリ(訪問リハビリ)
症例 Bは転倒・左大腿骨頸部骨折後に保

存的治療，偽関節と診断。左荷重を避ける

ように左骨盤挙上・後方回旋，股内転位で

重心を右座骨に変位。モジュラ車いす使用

していたが右に転落の危険性があり，5 分

程で不快感の訴えがありベッド対応だった。

【適合】良肢位と座位時間延長を目的に適

合。モジュラ車いす(屋内)・標準型車いす(屋
外)2台レンタルから標準型車いす 1台とし，

アカデミークッション(ラックヘルスケア

社製)とバックサポートディープ(ユーキト

レーディング社製)を付加することで，不快

感の訴えなく座位時間が 30 分以上に延長。主介護者・デイ職員から，良肢位で転落危険性も少なく，

コンパクトで移動介助も楽になったとのコメントも得た。

障害の治療的視点から車いすを適合し，症例 A はギプスアームレストを除去できた。一方，症例 B
は改善困難な症例であり継続利用が必要と考えられる。福祉機器は介入方法と同時に介入・継続・終了

のタイミングや，臨床的には経済性の検討も重要である。機器の選定・調節の前提としては治療的視点

や適合技術が必須である。適合なき選定・調節はないように今後も適合技術の研鑽に努めたい。

適合後

適合後適合前

適合前



価値ある作業との出逢いから、 本来の自分を取り戻し、自宅退院に至った一症例

                          青梅三慶病院リハビリテーション科

                      ○ 作業療法士 渡邉恒太
ワタナベ コウタ

【はじめに】今回、陳旧性圧迫骨折(診断名：腰椎圧迫骨折)を呈した 80代前半の女性を担当する機会を得た。

入院初期でＡＤＬは自立されるも、退院に対して前向きでない発言が多く聞かれた。価値ある作業に出逢い、

自宅退院までに至った経過を報告する。

【ケース紹介】80代前半。入院経緯は腰部の痛みから体動困難になり、そのまま A病院に入院する。その後、

リハビリ目的にて当院に転院される。

生活歴は 40代まで教師をされ、その後母親と死別された事をきっかけにうつ傾向があった。教師の仕事を

引退してからは家事を行いながら絵画、書道、ゲートボールなど、趣味を楽しんでいた。

【作業療法評価】入院初期より腰部の痛みの訴えは少なく FIM:124/126点。独歩にて病棟フリー。認知機

能面においても細かなスケジュールなどを自身で記載し管理する事が出来た。しかし感情失禁が度々あり、

生真面目な性格でストレスを溜めこみやすい傾向が見られた。「旦那に家事を手伝わされる事が嫌」「家に帰

っても召使いみたいなものだから、入院生活の方が良い。退院したくない」など、退院に対してネガティブ

な発言も多く聞かれていた。

【初期の介入】ＯＴでは介入初期、ケースの家事に対する認識(家事=召使い)に迷いながらも、自宅退院に必

要と考えたため、家事動作の練習を実施した。すると、精神的に落ち込む事が多くなり、家族を通して不満

の訴えも聞かれるようになった。

【介入計画の再考】傾聴での対応をこころがけ、ナラティブスロープを作成した。すると、ここ数年で孫が

遊びに来なくなった事・旦那との時間が増えた事・橈骨を骨折し自信を失った事が影響し、価値ある作業遂

行機会(楽しみ)の欠如が自己有能感の低下につながっている事が明らかになった。よって作業療法では、価値

ある作業を見つけケースらしさを取り戻せるよう援助を行った。また、ケースの悩みの傾聴や人的環境(旦
那・長女)への働きかけも並行して援助を行った。

【介入経過】介入計画の再考後、入院時に見られた感情失禁は徐々になくなり、不満に囚われる様子は減少

していった。その後、エレクトーンに出逢い、OT 以外の時間でも自主的に取り組むようになった。他患や

旦那の事で不安や悩みに直面した際は、エレクトーンに没頭しストレスの回避を図る事も多くなった。

退院時の担当者会議では「私はしたくない事をするために歳をとったわけじゃありません」「エレクトーン

がしたいです」と自身からケアプランを提案された。

【考察】介入の再考後、ケースはエレクトーンとの出逢いから内在化した葛藤を発散する事が出来、自己有

能感の向上につながる事となったと考える。エレクトーンはケースの教師時代を思い起こさせる作業であり、

幼い頃の長女・孫との時間を思い起こさせる作業でもあると考える。そのために、ケースらしさを再獲得す

るきっかけになったのではないかと考える。ＯＴの傾聴やケースの主体性重視・価値ある作業を共に探索す

る姿勢が、信頼関係の構築・挑戦意欲の向上につながり、ケースにとって価値ある作業(エレクトーン)との出

逢いに至ったのではないかと考える。

ナラティブスロープの作成で介入がスムーズになった経験を経て、作業療法の介入で語りを重視する事は、

援助の上で欠かせない事を再認識させられた。

【退院後】訪問リハビリ・通所リハビリを利用し、ケースのストレス・不安軽減を図っていった。



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 リハビリテーション部

                         ○ 稲田 裕美
イ ナ ダ ユ ウ ミ

斉藤 明
サイトウ アキラ

【はじめに】

今回 3 回の家屋調査を通し、家族の介護不安が改善し介護協力が得られたことで、在宅復帰が実現した患

者を担当した。入院中の経過とリハビリスタッフの関わりについてここに報告する。

【症例紹介】

左橋出血を発症した 70 歳代男性。妻と 2 人暮らしで 2 階建ての一軒家で洋式生活を送っていた。受傷前

ADL は全自立で、本人・家族ともに在宅復帰を希望されていた。

【基本情報】

右上下肢・体幹失調症，重度の左顔面麻痺，構音障害，右上下肢・左顔面の表在感覚軽度鈍麻・しびれあ

り。右肩・股関節 ROM 制限あり，体幹・下肢筋力 MMT4～5 レベル。

①Berg Balance Scale：34 点(入院後 45 日目)，40 点(88 日目)，42 点(141 日目)。②FIM(リハ/病棟)：57/43
点(10 日目)，100/80 点(52 日目)，106/97 点(85 日目)，113/109 点(113 日目)，116/110 点(150 日目)。PT、
OT、ST はそれぞれ入院初日よりおよそ 5 ヶ月間介入。

【入院経過】

①カンファレンス：計 5 回(10・52・85・113・150 日目)実施。②ムンテラ：計 3 回(30・59・129 日目)
実施。③家屋調査：計 3 回(74・116・136 日目)実施。④安静度：W/C での病棟 ADL が 133 日間、その後、

日中のみ手放し歩行自立へ。

52 日目のリハと病棟との FIM の差が 20 点と、『できる ADL』と『している ADL』との間にギャップが

あり、本人や家族の精神面へも影響していた。

【考察・まとめ】

入院初日より約 5 か月間介入した結果、FIM の運動項目とバランス機能の双方に改善がみられた。計 3 回

の家屋調査を実施した理由は、在宅復帰に対し、本人・家族が不安や焦りを生じ一時的に方向性が不明瞭に

なったことや、消極的な妻にリハビリ見学を促しても現状把握が十分に行えなかったことが挙げられた。し

かし、本症例はリハスタッフのアプローチにより ADL 屋内自立，屋外見守りまで改善し、家族の介護協力が

得られ在宅復帰が実現された。在宅復帰を目指す上で、複数回の家屋調査を行うことは有効であると考える。



一般演題Ⅱ

取組み・試み



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

                      ○機能訓練指導員（ＯＴ） 越路雄祐
コシ ジユウスケ

はじめに

当施設（100 床）での個別機能訓練頻度は週１回程度である。特養という生活の場では、ただ単に訓練回

数や強度を上げる事だけではなく、人生の限られた時間の中で QOL 向上にどう繋げるかにより焦点を置く

必要がある。ポジショニングなど環境面への配慮はより重要性が高いと思われる。

問題点

ポジショニング実施上の問題点として２点挙げられる。１点目はポジショニング方法が一定しない、２点

目はポジショニング材料が不足している事である。１点目に対しては、仰臥位や側臥位毎にポジショニング

検討写真を作成しフロアに資料提供する、介護員対象にポジショニング勉強会を月１回開催することで対応

している。２点目に対しては、高さの変化がつけやすく、汚染処理しやすく、経済的で、容易に入手可能な

クッションを選定した。１個あたりの単価は 1,000 円前後である。クッションの有効性を１週間のモニタリ

ングで確認し、利用者家族へ購入を促している。

実施状況

Ｈ22 年 12 月からＨ23 年 11 月までの 1 年間でポジショニング検討累計は 48 件、クッション購入累計は

16件である。

結果

ポジショニング介入前後の 1 年間の経過をみる。H22 年 12 月と H23 年 11月のデータ変化を、ポジショ

ニング介入がある・なしの 2群で考察する。使用データは、知覚の認知、湿潤、活動性、可動性、栄養状態、

摩擦とズレ、ブレデンスケールの７変数による。両群ともブレデンスケールのみが統計的に有意であった

(P<0.05)。介入ありの平均値変化は－0.46154（表－1）、介入なしでは－0.5833 であった。ポジショニング

介入ありの平均値変化がより少ないことはポジショニングを継続することで現状の身体状態をより長く維持

する効果が期待できるのではないかと考える。

終りに

太田は介護期リハビリテーションの中で右肩下がりの身体評価を提案している 1）。今回の結果が右肩下が

りの身体機能低下に対して時間的に緩和させることに一定の効果があることを示唆しているのではないかと

思う。

参考文献 １）大田仁史（2010）：介護期リハビリテーションのすすめ．111－124，青海社，東京



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

     ○ 松岡耕史（OT）1）,3），三沢幸史（OT）1），西川洋介（Dr.）2），淺井憲義（OT）3），福田倫也（Dr.）3）

            1）多摩丘陵病院 診療技術部 作業療法科，2）多摩丘陵病院 診療部，3）北里大学大学院 医療系研究科

【はじめに】

本邦におけるconstraint induced movement therapy（CI療法）は，主に維持期の脳卒中患者に対して行われている．

しかし，未だ少数の施設でしか行われていないのが現状であり，回復期病院においてはさらに少ない．CI療法が積極的に

行われていない理由に，診療報酬，担当セラピストの負担，実施時間の確保，対象者へのストレスの問題がある．そこで

我々は，病棟にて実施時間を短縮して行う，回復期リハビリテーション（リハ）病棟用の新しいCI療法のプログラムを作

成した．

【目的】

入院病棟において1日3時間のCI療法を10日間実施することが，同療法を実施しない場合と比較して，麻痺側上肢機能，

および麻痺側上肢の日常生活での使用頻度と動作の質が改善するかについて，比較すること．

【対象】

当院リハ病棟に入院した脳卒中患者7例（脳梗塞5例，脳出血2例，男性5例，女性2例．年齢57±10歳，発症後期間104
±38日）．治療開始時のBrunnstrom stageは上肢，手指共に4以上であった．主な適応基準として，歩行とセルフケアが自

立し，認知機能障害が認められないこと等とした．4例はCI療法を実施し（CI群），3例は従来のリハを実施した（従来群）．

【方法】

CI群は，1時間の作業療法と，2時間の病棟での自主訓練にて，平日のみ10日間，非麻痺側上肢を三角巾で拘束し，麻

痺側上肢訓練を実施した．一方従来群は，1日1時間の作業療法を実施した．対象者に麻痺側上肢の問題点を理解・解決さ

せる方法を学習させ，日常生活での麻痺側上肢の使用頻度や動作の質を改善させるために，Morrisら（2006）のTransfer 
Packageを参考にし，プログラム作成と自主訓練指導を実施した．病棟で自主訓練を実施しているか確認するために，自

主訓練実施確認表を作成した．麻痺側上肢機能を上田式12段階片麻痺機能テスト，Wolf Motor Function Test（WMFT）
の課題遂行時間とFunctional Ability Scale（FAS），および簡易上肢機能検査（STEF）で評価し，麻痺側上肢の日常生活

での使用頻度をMotor Activity Log（MAL）のAmount of Use（AOU）で，動作の質をMALのQuality of Movement（QOM）

で評価した．各評価を介入前，介入後，3～4週後で実施しこれらを比較検討した．なお，本研究は当院倫理委員会で承認

され（多丘倫23-1番），患者へ事前に研究の趣旨を説明し紙面で同意を得た．

【結果】

7例中6例（CI群4例，従来群2例）は最後まで訓練を実施し，1例は早期退院のため中止となった．介入前後で，CI群の

STEFの値（点）は，13→55，57→70，18→67，7→14（図1），WMFTの課題遂行時間の合計（秒）は，64→44，192
→165，171→27，673→300（図2）に改善した．一方従来群のSTEFの値は，66→65，83→92（図3），WMFTの課題遂

行時間の合計は，82→48，37→28（図4）に改善した．また，介入前後の改善率（かっこ内は値）は，CI群のWMFTの
FASで21.6%（3.33→4.05），MALのAOUで66.7%（1.38→2.30），QOMで88.0%（1.25→2.35）であった．一方従来群

の改善率は，WMFTのFASで1.3%（3.85→3.90），MALのAOUで19.5%（2.05→2.45），QOMで13.0%（3.00→3.45）で

あった．介入前後で，CI群は従来群に比べSTEF，WMFT，MALの値に改善の傾向が認められた．また，介入3～4週経

過した時点のSTEF，WMFT，MALの値に関して，CI群の介入時の効果が持続して認められた．

【考察】

今回の検討により，介入前後でCI群は従来群よりもSTEF，WMFT，MALの値において改善の傾向があり，介入から3
～4週後でも多くの症例でその効果が持続していた．原法のCI療法に比較して，リハ実施時間を3時間へ短縮し，そのうち

2時間を病棟において自主的に訓練するmodified CI療法は，従来のリハよりも麻痺側上肢機能，および麻痺側上肢の日常

生活における使用頻度・動作の質を改善させる可能性がある．



少人数スタッフでの 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～

                    医療法人社団清智会清智会記念病院リハビリテーション部
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                       理学療法士 江藤 明日香 作業療法士 梅原 ちひろ

＜はじめに＞

当院回復期病棟は30 床を有し、PT3名 OT4 名 ST3名計 10 名(専従 PT2 名 OT1 名)のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ（以下ﾘﾊﾋﾞﾘ）

