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引きこもりがちな障害者の外出支援の取り組み  

車いす散歩の会 代表 山添 清 

《車いす散歩の会のご紹介》 

障害当事者が 2015年 12月に立ち上げた障害者の自主グループです。 

理 念 

障害を持つ人やその家族が、気負いなく気軽に交流し、親睦を深め、外出する楽しみを通じて生

活の質の向上をはかる。 

目 的 

障害があっても自分らしい主体的な生活と生き方を獲得する。 

活動内容  各種イベントを開催して外出する機会や場を設けている。 

1) 定期開催  ●春のお花見  ●秋の BBQ会  ●11月のパラフェス 

2) 随期開催  ●講演会  ●食事会  ●オーケストラ鑑賞会 

《昨年の活動事例》 

1：BBQ 会 コロナ禍での行動規制が緩和された 5月に、支援者のみなさんのご協力を得てレギ

ュラーメンバーを中心にストレス発散を目的に開催した。 

 

2：第 2回パラフェス開催 (11月) 

 室内で楽しむ文化的な催しとして支援者のご協力により開催している。2回目となる今回は書    

 道アートと共に音楽がメインで、ボランティアでのパフォーマーの方々のご協力でゴスペル、    

 アカペラ、クラシック演奏を楽しんでいただきました。 

 

《効 果》 

●参加者が手動車椅子から電動車椅子に乗り換え、主体的行動がとれるようになった。 

●イベントに参加する行動経験の積み重ねにより、外出することへの抵抗感が薄れ、交通機関の

利用にも慣れ、単独でも外出ができるようになった。 

●外出行動がとれるようになったことで発症前の追体験ができるようになって、障害を受容し自

己再生と人生の再構築を模索するようになった。 
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脳卒中や事故などで脳が傷つくことで起こる障害です。

「話す、聞く、読む、書く」ことが不自由になります。

言葉の困難さによって生活に大きな支障が出ます。

失語症

失語症で困ることの例

失語症がある人の話したいことをじっくり聞くこと

わかりやすくゆっくり話すこと、会話の内容を丁寧

に確認すること、これらの工夫があると失語症が

ある人にとってわかりやすい話し方になります。

東京都と八王子市では、失語症がある人の活動と参加を

意思疎通の面で支援する、失語症者向け意思疎通支援者

の養成が行われています。

大規模な実態調査は行われていませんが成人の 人に 人

程度の人が失語症がある状態で暮らしていると考えられます。

しつごしょう

八王子失語症サロン“ペチカ”

日時：毎月第 日曜日

会場：八王子市本町 八王子リエイブルメントセンター

問合せ：一般社団法人 東京都言語聴覚士会

役所や銀行の窓
口で伝えられなく
て焦る

カフェで注文が難
しくていつも同じ
もの

質問が早すぎて
対応できない

レストランで何を
聞かれているかわ
からないから、行
きたい気持ちが
なくなる

バスの行き先表
示がわからないの
で勘で乗る

お知らせが貼り出
してあっても内容
がわからない

メモが取れないの
で忘れてしまう

単調なメールやス
タンプだけの

になってし
まう
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「「揺揺れれるるこここころろをを見見ええるる化化すするる」」トトーーキキンンググママッットトⓇⓇ日日本本語語版版ののごご紹紹介介

～～ごご本本人人のの意意思思・・選選好好・・価価値値観観をを探探りり、、支支援援にに活活かかすすたためめにに～～

一般社団法人 日本意思決定支援ネットワーク

小杉弘子（発表者）、於保真理（共同発表者）

１１．．私私たたちちののこことと  
私たちは、行政・司法・福祉・医療・介護・教育機関及び民間企業など様々な分野に所

属するメンバーから構成される一般社団法人であり、障害のあるなしに関わらず、誰もが、

自信と誇りをもって、心からの希望に基づく意思決定と可能性を追求できる社会を目指し

て活動しています。主たる活動としては、「意思決定支援」をテーマに、認知症のある人

や知的・精神障害・身体障害のある人が自ら意思決定できるように、あるいは意思表示そ

のものが難しくてもご本人の思いや価値観を支援者が読み取ることができるように、支援

者の支援スキルを高めるための各種研修などを提供しています。 
 
２２．．トトーーキキンンググママッットト日日本本語語版版ににつついいてて  

言葉によるコミュニケーションが可能であったとしても、自分の心の中の思いをうまく

表現するのは容易ではありません。もし、様々な障害等により、言葉の表出が難しい場合

には、さらにご本人の心からの希望を読み取ることが難しくなります。 
トーキングマット（Talking Mats）は、もともとは 1998 年に英国スコットランドのス

ターリング大学の研究者により開発された、絵カードを用いた視覚的なコミュニケーショ

ンツールです。様々なテーマ（トピック）が用意されており、英国では主にソーシャルワ

ーカーや言語聴覚士等の支援者が、認知症や知的障害、その他コミュニケーションに困難

さのある人に対する支援で活用しています。日常生活はもちろんのこと、リハビリテーシ

ョンや介護予防における目標設定、さらには医療や介護における重要な局面においてご本

人の意思や選好、価値観を把握して思いを探るなど、意思決定支援の第一歩を踏み出すた

めの支援ツールであるともいえます。 
私たちは、2020 年にこのトーキングマットの日本語版を開発・翻訳し、現在は各地で

トーキングマットの効果的な使い方を学ぶ研修を開催しています（2022 年 12 月には、八

王子市リハビリテーション専門職協議会 コネクト八王子の皆様にも受講していただきま

した）。第 18 回フォーラムでは、トーキングマット日本語版の実物も展示いたします。お

手に取って頂ければ幸いです。 

トトーーキキンンググママッットトをを用用いいたた会会話話のの様様子子 当当法法人人のの ももごご覧覧くくだだささいい

（ご本人の承諾を得て写真を掲載しています）
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                       一般社団法人たま俱楽部２０２０ 

                                    代表  崎田京子                                                      
 

  

 
 

 

障害者・高齢者専用 『にしはちスポーツジム ご案内』 
 

 

障害者・高齢者のための新しい事業についてご案内させて頂きます。 

JR 西八王子駅徒歩 3～４分のスーパーアルプス 2 階ショッピングセンター内に２０２１年１１

月 1 日オープンいたしました。 

会員制で利用対象者は、障害のある大人の方、特別支援学校高等部・中等部の方。 

そして、高齢の方です。 

 

運動不足解消、ストレス発散、 居場所として利用・・・など、様々にご利用できます。  

運動のメインは、（サーキットトレーニング・トランポリン・ボルダリング・４０ｍウォーキングコー

ス）です。高齢者の方には、特にトランポリンの上を歩く事を推奨しています。 

５m のロング面を前・後ろ交互に歩きます。日頃余り使わない筋肉を鍛える事は転倒防止に

も繋がると思います。 

ご自身のペースで安心して運動して頂けます。また、ストレッチタイムも設けましたので、その

時間に合わせてご利用する事もお勧めです。 

利用回数の制限はありませんので、「にしはちスポーツジム スケジュール表」緑色の部分全

てご利用できます。 

 

このスポーツジムは、一般的なスポーツジムと同等ですが、利用対象が障害者と高齢者に限

定している所は新しい事業かと思います。 

運動がしたい、自分の為の目的ある外出がしたい。それには、受け入れ先は配慮や安全性、

理解ある環境設定が必要です。余り無いので作ってしまいました！ 

100 坪程のスポーツジムですが、大きな一歩になると思います。 

どうぞ皆様で応援、ご入会頂けます様なにとぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

※ご入会は随時受け付けております。 

※ご質問は、電話  ０４２－６７３－２０７７  

法人携帯 ０８０－３２１１－０２４８ 

E メール  tamaclub2020@outlook.jp 

                                     までお願いいたします！ 
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ノルディックウォークを普及・促進し、地域の高齢者のための健康づくり、介護予防活動 

 

一般財団法人全日本ノルディックウォーク連盟多摩地区連絡協議会 

笹渕勝彦 

 

 平成28年度に八王子市市民活動事業補助金に採択された。これがきっかけになりノルディックウ

ォークの普及活動を推進、令和３年に（一財）全日本ノルディックウォーク連盟多摩地区連絡協議会を

設立、ノルディックウォーク活動グループの立ち上げの支援を行っている。 

 

（（１１））現現在在活活動動中中ののググルルーーププ                                                    

  活活動動ググルルーーププ  場場所所  

１１  館館ヶヶ岡岡  八八王王子子市市舘舘ヶヶ岡岡  

２２  高高尾尾台台  八八王王子子市市元元八八王王子子町町３３丁丁目目  

３３  昭昭島島つつつつじじがが丘丘  昭昭島島市市つつつつじじがが丘丘  

４４  東東浅浅川川  八八王王子子市市東東浅浅川川陵陵南南公公園園  

５５  元元木木  八八王王子子市市元元木木町町小小田田野野中中央央公公園園  

６６  紅紅葉葉台台  八八王王子子市市紅紅葉葉台台  

７７  川川原原宿宿  八八王王子子市市川川原原宿宿小小田田野野中中央央公公園園  

８８  狭狭間間住住宅宅  八八王王子子市市狭狭間間町町  

９９  北北野野台台  八八王王子子市市北北野野台台中中央央公公園園  

１１００  三三鷹鷹  三三鷹鷹市市井井ノノ頭頭公公園園  

１１１１  昭昭島島ププレレイイシシアア団団地地  昭昭島島市市宮宮沢沢児児童童遊遊園園  

１１２２  みみななみみ野野  八八王王子子市市みみななみみ野野  

１１３３  めめじじろろ台台  八八王王子子市市めめじじろろ台台 11 丁丁目目  

万万葉葉公公園園  

１１４４  調調布布仙仙川川  調調布布市市仙仙川川緑緑がが丘丘  

１１５５  ははちちせせいいかかじじややししきき  八八王王子子市市元元八八王王子子町町 11 丁丁目目  

かかじじややししきき  

１１６６  南南大大沢沢大大平平公公園園  八八王王子子市市南南大大沢沢２２丁丁目目  

１１７７  松松ケケ谷谷大大塚塚公公園園  八八王王子子市市松松ケケ谷谷団団地地  

１１８８  南南陽陽台台  八八王王子子市市南南陽陽台台  

１１９９  多多賀賀公公園園  八八王王子子市市市市役役所所横横公公園園  

２２００  ググリリーーンンタタウウンン  八八王王子子市市ググリリーーンンタタウウンン住住宅宅  

（（２２））計計画画  

  令令和和４４年年  令令和和 55 年年  令令和和６６年年  令令和和７７年年  令令和和８８年年  

ググルルーーププ  ２２００    ３３００  ４４００  ５５００  ６６００  

参参加加者者  １１００００００  １１４４００００  １１８８００００  ２２４４００００  ３３００００00  

指指導導員員  ８８００  １１１１００  １１４４００  １１７７００  ２２００００  

（３）ノルディックウォークの効果と効能 

・姿勢がよくなる。また歩幅が広がり理想的なフォームが身につく。 

・体全体の筋肉の９０％を使用する全身運動。通常のウオーキングより２０％～３０％エネルギ

ー消費量がアップする。 

・肩甲骨を優位に使用するので、首や肩の筋肉への血行が盛んになり肩こり等の解消になる。 

・筋肉の 3 大要素（筋力、持久力、バランス保持能力）をバランス良く向上させる。 
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創創価価大大学学文文学学部部岩岩川川ゼゼミミのの活活動動（（高高齢齢者者にに関関すするる取取りり組組みみ））  
 

創価大学文学部岩川ゼミ 
大島櫻子、国武純子、佐藤秀幸 
瀬谷歓多、富沢愛美、長崎彩音 

指導教員 岩川幸治 
 

創価大学文学部岩川ゼミでは、「生活問題と福祉」をテーマにして学んでいます。人々の暮らしを豊かにし、

誰もが幸せに生きていく社会をどのようにしたらつくることができるのかを考えています。ゼミでは、学生

が自ら学びたいテーマを設定し、地域に出かけ、様々な取り組みをしている人々と出会い、誰が、何を、ど

のようにしているのかを知り、さらに「なぜ」という疑問をもち取り組みに込められた人々の気持ちを理解

することに努めることで、どのような取り組みが必要なのか、どのように取り組んでいく必要があるのか、

自分で考えて行動できる力を高めることを心がけています。ゼミで活動する際は、高齢者、子ども、障害者、

地域と対象を問わず地域の方と関わり交流しながら、つながりをつくることを大切にしてきました。ゼミで

の高齢者に関する取り組みの一部を紹介します。 
 
ススママーートトフフォォンン講講座座（（22002200年年度度33回回、、22002211年年度度44回回、、22002222年年度度77回回））  
スマートフォン（以下、スマホ）は操作が難しく、使いづらいと感じる高齢者は多い。スマホを使えるよ

うにすることで、高齢者が少しでも快適にかつ楽しく暮らせるようにすることを目的にしている。スマホの

操作に慣れている学生が講師となり高齢者にスマホの操作を教えることで、高齢者は気軽にわからないこと

を訊くことができ、学生は得意なことを活かすことができる。問題が解決したときの喜んだ笑顔を見ること

が、学生にとってのやりがいとなっている。普段あまり関わりがない高齢者と話をすることで、新たな発見

があり楽しい時間を過ごすことができている。スマホ講座を通して、高齢者と学生とがコミュニケーション

をとることで、高齢者が知りたいと思っていること、楽しみにしていることなど、高齢者のニーズ把握にも

つながる。そのニーズに応えられるように、今後のゼミ活動や個々人での活動を展開することが可能となる。 
 

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症にによよるる高高齢齢者者のの生生活活のの変変化化ににつついいててのの調調査査  
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、人と人との関わりが制約を受けるなかで、孤立を深めている