ｽﾀｯﾌが対応している。今回診療報酬の改正に伴い、2010 年 10 月より休日ﾘﾊﾋﾞﾘ体制加算を取得し、365 日ﾘﾊ

ﾋﾞﾘを提供できる環境を整えた。当回復期病棟では『ﾁｰﾑｱﾌﾟﾛｰﾁの強化』『質の高いﾘﾊﾋﾞﾘの提供』を目標に挙

げ、退院後にご本人もご家族も充実した生活を送ることができるよう支援している。今回の体制移行に伴い、

ﾏﾝﾊﾟﾜｰ不足による単位数の低下等が予測されたため、業務改善を実施し、連続性のあるﾘﾊﾋﾞﾘの提供およびよ

り良い支援を検討する目的も含め、ﾘﾊﾋﾞﾘ介入の効果について比較検討した。

＜対象＞

365 日実施開始前後（実施前：2009/10/1～2010/9/31、実施後：2010/10/1～2011/9/31）に当院回復期病

棟を退院した患者を対象とした。実施前 221 名、実施後 271 名。

＜方法＞

実施前後においてそれぞれ、在院日数、1日平均ﾘﾊﾋﾞﾘ実施単位数、BI 利得、BI 効率、ADL 利得についてｔ

検定を用いて比較検討した。また各項目に対する疾患、体制の変化、転帰先、1日平均ﾘﾊﾋﾞﾘ実施単位数の影

響度を重回帰分析を用いて比較・検討した。

＜結果＞

在院日数は、実施前 41.33 日、実施後 39.23 日。1 日平均ﾘﾊﾋﾞﾘ実施単位数は、実施前 2.25 単位、実施後

2.83 単位であり、いずれも疾患の影響が大きかった。BI利得は実施前 17.76 点、実施後 20.01 点であり、転

帰先の影響が大きかった。BI 効率は、実施前 0.58 点/日、実施後 0.73点/日であり、疾患と転帰先の影響が

大きかった。ADL 利得は、実施前2.98 点、実施後 3.06 点であり、疾患と 1日平均ﾘﾊﾋﾞﾘ実施単位数の影響が

大きかった。全ての項目において平均値は改善しているが有意差は認められなかった。

＜考察＞

この結果から両群間の全ての項目で有意差は認められず、365 日体制によるﾘﾊﾋﾞﾘ介入効果は顕著に認めら

れなかった。しかし僅かながら在院日数の短縮とﾘﾊﾋﾞﾘ施行単位数の増加を認めた。これは 365 日体制への変

更に際し実施した業務改善への取り組みが結果に表れたものと考えられる。内容としては朝の病棟申し送り

参加ｽﾀｯﾌの削減によるﾘﾊﾋﾞﾘ介入時間の増加、遅番廃止に代わり朝・昼病棟介入の開始、病棟ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ体制の

変更、夜勤看護師・ｹｱﾜｰｶｰへの情報伝達の強化を行った。これによりﾘﾊﾋﾞﾘ介入時間の確保と他職種への情報

発信・交換は改善されてきたが、まだ実践に活かされていない現状がある。

今後の改善策としては継続的な情報発信と共に病棟ADL 場面でのﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝの強化、多職種共同の症例検

討会の実施など情報共有手段の再検討と回復期病棟としてのﾁｰﾑｱﾌﾟﾛｰﾁ強化を目標とした病棟ｽﾀｯﾌの意識改

革と専門性の向上が重要と考える。今回の結果を基に今後もﾃﾞｰﾀ収集、質の向上を図ると共に患者の声、退

院後のｱﾝｹｰﾄ調査結果を取り入れるなど検証を重ねていきたい。



ケアとリハビリにおける当院での連携の在り方

               ○ 倉部 泰佑１） 奥田 明２）

                         （１医療法人社団 KNI 北原国際病院 看護科 ケアワーカー

                         （２医療法人社団 KNI 北原国際病院 リハビリテーション科 作業療法士

【はじめに】

当院では急性期の段階から、患者様の治療方針や目標、方向性を共有し，病棟生活の質を高めて、「いるだ

けで良くなる病棟」つくりのために、病棟-リハスタッフ間の連携強化に努めている。その中でも、CW が中心

に取り組んでいる活動のひとつに「入浴」があるが、昨年度は機械浴にてリハスタッフと合同介入し、治療手

技の勉強会や症例検討会を行ってきた。今年度はこの発展形として、座位浴・個室浴（以下入浴練習）への介

入の充実と介助方法統一、ADL 評価能力向上を目的に、情報共有ツール（FIM）を導入し、カンファレンスやデ

ィスカッションの充実を図った。これらの経過ならびに効果と、今後の課題と展望を交えて報告する。

【これまでの入浴練習の現状】

①流れ作業になっていた。②患者様に対しての目標・目的が不明確。③他職種からは移動方法・意識レベル・

MMT のみの情報収集。情報共有する手段も確立されていなかった。その結果、①スタッフによる介助量の差異。

②評価能力不足。③CW 内の連携不足といった問題を生じていた。これらの解決の為に、情報共有ツールの確立、

部署内での連携強化、患者様に関わる際の意識の変化が必要と考えた。     【今年度から導入したもの】

① 共通評価ツールとして FIM 導入：入浴場面に関連した「清拭」「更衣（上）」「更衣（下）」「浴槽・シャワ

ーチェアの移乗」の運動４項目で評価。CWがルーチン業務として採点。

② 担当リハスタッフとの入浴介入：基本的には、初回入浴練習にリハスタッフと介入し、問題点共有、介助

方法・指導方法確認、福祉用具検討を行う。

③ 毎週土曜日リハカンファレンスへの参加：CW としても疾患、障害像やリスク等の問題点、方向性をより知

る必要があること、リハスタッフからは患者様の病棟生活について、より情報がほしいという双方の目的

が合致したことで参加することになった。

④ 毎週金曜日の CW カンファレンス：CW 内でも情報共有を深めリハスタッフとディスカッションできるよう

になりたいという主体的な発言が聞かれたことから導入。

【結果】

① FIM 導入：介助量・介助方法統一。患者様の状態をより理解しようとする。過介助の軽減。

② リハスタッフの大浴介入：介助技術・指導方法の獲得及び向上。問題点と方向性共有。

③ リハカンファレンス参加：情報交換することで、リハ場面と病棟での問題点の照合。伝達能力の向上。

④ CW カンファレンス：情報共有することで、個々の意識の変化。自発的な発言の増加。

【今後の課題と展望】

①「いるだけで良くなる病棟作り」を目標に、より患者様の情報共有を充実させていく為にも、NS を含めたカ

ンファレンスの実施。②介入目的・介助方法の情報共有や状態変化を追う為に、プライマリー制の導入を検討。

③患者様の機能や自発性を活かす入浴を継続実施し、自宅退院に向けた本人・家族指導の充実。④トイレ、食

事など他 ADL 場面への介入で、CWの活躍の場を広げる。



西多摩保健医療圏域の取り組み紹介

                   

                   大久野病院

西多摩高次脳機能障害支援センター

                           ○ 作業療法士 工藤美和

【はじめに】

当院は平成 22,23年度の二ヵ年,「高次脳機能障害者支援普及事業『専門的リハビリテーションの充実

モデル』」事業（以下,モデル事業）を東京都から委託され,平成 22年 10月から『西多摩高次脳機能障害

支援センター（以下,センター）』を院内に設立し,運営している.事業内容は,当院内で平成 18年から運営

していた西多摩地域リハビリテーション支援センターでの相談事業において高次脳機能障害に対する

問い合わせを基にし,下記のように行った.今回はその事業内容と今後の事業展開について紹介する.

【事業内容】

① 相談支援事業

電話等による相談支援.
② アドバイザー事業

センター内外における高次脳機能障害の支援に関するアドバイス.
③ 診断支援事業

確定していない高次脳機能障害者に対する診断支援.
④ 支援者養成事業

『高次脳機能障害生活支援員』の養成.
⑤ 事例検討事業

地域における高次脳機能障害に関する事例の蓄積や,事例検討.
⑥ 地域ネットワーク促進事業

『高次脳機能障害生活支援員』連絡会,秋川・多摩川流域の市町村・医療機関・各施設・

家族会などの連絡会.
⑦ 調査研究事業

ニーズ調査,資源調査,後追い調査などのアンケートや聞き取り調査.
⑧ 高次脳機能障害理解促進事業（研修会の開催等）

地域住民も含めた高次脳機能障害の理解促進のための研修会.
⑨ 高次脳機能障害理解促進事業（その他）

当事業概要におけるチラシ,高次脳機能障害に関するパンフレットの作成,および配布.

【今後の事業展開】

モデル事業の 2 年間を通じて,『高次脳機能障害』という言葉そのものやその概念,当センターの存在

を西多摩保健医療圏域内に周知ができたように思う.しかしネットワークの構築はされてきたが,高次脳

機能障害における地域連携の構築はまだまだ不十分な状況である.今後は医療と福祉,介護の連携が良好

に図れるような事業展開も図っていきたい.



テーマ別演題

生活環境・福祉用具



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

医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵病院 理学療法科 科長

中澤 幹夫（なかざわ みきお）

【はじめに】

回復期リハビリ病棟に入院される患者さまは、様々な合併症を有する場合が多く、その障がい像も多

様化してきている。リハビリを実施する上で、その多様な障がい像に合わせた車椅子やクッション、歩

行器などの用具が必要となってくる。そのため当院では、座幅などが変更可能なモジュラー型車椅子や

歩行器などを導入し、多様な障がい像に対応している。しかし、その種類や数が不足している感は否め

ない。現在、多種多様な福祉用具が販売されているが、リハビリに必要なすべての用具を購入すること

は、経済的や保守点検の問題等があり困難である。そこで、リハビリに必要と思われる車椅子などの福

祉用具を、病院負担でレンタルし、リハビリに導入する試みを 2011 年 6 月より開始した。その試みに

ついて、以下に報告する。

【開始までの準備】

① リハビリスタッフに、必要と思われる福祉用具について調査を行った。

② 複数の福祉用具レンタル業者より、同一用品の見積もりを取り、業者の選定を行った。

【レンタルまでの手順】

① チームカンファレンスで、福祉用具の導入について検討する。

② 福祉用具のレンタルの希望を、担当科長（理学療法科 科長）に申請する。

③ 業者に電話連絡し、レンタルを開始する。

【実際にレンタルした福祉用具】

① ティルト・リクライニング車椅子、低床車椅子、ブレーキ補助付き車椅子、車椅子クッション

② 歩行器、四点杖

【実績と今後の展望】

 多種多様な障がい像に対応するため、病院負担による福祉用具のレンタル導入を開始した。

 普通型車椅子では対応できない患者さまに対し、ティルト・リクライニングなどの車椅子をレンタ

ル導入し、リハビリを実施できた。

 歩行器などの必要台数に変化がある用具をレンタルで導入し、リハビリを実施できた。

 今後、委員会等を立ち上げ、レンタルシステムの構築、効果の検証、レンタル用具の拡充を図って

いきたい。

【回復期リハビリ病棟実績】平成 23年 7月 1日～平成 23年 12月 31日退院者

患者数：152名（内訳；脳卒中系：100名、骨折系：49名、その他：3名）

平均入院日数：87日（内訳；脳卒中系：100日、骨折系：61日、その他：69日）

自宅復帰率：87％（内訳；脳卒中系：78％、骨折系：78％、その他：33％）

1日あたりのリハビリ提供平均単位数：6.4単位



安心生活のための住環境整備

「え？急階段を車椅子で？」



安心生活のための住環境整備

「安心物干楽ちん手すり」





テーマ別演題

地域交流



「旅行を振り返って」

                      馬場 淑子
バ バ ヨ シ コ

1) 近藤 光雄
コ ン ド ウ ミ ツ オ

1) 奥野藍
オクノ アイ

2)

1) スマイル永生ご利用者 2）スマイル永生 理学療法士

   

はじめに

永生会在宅総合ケアセンター主催の旅行も今年度で 5
回目を迎えた。今後はできるだけ多くの新規利用者様

に利用して頂き、実際利用された方は次の外出機会に

つながるような旅行にしていくことが課題となってい

る。そこで今回実際旅行に参加された利用者様に①旅

行を通しての体験を振り返っていただくとともに②多

くの方々に旅行の良さを伝えるとともに、今後の新規

利用者様の旅行参加のきっかけになるような作品を制

作していただいた。

「行きたい 行けない 行けるかも」

永生会在宅総合ケアセンター企画のリハビリ一泊旅行

に 4 回参加させて頂きました。

病気になり退院できることが決まった時にすごく旅行

に行きたいと思いましたが、片麻痺を持った状態では

「行けない」とあきらめました。でもその反面、どこ

か遠いところに「出かけたい」「いつもと違った景色が

見たい」とも思っていました。

この頃、永生会在宅総合ケアセンター企画のリハビリ

一泊旅行の企画を知りました。この時、「行けない」か

ら「行けるかもしれない。」と思い、平成 20 年初めて、

長野の浅間温泉旅行に申し込みをし、実際参加する事

が出来ました。実際行って不安な部分もありましたが、

たくさんのスタッフの方々のサポートで不安なく楽し

く参加させて頂きました。この旅行をきっかけに旅行

はとても良いリハビリの一つと感じました。

今回 4 回目の旅行で秩父旅行に行ってきました。一日

目は秩父の人気ホテル『美山』で昼食後、初秋の山道

をバスは登り、冬桜の宿「神泉」に到着しお風呂にま

た露天風呂へと入りました。豆腐作りをその後体験し、

宴会と笑いと美食を楽しみました。

二日目は静かな山に囲まれた画家・詩人の星野富弘氏

の絵画が展示されている富弘美術館を訪れました。絵

画の鑑賞後はティールームにてお茶とケーキをいただ

きました。

帰ってきた頃には出発前の不安もクリアしていました。

他の参加者も楽しかったと喜んでいらっしゃいました。

今回の旅行で『杖』『車いす』『サポート』『自身の気持

ち』があれば旅行を楽しむことが出来ると感じました。

馬場 淑子

「再び秩父路へ」

平成 23 年 9 月 7 日。永生会在宅総合ケアセンター企画

のリハビリ一泊旅行の出発だ。

今度で 5 回目を迎える。

私は毎回参加させて頂いているが、今回は前回と同じ

場所に再び訪れることとなる。

秩父神竜湖を下に望む「冬桜の宿 神泉。」往路は前回

と同じだが、昨日まで降っていた雨で道路事情に変化

あり、神竜湖の裏側の道を経て目的地へと。

狭い道路を抜けて、目新しい景観の中を、下久保ダム

道路を経ずに冬桜の宿へ。

懐かしい景色が飛び込んでくる。

温泉での入浴を満喫した後、夜は楽しみの恒例の宴会。

前回同様の豆腐作りに始まり、参加者による黒田節の

車椅子舞踊、民謡、我らのマドンナによる「天城越え」

の熱唱、それにスタッフによる白鳥（黒鳥？）の湖の

大乱舞等々。

一寸、アルコール不足の気味はあったが、大団円を迎

えて今夜はお開き。

翌日は次の目的地桐生へ。当地の桐生織物を見学、昔

懐かしい機織り過ぎ去りし日の織娘たちの労苦等。銘

仙の肌触りに彼女たちの身過ぎ、世過ぎがしのばれる

一刻であった。更に最終目的地、富弘美術館へ。

富弘氏の生い立ちの転じに触れ、その生涯の波乱に満

ちたエピソードに驚くと共に、キリスト教に入信され

た課程を知り、クリスチャンの私としても感無量の思

い一入であった。

信ずるままに生きる。到底凡夫たる私等及ばぬもので

あるが、それなりに考えさせられるものがあった。

帰路は予定通りの路を八王子へ。

本当に楽しい一日だった。ありがとうございました。

近藤 光雄



  医療法人社団清智会

     清智会記念病院 リハビリテーション部

   ～市民公開講座の取組み～

＜はじめに＞

現在、リハビリテーション部では、「救急医療とリハビリテーションの融合を目指し、急性期、回復

期、維持期の一貫したリハビリテーション（以下リハビリ）を実現する」、「地域におけるリハビリの中

核を担う」ことを目標に地域とのネットワークづくりや地域住民への情報公開と交流を通じて、「地

域連携の構築」や「地域に開かれたリハビリ」を実現すべく業務改善に取り組んでいる。

その一環として、地域の方がリハビリに関心を持つことや理解を深めていただく取組みから始め

たいと考え、平成 21年度より「市民公開講座」を開催している。

＜目標＞

・当院近隣の地域の方にリハビリへの関心・理解を深めていただく

＜現状＞

①一般的にリハビリの認知度が低い、特に具体的なリハビリの内容は知られていない

②地域住民との交流がほとんどない

③地域住民への情報発信は院内掲示・インターネットで行っているが、内容はリハビリテーション

部の紹介のみである

＜解決策＞

①リハビリの情報を地域に発信する場を設ける

②地域住民との交流の場を設ける

⇒市民公開講座を開催し、地域住民への情報発信と交流する機会を設ける

＜具体的な取り組み＞

市民公開講座の開催

開催年度 講座名 内容

平成 21年度 「転ばぬ先の会」 転倒予防について

平成 22年度 「認知症いきいき教室」 認知症・対応方法について

平成 23年度 「安全に食事を続けていくために」 嚥下障害と食事について

※毎回勉強会開催後、アンケート調査を実施し、地域の方のニーズに応じた勉強会を次年度に開

催している。

＜おわりに＞

市民公開講座を開催することで地域住民への情報発信・収集が可能となり、リハビリへの関心・

理解が深まり、「地域に開かれたリハビリ」の実現への第一歩になると考えている。今後も市民公

開講座をもとに地域の声を集め、地域に役立つ情報を発信できるような取り組みを継続的に行いた

い。



失語症
しつごしょう

友
とも

の会
かい

『元気
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でやってる会
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』

医療法人社団幸隆会 多摩丘陵病院 診療技術部

言語聴覚士 小島
こ じ ま

千寿子
ち ず こ

✽失語症について✽

脳卒中(脳出血・脳梗塞)や事故による頭部外傷、脳腫瘍により脳の血管が破れたり詰まっ

たりすると、その周辺の脳の組織は正常に働けなくなります。多くの人は左側の脳に言語

中枢があり、その言語中枢に異常が起ると「話せない」「書けない」「聞いて理解できない」

「読んで理解できない」「計算できない」等、言葉に関していろいろな症状が出てきます。

❉元気でやってる会について❉

多摩市近郊にお住まいの失語症の患者さんとそのご家族、多摩丘陵病院の言語聴覚士(ST)
が会員です。2ヶ月に 1回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)、第３土曜日の午後、多

摩市総合福祉センターで活動をしています。

きっかけは退院した患者さんからの「つながりの場」として活動したいとの思いでした。

今では当院を退院された方や、外来でリハビリを続けている方々も参加され、日頃の活動

の披露や愚痴をこぼし合う場となっています。

✎活動内容✍

毎回「一言コメント(その都度テーマを変更)」「近況報告」を会員と同席したご家族全員

に発表してもらい、お便りに載せる用に紙にも書いてもらいます。季節ごとに「暑中見舞

い」や「カレンダー作り」、ゲームや料理会を行っています。

《連絡先》多摩丘陵病院 診療技術部 言語聴覚療法科

町田市下小山田町 1491 042-797-1513(リハビリ直通)

♫イメージキャラクター♬
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八王子市在住の脊髄小脳変性症と多系統委縮症の患者と家族を中心として

「明るく・あせらず・あきらめず」を合言葉に構成された会です

＜会員数＞  42家族（八王子・日野など）

＜活動場所＞ 八王子市保健所別館・クリエートホールなど

＜会の内容＞

☆毎月交流会

・講師を招いての医療講演会

早稲田大学人間科学学術院 教授  畠山卓朗先生（八王子保健所と協賛）

都立神経病院           長岡詩子先生

・リハビリ講習会等

・ボランティアを招いての音楽コンサート等

・病態別の交流会

・日曜茶話会

・毎月1回の会員からの投稿を中心とした会報等

＜今後の方針＞

・各分野の専門家を招いての講演会

（近隣の医療機関を中心として）

・患者や介護者の交流（情報交換など）

・他の難病患者会との連携など

＜連絡先＞

八王子市にじの会

八王子市明神町３－７－４   （事務方 小林）  ０４２－６４２－３８０９

八王子市川口町１５４０－２３５（事務方 原島）  ０４２－６５４－６７３3



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

        ○ 山本徹
ヤマモト テツ

１) 白波瀬元道
シラハセ モトミチ

２)

               1)永生会訪問看護ステーションめだか  2)永生病院

八王子言語聴覚士ネットワーク（八王子 ST ネット）は 2004 年から活動を始め，現在 34
施設 88 名が参加する八王子市と近隣地域の言語聴覚士（ST）の団体で，ST 間での交流と，

資質の向上，市民一般への言語聴覚療法の普及を目的に事業を行っています。2011 年度も

南多摩地域リハビリ支援センターの後援を受け，市民公開講座，学術集会，講演会を開催

したので報告します。

市民公開講座：2012 年 2 月 19 日「身近なコミュニケーション障害とやり取りのコツ」を

テーマに難聴，構音障害，失語症について講座を開催。2011 年度はじめより 8 施設 13 名

の八王子 ST ネット会員がコアメンバーとなり準備を行い，当日はメンバーが講師となり寸

劇や事例を通じた障害の説明と，コミュニケーション障害がある人とのやりとりの工夫に

ついてお話ししました。また講座の内容について小冊子を製本し来場者に配布しました。

講演会：東日本大震災による昨年度からの繰り越しがあり，2011 年度は 4 回を予定。第

14 回講演会「脳画像の見方と脳機能」（講師：石原健司，2011 年 7 月，146 名参加），第

15 回講演会「低栄養と侵襲期のリハビリテーション」（講師：若林秀隆，8 月，133 名参加），

第 16 回講演会「脳画像の見方と脳機能 part2」（講師：石原健司，11 月，207 名参加）を

開催しました。また 2012 年 3 月には第 17 回講演会「知ってほしい僕たちのこと-摂食嚥下

リハで歯科はなにができるのか-」（講師：菊谷武）を予定しています。

学術集会：2012 年 1 月 22 日，東海大学医学部附属八王子病院 TOKAI ホールにて開催。

特別講演「生きるということ-障害児者の現在・過去・未来-」（講師：小澤浩，島田療育セ

ンターはちおうじ）を公開講演とし，地域の発達を支援する関係者に公開しました。また

教育講演として，会員が関わった舌がん患者の当事者発表，会員の研究や取り組みの紹介

を行う一般演題も 4 題の発表がありました。

本年度八王子STネット主催事業に2012年 2月までに500名を超える参加がありました。

また講演会や学術集会が地域のネットワーク作りの場ともなっていることがうかがえまし

た。2012 年度も地域における言語聴覚療法専門職団体として会員の資質の向上と言語聴覚

療法の普及を図る活動を継続してまいりたいと思います。



描き続けるということ 

 

中津達 

 

1952年 島根県に生まれる 

1974年 デザイン・スタジオにデザイナーとしてスタート 

1977年 広告代理店に入社、アート・ディレクターを経て…。 

1988年 中津事務所設立。 

  モーターレーシング・アートに本格的に取り組む。  

個展等開催。 

1994 年 F1 MARKETING GROUP, INC(NY/USA)と契約 

全米にてリトグラフ及びアート関連グッズ通販開始 

1996年 鈴鹿サーキット「F1/10周年記念、レーシングアート展} 

1997年 「GRAND PRIX REGEND」(LONDON/UK)と契約。EC販売開始。 

  ウィリアムズ・エンジニアリング公認リトグラフ。 

 D.ヒル「ワールド・チャンピオン記念」公認リトグラフ 

1998年 ニューマン・ハース公認リトグラフ 

CARTロングビーチ「レーシング・アート展」 

 A.セナ財団公認リトグラフ 

 ギャラリー「AUTOSPORTS GALLERY」と契約。(LEEDS/UK) 

1998年 12月 脳出血 右片麻痺 永生病院入院 退院 

利き手交換し、再度、絵を始める。 

2001年 1月 脳梗塞（視床） 

2007年 表参道ヒルズ「中津達 GRAND PRIX ART展」開催 

 F1/富士スピードウェイ、「富士屋ホテル」「湯本富士屋ホテル」 

＜中津達レーシング・アート展＞開催。その他個展多数開催 

2008年 2月 転倒による急性硬膜下血腫、脳挫傷、外傷性くも膜下出血 

2011年  疼痛・歩行機能低下による外来リハビリテーション 

 

★アイルトン・セナ財団 Official Painter 

 ★デーモン・ヒル・プロダクツ Official Painter 

 ★HONDA MOTOR CO.,LTD Official Painter 

 ★ＣＡＲＴニューマンハース・チーム Official Painter 

★ウィリアムズ・エンジニアリング Official Painter 



「富士山」と私 この一年

“富士山”を撮影し始めてから、30 年近い月日が経過しました。難病（後縦

靭帯骨化症）のため、体調の悪い時には出かけられず、限られた撮影日の中で

は天候に中々恵まれない事が多くありました。特にこの一年は、震災、痛み、

運転への不安もあり、納得のいく写真は撮れておりません。

現在は、転居準備をしており、落ちついたら、また富士山に向き合いたいと

考えております。

[写真展]他
平成 11 年 10 月 於．銀座第一ホテル
平成 14 年 5 月   於．八ヶ岳自然ふれあいセンター
平成 14 年 7 月 於．町田市フォトサロン
平成 14 年秋 於．永生クリニック「通信 eisei」秋号の表紙に掲載
平成 18 年 9 月～ 訪問リハビリ利用開始（とんぼ）

平成 21 年夏 写真集 発刊
平成 22 年 3 月 第 5 回南多摩リハスタッフ合同会議・当事者活動発表
その他 全国富士山コンテスト入選

ヨドバシカメラ秋のコンテスト特選
全日本福祉写真協会第５回フォトコンテスト入選(平成 22 年)

http://www.ajwpa.or.jp/image_con5/photo2/s50.html

平成 23 年 3 月４日
八王子市在住 百瀬 進 7３歳

残雪のころ



テーマ別演題

アクティビティ



医療法人社団 永生会　永生クリニック

丸丸
まるま るま るま るま る こ うこ う ぼ うぼ う
八八
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工工工

ううぼ うぼ うぼぼ ううううぼぼぼ うぼぼぼ ううううううううぼ ううううううううううう
房房

高次脳機能障害・就労支援 リハプログラム

日 時 ： 毎 週 土 曜 9 : 3 0 ～ 1 2 : 0 0

対 象 ： 当 ク リ ニ ッ ク の リ ハ 科 受 診
　 　 　 高 次 脳 機 能 障 害 の 診 断 あ り
　 　 　 就 労 の 意 志 が あ る 6 5 歳 未 満 の 方

運 営 ： 言 語 聴 覚 士 1 名 ＆ 作 業 療 法 士 3 名

【開設の経緯】　当クリニックには若年の高次脳機能障害の診断を受けた方が多数通院されています。
　　　              　  「丸八工房」は高次脳機能障害のある方に対して

　　　　              　① より効果的な医学的・社会的・職業的リハビリテーションを提供する
　　　　              　② 他機関と連携し、就労を含めた社会参加への取り組みを実践する
　　　　              　③ 介護者である家族の負担を軽減するためのフォローアップを行う
　　　                　ことを目的とし、平成 22 年 8月より活動をスタートしました。

メモリーノート 作業活動 グループワーク
記憶障害のある方に対する代償手段や自分

自身の行動を振り返り、行動計画を立てる

ツールとしてメモリーノートを活用してい

ます。1週間の生活を報告することで、お

互いの生活状況を確認し、次週への計画へ

とつなげていきます。

実際の職務へとつなげていくため、パソコ

ンの入力や、事務作業など仕事に模した軽

作業を行います。作業活動を通じて、自分

の苦手な点を認識し、円滑に作業を行える

よう工夫や代償手段の使用方法を身につけ

ます。

①羅心版（集団問題解決セッション）

　　自己の問題点について考えた後に、

　　達成可能な具体的目標の設定と目標

　　達成のための解決策を討議します。

②勉強会

　　リハスタッフが高次脳機能障害の症

　　状などに関する講義を行い、話し合い

　　を通じて自己理解を深めます。

【今後の展望】　①プログラムの充実化を図る
　　　　　　　②実際に就労支援へと繋げるため他機関と連携を行う

　　　　　　　③家族支援プログラムの構築

医療法人社団 永生会 永生クリニック リハビリテーション科
　東京都八王子市椚田町588-17　電話 042-661-7587

担当：ST 江村・OT 上野 ・OT吉井・OT平野



西多摩保健医療圏域の取り組み紹介

大久野病院,西多摩高次脳機能障害支援センター 作業療法士 工藤美和

【はじめに】

当院は平成 22,23 年度の二ヵ年,「高次脳機能障害者支援普及事業『専門的リハビリテーションの充実

モデル』」事業（以下,モデル事業）を東京都から委託され,平成 22年 10月から『西多摩高次脳機能障害

支援センター（以下,センター）』を院内に設立し,運営している.事業内容は,当院内で平成 18 年から運営

していた西多摩地域リハビリテーション支援センターでの相談事業において高次脳機能障害に対する問

い合わせを基にし,下記のように行った.今回はその事業内容と今後の事業展開について紹介する.