高齢者が増加していると考えられる。そこで、八王子市内の二つの地域を取り上げ、それぞれの地域におい

て高齢者がおかれている現状と課題、必要な支援は何かを明らかにするために、八王子まるごとサポートセ

ンター（八王子市社会福祉協議会）やサロンで活動している方を対象にインタビュー調査を行った。その結

果、二つの地域ともに、外出する機会が減少したため、足腰が弱くなり精神面でも苦痛を感じる人が増えた

ようであった。個人の問題としてだけではなく地域の問題として捉え、つながりがもてる機会をつくりつな

がりを絶やさない工夫が必要である。一方で二つの地域では、コロナ禍におけるイベントやサロンの開催時

期や人を呼び込む方法、地域の人とのつながり方に違いがあった。 
 
高高齢齢者者とと学学生生のの交交流流会会（（対対面面））  
普段関わることが少ない高齢者と学生が、お互いを知り楽しく交流することを目的にして、高齢者あんし

ん相談センターと相談をしながら、学生の企画・運営のもと開催。交流会の内容は、手指を使った体操とピ

ンポンゴルフゲーム（第一部）、しおりづくりのワークショップとおしゃべり（第二部）。ゆっくりと無理な

く進めることを心がけ、全員が楽しめたあっという間の 80 分だった。参加した高齢者からの感想として、

「普段は家にいることが多いので刺激になった。若い人と関わることができて、エネルギーをもらうことが

できた」。学生からは、「自分たちもゲームを楽しみながら高齢者の方と接したため、全員で楽しむことがで

きた。この機会をきっかけにして、さらに高齢者と学生のつながりをつくっていきたい」という声があった。 
 
地地域域ののササロロンンへへのの参参加加  
高齢者を中心とした居場所や生きがいづくりの場となっているサロンに学生が参加。参加者と工作や小物

づくりをともにすることで、自然と会話が生まれ、それぞれが作った作品を見せ合うことで自分にはない発

想に気づいたり、お互いの人柄を知ったりすることもできた。サロンに来ている参加者とお話をすることで、

多様な世代の人と関わることに対する抵抗感を少なくすることにもなる。また、サロンで行うイベントの企

画をさせていただき、運営する側のやりがいや苦労を感じることができた。 
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八王子市 第1層生活支援コーディネーター
活動紹介

～主に「介護予防」に資する地域づくりについて～

八王子市第1層生活支援コーディネーター

医療法人社団 永生会 理学療法士

枌 紀男

①元気な人が元気なままでいられるように

②（プレ）フレイルになっても
元に戻れるように

八王子市第1層生活支援コーディネーターの体制

生活支援体制整備事業とは、地域における生活支援と介護予防に関わる体制を整備・促進する事
業です。八王子市における本事業では、第1層生活支援コーディネーターに各種専門職を配置し、生
活支援及び介護予防に関わる地域づくりを多方面からバックアップする体制となっています。今回
は、主に介護予防に資する地域づくりを担当するコーディネーターの活動をご紹介します。
現在、介護予防担当のコーディネーターは、管理栄養士やリハビリ専門職が担っており、主な対象

者層は健康な高齢者及びフレイル状態にある高齢者です。両者の介護予防に関わる様々な地域課
題を把握し、その対策としての地域づくりを第2層生活支援コーディネーターと共に考え、協働して
います。
例えば、介護予防や地域活動に意識の高い層と低い層の格差が大きくなり、「無関心層が取り残さ

れている」という地域課題に対して、地域の企業や大学、ＮＰＯ法人、サロン団体等と連携を図り、無
関心層を呼び込むきっかけづくりを行った取り組み事例等があります。その他の地域課題や事例を
含め、詳細は展示にてご紹介いたします。

八王子市説明資料より

⑦



⑧







演題名 特別養護老人ホームこはく苑が取り組む認知症・フレイル予防事業
所属 株式会社ヘルステクノロジー 代表取締役

演者氏名（フリガナ） 和泉 逸平（イズミ イッペイ）

【背景】
認知症は多くの方の将来リスクと考えられているが、その発症は生活習慣の予防により

４０％軽減することができると考えられている。各地で予防事業が実施されているが、本当
に認知機能低下リスクの高い人の多くにはアプローチできていない。
【目的】
生活習慣の変容を促進する人材を育成するため、東京大学酒谷研究室が開発した「

（健康診断データを活用した認知機能低下リスク判定）」及び鹿児島のつみのり内科クリニ
ックで実践されている「体験型健康医学教室（りんご教室）」を導入し、特別養護老人ホー
ムこはく苑（栃木県足利市）の介護スタッフに研修を行った。
【結果】
研修前の介護スタッフは、対象者が要介護状態になってからの専門家という意識だった

が、「何歳からでも心と体は生まれ変わる」という細胞モデルを核としたりんご教室の体系
的な学習（オンライン受講）をすることで、生活習慣の大切さを理解し、介護状態になる前
にできることが整理できた。
【考察】
こはく苑では、加えて、弊社が開発した介護業務時間分析ツール「 」を用い

て、業務量と人員配置の見直しを行い、夕刻に地域高齢者が就労できる時間帯を作った。新
型コロナウイルス感染症対策のため実施には至っていないが、施設内研修を進め、体制移行
を行っている。この変更ができれば、夜間、特に早朝の介護負担を軽減することができると
仮定しており、全体の意識改革を行うため、人事評価制度の変更にも着手した。
取り組み当初は施設内の人材不足の解消が第一目標であったが、採用の 化、定着促進

するための工夫を重ねたことにより、施設長が掲げる理念の実現に取り組み始めることが
できた。この間、全てが順調だったわけではないが、問題を可視化・共有し、地域課題に目
を向けることで、在宅介護分野から徐々に意識が変わってきたのは大きな成果であった。
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② 演題名 超音波診断装置による嚥下筋計測
所属 株式会社ヘルステクノロジー
代表取締役 和泉 逸平（イズミ イッペイ）
森 隆志 （モリ タカシ）

【背景】近年注目されているサルコペニアの摂食嚥下障害の発症の背景には、サルコペニア
や老嚥（高齢者のわずかな嚥下能力の低下）がある。サルコペニアの摂食嚥下障害は、その
診断法は検証済みであるが嚥下関連筋の筋肉量の評価はない。また、フレイルやサルコペニ
アのある高齢者の嚥下機能を評価する事は重要だが、動画や画像を得られる機器を用いた
客観的な評価は嚥下内視鏡検査や嚥下造影検査といった侵襲性や専門性の高い方法が主で
ある。こうした課題のソリューションとして注目されているのが超音波検査装置である。し
かし、超音波検査装置による評価もまたその方法やカットオフ値が未確定であるという問
題がある。
【目的】超音波検査装置を用いて嚥下運動に主要な役割を果たす頤舌骨筋の超音波検査の
システムを構築し、本システムを用いて嚥下関連筋の筋肉量の指標の構築に貢献する。
【方法】総合南東北病院（福島県郡山市）、口腔外科、摂食嚥下リハビリテーションセンタ
ーにおいて超音波検査装置を用いて頤舌骨筋の面積や動き等を計測する。実際の嚥下臨床
に超音波検査を用いる事で日常臨床に取り込むことが可能な画像処理方法とオペレーショ
ンの方法を改良しつつ提供した。なお、本病院では年間の新規嚥下リハ患者が 名程度
と多いが、嚥下リハ患者が肺炎発症しなかった場合の在院日数は約 日、肺炎を発症した
場合は約 日程度であるため臨床への貢献度を期待し本施設と協働する事とした。
【結果】画像処理法の煩雑さが明らかとなり、人工知能を用いた方法や簡便な関心領域の指
定方法を試験した。頤舌骨筋の面積の標準値となるデータの創出に寄与した。
【今後】超音波検査装置の活用方法と画像処理方法を改良することで、介護予防も含む幅広
い臨床の現場で客観的な画像・動画の嚥下評価が普及するようシステムを改良し、診断方法
の改良に貢献する。



自分らしい暮らしを続けるために、私達ができること

医療法人社団永生会 訪問看護ステーションひばり

八島悦子 福井正樹 青木典子 串田泰代

 はじめに

地域活動への参加を通じて、人とのつながりを持つことは、健康を維持する一つの要素

であることが明らかになっており、「つながり」が寿命に与える影響力が強いと言われ

ている。ある調査では、日本の高齢者（ ～ 歳）は、地域活動への参加の割合がドイ

ツ・スウェーデンの約半分で、頼れる友人がいない割合が、ドイツ・スウェーデンの倍

以上であり、孤独度は世界のトップクラスである。今後高齢独居世帯、老老世帯が増加

していくことを考えると、地域のつながりを強くしていく必要がある。

そのことを踏まえ、地域住民が住み慣れた地域で、笑顔でこころ豊かに、自分らしい暮

らしを続けることへの支援となるよう実施した「まちの保健室」について報告する。

 地域での活動「まちの保健室」

参加人数： 名（男性 名・女性 名）

部：からだにあった体操教えます

① 座学：フレイルについて（フレイルチェック簡易テスト・予防）

② 体験：柔軟性、筋力、バランス、姿勢を評価し、 項目それぞれの状態に適し

た体操を提示及び実施。また自宅でも継続して行えるように、体操メニューの

配布と八王子けんこう体操を紹介。

部：コミュニケーションを大切にしたアロマを使ったマッサージ

① 座学：精油とは何か。アロマテラピーのメカニズム。植物の「香り」を暮らし

に役立てる簡単なアイデア紹介。精油を購入するときに注意点。

② 体験：ニベアに精油を入れフットケアの方法をレクチャー。ハンドマッサージ。

 活動の効果

アンケート調査の結果：

・自分の体の状態がわかり、自分にあった体操も学べた為、これからの生活の一部に取

り入れていきたいと思った。

・身近な会館で聴講でき、他者とのコミュニケーションがとれ楽しかった。

 おわりに

新型コロナウイルス感染症の終息が見えず、地域の方が閉じこもりになりやすい環境

であるが、住民の健康や住民同士のつながりを守るために、私達にできることを高齢者

あんしん相談センター追分の方々と共に取り組んで参ります。
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『元気塾に通ったら、こんなに元気になりました！ 

通所型短期集中予防サービス通所 Cの利用により歩行の改善に繋がった症例』 

河北医療財団 多摩事業部 リハビリテーション科 

桜ヶ丘いきいき元気センター 理学療法士 

花岡 絋基(ハナオカ ヒロキ) 

 

【はじめに】 

一昨年夏期に自宅にて転倒・骨折され入院。術後 1ヶ月半で退院されるが、療養期間中の活動性・外出頻度の低

下により身体機能・歩行能力および精神面の低下が生じた 70 歳台女性のご利用者様の機能改善をおこなうため

評価・介入を実施した。4ヶ月間の介入により効果的な結果を得られたためここに述べる。 

 

【方法】 

4 ヶ月間の通塾を週 2 回の頻度で実施。介入内容としては、元気アップ体操(多摩市のオリジナル体操)、マシン

トレーニングによる基礎体力の向上、全身の筋力強化および個別指導による自主トレーニングの提案、正しい姿

勢や動作の指導を実施。また、認知症や栄養バランス、口腔機能、閉じこもり防止などの健康に関する知識の提

供およびご本人の健康状態や生活の相談・確認などを実施することでご本人の健康に対する意識づけや行動範囲

拡大への自信づけを行った。 

 

【結果】 

サービス開始時と卒業時の 2回に渡り体力測定および疼痛評価、ご自身の健康観の聴取を実施。開始時に比べ歩

行能力および疼痛、転棟不安感などの項目に効果的な改善がみられた。また、それに伴いご自身の歩行や動作に

対する自信が付き、生活範囲の拡大や日常の活動・参加への復帰に繋がった。 

 

【考察】 

身体面へのアプローチだけでなく、精神面へのアプローチもしっかりと行ったことが今回の結果に繋がったと思

われる。特にご本人の悩みや目標、今の生活で一番困っていることなどを聴取し声かけを行ったことにより、ご

自身の中の不安が取り除かれ、ご本人の自信・やる気の向上に繋がった。その結果、人任せではない『セルフコ

ンディショニング能力』が身についたことが一番の成果であったと考える。 
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演題名：歩行分析システムの訪問診療への適用 

 
WALK-MATE LAB株式会社 
経営本部長兼 経営企画部 部長 
村方 正美（ムラカタ マサミ） 

 
 

高齢者の増加に伴い、歩行に障害を持つ人が増加している。歩行に障害を持つ高齢者は移
動が困難であり、在宅での診療（訪問診療）は、益々重要性が増す。訪問診療は、病院へ通
院することが困難な患者様に対して、医師が定期的に患者宅を訪問して診療を行うサービ
スであるが、運動機能の検査などでは計測機器や計測環境が限定され、検査の実施が制限さ
れるという課題があった。近年では小型ウェアラブルセンサを用いて簡便かつ高精度に歩
行等の運動機能の計測が可能となりつつある。弊社でも慣性センサを用いたウエアラブル
歩行分析システム（WM GAIT CHECKER Pro（WMGCPro））を開発し、2021年 5 月に医
療機器認証を得た。今回、WMGCPro を活用して訪問診療の現場で歩行分析検査を行った
ので報告する。 
 
 WMGCPro は、一歩一歩の歩行軌道と腰部の軌道を計測・分析可能な一般医療機器であ
る。WMGCProには、次の様な特長がある。保険診療が可能(保険点数 250 点)、歩行の計
測・分析・見える化・結果データの出力までを５分程度で実施可能、リハビリや治療の妥当
性判断や治療の経過観察などが可能、および患者様にも視覚的に判り易い、等。歩行分析は、
次の手順で行う。左右両足首と腰の合計 3 か所に小型慣性センサをベルトで装着し、歩行
運動における足首と腰の時間的・空間的軌道を計測し、計測したデータを無線でタブレット
端末に送信、タブレット端末に実装されたアプリケーションソフトウェアでストライド長
等の臨床的歩行指標の分析を行う。 
 