【事業内容】

① 相談支援事業

電話等による相談支援.
② アドバイザー事業

センター内外における高次脳機能障害の支援に関するアドバイス.
③ 診断支援事業

確定していない高次脳機能障害者に対する診断支援.
④ 支援者養成事業

『高次脳機能障害生活支援員』の養成.
⑤ 事例検討事業

地域における高次脳機能障害に関する事例の蓄積や,事例検討.
⑥ 地域ネットワーク促進事業

『高次脳機能障害生活支援員』連絡会,秋川・多摩川流域の市町村・医療機関・各施設・

家族会などの連絡会.
⑦ 調査研究事業

ニーズ調査,資源調査,後追い調査などのアンケートや聞き取り調査.
⑧ 高次脳機能障害理解促進事業（研修会の開催等）

地域住民も含めた高次脳機能障害の理解促進のための研修会.
⑨ 高次脳機能障害理解促進事業（その他）

当事業概要におけるチラシ,高次脳機能障害に関するパンフレットの作成,および配布.

【今後の事業展開】

モデル事業の 2年間を通じて,『高次脳機能障害』という言葉そのものやその概念,当センターの存在を

西多摩保健医療圏域内に周知ができたように思う.しかしネットワークの構築はされてきたが,高次脳機

能障害における地域連携の構築はまだまだ不十分な状況である.今後は医療と福祉,介護の連携が良好に

図れるような事業展開も図っていきたい.



障がい者就労支援プロジェクト 平成 23 年度 事業報告

医療法人社団 KNI 北原国際病院

有限会社ソーシャルケアユニット

作業療法士・ジョブコーチ

飯沼舞

１、支援体制

医療法人社団 KNI 北原国際病院  Ｊトレ（外来でのリハビリテーション）

                  あしたば（ボランティア活動）

有限会社ソーシャルケアユニット  就労サポートサービス明日葉（民間企業での支援サービス）

２、フォロー人数 （平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 2 月 15 日）

平成 22 年度からの

継続者

平成 23 年度

新規参加者
合計

再就職希望 １０ １ １１

復職希望 ４ １１ １５

合計 １４ １２ ２６

３、支援内容毎の開催回数、および参加者のべ人数（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 2 月 15 日）

【北原国際病院】

  あしたば     344 名 （ 41 回）

Ｊトレ     539 名 （128 回）

【㈲ソーシャルケアユニット】

  就労サポートサービス明日葉

・ 特プロ ： 257 名 （128 回）

・ セミナー： 50 名 （ 11 回）

・ ランチ ： 45 名 （ 11 回）

４、活動成果、及び終了者（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 2 月 15 日）

１）再就労達成者：6 名

  ～内訳～

・ 再就職達成者：1 名

・ 復職達成者 ：5 名

２）その他の終了者：6 名

～内訳～

・ 評価終了の為      ：１名

・ 他支援機関への移行   ：2 名

・ 支援内容とニーズとのずれ：3 名

５、平成 23 年度のまとめ

今年度は、昨年に引き続き、復職・再就職ともに一定人数の方が再就労へ繋がった。

頂いた予算については、訓練に使用する備品などを購入し、支援に活用させて頂いている。今年度は、

昨年度よりも就労支援希望者が増加したため訓練備品が不足していたが、補充させて頂くことができ、よ

り円滑な支援を行えた。

今後も、地域の障害者の方々に対する就労支援の充実化を目指して活動を進めていきたいと考える。

６、平成 24 年度の業務計画

① 各種訓練・サービスの継続および質の向上

② 再就職支援の拡充（活動機会の拡大、地域就労支援機関との連携強化、実習機会の獲得）

③ 就労達成者に対するアフターフォローの充実

④ 当事者・地域支援スタッフ・地域住民に対する啓発活動の展開



l  少人数のデイケア	  
l  十人十色の個別ケア	  
l  笑顔あふれる外出	  
l  様々な活動	



医療法人社団清智会

清智会記念病院 リハビリテーション部

＜診療科目＞

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

＜各種認定＞

日本医療機能評価機構認定病院・東京都指定二次救急医療機関

＜病床数＞

177床 一般病床（135床）・亜急性期病床(12床）・回復期病床（30床）

＜施設基準＞

脳血管疾患等リハ（Ⅰ）・運動器リハ（Ⅰ）・呼吸器リハ（Ⅰ）・回復期リハ（Ⅰ）

＜スタッフ構成＞

理学療法士 11名（呼吸療法認定士 3名） 作業療法士 7名 言語聴覚士 3名

＜施設の特徴＞

〇病院理念：「初診時の不安を取り除き、信頼される医療を実践する」

リハビリテーション部理念：「まごころから生まれる信頼」

〇救急医療とリハビリテーションの融合

急性期・回復期・維持期に至るまで一貫したリハビリテーションの提供

〇セラピストの一般病棟・回復期病棟・外来チーム担当制

〇回復期病棟 365日リハビリテーション提供体制

〇病棟を拠点としてチーム医療

医療相談員・病棟看護師・リハビリスタッフで情報共有や退院支援に向けての合同カンファレンス実施

朝の病棟申し送りへの参加

〇中長期計画に基づき６つの部門を設け業務改善・推進

〇市民公開講座の開催

＜今後の方針＞

〇中・長期計画に基づいた業務の推進

〇質の高いリハビリテーションの実施

〇地域に根付いた医療機関として近隣の医療機関、施設、事業所との連携強化

〇地域スタッフおよび地域住民との交流、情報公開



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

【診療科目】

循環器内科／神経内科／小児科／心臓血管外科／消化器外科・移植外科／整形外科／脳神経外科／

形成外科／腎臓内科／耳鼻咽喉科・頭頸部外科他，計 32科

【病床数】

総病床数 616床(一般病床 582床，第 3次救命救急センター26床，感染症病床 8床)
【リハビリテーション部 スタッフ構成】

PT 6名 ／OT 3名 ／ST 3名 ／受付･助手 2名

【施設基準】

脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)・運動器リハビリテーション(Ⅰ)・呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)
【リハビリ処方の割合】

平成 23年の一年間では 992例の処方がありました．

【リハビリテーション部の特徴】

理学療法は，整形外科疾患では人工関節や脊椎疾患，骨折等の外傷の患者様に対し，術前より訓練を

施行しています．中枢神経疾患では翌日~3 日で訓練を開始しています．また，パーキンソン氏病等の

慢性疾患や神経筋疾患，難病の患者様のリハビリも施行しています．呼吸リハは ICU より介入してお

ります．

作業療法では，中枢神経疾患，整形疾患を中心に，高次脳機能障害，手の外科等多様な疾患に伴う障

害に対しての急性期作業療法，また脊髄損傷に対する機能回復・ADL訓練も行っています．

言語聴覚療法では，中枢神経疾患などの急性期リハに加え，頭頸部癌術後の構音・嚥下・電気喉頭の

訓練も多く行っております．

・病棟担当制を基本とし，医師や看護師と密な連携を図っています．

・整形外科と脳神経外科，神経内科の回診に同行したり，病棟カンファレンスを定期的に実施するこ

とで，医師・看護師・MSWと情報を共有しチームアプローチを行っています．

・隔週で行われる耳鼻咽喉科の嚥下回診に STが同行し，情報共有を図っています．

・栄養サポートチーム（NST）委員会・NST回診チームに STが参加しています．

・脳神経外科・神経内科を中心とした医師と看護師，MSW，リハビリ，薬剤部，栄養部，事務部が

集まり，定期的に中枢神経疾患に対する勉強会を開催し，知識を共有する場を設けています．

～紹介『オオルリの会』～

八王子医療センターの耳鼻咽喉科・頭頸部外科では頭頚部癌の手術を数多く行っています．

そこで，喉頭摘出手術を受ける患者様と御家族に，代替発声手段（電気喉頭・食道発声・シャント発声）

をご紹介する「オオルリの会」を開催しています．

○名前の由来は，オオルリという鳥が美しい声を持つ鳥であるということ，八王子のシンボルの鳥であ

ることによります．

○オオルリの会は，喉頭摘出手術を受けられる予定の方や受けられた方を対象に，すでに喉頭摘出を受

けられて社会復帰をされている先輩のボランティアさんに来ていただいて，手術後の声・コミュニケー

ションのことや生活のことについてお話をしていただく会です．

○喉頭摘出をすると声が出なくなるということの不安や，不安のために手術治療を受けるのをためらう

方々が，会に参加することで希望を持って治療に臨んでいただけるように開いています．

○毎月 1回開催しています．



ふれあい町田便 vol.4  ‐私たちの目指すもの‐

医療法人社団康心会ふれあい町田ホスピタル リハビリテーション科

地域の皆さまのおかげで、当院は今年で開院より 5年目を迎えることができました．

当院リハビリテーション科では、地域の皆さまのニーズに応えるため、次のような患者様へのリハビ

リを中心に行っています．

1）回復期リハビリにおける地域との連携・交流

2）術後早期からの脊椎脊髄疾患患者様へのリハ

3）透析受療中の患者様へのリハ

4）維持期患者様へのリハ．

5）外来リハビリ

これらのうち今回は、1）回復期リハビリにおいて入院中の患者様に向けて実施した季節の行事の様

子（夏祭り、クリスマス会、節分祭）の紹介と、今年 6月～10月にご入院されていた患者様を対象と

して実施した、リハビリテーションの成果に関する調査の結果の一部についてお伝えします．

回復期リハビリは 3、4ヶ月程度の入院期間集中してリハに取り組んでいただくものですが、自宅な

どの生活環境から切り離されての長期間の入院は、患者様にとって多大なストレスとなり意欲の維持も

大変なものです．通常のリハビリの他に、こうした患者様に対してできる支援は何だろうかと話し合い、

季節感を感じるきっかけになる行事を催し、療法士やボランティアによる寸劇や歌や手作りの贈りもの

を贈る会を今年度は 3回実施しました．ちなみに私は節分祭で青鬼に扮しましたが、患者様が目を輝か

せて投げる豆の勢いは容赦なく、一緒に夢中になって息が切れるまで楽しみました．

当院の回復期リハビリテーションの成果に関する調査では、脳血管疾患患者では、対象者の年齢層と

FIMという日常生活活動能力評価の変化量は全国データとほぼ一致する結果でした．一方、運動器疾患

患者では当院の方が全国よりも平均年齢が高齢であり、FIMの変化量もやや少ない結果でした．高齢の

大腿骨骨折などの患者様に対するリハビリの効果をどのように上げていくかの検討が大きな課題と分

かりました．

次いで、2）H22年 10月～H23年 9月の間に当院で脊椎脊髄疾患の手術を行い、自宅退院された患

者様を対象として、退院後のフォローアップに関するアンケート調査を実施しましたので、その結果の

一部をご紹介します．

調査の結果、自宅退院後、症状の悪化への不安を抱え、階段昇降等の動作に不便を感じながらも、運

動としては散歩程度しか実施できていない状況が分かりました．外来リハビリや当院内のメディカルフ

ィットネス町田の利用、退院後の連絡によるサポートなどが有効ではないかと考えています．

今後とも当院リハ科をよろしくお願いいたします．（文章：OT小林）



エンジェルコート総合医療施設

東京天使病院

  入院１２２床 各種外来

老人保健施設エンジェルコート

  入所：１２８名 通所：３９名/日 ショートステイ

東京天使病院付属駅前クリニック

  内科 呼吸器科 循環器内科

  睡眠時無呼吸症候群専門外来

☆３６５日体制でリハビリテーション提供中！！

スタッフ PT18名 OT7名 ST5名 鍼灸師１名 助手 2名 計 33名

＜診療科目＞

内科（一般内科・呼吸器・循環器・消化器）整形外科・脳神経外科・歯科・口腔外科

＜その他医療サービス＞

睡眠時無呼吸症候群・物忘れ外来・訪問診療・禁煙外来・人間ドック・脳ドック・企業検診・成人病検

診・ダイバーズ検診

＜リハビリテーション＞

入院（一般・回復期）・入所（ショートステイ含む）・外来リハビリ

＜介護予防通所リハビリ事業＞

通所リハビリテーションサービス （１~２・３~４・６~８時間）各コース

訪問リハビリ

当施設は、昭和 35年、医療法人社団玉栄会東京天使病院として発足しました。

平成 5 年に新病棟を建設し、さらに外来（旧附属クリニック）、介護老人保健施設エンジェルコート

を設立し、総合医療施設として新たに生まれ変わりました。また、人間ドック・脳ドックを開設し、平

成 11年には在宅介護支援センター、平成 12年には指定居宅介護支援事業所もオープンし、介護分野に

おけるサービスの向上にも努めています。

平成１４年には新たにリハビリテーション棟を建設し、入院や外来でのリハビリテーションに対応で

きるようになりました。これにより急性期から回復期、さらに慢性期までの医療が提供できるようにな

りました。

平成 24年度の春より温泉を用いたデイサービスを展開していく予定となりました。



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

     医療法人社団  玉栄会 東京天使病院 リハビリテーション科

                     理学療法士 二瓶 篤史

当法人では東京天使病院で医療保険において一般病棟・回復期病棟・外来の患者様に対してリハビリテ

ーションを提供しており、エンジェルコートで介護保険のリハビリテーションを提供している。

平成 20 年度より介護予防通所リハビリテーションセンターを開設し、介護予防通所リハビリテーショ

ン（以下、介護予防とする）と３時間以上４時間未満の通所リハビリテーション（以下、通所リハビリ）

を週２回開始した。その後、介護予防と通所リハビリの拡充を行い、H24年度３月現在では下記の通り

となった。利用者属性は要支援１が 10名、要支援 2が 22名、要介護 1が 20名、要介護 2が 10名、

要介護 3が 2名の計 64名である。

風々における特徴としては、担当セラピストが各教室を担当する形態をとっており、利用者のニーズに

合わせて、外来リハビリテーションと同様なサービスを提供していることである。また、今年度から鍼

灸師も配置し、東洋医学に基づくサービスも展開している。今後は高次脳機能障害の利用者や、内部疾

患など幅広い利用者のニーズに対応していきたい。

さらに、今春より新設されるデイサービス「天使の湯」とも連携して、医療保険・介護保険に至るまで

シームレスのリハビリテーションを地域に提供していく。

  月   火   水   木   金   土

AM
介護予防（20） 介護予防 介護予防 介護予防 介護予防

PM

通所リハ（10）

３～４時間

通所リハ（10）

１～２時間

通所リハ（10）

１～２時間 通所リハ（10）

３～４時間

通所リハ（10）

１～２時間

通所リハ（10）

１～２時間

通所リハ（10）

１～２時間

通所リハ（10）

１～２時間

                                  （定員）



≪八王子保健生活協同組合と地域支援活動への取り組み≫

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  黒澤秀幸

当八王子保健生活協同組合（以下、はちせい）では、『自発的な参加にもとづき、やさし

さ・気づかい・思いやり』をスローガンに地域に約５８００人の組合員の輪を広げていま

す。

そして、医療の専門家などと共に協力し合い、組合員の望む保健・医療・福祉の向上に

努め、安心して暮らせる地域づくりに取り組んでいます。

はちせいでは、『元気なとき・医療や介護が必要なとき・人生の最後を迎えるとき』とい

う組合員のライフステージに合わせて継続的・包括的に地域支援を展開しております。

地域支援への具体的な活動の柱は、①組合員活動と②医療・介護事業（病院や介護事業

所など）です。たのしめる「はちせい」、ためになる「はちせい」、たよりになる「はちせ

い」という『はちせいのサンタ』をキワードに様々な活動に取り組んでいます。それらの

活動についてご紹介できればと思います。



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

医療法人社団永生会南多摩病院

リハビリテーション科

○ 井出 大、大淵 康裕、亀井 編

【はじめに】

平成 23年度に入り、当院は医療法人社団永生会へと承継され３年目を迎えた。承継後、組織および収益の

安定化を目標に、永生会からの支援を受けながら、病院全体として事業を推進してきた。ここに平成 23年度

における南多摩病院リハビリテーション科の取り組みを報告する。

【南多摩病院の概要】

当院は東京都指定二次救急医療機関であり、永生会においては急性期医療の役割を担っている。平均在院

日数は 17.2日となっており、許可病床数は 170床（小児科 10床含む）、標榜診療科は内科、消化器内科、

呼吸器内科、神経内科、外科、消化器外科、整形外科、泌尿器科、小児科、救急科、透析科、眼科、皮膚科、

婦人科、麻酔科、放射線科、リハビリテーション科である。

【平成２３年度の取り組み】

１）入院•外来患者様におけるリハ処方の増加と人員の拡充

今年度より常勤整形外科医が１名から２名となり、そのうち１名が手の外科を専門とする医師で、上肢

•手指における運動器疾患の処方が増加した。また肺炎を代表とする内科系疾患治療後および外科手術後

の廃用症候群による処方が急激に増加した。特に ST 処方が増加し平成２３年１月には ST１名であった

が、現在は３名と増員し、さらに１名増員予定である。また廃用症候群の患者増に伴い、ADL 能力の向

上を推進するためOT１名を平成 24年 2月より増員した。その結果、平成 24年１月現在の実績では、前

年比約 30％の増収となった。

２）入院患者層の中心が高齢化と急性期治療における廃用症候群の予防及び改善８

入院患者様の平均年齢は 78.76歳（外来患者では 64.67歳）と高齢化しており、廃用症候群の予防及び

改善は、重要なテーマである。そのため「廃用症候群」をテーマにした科内ワークショップの開催、定例

勉強会、文献抄読を行い、知識•技術の共有化を推進した。また病棟連携をさらに強化するため、病棟担

当性の導入を行い、さらに ST部門を中心に早期経口摂取に向けた嚥下食の導入を行った。

３）教育研究活動の充実

学術集会等での演題発表は 6 演題、院外での講演•講義は計 6 件、当科スタッフが行った。また臨床実

習生の受け入れを積極的に行い、関東圏内の大学•専門学校を中心に PT では６校 11 名、OT では３校 8

名を受け入れた。

４）地域に対してのサービスの質の向上

  東京都南多摩地域リハビリテーション支援センター、八王子言語聴覚士ネットワーク、西多摩リハビ

リテーション研修会、NPO法人東京多摩リハビリ•ネットへの事務局支援活動を積極的に行った。

５）救急医療センター（仮称）開設に向けた準備

平成 24 年 5 月に救急医療センター（仮称）が開設予定であり、リハビリテーション科においてはリ

ハビリテーション室の移転を控え、鋭意準備を進めている段階である。



南多摩地域リハ支援センター平成 23 年度新人教育研修プログラムの取り組み

                         永生病院 地域リハビリ支援事業推進室

                     ○吉井孝樹 渡邉要一 井出大 石濱裕規

当推進室では、圏域内の病院・施設・事業所の得意分野を、リハビリテーション関連職種の新人教育に活

用し、地域連携ネットワークをさらに強めることを目的に、平成 21 年度より新人教育研修プログラムを開催

している。

プログラムは、テーマ別に同圏域内の各施設の担当制とし、本年度は 8 回実施した。開催時には、毎回ア

ンケートを行った。のべ参加者数は 525 名で、うちアンケート回答者は 431 名（平均回収率 82.1%）だった。

テーマ 担当 参加者 回答者

第 1 回 「臨床が変わる 90 分間の軽イイ話 part2
-美味しく食べる機能的座位」

北原国際病院 38 38

第 2 回 「HNA; Human Normal Action」理論

によるトランスファ

動作介助研究会

(永生病院)
52 47

第 3 回 「介護保険の理解と活用

～医療と介護と地域をつなぐ～」

八王子市地域包

括支援センター

68 57

第 4 回 「虚血性心疾患の運動処方・運動療法」 東海大学

八王子病院

54 48

第 5 回 「足部の評価～立位バランスを中心に～」 ふれあい町田

ホスピタル

89 70

第 6 回 「そうだ！画像所見を診てみよう！第 2 弾」 東京天使病院 56 55

第 7 回 「姿勢の評価」～脳卒中の座位姿勢を

中心に～

永生病院 88 66

第 8 回 「明日から使える関節可動域訓練 Ver2」 多摩丘陵病院 80 50

アンケート回答者の内訳は、男性 227 名（52.8%）・女性 203 名（47.2%）、平均経験年数は 2.3 年だった。

職種内訳は、PT55.2%・OT31.3%・ST8.4%・その他 5.1%と、リハビリ職がほとんどを占め、その他の職種

として介護士や看護師が多くみられた。

講義への満足度は、満足 59.9%・やや満足 32.5%・どちらでも 5.8%・やや不満 1.1%・不満 0%・未回答

0.7%であり、満足・やや満足を合わせると 90%を超える結果となった。一方、初めて得た知識に対する解答

は、5 割付近と 7 割付近の二山型の分布を示すテーマのものが半数みられた。以上より、全体に満足度は高

いものの、参加者の予備知識に差があることが示唆された。

今回のアンケート結果を踏まえ、来年度も、よりよい新人教育研修を企画していきたい。



南多摩地域リハビリテーション支援センター平成 23 年度事業報告

                      事務局

                        永生病院地域リハビリ支援事業推進室

【業務状況】

近年は依頼事業、共催事業が更に増加し、協力施設の他に直接事業への協力を頂ける施設も増加した。

平成 22年度の事業参加者総数は 2,939名、平成 23年度は 2月 22日現在、既に 3,000名を超えている。

○ 今年で 10 年目を迎える東京都地域リハ支援事業は本年度より『必須の役割』と『選択する役割』

の二つの機能に分けられ、更に前者では①地域リハ力の向上（症例検討会、かかりつけ医へのリハ

支援）、②介護リハの支援（医療と介護の交流の場、リハビリ研修、ケアプラン支援）、③地域リハ

ビリ関係者の連携強化（連絡会、協議会の設置）が示され、後者では①在宅リハ支援事業、②脳卒

中医療連携推進事業への支援、③高次脳機能障害のリハ事業への支援、④地域でニーズの高いテー

マに関する研修支援が明示された。当圏域のこれまでの活動ではほぼ全ての機能を実施している。

○ 本事業の連絡会及び企画会議として開催している「南多摩リハビリスタッフ合同会議」は本年度よ

り、地域リハビリの理念に則り、職域を超えたより多くの皆さんに集って頂くため、「南多摩 医療

と介護と地域をつなぐ会」と名称を改めた。また『学術集会』を『フォーラム』と名称変更した。

○ 地域のリハビリテーション従事者の研修・援助としては学術講演会（地域リハビリ講演会）2 回、

学術集会 1回の他、新人セラピスト教育研修は本年度、8回開催し、参加者は合計 500名を超えた。

年度ごとに参加協力も増加し、本圏域の特徴的な事業として盛況に開催されている。

○ 直接住民と接する相談機関の支援としては昨年同様、34回の PT・OT派遣を八王子市内へ行った。

○ 地域の関係団体の支援としては専門職の支援として『八王子言語聴覚士ネットワーク』への講演会

等を中心とした支援を６回、患者家族の会への支援として出張講演会を 1 回、八王子市高齢者支援

課からの依頼の介護予防普及啓発事業として介護予防教室等を 12回開催した。

○ その他、

【特に力を入れたこと】

○ 新人セラピスト教育研修

今年度の講義担当施設は８施設（北原国際病院、多摩丘陵病院、東海大学八王子病院、東京天使

病院、永生病院、ふれあい町田ホスピタル、八王子市地域包括支援センター、動作介助研究会）と

なった。平成 21 年度から開始した新規事業であるが、参加者の合計は平成 21 年度  名、平成

22年度 435名、そして平成 23年度は 570名と毎年増加している。今年度より開催施設に合わせ定

員を設けた。

○ 八王子市介護予防普及啓発事業

今年度より八王子市高齢者支援課からの要請に応え、市内５地域包括支援センター、計 9 回の介

護予防教室を開催した。内容は介護予防、転倒予防、尿失禁予防、飲込みの障害予防の４項目の中

から、地域包括支援センターの選択制とした。

○ ホームページのリニューアル

【今後の課題】

○ ホームページの更なる充実

新人研修等、業務にて参加できなかった方のために講師の承諾を得て、研修資料の公開を検討中。

○ 行政機関との連携

『地域リハビリ』の理念は高齢者、障がい者が住み慣れた場所で、その人らしく、安心して暮らせ

る町つくりである。町つくりのためには行政機関との連携は不可欠であり、今後も積極的に交流を

深め、地域への貢献を図っていく。



15:00〜18:00

シンポジウム

テーマ：医療と介護と地域をつなぐ



講義

リハビリ医の妻が脳卒中になった時

三軒茶屋リハビリテーションクリニック院長 長谷川 幹

御略歴

1948 年生まれ。1974年、東京医科歯科大学卒業。鹿教湯病院、伊藤病院勤務を経て、1982

年、日産厚生会玉川病院院長。1985年、同リハビリテーションセンター長。1998年、桜新

町リハビリテーションクリニック開設。2009 年より、脳損傷者ケアリング・コミュニティ

学会代表を務める。在宅診療を通じた地域リハビリテーションの実践を積み重ねながら、

福祉のまちづくり活動から高次脳機能障害の支援まで、幅広く精力的に活動されている。

著書

『リハビリ医の妻が脳卒中になった時』 (共著、日本医事新報社)

『発症部位にみた脳卒中者のリハビリテーション』 (編著、日本医事新報社)