  訪問診療では、①前回診断の所見に基づいて医師が動作分析検査を指示、②訪問診療実
施時に医療従事者がWMGCPro を用いて歩行運動に関する動作分析検査を実施、③検査結
果を医師が確認して診療記録としてカルテに記載、という運用が実施された。結果として、
患者は自宅に居ながら、患者の歩行運動の状態を把握して診断に臨むことが出来た。また、
検査結果の情報を蓄積して経時変化を含めて診断に活用できることが分かった。今後、検査
結果情報のクラウド共有などを含め、地域包括ケアシステムとの連携も視野に検討を進め
る予定である。 
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東東京京医医科科大大学学八八王王子子医医療療セセンンタターー  

リリハハビビリリテテーーシショョンン部部  
【診療科目】

脳神経内科／脳神経外科／整形外科／形成外科／心臓血管外科／耳鼻

咽喉科•頭頸部外科／腎臓内科／消化器外科•移植外科 等 計 科

【病床数】

許可病床数 床 一般病床 床 感染症病床 床

【リハビリテーション部 スタッフ構成】

理学療法士 名／作業療法士 名／言語聴覚士 名／助手 名

【施設基準】

脳血管疾患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 •心大血管疾患リハビリテーション Ⅰ •がん患者リハビリテーション

【リハビリテーション処方の割合】

令和 年 例

脳血管疾患等 •運動器 •呼吸器 •心大血管 •がん •その他疾患

【リハビリテーション部の特徴】

•整形外科•脳神経外科の回診に同行

•病棟カンファレンスを定期的に実施

•耳鼻咽喉科の嚥下回診に が同行

•栄養サポートチーム（ ）委員会• 回診チームに が参加 患者会「やまゆりサロン」のサポート

•緩和ケアチームの回診•耳鼻科頭頸部外科カンファレンス•キャンサーボードへ参加

•喉頭摘出手術を受ける患者様と御家族に 代替発声手段を紹介 「オオルリの会」各月１回オンライン開催

•リハビリテーション部内での定期勉強会•症例検討会開催

•早期離床•リハビリテーション加算の算定 集中治療室 救命救急病棟でのカンファレンスに参加し 他職種で

連携して早期の離床や 向上に努めている

〒 東京都八王子市館町 番地

電話： （代表）

【理学療法】

整形外科疾患では人工関節 脊

椎疾患 骨折等に対し術前より訓

練を施行しています 脳血管疾患

では 入院翌日～ 日程で訓練を

開始します また パーキンソン

病等の慢性疾患 難病の患者様の

リハビリテーションも施行して

います 呼吸リハビリテーション

は人工呼吸器管理中から訓練を

開始 慢性閉塞性肺疾患 に

対し教育入院パスを作成し他職

種と情報共有しています

【作業療法】

中枢神経疾患•整形疾患を中心

に 上肢機能訓練• 訓練•高次

脳機能訓練などを急性期より行

っています 外傷も多く 骨折•腱

損傷•神経損傷などの手の外科疾

患 機能再建後のハンドセラピー

や がんの周術期•ターミナル期

においてもがんリハビリテーシ

ョンを実施しています

【言語聴覚療法】

中枢神経疾患などの急性期リ

ハビリテーションに加え 当院

では頭頚部癌の手術も実施して

いるため 構音•嚥下•電気喉頭

の訓練も多く行っています ま

た 嚥下造影検査 ；

に積極的に

参加し 嚥下機能を評価•解析す

ることで 得られた情報を治療

に活かしています 外来では 言

語発達遅滞や構音障害のお子さ

んの訓練も行っています

①



 

グリーングラス南大沢クリニック 

住所：八王子市下柚木 2-26-11 

電話：042-682-3580 

FAX：042-682-3581 

診療科目 

内科・脳神経内科・整形外科・泌尿器科・精神科・形成外科・眼科・皮膚科・耳鼻科 

 

対象地域 

八王子市全域 

 

訪問リハビリの体制 

2023.2.28 現在 理学療法士（PT）週１火曜のみ勤務体制から、 

2023.5.1～ 月曜～金曜と理学療法士（PT）作業療法士（OT）勤務体制へ拡大します。 

週４日勤務分の枠が増えます。 

 

訪問リハビリの特徴 

当クリニック医師の指示のもと訪問リハビリを実施するため、医師との連携がとりやすい

環境で、リスク面や指示内容を確認しつつ、リハビリを進めることができます。 

介護保険、医療保険によるご自宅への訪問、施設への訪問だけでなく、保険を利用すること

が困難な施設への訪問は自費にて行っております。 

リハビリの内容は基本動作訓練や ADL 訓練、福祉用具選定、環境整備、介護者指導、関節

可動域訓練、筋力増強訓練など自立支援に向けたリハビリを実施しております。 

 

 
ホームページ 
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重症心身障害者
通所施設

島田療育センターはちおうじ
「都立八王子小児病院」が現在の「東京都立小児総合医療センター」に統合されるにあたり、その跡
地に八王子市小児・障害メディカルセンタ―が 年 月に開設され、その中に『島田療育セン
ターはちおうじ』は、障害児（者）の医療・療育体制の充実を図るために開院しました。

療育診療

内容：医学的診断・評価・リハビリ
対象：主に ～ 歳の小児

相談事例：
「ことばの発達が遅くて心配」
「癇癪や神経質で育てにくく感じる」
「友達とうまく遊べない」
「学校の勉強が大変」「不登校」

医師・専門職による評価を行い、
個別的な相談・指導を行います。

発達障害児支援室
からふる

内容：相談、グループ指導、講習会など
対象：東京都在住または在勤のご家庭

活動内容：
・各種グループ指導
・療育関係者や保護者向け講習会
・施設支援、巡回相談
・就学情報交換会

八王子市から助成を受け、発達に心配の
ある子や保護者への支援を行います。

小児科診療
えみんぐ

内容：重症心身障害者のデイケア
対象： 歳以上（卒業後）

ケア内容：
・日常生活の介助・介護
（食事、排せつ、入浴サービス）
・医療的ケア
・レクリエーション活動

内容：一般的な小児科診療
対象：小児

診療内容：
・子どもがかかりやすい病気全般
・アレルギーの相談や治療
・乳児健診、各種予防接種

医療的ケア児 コーディネーター事業

年 月に開設
内容：相談・支援機関の紹介など
対象：医療的ケア児・家族・関係機関

島田療育センターはちおうじは、
年に 周年を迎えました。

リハビリテーション科 甲斐智子
＊使用写真は より抜粋しています。
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テーマ：施設紹介 
 

医療法⼈社団 永⽣会 南多摩病院 

〜当院の特徴とリハビリテーション科の紹介〜 

 
医療法⼈社団 永⽣会 南多摩病院 リハビリテーション科 
 理学療法⼠ 伊計茉倫・⼩⿊春⾹ 
 
当院は、年間4500台以上の救急⾞を受け⼊れる、病床数170床（⼀般床150床、地域包括

ケア病床20床）の２次救急指定病院です。診療科⽬は、総合内科、循環器内科、消化器
科、呼吸内科、脳神経内科、膠原病内科、糖尿病内科、整形外科、外科、⾎液外科、眼
科、泌尿器科、婦⼈科、⼩児科、リハビリテーション科、放射線科、⿇酔科、訪問診療
科、その他（⼈間ドック、健康診断、⼈⼝透析センター37台）と幅広く、質の⾼い医療・
看護・介護・リハビリ等、優しいヘルスケアサービスを提供しております。 
また、基本理念として、医療・介護を通じた街づくり・⼈づくり・想い出づくりを掲げ、
断らない、治し、⽀える医療・看護・介護・リハビリを提供しております。 
リハビリテーション科においても、断らない救急を⽀える為に、早期介⼊、早期離床、