『主体性をひきだすリハビリテ－ション ― 教科書をぬりかえた障害の人々』 （日本医

事新報社）

『寝たきりにさせない看護技術 ― 急性期ベッドサイドから在宅までのリハビリテ－ショ

ン 看護＆介護ブックス』 （共著、医学芸術社）

『あせらずあきらめず地域リハビリテ－ション』 岩波アクティブ新書、（岩波書店）

概要

脳出血を発症してから復職するまで、看護師である患者（妻）の視点で語られる病状、

病院生活、家族や仕事への思い、退院後の生活や社会交流、脳卒中のリハビリを専門と

する医師である夫の目でみた経過、他の家族への説明を振り返る。そうした自身の体験

を通じて、回復における主体性の重要性と地域リハビリテーション支援の姿を考える。



どこ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～

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  渡邊 基子

【略歴】

神戸大学医学部保健学科作業療法学専攻を終了後、神戸リハビリテーション病院に勤務。その後、介護

老人保健施設ゆうゆうに入職。老健入所・通所リハビリ・訪問リハビリに従事しながら、リハ科長として

管理業務にも携わっている。この間、茨城県立医療大学保健医療研究科修士課程を修了し、現在は博士課

程に在籍している。昨年度より、日本作業療法士協会が実施する老人保健健康推進等事業において入所班

の班長を務める。また、茨城県作業療法士会理事、茨城県リハビリテーションケア学会理事を務めている。

【要旨】

私達の生活は、日常の生活行為（以下作業）の連続から成り立っており、その作業は個々人に

とって「意味のある・大切な作業」と言える。日本作業療法士協会（以下協会）のスローガンは

「作業をすることで人は健康（元気）になれる」である。その人にとって意味のある作業を続け、

その結果から満足感や充足感を得て、健康であると実感できると考える。つまり、障害があって

も、癌の末期となっても、要介護５になっても、自分は健康であると思うことができる支援が必

要であると考える。

協会が実施する老人保健健康推進等事業（以下研究事業）において、「生活行為向上マネジメ

ント」というツールを開発した。これは、対象者本位の医療、生活重視の医療、医学モデルから

社会モデルへの転換を可能にするための具体的な評価・支援計画・支援方法を明らかにしたもの

である。また、人の生活を構成する作業に焦点を当てたマネジメントという新たな視点で、高齢

者支援のあり方を提案している。

研究事業は、医療班（急性期病院での活用）、入所班（老健入所者での活用）、通所班（通所リ

ハビリテーションでの活用）、訪問介護班（訪問介護との連携での活用）、実態調査班（地域で起

業している作業療法士の調査）、普及啓発班（作業療法士・他職種への普及啓発）からなり、様々

な領域において活用効果を検証している。連続性を持って生活を支援するためには、多職種連携

が必須である。このツールを活用することで、対象者本人を中心にご家族や関連職種などと情報

を共有し、対象者が医療制度から介護保険制度へ、病院から在宅へ、施設から在宅へ、よりよい

地域生活へ、そしてよりよい人生を送ることの支援につながると考える。

人の作業に焦点を当てたこのツールの特徴と、３年間の研究事業で得られた知見ならびに今後

の課題について述べる。

【参考資料】

１）“作業”の捉え方と評価・支援技術 生活行為の自律に向けたマネジメント．医歯薬出版

２）平成 22年度老人保健健康増進等事業 「包括マネジメントを活用した総合サービスモデルのあり方研究事業」報告書

３）平成 21年度老人保健健康増進等事業 「自立支援に向けた包括マネジメントによる総合的なサービスモデルの調査研究」報告書

４）平成 20年度老人保健健康増進等事業 「高齢者の持てる能力を引き出す地域包括支援のあり方研究」報告書



『マイペースで昨日まで、そして明日から』

城山病院 地域リハビリテーションセンター 利用者 水船理一（７８歳）

私が、病気になったのは、かれこれ１０年以上前のことでした。脳梗塞で倒れ右の腕

や手、足に麻痺が出現したのです。言葉も少ししゃべりにくかったと記憶しています。

八王子の病院に入院しましたが、その時から何より困ったのは右肩の痛みでした。夜、

寝ていても痛みはひどく寝返りさえもできない状態でした。腕や手足の麻痺は他の方か

ら比べれば軽い麻痺で、右手は自由に使えませんでしたが１本杖で歩けるまで回復し、

自宅へ退院しました。

退院してからも外来リハビリに通い、デイケアにも通い始めました。リハビリといっ

ても私は肩の痛みさえなくなればいろんなことが出来るのに思っていました。デイケア

で肩を暖めたり、マッサージ、動かす練習をしていると１年位で痛みはかなり治まり、

私の生活ももっと違うものに目を向けられる余裕が持てるようになりました。

車を運転したり、リハビリの卵と一緒に高幡不動に行ったり、時にはガソリンスタン

ドで車をぶつけてしまうこともありましたが、マイペースでいろいろなことを前向きに

チャレンジしてきました。

そして、病棟入院患者さんやご家族への『一時を』の想いで取り組んだ喫茶活動では、

仲間に励まし、励まされ私にとってはまさに『生きていく励み』の空間でした。

私は、マイペースで昨日まで生きてきました。これからは、年も年ですし、大きな目

標は持たず、現状維持に近い自分でいられるようマイペースで歩いていきたいと思いま

す。



「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～」

NPO 法人 森づくりフォーラム理事  松井一郎

【はじめに】

脳梗塞が発症するまでは、森をフィールドとする仕事で活動をしていた。後遺症で右

脚、右手が不自由になり、歩くこともかなわず、右手で道具類も使えなくなり、森に関

わることを諦めなくてはならないのかと悩んだ。あるがままを受け入れ、生き方を考え

直さなければと思った。「身体が不自由だから、危険なコトをしないで」とか、また「生

きるに必要なもの以外はみんな捨てて」とも言われた。これから何をして生きればいい

だろうかと考えると目標がない。

しかし、森の中こそ自分の生甲斐であり、森にはいろんな関わりあいがあることに気

がつき、励ましてくれる仲間がいた。

【考えたことと実施したこと】

・右片麻痺で、「出来ること」と「出来ないこと」を考えた。

・リハビリは、カウンセリングを受けていることで、セラピストと話をしていると、

機能回復と同時に、生きることへの希望を持てるのではないかと思った。

・どうしても先行きを考え暗くなる気持ちを、自分から「明るく」することが、マヒ

に打ち克つコツではと考えた。

・左手はできることの強化をして、右手は機能回復のリハビリを心がけた。

・日常生活での動作すべてにリハビリに結び付けられる材料がいっぱいある。

・リハビリは無理してやらない。出来るときに実施する。しかしリハビリメニューは

決めている方がよいと考えた。

【森林というフィールド】

森の関わり方として、自分ができることはなにか。鋸、鉈、チェーンソーといった道

具類は自分で使えないので「やって見せる」という教え方が出来ない。しかし、今まで

培った「森の知識や経験」を、新たに森で活動しようと入ってくるボランティアの皆さ

ん、特に若い人たちに森のことを教えることは、これからの自分自身の生き方を見出し

たかと思った時、心が開けた。

そしてなにより森の中は気分がいい。しかし森は安全が担保されている場所でない。

道はもちろん未舗装でデコボコがあり、木の根、石、枝など、歩くのを阻害するものだ

らけ。そこを注意して歩くことが、リハビリになると思い森の中を歩いた。

【やることがあったからこそ！】

森林は、あらゆる生物の生息する場所、いわゆる「森林の多様性」である。森林の多

面的機能には、人間を癒す効果があるといわれている。確かに、森に入ると「癒し」、



「安らぎ」、「憩い」が感じられる。このような中で、自分のやることがあるということ

は、あらためて良かったと思っている。お陰さまで、「市民の森づくり」を教えること

で仲間が広がり、昨年、１２月には請われて中国山西省太原市の林業技工学校で「日本

の森林と林業」の講演を行った。

これからも、声を掛けられるうちが「花」と思い積極的に活動をしていきたい。

平成２２年５月 鳩ノ巣フィールドにて      平成２４年２月１１日野山北・六道山公園の雑木林にて

平成２４年２月１１日野山北・六道山公園の雑木林にて



『天国の門』はどんな人に開かれるのか？

増本能人

※フィレンツェ、サン・ジョヴァンニ洗礼堂『天国への門』 ロレンツォ・ギベルティ

（ Lorenzo Ghiberti）作

もう 5年前になるだろうか、6年前なのか、実はあまりよく覚えていないし、今もよ

く思い出せない。とても寒く、ひどく疲れた日の夜遅く突然の病から、あの世に逝った

かと思いきや、天国の門の番人に入る事を許されずに、この世に引き戻されて眼を覚ま

した時から、私の「生き直し」がはじまりました。

多田富雄先生との出逢い

50歳で脳出血に倒れ、5年間病院のベッドで植物状態を勤め上げた父親と同じ病か、

血は争えないなと、自らの運命に嘆きながら、喪失感とうつ病と自殺願望の中から、こ

れからどうするか、生き残った者の使命と役割を考えはじめていました。そんななかで

巡り逢ったのが、多田富雄先生の『寡黙なる巨人』でした。

脳と視線の動きと文章の意味や価値の判断に障害が残っていた私は、リハビリのつも

りで文字を追いかける練習をはじめました。ゆっくりたどたどしく読み進む文字に涙が

溢れてとまりませんでした。

・・・そう、そう、そうなんだよ！先生、わかるなぁ、そうなんだよね！

「科学のないリハビリは百害あって一利なし」（70ｐ）

「それは、人間が歩く動物であるからだ。人類にとっては、歩くということが特別の意

味を持っている。歩くというのは人間の条件なのだ。･･･歩けないというのは、それだ

けで人間失格なのだ。」（86ｐ）

「私は、一人で歩ける、歩いたのだ」（94ｐ）

「ありがとう。わすれないよ･･･一番つらいとき力を与えてくれた人だこの人の容赦の

ない指導がなかったら、今の自分はない。」（96ｐ）

「･･･さあ、寡黙な巨人、君と一緒に生きて行こう、･･･どんな運命も一緒に生きて行こ

う。」（100ｐ）

「受苦ということは魂を成長させるが、気を許すと人格まで破壊される」（116ｐ）

「リハビリは単なる機能回復ではない。社会復帰を含めた人間の尊厳の回復である」

（129ｐ）

挫けそうになったとき、諦めて投げ出しそうになったとき、口惜しくて一人泣き咽び

泣くとき、運命の神様に愚痴をたれるとき、いつもいつでも多田先生の言葉が私の支え

になっています。



社会の一構成員であることへのこだわり

リハビリして、退院して、何がしたいですか？何度も聞かれた質問でした。私の答え

は「仕事がしたい、仕事にもどりたい」ただこの一点でした。

もともと働くことが好きで、他にやりたいことなんてありませんでした。単身生活で経

済的事情もありましたから私には、明日のオマンマを自分で稼ぎ出すしかありませんで

した。

「リハビリは社会復帰を含めた『人間の尊厳の回復』である」（多田先生）にもあり

ますように、社会復帰の最も有効な手段は、たとえあちこち不便でも「働く」ことです。

働いて、自分で生活し、自分で自分の税金を納められて、はじめて「社会の一構成員」

である『人間の尊厳』を回復したかった。意地でもしたかったのです。そうしないと、

天国の門の門番は入れてくれないとまで思い込んでいます。

セラピーさん、ご家族の方、支援にあたられる方へ

不自由を生きていらっしゃる方は、みんな神様の与えた運命に、試練に挑戦している

「チャレンジャー」です。孤独だし、弱虫で、臆病で、毎日不安で、遅々としてリハビ

リの成果は見えてこないし、投げ出しそうになるし、医師も、セラピーも、家族も、誰

も信じられなくなるし、今日もまた、孤独な夜はやってきます。

『言葉もて語ることなかれ、心もてはかることなかれ、言葉をも心をも放ちわすれて』

講釈や理屈ではない、そのものズバリ、感性で感じなさい、と。学生時代の恩師 今は

東北福祉大学の萩野浩基先生の言葉です。

TVで、長嶋さんは言ってました。「リハビリを信じなさい」と。リハビリを信じれば、

治るとも良くなるとも言ってません。ただただ「信じなさい」とだけ。結果の見えてこ

ないことは、誰しも信じられないし信じたくはありません。

そこを、あえて、迷わず、「信じなさい」とまで言う長嶋さんは、練習また練習で身

体で体得してこられたご経験から出る言葉でしょう。練習にあけくれるうちに道に倒れ、

命は尽きるかもしれません。けど、私はこの言葉を信じたいと思います。なぜなら、天

国の門番は、一生懸命に生きて、我が命を生き抜いた人に開く、まさにここを見ている

からだと思うのです。

信じても、疲れます。人間は私も含めそれほど強くありません。そんな時は、思い出

してください。私が入院していた病院の STの部屋に先輩チャレンジャーが残してくれ

た言葉です。これからその季節です。

『つらきこと 哀しきことも 夢の間に かすみとなりて 春風ぞ吹く』 詠み人知ら

ず

支えてくださった多くの方々に、感謝します。ありがとうございました。（止）



『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』

～支援受け入れが困難だった独居の認知症ケースより～

八王子保健生活協同組合

小規模多機能 快杜 管理者 近藤剛（介護支援専門員・介護福祉士）

平成 21年度に制度化された小規模多機能型居宅介護は、通い・訪問・泊まりを組み

合わせた新しいサービスである。

既存の介護保険サービス利用は、ケアマネージャーが訪問しアセスメントの結果、

既存サービスの必要性が確認されれば、サービス導入を行うが、サービスが開始されま

で時間のかかる現状も否定できない。

小規模多機能型居宅介護の場合、初期導入からご本人、ご家族からの同意があれば通

い・訪問・泊まりの支援を開始することが出来、サービス利用中の状態変化に応じて迅

速、集中的に、かつ柔軟に支援を行うことができるサービスである。

今回、当小規模多機能快杜（以下、快杜）をご利用の認知症、独居高齢者が安定して

通いが行えるようになった。以前は訪問支援により安否確認を中心に関わってきたが、

ケースにとって必要性を感じられず快杜の強い拒否を示していた。ご家族からの希望で、

何らかの支援が必要と考えていたが、ご本人のニーズが的確に情報収集できず支援は難

航していた。 職員間でも本当に支援が必要なのか、どのように支援したら良いのか

日々の支援の中でアセスメントを行ってきた。

結果、「入浴」というニーズを発見し支援時の共通話題として関わる中で徐々に快杜

職員との関係性が良好になり、現在は予定通りに通うことができるようになった。

訪問支援拒否から通いの受け入れが良好になり在宅生活の維持が図れている。この取

り組みとそこから見えてきた快杜の課題などについて報告する。



「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」

                  永生病院 副院長 赤木家康

発声機能の喪失には、主に脳血管障害で脳の言語中枢（言語野）が傷害されることで

（「聞く」「話す」といった音声に関わる機能、「読む」「書く」といった文字に関わる機

能）が障害された状態である失語症、構音器官の麻痺などによる運動機能障害や先天的

な構音器官の奇形などによる器質性障害などの構音障害、また私たち喉頭癌や下咽頭癌、

食道癌などで喉頭摘出を行って器質的に発声が不可能となる場合、さらに主としてスト

レスや心的外傷などによる心因性の原因から、声を発することができなくなる失声症が

ある。

発声障害を負った人が意思を伝達する場合に最も簡便な方法としては筆談が一つの

ツールとして長年にわたって用いられてきた。しかし一度に表現できる情報量が少ない、

書字に時間を要する、書字の明瞭さが求められるなどのデメリットもある。また書字に

必要な運動機能障害が無いことも必要である。

近年、iPod や iPad などタッチパネルを触るだけで操作できるツールが急速に発達し

てきた。必要なアプリケーション（ソフトウェア）をインストールすることで様々な機

能を簡便に使用することが出来る。アプリケーションも多種多様なものがリリースされ

ている。

今回、iPod のアプリケーションである“指伝話”を用いて iPod の読み上げでコミュ

ニケーションを取り、日常生活や、職務にまで用いる事が可能となったのでご紹介する。



南多摩地域リハビリ支援センター

平成 23年度事業報告



新人セラピスト教育研修



事業名 第1回新人セラピスト教育研修

開催日 9月15日（木）

テーマ 臨床が変わる90分間の軽イイ話 part2-美味しく食べる機能的座位

講師名等
八児 正次

内容
【1. 食事動作】

　咀嚼・嚥下・味覚の探索が主体となる活動

　姿勢・上肢手指の巧緻性・感覚からの情報・情動などさまざまな要素が必要

　先行期の反応が嚥下反射に影響

【2. 障害像】

　異常性と代償がみられる

　片麻痺患者は感覚情報が不足している→活動の中で変化を作る（柏木）

【3. 食事のための機能的座位】

　安定し上肢手や頭頚部が自由であること

　姿勢セット(予測的姿勢制御)→骨盤やや後傾・胸腰推移部・胸椎下部で抗重力伸

展

　コアコントロール / ネックフリー

【4. 実技】

　姿勢の安定と運動連鎖、頸部の分離（自由性）を体験する

　座位：隣の人とペアで、座位保持・立ち上がりにおける相手の動きを感じとる。

　臥位：隣人とペアで頚部・体幹・下肢を操作し、身体反応の変化を感じとる。

感想
・とても勉強になりました。ありがとうございました。

・今回の内容で学んだ事を再度練習し、日々の臨床に生かしていきたいと思います。

・実技もあり、分かりやすく、今後に生かしていきたいと思いました。

・実技時スタッフが多かったのはよかったと思います。

・コアスタビリティの再確認ができました。

・スタビリティ→モビリティの反応は今後を活かしたいと思いました。

・実習では実際の頚部や胸郭の動きが理解できました。

・STにも分かりやすいように説明してくださり、ありがとうございました。明日から実践してみようと思いました。

【心に残った一言】

「安楽な睡眠や楽しい食事、清潔な身辺環境の維持の中にこそQOLは存在する。」

関連ＵＲＬ

http://www.kitaharahosp.com/group/

参加人数 38会場 北原国際病院

関連リンク

医療法人社団 KNI

名

先生

講師御所属
北原国際病院 リハビリテーション科



事業名 第2回新人セラピスト教育研修

開催日 9月29日（木）

テーマ HNA; Human Normal Action理論によるトランスファ

講師名等

内容
【1. Human Natural Actionとは】

　人間の正常な動作パターンが理論の中心として用いられる。

　「持ち上げる」ことによる腰痛・事故を防ぐ。

　最小限の介助で行われるためケースの残存能力が活かされる。

【2. トランスファーに介助が必要なケース】

　下肢の支持性はあるが、立ち上がれないケース。

　下肢・体幹の支持性が無いケース。

【3. 介助をする上で忘れてはならないこと】

　ケースの能力を的確に判断する。

　「ケースを動かす」のではなく「動くことを手伝う」。

　「してあげる」ことでケースの能力を奪わない（過介助になっていないか?）。

　「適切な声かけ」も立派な介助である。

　ケースが不快な思いをしていないか考える。

感想
・普段の日常の接し方を再確認する。よい機会となりました。

・分かりやすい説明と実演をとても学習できました。全ての患者様の身になることが大切だと思いました。

・意外な方法で行うのに驚きました。介助とは相手の出来ない部分を見極めて介助するという基本を知る事が出来ました。

・対象者の隣に座って太ももの上にのせるやり方は、初めて知りました。

・今まで介助者の目線でトランスしていましたが、対象者の立場に立ったトランスを改めて教えられたと思います。

・重心を感じることは今までにもよく言われてきましたが、このような実技により、より深く理解できました。

・実技をたくさんやっていただけて、とてもわかりやすかったです。

・スライド法を初めて実践してみて、トランスがこんなに楽にできることに驚きました。

【心に残った一言】

「移乗介助は、介助者の筋力や体格とは無関係。動きのコツを覚えればよい。」

関連ＵＲＬ

http://www.dousa.info/

参加人数 52会場 永生病院

関連リンク

動作介助研究会

名

先生

講師御所属
動作介助研究会インストラクターの皆さん



事業名 第3回新人セラピスト教育研修

開催日 10月13日（木）

テーマ 介護保険の理解と活用～医療と介護と地域をつなぐ～

講師名等
本間 穣

内容
【1. 介護保険の基本的理解】

　目的：その人が自立した日常生活ができるよう、必要なサービスに係る給付を行

う。

　対象者：第一号被保険者（65歳以上の高齢者）

　　　　　第二号被保険者（40～64歳の特定疾病に該当する方）

　利用の流れ：

　　認定申請→認定調査→認定審査→結果通知→ケアプラン作成→サービス開始

　給付には、要支援・要介護認定とケアプランが必要

　ケアマネージャー：

　　所属は介護福祉関連施設が中心。基礎資格は8割以上が介護・福祉系。

【2. サービス内容について】

　訪問系サービス：訪問介護（ホームヘルパー）、訪問入浴介護、訪問看護

　通所系サービス：通所介護、通所リハ

　住宅改修：一人当たり一住居20万円、都制度による費用補助あり

　福祉用具：購入（5品目）、貸与（12品目）

　介護保険施設：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設

　地域密着型サービス：地域の実情に応じて、市区町村が指定申請。

【3. 連携について】

　病院退院前後、訪問から通所への切り替え等で、リハの支援が必要。

感想
・支援センター側からのセラピストに向けて求めることを教えていただけたことが勉強になりました。

・ケアマネへ動作面を丁寧に伝えることが大事であることを実感しました。

・介護保険下のサービスにつなぐ際に考えなくてはならない点を学ぶことができて良かったです。

・患者様やご家族から介護保険について質問されることが多々あるため、とても勉強になりました。

・市区町村ごとに制度が若干違い、八王子の特徴が知ることがでて良かった。

・サービス、福祉用具（レンタル・購入）などの利用方法、流れが分かりやすく理解できた。

・機能面を知っているPT・0Tと、在宅に詳しいケアマネさんとの連携が、患者様が自宅復帰するにあたり、とても必要なことだ

と実感しました。

【心に残った一言】

「医療関係の方にも介護保険を知って頂いて、連携が深まると良いと思います。」

関連ＵＲＬ

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/korei_shogai/5218/index.html

参加人数 68会場 介護老人保健施設イマジン

関連リンク

八王子市地域包括支援センター

名

先生

講師御所属
八王子市地域包括支援センターゆうゆう



事業名 第4回新人セラピスト教育研修

開催日 10月27日（木）

テーマ 虚血性心疾患の運動処方・運動療法

講師名等
宮古 裕樹

内容
【1. はじめに】

　日本における死因において、「心疾患」は「がん」に次いで第2位。

　動脈硬化の有病率は、加齢とともに増加する。

【2. 虚血性心疾患の分類】

　狭心症：心筋の一過性の虚血。5～10分以内でおさまる。ニトログリセリンが有効。

　心筋梗塞：冠動脈血流減少による心筋の壊死。30分以上続く重苦しい痛み。

【3. 虚血性心疾患の治療】

　一次予防：運動療法 / 食事療法 / 禁煙 / 薬物療法

　急性期治療：冠動脈インターベンション / 冠動脈バイパス術

　二次予防：包括的心臓リハビリテーション

【4. 心臓リハビリテーション】

　適応疾患：心筋梗塞・狭心症・弁膜症術御など。

　心リハの目的と効果：長期予後改善・再発予防を目的に、運動療法を実施すること

で、最大酸素摂取量の増加・突然死の減少がみられる。

　運動療法：有酸素運動 / レジスタンストレーニング / 機能障害に対する機能訓練

　リスク管理：ACSM運動療法ガイドライン

【5. 地域ネットワーク】

　HTCセミナー / 八王子心リハカンファレンス / 心リハ指導士　研修施設

感想
・心リハについて、現在の病院では勉強する機会も少ないので、とても勉強になりました。

・とても専門的な内容で今後より勉強したいと思う刺激になりました。ありがとうございました

・貴重なお話しをありがとうございました。明日からの臨床にいかしていきたいと思います。

・STだったのですべて新しい知識でしたが、心疾患を合併している方も多いので、今後の糧としていけたらと思います。

・心疾患について理解不十分な部分が多くあったので、講義を聞きとても勉強になりました。

・新しい知識・情報が多く、勉強していかなければと改めて思いました。

・脳卒中の患者様でも心疾患を合併している方が多いので、明日から負荷量等検討し直そうと思いました。

【心に残った一言】

「患者さんの苦痛を取り除き、楽しく（生活の質の改善）長生き（生命予後の改善）をしていただく。」

関連ＵＲＬ

http://www.hachioji-hosp.tokai.ac.jp/

参加人数 54会場 東海大学八王子病院

関連リンク

東海大学八王子病院

名

先生

講師御所属
東海大学八王子病院 リハビリ訓練科



事業名 第5回新人セラピスト教育研修

開催日 11月10日（木）

テーマ 足部の評価～立位バランスを中心に～

講師名等
石渡 和明

内容
【1. バランスとは】

　バランス=姿勢制御、動作時には常に姿勢制御が付きまとう

【2. ヒトの特徴】

　直立二足歩行、上肢機能を有する、咽頭部の機能（呼吸・発声・嚥下）

　バランス反応（抗重力伸展活動・立ち直り反応・平衡反応）

【3. 二足直立歩行のためのシステム】

　前庭脊髄システム / 網様体脊髄システム / 脳幹 / 内側運動制御系

　基礎的定位システム（視覚・聴覚・臭覚・味覚・触覚・固有感覚）

【4. 足部の機能】

　支持性・運動性・探索・操作

【5. 片麻痺患者の立位の問題】

　安定性低下、筋緊張の増大・低下、使いづらさから麻痺側を意識から消してしまう

　　　→姿勢の過剰な固定、麻痺側足部のアーチの変化・骨密度変化

【6. コアスタビリティー・先行随伴性姿勢調節】

　腹腔内圧上昇による脊柱の安定化

　上肢拳上時にヒラメ筋やハムストが先行して活動開始

【7. 実習】

　閉眼片側立位、立ち上がりへの介入、立位のリーチ動作、片側立位での下衣の上

げ下ろし

感想
・足部の感覚入力について面白かったです。

・片麻痺の方は当院にも多くいらっしゃるので、明日からためしてみたいと思います。ありがとうございました。

・少しのことでこんなに変わるのかと思い、明日から患者様の何が足りないのか再評価、治療していきたいと思います。

・更衣まで発展していたことは機能面とうまくつなげられておもしろかったです

・ADLにむすびつく点まで教えていただき、明日からの治療のヒントになりました。ありがとうございました。

・片麻痺の患者さんに対し、麻痺側にばかりアプローチしていたので、非麻痺側へも視野を広げていこうと思いました。

・バランス改善に対する非麻痺側へのアプローチについて、今後積極的に行っていきたいと思います。

・非常に分かりやすく、実技も入れていただきありがたかったです。明日からの臨床に直結する内容と思います。

【心に残った一言】

「片麻痺患者さんの身体を、セラピストも体験してみよう。」

関連ＵＲＬ

http://www.fureai-g.or.jp/machida-hp/

参加人数 89会場 ふれあい町田ホスピタル

関連リンク

ふれあい町田ホスピタル

名

先生

講師御所属
ふれあい町田ホスピタル リハビリテーション科



事業名 第6回新人セラピスト教育研修

開催日 11月24日（木）

テーマ そうだ！画像所見を診てみよう！第2弾

講師名等
佐々木 良

内容
【1. 骨・関節の診断に必要な基礎知】

【2. エックス線検査の原理と読影の基本】

　Alignment（配列）, Bone（骨）, Cartilage（軟骨）, Distribution（分布）,

　soft tissue（軟部組織）

【3. 頚椎の画像と主要所見】

　前後像：骨棘の側方突出 / 椎体の破壊的病変 / 椎間腔の矮小化

　側面像：先天性頚椎癒合 / 後縦靭帯骨化 / 前靭帯・項靭帯石灰化 / 椎体破壊 /

棘突起骨折

　動態撮影：頚椎脱臼・亜脱臼 / 椎間板変性による後方すべり / 脊柱管狭窄

【4. 腰椎の画像と主要所見】

　前後像：椎弓間間隙・椎間腔狭小化 / 椎間関節の中央偏移 / 潜在性二分脊椎

　側面像：転移性脊椎腫瘍 / 変形脊椎すべり症 / 脊椎カリエスなど

【5. 股関節の画像と主要所見】

　大腿骨頚部骨折 / 骨粗鬆症診断（singh分類）など

【6. 膝関節の画像と主要所見】

　変形性膝関節症など

感想
・画像がたくさん出てきてわかりやすかった。

・レントゲン所見の診方についてどこの何を見るべきか学べました。ありがとうございました。

・とても勉強になりました。画像から予想・予測をたてて治療に活かしたいと思います。

・解剖と画像所見が並び、比較して理解しやすかったです。ありがとうございました。

・解剖学的な内容を含めながら基礎的な内容から教えていただき、今まで不明だった所が解決しました。

・分かりやすい説明でしたが、ＯＴとしては肩関節などもやっていただければと思いました。次回ぜひ宜しくお願いします。

・嚥下に関わる知識も一部含まれていて、自分でも勉強してみようと思いました。

【心に残った一言】

「治療を進めるには、画像から症状を見ていくことが大事。」

関連ＵＲＬ

http://www.angelcourt.or.jp/tokyo/index.html

参加人数 56会場 東京天使病院

関連リンク

東京天使病院

名

先生

講師御所属
東京天使病院 リハビリテーション科 科長



事業名 第7回新人セラピスト教育研修

開催日 12月8日（木）

テーマ 姿勢の評価～脳卒中の座位姿勢を中心に～

講師名等
木野田 典保

内容
【1. 姿勢を評価する上での基本的な考え方】

　重要な評価・観察点（MIDLINE / SYMMENTRY / PATTERNS / BASE OF 

SUPPORT）

　姿勢（体幹・四肢の位置を適切に保持する過程）と運動（身体を動かす過程）

　筋緊張の分類（Hypertonia / Hypotonia）

【2. 右片麻痺者と左片麻痺者の座位姿勢の違い】

　右片麻痺群では、麻痺側股関節内転筋に痙縮を出現させるような過剰な活動が予

測される。

【3. 右片麻痺者と左片麻痺者の座位姿勢の重心位置による違い】

　右片麻痺群では、非麻痺側大胸筋に痙縮を出現させる要素がある。

【4. 体幹の台形的対応と平行四辺形的対応による座位姿勢の特徴】

　台形的対応群では、股関節を内転しカウンターウェイトとして使用。

　平行四辺形的対応群では、股関節を外転し支持基底面を広げるようなかたちで対

応。

【5. 体幹の回旋の相違による違い】

　体幹の回旋や捻れを作り出している要因は、体軸の変位と、非麻痺側・股関節にお

ける屈曲・内転に抗する高緊張に由来する制限因子による。

【6. 実技】

感想
・実技でできたのが実感できて良かったです。

・左利きのデータもあると幸いです。ありがとうございました。

・いろいろな姿勢のタイプを図で分かりやすく、解説していただいたのでとても参考になりました。

・今回の勉強会を機に、動作分析をしっかりしていきたいと改めて思いました。

・なぜ、その姿勢になるのか、緊張が高くなるかもう一度考えながら患者様をみていきたい。

・STでは姿勢について学ぶ機会が少ないため、今回の研修を機に姿勢について学び、訓練中の姿勢を良くすることで、

ADL向上、身体機能向上への貢献ができればと思いました。

【心に残った一言】

「エビデンスをもとに展開する評価ですので、経験を伴う細かな動作分析とは一味違います。」

関連ＵＲＬ

http://www.eisei.or.jp/hospital/

参加人数 88会場 介護老人保健施設イマジン

関連リンク

永生病院

名

先生

講師御所属
永生病院 リハビリテーション部 教育士長



事業名 第8回新人セラピスト教育研修 (東京都理学療法士会共催)