早期退院を図るべく⽇々取り組んでおります。その為、平均在院⽇数が11.5⽇と短期間と
なっており、早期退院の実現に尽⼒しております。 
リハビリテーション科に在籍するセラピストは、理学療法⼠23名、作業療法⼠10名、⾔

語聴覚⼠6名、総勢39名であり、3科で協⼒し合い、患者様に寄り添いつつ⼊院⽣活を⽀援
しております。またセラピストの平均経験年数は6.9年であり、若⼿からベテランまで幅広
い経験年数のセラピストが在籍し、様々な患者様の状態に対応したリハビリテーションに
取り組んでおります。 
今後も、地域の住⺠の⽅々に良質かつ安全な医療の提供を通し、健全経営の維持に努め、
安⼼な安らぎにあふれた街づくりを⽀援していきます。 
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施施設設紹紹介介  

医医療療法法人人社社団団  玉玉栄栄会会  東東京京天天使使病病院院  

東京天使病院 リハビリテーション科 

岡村 愛／坂本 快／大野 由暉／大泉 拓登／大塚 佳輝 

 

【【玉玉栄栄会会  理理念念】】  

“Your pleasure, my pleasure” 

〜あなたの喜びは、私の喜び〜 

【【ははじじめめにに】】  

緑が溢れる八王子市西部に位置し、四季の移ろいが豊かな北浅川の近縁に佇む、地域密着型のアットホームな

病院です。職員の多くは八王子出身で地元からの信頼を構築し続けるため、当法人が掲げる理念に基づき、患者

様を第一に考えて一所懸命働く職員に恵まれています。 

当院ではリハビリテーション、健診・ドック、睡眠時無呼吸症候群とその周辺疾患の診療に注力しています。 

【【病病院院概概要要】】  

○入院病床 

全 122 床（一般病棟：39 床、回復期リハビリテーション病棟：47 床、地域包括ケア病棟：36 床） 

○診療科目 

内科・循環器科・呼吸器科・消化器科・脳神経外科・整形外科・心臓血管外科・心療内科・泌尿器科・CPAP 外

来・糖尿病・乳腺外科・歯科・口腔外科・リハビリテーション科 

【【リリハハビビリリテテーーシショョンン科科】】  

医師及びコメディカル同士の壁が少なく積極的なチーム医療を推進しています。その中でリハビリテーション

科は在宅復帰を目指す中心的な役割を持ち、入院中の充実したリハビリテーション提供から退院後の在宅支援ま

で、患者様の生活をしっかりとサポートしています。「ゴールは在宅復帰」ではなく、「在宅復帰のその後」を見

据え、オーダーメイドのリハビリテーションを提供しています。 

PT 27名、OT 8名、ST 4名が従事し、20〜30歳代の職員を中心に、子育て世代も活躍しています。ス

タッフ一人ひとりが輝く、明るい笑顔に溢れる雰囲気が、患者様から好評を頂いています。 

○リハビリテーション科の行動目標 

“患者ファースト 〜それぞれの個性を活かした最高のチームを作ろう〜” 

【【ココロロナナ禍禍のの中中でで】】  

COVID-19 感染症の全国拡大から現在まで、当院では感染拡大防止のために活動範囲の制限を設け、感染症

との戦いに難渋する中でも最大限のリハビリテーション提供を模索していました。必要に応じた入院患者様を対

象に、主治医や感染委員会の指示を仰ぎ、一部制限を解除しつつあります。コロナ禍を考慮しながら、外出訓練、

訪問リハビリテーションへの同行を実施し、患者様の在宅復帰へのサポートに努めております。 

【【ロロボボッットトリリハハビビリリテテーーシショョンン機機器器】】  

質の高いリハビリテーションの提供を目的に、「上肢機能トレーニングロボット：DIEGO」・「総合的運動学習

インテリジェントデバイス：MYRO」・「圧分布側圧システム：FDM シリーズ」・「筋電計 DELSYS」・「免荷式

歩行リフト：POPO」と、新たにリハビリテーション機器 5機種を導入しました。 

患者様、利用者様、地域住民の方々へ貢献できるよう、今後とも邁進してまいります。 
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医医療療法法人人社社団団  清清智智会会  清清智智会会記記念念病病院院  

リリハハビビリリテテーーシショョンン部部  

 

私私たたちちははここんんなな活活動動ををししてていいまますす  

  当院は、東京都八王子市子安町、JR八王子駅南口徒歩 6分の場所にある保険医療機関です。  

特に救救急急医医療療・・リリハハビビリリテテーーシショョンンに力を入れており、日夜八王子市の皆様に貢献できるよう努力を続けています。  
 

 
 

＜＜病病院院概概要要＞＞  
・診療科目：内科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、婦人科、リハビリテーション科、麻酔科、 

形成外科、皮膚科、耳鼻咽喉科、神経内科 
・病床数 ：総床数 177 床 HCU(4 床) 一般病床(131 床) 地域包括ケア病床 (12 床) 回復期病床(30 床) 
・施設基準：東京都二次救急指定病院 

＊＊リリハハビビリリテテーーシショョンン部部＊＊  

・理念：『まごころからうまれる信頼』 

・方針：『地域に根差したリハビリテーションを提供する』 

・スタッフ構成：理学療法士 15名 作業療法士 5名 言語聴覚士 4名 助手 4名 

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

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

呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) 

回復期リハビリテーション病棟料(Ⅰ) 地域包括ケア病床入院料(Ⅱ)  

＜＜地地域域ででのの介介護護予予防防講講座座📖📖📖📖📖📖📖📖＞＞  

地域にお住いの方が集まる地域サロンや自治会に向け

て、講師活動を行っています。テーマは様々で、今年

度は主に高齢者の方々を対象に、転倒予防のための体

操、腰痛・膝痛を予防する体操、また、コロナ自粛中

に落ちた体力を取り戻すための“元気アップ体操！”

といったテーマで行いました。 

＜＜通通所所型型短短期期予予防防ササーービビスス🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷＞＞      

八王子市からの委託事業として、通所型短期

予防サービスにも取り組んでいます。 

 『『WWee  ssmmiillee  ,,  FFoorr  ssmmiillee』』～～みみんんななのの笑笑顔顔のの為為にに～～  

＜＜リリハハビビリリテテーーシショョンン部部ブブロロググ♪♪＞＞  

リハビリテーション部の日常を 

月１回程度ブログに載せています！

是非ご覧ください。 

＜＜地地域域公公開開講講座座・・リリハハカカフフェェ������＞＞ 
地域住民の方に向けて講座やカフェを開催

しています。 

現在は感染対策のため休止していますが、 

再開した際にはぜひ参加してみてください。 
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介護老人保健施設 デンマークイン若葉台 
 