開催日 12月15日（木）

テーマ 明日から使える関節可動域訓練 Ver2

講師名等
中澤 幹夫

内容
【1. 関節可動域制限とは】

　拘縮（contracture）による制限 / 強直（anakylosis）による制限

【2. 骨格筋の構造】

　筋繊維のタイプ / 筋繊維の粘弾性 / 筋膜の粘弾性

【3. 筋力】

　等張性・等尺性・等運動性 / 求心性・等尺性・遠心性 / 筋力調整機構

【4. 筋連結】

　隣接する2つの骨格筋の尖端同士が腱や靭帯を介して接続すること。

【5. 皮膚運動学】

　皺ができると、さらに皺が深くなる運動が抑制される。

　伸張されている部位を弛緩すると伸張方向への運動が大きくなる。

　皮膚の運動方向は関節の骨運動と連動し、骨どうしが近づく運動では皮膚は関節

から離れる方向へ動き、骨どうしが遠ざかる運動では関節に近づく。また、回旋運動

では同方向に動く。

【6. 関節運動学】

　凹凸の原理 / しまりの位置・ゆるみの位置 / 構成運動 / 副運動

【7. 運動療法の紹介】

　軟部組織モビライゼーション / 横断マッサージ / 機能マッサージ / 筋の遊び

　アナトミートレイン / 振動刺激

【8. 実技】

感想
・肘の整形疾患の方をもっています。その方に試したいと思いました。

・関節をROMtest通り動かすだけでは素人と同じと聞いてドキッとしました。

・もっと身体の組織を理解して介入していく必要があると感じました。

・明日から出来そうな実技が学べました。

・基礎中の基礎を学べて良かったです。色々学ぶ上で基礎は大事だと思います。

・明日から臨床で生かせる知識が多くありました。意識して取り込みたいと思います。

・たくさん練習して技術向上していきたいと思います。

【心に残った一言】

「実際に患者に触れて、変化を感じ取ってください。」

関連ＵＲＬ

http://www.tamakyuryo.or.jp/hospital/

参加人数 80会場 多摩丘陵病院

関連リンク

多摩丘陵病院

名

先生

講師御所属
多摩丘陵病院 診療技術部 理学療法科



地域リハビリ講習会



事業名 第1回地域リハビリテーション講習会

開催日 平成23年 9月16日（金）

テーマ 「僕たちは、何が出来たんだろう？ ～東日本大震災のリハビリ支援～」

講師名等
今村　諭

内容
今村　諭　先生（福島にて被災（避難区域内で病院経営）　現、新天本病院）

石井 博之　ＰＴ（栃木（療護施設）にて被災　現在、杏林大学）

嶋崎　眞治　ＰＴ（永生病院　東京都医師会医療救護班　気仙沼）

小森　梓　ＰＴ（あい訪問看護ステーションJRS 巡回療養支援チーム気仙沼）

齋藤　俊文　ＰＴ（老健イマジン　リハビリ10団体　石巻）

東日本大震災翌日から救援活動に参加したスタッフの報告

今回は被災に遭われた当事者からの報告

被災地では「○○が求められているはずだ」、「自分は○○ができる」と、活動を絞り

込んで現地に赴く方がいるが、被災地・被災者のニーズは日々変化ししている。その

時はその日に出ているニーズに合わせて臨機応変に対応していくことが大切。もし何

かを断られる場面が出たとしても、それは意地悪や怠慢ではなく理由のあることなん

だ、と考える参加者間の信頼関係がベースにあって、はじめてお互いが気持ちよく活

動できる。

感想
気仙沼地域リハ支援センター後藤様より

○リハビリ関係者は人馴れしている。それが被災地・被災者にとっては何よりだった。…他の職種ではみられな

い。

○復興が順調に進んでいるのは被災地に入ってくれた自衛隊、ボランティアの皆さんのお蔭。市民を代表して心

から感謝します。

○ボランティア自身の満足は望むものではないが、行った者としては非常に気にかかるものだった。…医療救護

班医師　「不完全燃焼ですが…。」

関連ＵＲＬ

参加人数 50会場 八王子市クリエイトホール11階　視聴覚室

関連リンク

名

先生

講師御所属
新天本病院

ほか　下記参照



事業名 第2回地域リハビリテーション講習会

開催日 平成24年1月19日（木）

テーマ  利用者の夢を叶えるリハビリテーション

講師名等
藤原 茂

内容
夢のみずうみ村では、訓練としてのリハビリにとどまらず、生活を楽しむためのリハビ

リを実践している。（施設紹介）。

職員が予定を決めるのではなく、一日の過ごし方を、それぞれご自分で決めることを

大切にしている(自己選択・自己決定)

多種多様で豊富なプログラムメニューをご用意しており、環境面でも、転倒しても、骨

折しないよう、安心して転べるクッションルームを用意する。自宅に近い狭い廊下を

伝って歩ける、あえてバリアアリーの生活空間を設けるなどの工夫をしている。

過度の介護による状態の悪化を防ぎ、自分のことは、自分で行う環境作りにつとめて

いる。

その結果として、当施設を利用された多くの方が、介護度が軽減し、自宅に戻られて

いる。

デイサービス・小規模多機能型居宅介護・居宅介護支援事業所が連携を図り、利用

者様を支援している。

リハビリとは、「生活できる能力」を確認することであり、生きていることを味わい楽し

むことがリハビリの目的である。

感想
聞いて満足するだけでなく、実践に活かすことが大切と感じています

そういう考え方があったのかと、目からウロコの話でした。生きがいを見つけて、前向きにいられるというのは

素敵だと思いました。

”引き算・足し算の介護”見極めることの難しさ、実感しました。

話したい人がいるから話す。楽しみたいから行く。やりたいスイッチを一緒に考えていけるスタッフになりたい

と思います。

アイディアの宝庫のような色々と実践されている事を聞けてとても参考になりました。考え方など、とても共感

出来るものでした。

とても心にひびきました。バリアアリーの環境、今まで当たり前に働いていたバリアフリーの環境ですが、すご

く良いと思いました。

最初は普段の臨床に生かせればと思っていましたが、途中から、自分は何がしたいのか、人生まで考えさせられ

ました。浦安、ぜひ行きたいです。

関連ＵＲＬ

http://www.yumenomizuumi.com/

参加人数 200会場 八王子学園都市センターイベントホール

関連リンク

夢のみずうみ村

名

先生

講師御所属
夢のみずうみ村 代表



事業名 第11回神経難病地域リハビリテーション研修会（協力）

開催日 平成２３年１０月１２日（水）

テーマ 「在宅リハビリにおける福祉用具・車椅子の活用と実習　神経難病療養者の災害対策」

講師名等
石濱 裕規

岩谷 清一

三浦 千裕

内容
「在宅リハビリにおける福祉用具・車椅子の活用と実習」

１．講義

１．講義

　福祉用具の不適合がもたらすこと

　在宅ニーズに寄り添う適合支援

　福祉用具の情報収集

　様々な疾患　福祉用具適合技術

　利用者に学ぶ

　簡易シーティングの紹介

２．実習

　評価　マット評価と身体寸法計測

　車いす調整　デモ

「 神経難病療養者の災害対策－平常時からできる医療機器の備えや取り組み－」

吸引機、人工呼吸器、電動ベッド、エアマットレス等の停電対策と簡易代替機器の紹

介

感想
・だんだん災害の危機管理に対して意識が薄くなってしまっていたので，再度見直していきたい

・とても参考になりました．ありがとうございました．

・シーティングについてはHPの検索も見てよりよいものを見つけ提供できるようになれればと思いました．

・災害対策についてはまだ不十分なところが多いので参考にさせて頂ければと思います．

・とても有意義な内容でした　ありがとうございました

・わかりやすい資料と説明で勉強になりました

・ミーティングの評価について勉強になりました．

・実技の時間がもう少しとれたら良かったです

関連ＵＲＬ

http://www.byouin.metro.tokyo.jp/tmnh/index.html

参加人数 48会場 東京都府中療育センター あじさい館

関連リンク

東京都立神経病院

名

先生

講師御所属
地域リハビリテーション支援事業推進室（永生会）

永生病院

都立神経病院 地域療養支援室



事業名 第12回神経難病地域リハビリテーション研修会（協力）

開催日 平成２４年２月１８日（土）

テーマ 在宅難病ケア　講義・交流・実習（ハンズオンセミナー）

講師名等
磯崎 英治

中山 優季

内容
「多系統萎縮症・脊髄小脳変性症の病態と治療」

講師：磯崎 英治（都立神経病院 脳神経内科 医長）

「交流会」：各施設の状況、地域リハ拠点病院の紹介、情報交換

「知っておきたい気管切開と気道ケア」

講師：中山 優季（東京都総合医学研究所 難病ケア看護研究室）

15：10 ～ 16：30「ハンズオン セミナー」（３コース同時進行）

Ａコース「神経･筋疾患患者への呼吸理学療法」(定員：３０名)

Ｂコース「難病患者へのスイッチ適合と活用」(定員：３０名)

Ｃコース「吸引手技体験」(定員：３０名)

感想

関連ＵＲＬ

http://www.byouin.metro.tokyo.jp/tmnh/index.html

参加人数 102会場 都立神経病院 ３階 理学療法室

関連リンク

東京都立神経病院

名

先生

講師御所属
都立神経病院 脳神経内科 医長

東京都総合医学研究所 難病ケア看護研究室



対象者：医療・福祉関係者

事業名 日時 曜日 内容 参加者数

主催 第19回永生会学術集会特別講演 4月9日 土 医療・介護のゴール「尊厳の保障」を目指して　江澤和彦先生 120

主催 第１回地域リハビリ講習会 9月16日 金 東日本大震災リハビリ支援報告 33

第2回地域リハビリ講習会 1月19日 木 利用者の夢を叶えるリハビリテーション　藤原茂先生 200

主催 第1回新人セラピスト教育 9月15日 木 「臨床が変わる90分間の軽イイ話」 45

主催 第2回新人セラピスト教育 9月29日 木 「HNA」理論によるトランスファ 60

主催 第3回新人セラピスト教育 10月13日 木 「介護保険の理解と活用～医療と介護と地域をつなぐ～」 71

主催 第4回新人セラピスト教育 10月27日 木 虚血性心疾患の運動処方・運動療法 59

主催 第5回新人セラピスト教育 11月10日 木 息部の評価〜立位バランスを中心に〜 93

主催 第6回新人セラピスト教育 11月24日 木 そうだ！画像を診てみよう！第２弾 61

主催 第7回新人セラピスト教育 12月8日 木 姿勢の評価　〜脳卒中の座位姿勢を中心に〜 94

主催 第8回新人セラピスト教育 12月15日 木 明日から使える関節可動域訓練 Ver.2 87

後援
障がい者就労促進プロジェクト
第3回学習会

8月1日 日
脳卒中 再び働くことを考えよう　～一歩前に進むために～
講座　「再び働く為のワンポイントアドバイス」

40

共催 第11回神経難病地域リハビリ研修会 10月12日 水
「在宅リハビリにおける福祉用具・車椅子の活用と実習」
（石濱ＰＴ、岩谷ＯＴ）

36

第12回神経難病地域リハビリ研修会 2月18日 土 地域リハビリに必要なＳＣＤの病態、治療とケアについて 102

主催
南多摩　医療と介護と地域をつなぐ会
第7回フォーラム

3月4日 日 テーマ：医療と介護と地域をつなぐ 未

医療連携
第１回南多摩脳血管疾患医療連携協議会
（回復期・維持期部会）

9月22日 木

〃
第2回南多摩脳血管疾患医療連携協議会
（回復期・維持期部会）

1月27日 金

〃 南多摩圏域パス会議 2月13日 月

〃
第2回東京都脳卒中地域連携パス合同会
議

10月22日 土

〃
第3回東京都脳卒中地域連携パス合同会
議

1月28日 土

地域リハ 都道府県地域リハビリ支援センター長会議 10月13日 土 リハビリテーション・ケア合同研究大会　熊本

後援 第２回多摩リハビリスタッフ合同症例検討会 11月3日 木・祝 P発表56演題　　　主催：東京都理学療法士会 164

後援
西多摩リハビリテーション研修会
特別講演

11月6日 日
「神経科学とニューロリハビリテーション」
　講師：森岡　周　先生

160

後援 八王子STネット第14回講演会 7月18日 月 『脳画像の見方と脳機能』　講師　石原健司先生 138

後援 八王子STネット第15回講演会 8月3日 水
『低栄養と侵襲期のリハビリテーション』　講師　若林秀隆先
生

170

後援 八王子STネット第16回講演会 11月25日 水 『脳画像の見方と脳機能PartⅡ』　講師　石原健司先生 210

後援 八王子STネット第17回講演会 3月16日 日 未

後援 第5回八王子STネット　学術集会 1月22日 日
教育講演『矯正から共生へ』渡邉真康
特別講演『生きるということ』　小沢浩先生

47

南多摩地域リハビリテーション支援センター 平成23年度事業実績



対象：地域住民（一般の方）

事業名 日時 曜日 内容 参加者数

主催 第1回介護者講習会 5月21日 土
「介護保険をうま～く使いこなす方法
　　　　　～訪問診療医や関係者からのここだけの話～」

17

主催 第2回介護者講習会 7月2日 土
「上手な水分補給の方法
～むせずに飲み込むコツとは？～」

8

主催 第3回介護者講習会 9月10日 土 「介護技術　第2弾　～教えてヘルパーさん～」 14

主催 第4回介護者講習会 1月21日 土 「病院との関わり方～「入院」と言われたら？～」

主催 介護者講習会特別講演 11月19日 土
｢認知症を知る｣
講師　瀬川　浩　先生

40

後援 八王子STネット　第4回市民公開講座 2月19日 日 身近なコミュニケーション障害とやりとりのコツ 140

出張講座

八王子市介護予防講座普及啓発事業 8月31日 水 転倒予防（渡邉ＰＴ） 20

主催
（依頼事業）

〃 9月8日 木 尿漏れ予防（瀬戸ＰＴ） 25

〃 10月20日 木 転倒予防（渡邉ＰＴ） 56

〃 11月17日 木 尿漏れ予防（瀬戸ＰＴ） 14

〃 11月21日 月 転倒予防（木野田ＰＴ） 22

〃 11月26日 土 転倒予防（渡邉ＰＴ） 25

〃 2月4日 土 尿漏れ予防（瀬戸ＰＴ） 25

〃 3月17日 土 尿漏れ予防（瀬戸ＰＴ） 未

〃 3月27日 火 飲み込みの障害予防（下平ST） 未

介護予防教室（地域包括片倉） 全８回 11/8 11/22 12/6 12/20 1/10 1/24 2/7 2/17 120

介護予防ボランティア養成講座（南大沢） 7月29日 金
運動の実際と膝や腰等に症状がある方への対応
～からだのしくみを理解する～

20

八王子市介護予防講座普及啓発事業 11月16日 水
「フォローアップ教室〜自宅で出来る ストレッチ・筋力アッ
プ」

22

〃 11月17日 木 〃 27

依頼
第10回多摩高次脳機能障害研究会　講演

会
2月10日 金 『各医療圏における取り組みの状況報告』

ＰＴ派遣
事業名 日時 曜日 内容 参加者数

主催 八王子市南大沢保健福祉センター 年間22回 木 八王子市身体障害者運動教室「ブルーム」 330

主催 センティ富士森 月１回 水 介護予防教室 120

参加 朝日新聞厚生文化事業団　主催　講演会 2月4日 土 『高次脳機能障害がよくなること』講演会　当事者参加帯同 6

連絡会

主催
南多摩 医療と介護と地域をつなぐ会
(前「南多摩リハビリ・スタッフ合同会議」）

全10回開催 200

参加者合計： 3241 名



南多摩医療と介護と地域をつなぐ会 スタッフ一覧