 

施設紹介  

入所（認知症専門棟有）、短期入所療養介護 

通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション 

 
地域活動 
介護予防サロンわかばカフェ 

 
併設施設 
稲城台病院 

訪問看護ステーションゆい若葉台 

介護支援センターゆい若葉台                      

 
スタッフ構成 
医師 2名、看護師 18名、歯科衛生士 2名、管理栄養士 3名、介護支援専門員 4名、 

介護士 68名、作業療法士 5名、理学療法士 8名、言語聴覚士 1名、音楽療法士 1名 

 

 

【施設の紹介】 
●東京都第 1号の老人保健施設で在宅復帰・在宅支援に力を入れている超強化型老健です。 

●入所では短期集中リハビリ、認知症短期集中リハビリ 

 を数多く実施し、在宅復帰を目指しています。 

多職種による実際の生活の中での自立支援のリハビリ 

を行います。習慣化を図り、活動的に過ごすことが 

できるように生活を組み立てます。 

●通所リハビリでは質の高いリハビリマネジメントにより、 

住み慣れた地域で暮らし続けられるようサポートして 

いきます。ご本人様の生活目標の実現に向け、リハビリ 

を行います。 

●短期入所療養介護ではご本人様のリハビリやご家族の 

休息などを目的とした短期間の入所です。平日は毎日 

リハビリを行うことができます。食支援のための短期 

間の入所も実施しております。 

 

【施設の特徴】 
住み慣れた地域で、より良い生活が継続できるよう、ご本人様が病院退院後も当施設で安心 

してリハビリを受けて頂けます。 

地域のリハビリテーション施設として、施設内において医師の指示のもと病院退院後の集中 

したリハビリテーションから、在宅復帰や在宅支援、また他施設への待機などの多機能を持 

ち、生活機能が向上できるよう支援していきます。 

地域とのつながりを継続し、一人一人の介護予防の視点を拡げながら、活動の参加機会を増 

やせるように地域の方々が心身ともに健康で過ごせるように支援しています。 

 

住所：稲城市若葉台３－７－１ 
電話：０４２－３３１－３０３０ 
URL：https://hilltop-roman.jp 



（（所所属属施施設設：：八八王王子子保保健健生生活活協協同同組組合合）） ○○演演者者名名：：黒黒澤澤秀秀幸幸・・市市川川富富啓啓

人と人とのつながりの「豊かさ」と、困ったときに相談にのってもらえる「安心感」を通し

ての「地域づくり」を基本としています。１９７９年に城山病院を開設以来、医療と介護の事

業所及び拠点整備に努め、『はちせい地域包括ケア』の推進という観点から、『生活支援』にお

ける様々な活動の整備に取り組んできました。

〒 東京都八王子市元八王子町

： ：

：

八八王王子子保保健健生生活活協協同同組組

合合

ほほかか 八八王王子子保保健健生生活活協協同同組組合合のの事事業業

〇〇委委託託事事業業

➢ 八王子市食楽訪問

（訪問型短期集中予防サービス）

➢ 通所 「わくわく」

➢ 八王子市介護予防相当サービス

（通所 事業）

➢ 生活支援コーディネーター事業

➢ 八王子市フードパントリー事業

〇〇生生活活支支援援ササーービビスス

➢ 常設サロン（カフェかじやしき）

➢ 有償ボランティア（いきいきらいふの会）

➢ 移動サービス

（花束の会・ドアからドアの会）

〇〇組組合合員員支支部部（（八八王王子子市市内内 支支部部））

ははちちせせいい地地域域包包括括ケケアアのの考考ええ方方
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医医療療法法人人社社団団 永永生生会会
訪訪問問看看護護スステテーーシショョンン ひひばばりり

所在地：八王子市千人町 モナーク西八王子１階
： ：

【モットー】
「その人がその人らしく生きられるようサポートする」をモットーとして邁進しています。地域のつなが

りを大切に信頼と期待に応え、皆様に安心して利用いただける努力をしています。そして人生の良い思い出
ができる「想い出づくり」にも力を入れています。

【担当エリア】※拡大エリア
暁町 泉町 犬目町 宇津木町 梅坪町
追分町 大谷町 尾崎町 小津町 加住町
叶谷町 上壱分方町 上恩方町 上川町 川口町
丹木町 大楽寺町 戸吹町 長房町 中野上町
中野山王町 中野町 並木町 楢原町 西寺方町
弐分方町 平岡町 日吉町 富士見町 本郷町
丸山町 みつい台 宮下町 美山町 元本郷町
元八王子町 谷野町 横川町 四谷町
高尾台住宅・霞ヶ丘住宅以外 ※石川町 ※小宮町 ※平町

【特徴】
看護：ベテラン看護師が多く、難病認定看護師、訪問看護認定看護師と専門性の高いスタッフがおり、人工

呼吸器や点滴等の医療依存度の高い利用者様や、ご自宅看取り（ターミナル）への対応に力を入れています。
また、介護支援専門員資格や排便ケアの専門家である マスターも在籍しています。疼痛緩和を目的と
したアロママッサージも実践しています。小児、精神科訪問看護にも訪問対応しており、 日 時間オン
コール対応しています。
リハビリ：専門性を高め利用者様のニーズ、多様な状態に対し、ご自宅での運動療法や屋外での歩行や移

動訓練、言語聴覚士による摂食嚥下訓練・構音訓練も実施しています。また、シーティング（車椅子）、福祉
用具のアドバイス（環境設定）も行っています。
※看護師・リハビリスタッフともに地域での出張講座など講師活動にも取り組んでいます。
【配置スタッフ】※スタッフ募集中
看護師 名
理学療法士 ２名
作業療法士 ２名
言語聴覚士 １名
事務員 ２名

【今後の取組】
当ステーションは八王子北部の

東西エリアを訪問しています。これ
まで、地域のニーズに答えられなか
ったエリアに対応するため訪問エ
リアを拡大し、また、より地域に密
着したステーションを目指して行
くため、小宮駅近隣にサテライトス
テーションの開設を準備していま
す。モットーにある地域のつながり
信頼、期待に答えられるように、こ
れまで以上に努力してまいります。
【ひばり紹介動画】
左記 コードより、ひばりスタッフによる紹介

動画も視聴頂けます。ご覧いただけると幸いです。

※
スタッフ募集中

もや

ってまーす❕

理学療法士 大内 勝也
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抄録用原稿 
 

永生病院 認定栄養ケア・ステーションの取り組み 

管理栄養士 大槻 優紀（オオツキ ユキ）永生病院 認定栄養ケア・ステーション  

大澤美香（オオサワ ミカ）、岡部 貴代（オカベ タカヨ）、山本 徹（ヤマモト テツ） 

 

「認定栄養ケア・ステーション」とは、栄養ケアの業務を行う適格性を有するものとして、

公益社団法人日本栄養士会の認定を受けた、地域密着型の栄養ケアの拠点です。地域での食

育・健康づくり、疾病の予防、そして治療から介護まで、「切れ目のない食生活の支援」を

提供します。当認定栄養ケア・ステーション（以下栄養 CS）は、2019年 4月 1日に設置し

ました。今回、当栄養 CSの取り組みと 2022年 4月から 2023年 1月までの実績を報告しま

す。 

栄養 CSの業務は大きく２つあります。 

１．医師の指示を受けて、疾患を持つ患者へ栄養食事指導を実施します。（）内は実績。 

①訪問栄養食事指導（104件） 

②通所リハビリ利用者への栄養相談（栄養改善加算：38件） 

③クリニックでの外来栄養食事指導（24件） 

④認知症グループホームの介護職員などへ栄養・食生活に関する助言や指導 

（栄養管理体制加算：月 1回） 

２．高齢者の介護予防のため、食の専門職として地域で活動します。 

八王子市から受託した事業は２つあります。 

①食ナビ訪問：リハビリ・栄養・口腔等の専門職が、対象者の自宅を訪問しアセスメント

を実施、本人に適した支援の紹介や元気な暮らしに戻るための助言をする事業です。 

この事業には、３つの類型があります。 

１）食ナビ同行訪問（25件）：65歳以上で要介護認定を受けていない方に、ケアマネ 

ジャーと同行してご自宅へ訪問し、ご本人に適した支援を紹介します。 

２）地域ケア会議（30件）：高齢者あんしん相談センターが開催する会議で、地域の 

課題を知り、高齢者が自立した生活を送るための助言を行う。 

３）住民主体の活動への支援（4 件）：住民主体の活動（高齢者サロンやサークル等） 

における、栄養に関する観点から団体活動を支援する。 

②食楽訪問（63件）：「楽しく・楽に食べられること」の習慣化に向けて、自分の力で 

食生活を楽しく続けていく方法を身につける「面談」中心の 3カ月間の支援。 

他にも、市内団地内で健康教室や健康相談を受ける一員として活動しています。  

 今回の取り組みを通して、地域住民やケアマネジャーをはじめとする介護関係者に栄養

ケアの必要性に対する認識が広がるように、地域で顔がみえる管理栄養士として今後も活

動を広げていきたいと考えています。 
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介護老人保健施設エンジェルコート 施設紹介 

リハビリテーション科 
    

鳴海
ナ ル ミ

恵
ケ イ

太
タ

（理学療法士）望月愛乃
モ チ ヅ キ ア イ ノ

（作業療法士）青木哲汰
ア オ キ テ ッ タ

（作業療法士） 
 当施設のリハビリテーションサービス（以下、リハビリ）として入所リハビリと通所リハビリ（長時

間・短時間）を提供している。リハビリテーションスタッフ数は 12 名で対応している。入所定員は

128 名、通所定員は 69 名（長時間：39 名・短時間：30 名）となっている。 
  入所サービスは、要介護 1 以上の方を対象として入所より 3 ヵ月間は毎日の集中的なリハビリが提

供可能である。3 ヶ月以降のリハビリは週 3 回の頻度となる。また、積極的な在宅復帰支援にも力を入

れており、在宅生活に即したリハビリの提供や、利用者宅に伺い、動作指導や手摺りの設置等、個々の

身体機能に合わせた環境設定の提案を行なっている。退所後の在宅生活の支援として、当施設の通所サ

ービスの提案もしている。また、認知症と診断されている方や認知面に不安のある方に対し、入所され

てから 3 ヵ月間、週 3 回の頻度で認知症短期集中リハビリを実施している。ご家族の都合や休養等で一

時的に介護が難しい状態となった場合、一定期間ではあるが、ショートステイ（短期入所）を利用する

ことが可能となっており、その間も入所サービスと同様にリハビリを提供することが可能である。 
通所リハビリテーションサービスは、利用者様のニーズと利用目的に応じて、短時間と長時間に分け

ている。 
短時間通所リハビリでは下記、5 つのクラスを展開している。①介護予防教室、②リハビリケア教室、

③スポーツジム教室、④個別強化型リハビリ教室、⑤生活訓練教室（食事、入浴あり）である。介護度、

身体機能や目指すゴール等に合わせて、クラスを案内している。 
長時間通所リハビリでは、介助量が多い方や医療的管理が必要な方など様々なケースに対応してい

る。また、食事や入浴サービスも提供している。食事動作では作業療法士や言語聴覚士を中心に食事場

面における環境設定や嚥下機能評価も行っている。また、日々のトイレ動作や入浴動作等をリハビリス

タッフと介護スタッフが協力して評価を行い、情報共有のもと、在宅生活やご家族様への情報提供に活

かしている。 
当法人の特徴として法人内で病院と介護老人保健施設を運営しているため、密な相互連携が可能とな

っている。病院と老健間の情報共有も迅速に行われ、退院後の早期から通所リハビリを利用するケース

など多く経験する。 
また、通所リハビリ利用者でもレスパイト目的でショートステイを利用する場合や入所から在宅へ復

帰された以降も通所リハビリを利用されているケースもあり、いずれの場合も、同法人内での迅速な情

報共有により、わずかな待機時間で対応することができている。 
また、地域への取り組みとして、市からの委託事業である通所 C とサロンにも積極的に参加している。

事業所やケアマネジャー、利用者家族との連携により、各利用者のニーズに応じた幅広いサービスの提

供が可能となっている。 
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リハビリサロン Lotus（ロータス）事業紹介 
株式会社 Lotus 

                     代表取締役 理学療法⼠ 塩川 まなみ 
 

●R4.４⽉より⽇野市にて開設しました、公的保険外のリハビリサロンです。 
南多摩圏域の地域に携わる皆様に広く知って頂き、ご活⽤いただきたいと思っております。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●サロンの活動を通して 

 
＊お陰さまで、４⽉で１周年を迎えます。この 1 年を通してこれらのことが実感できました。 
パネル発表では事例の提⽰と共にサロンの様⼦をお伝えいたします。 

対対象象者者

• 脳⾎管障害による後遺症：発症から⻑期間経過されている⽅など
• 五⼗肩、腰痛などの疼痛緩和：外来通院の有無は問いません
• フレイルなど予防的な姿勢調整や筋⼒、動作の改善を求められる⽅

特特徴徴

• 完全予約・個別制 （60分・90分）
• 利⽤者様のニーズに合わせ頻度、期間を設定
• 徒⼿による姿勢調整や動作訓練が中⼼。⾃主トレなどのご提案

施施設設概概要要

• 場所：東京都⽇野市⼤坂上2−2−8 （駐⾞場完備）
• 施術⽇：毎週(⽉)・(⽊) 、第1・3(⼟)、第2・4(⽇)
• 連絡先：080（7272）7444

隙隙間間をを埋埋めめるるニニーーズズ：：医療・介護保険サービスだけでなく、個別リハ
ビリの希望があることを実感

予予防防的的リリハハビビリリのの効効果果：：⾃分では気づけない姿勢の歪みや動き⽅
の修正で体⼒に⾃信ができて仕事や趣味を楽しめる

継継続続的的リリハハビビリリのの効効果果：：脳⾎管疾患の後遺症など発症から経過して
いても、動作の改善が認められる
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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　
ホームページ　QR コード
URL　　https://www.c-rehab.com


