


巻頭言

南多摩リハビリテーションスタッフ合同会議第６回学術集会開催に寄せて

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

梅の花もほころび、陽春の息吹を感じるこの頃、皆様方におかれましては益々ご

健勝のこととお喜び申し上げます。

南多摩圏域で平成 15 年度より開始された本事業ですが、毎年、地域の皆さまか

らの要望を活かし、種々の研修会、講習会を開催してまいりました。そして本年度、

新たな事業として｢南多摩福祉機器展｣を開催致しました。本圏域では全く新しい試

みであり、準備スタッフ一同不安いっぱいのスタートでしたが、410 名もの参加者

を得、圏域の皆さまの福祉用具に対する関心の高さをあらためて実感致しました。

これもひとえに皆様方のご理解とご支援のお陰と感謝しております。

恒例となりました学術集会は今年度で第 6 回となります。昨年度（第５回）は、

一昨年度の「地域サービスのご利用状況に関する調査」の結果を踏まえて、私たち

リハビリテーション従事者がどれだけ患者様・利用者様の声を傾聴し、日々の支援

を実践できているかどうかを問いなおすことを目的とし開催しました。

そして今年度は｢生活障害｣は環境との関連から生み出されるという視座に立ち、

｢バリアアリ－からバリアフリーへ  ～それぞれの垣根を超えて～｣

をテーマとし、今回のシンポジウムを企画致しました。ご発表をご快諾頂きました

シンポジストの先生方々に、感謝申し上げますとともに、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にも昨年同様、大変多くの展示のお申し込みを頂きま

した。今回は参加諸施設からの職場紹介、当事者活動の紹介はもとより、先般開催

された｢南多摩福祉機器展｣のポスターも展示させて頂き、36 枚ものパネル展示と

なりました。今年も多くの皆さまの意見交換・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、本会議を通じて新たな顔の見える連携、

当事者・御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２３年３月吉日



第 6回学術集会抄録集 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 意思疎通が困難な症例を通して学んだ事

Ⅰ－２ 早期より自己管理能力向上を目指して

Ⅰ－３ 在宅生活を送る多系統萎縮症患者への生活支援

Ⅰ－４ 広範囲熱傷患者に対する可及的早期介入により

主婦業復帰を促すことができた一例

Ⅰ－５ 患者から趣味人として

Ⅰ－６ 「エラー認識が低い症例に対する一考察」

Ⅰ－７ 「ADL目標の達成に苦労した症例

一般演題Ⅱ：研究報告

Ⅱ－１ 装具に関するアンケート調査

Ⅱ－２ あきる台病院訪問リハビリテーションの平成 22年の利用者実績報告

Ⅱ－３ 当院回復期病棟スタッフへのチーム医療に関するアンケート調査

Ⅱ－４ 報告 当施設入居者における行動障害の出現傾向

Ⅱ－５ 介護予防通所リハビリテーション利用者の現状と体力測定の結果報告

Ⅱ－６ 長期慢性疾患・終末期・退行性病変に対する

摂食・嚥下リハビリテーションの現状

パネル展示Ⅰ：施設・活動紹介

１． （医）康心会 ふれあい町田ホスピタル

患者様活動紹介 「リハビリ和竿師奮闘記」（鈴木秋水氏（ペンネーム））

２． （医）康心会 介護老人保健施設 ふれあいの町田

３． （医）康心会 ふれあい町田ホスピタル 家族交流会

４． 医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵病院

５． 東京医科大学八王子センターリハビリテーション部

６． 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

７． 永生クリニック 高次脳機能障がい 就労支援プログラム「丸八工房」

８． 永生会在宅総合ケアセンター 利用者旅行

９． 医療法人社団永生会 介護老人保健施設イマジン デイケア

10． 医療法人社団永生会 南多摩病院リハビリテーション科

11． 書道展示：タイトル「瑞日祥雲」（スマイル永生 利用者 渡辺 知子様）

12． 富士山と私 －この一年－ （百瀬 進さん）

13． にじの会

14． 医療法人社団康明会グループ

15． 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

16． 医療法人社団玉栄会 東京天使病院 通所リハビリテーション風々

17． 八王子保健生活協同組合（はちせい）

18．‐21． 医療法人社団 KNI
北原国際病院

北原リハビリテーション病院

デイケアセンターオリーブ

北原ライフサポートクリニック



パネル展示Ⅱ：南多摩福祉機器展展示ポスター抄録等

１．移動手段と福祉機器の適合 八王子市 虹の会 原島 保夫

２．床でのんびり お風呂でゆったり 八王子市 川端 忠

３．電動車いすをレンタルしてみた 八王子市 Ｎ

４．全身麻痺のシングルマザー子育て奮戦記 八王子市 佐々木 良子

５．要介護度４の妻を支える夫 その夫を支える妻

八王子市 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝいるか 中村 静江

６．願い叶えます！あなたの住まい 八王子市 （株）山六

７．訪問シーティングの試み ―高通気性座位保持装置の試作―

八王子市 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝとんぼ 石濱 裕規

８．康明会病院での車椅子選定への取り組み  

日野市  医療法人康明会 康明会病院

９．回復段階に応じた自助具等の選定・工夫の紹介

町田市 多摩丘陵病院 三沢 幸史 中澤 幹夫 大熊 勝也

10．退院前住宅改修指導  町田市 ふれいあい町田 小林 幸治

11．自分の体に合った椅子     八王子市 家具のまち 八王子 伊藤洋平

12．姿勢・椅子・健康―木工作家による作品展示と座位姿勢計測具の紹介―
          山梨・河口湖町 “工房木夢” 吉野崇裕

13．「おうちを元気に からだを元気に」 多摩ニュータウン・ケア連携バリアフリー改修事業

多摩市 「おうちを元気に からだを元気に」事務局

シンポジウム：「バリアアリ－からバリアフリーへ ～それぞれの垣根を超えて

１．基調報告 「バリアフリー・アンケートの結果報告」

   ―ADL評価(FIM)は、当事者・家族の困難・バリアーをどれほど推し量れているのか？―

２．小講義１ 「障害のある方・高齢者の外出に使用する車いすで考慮すべき事」

３．話題提供 「地域でのバリアフリー実践のために」

４．小講義２ 「職場のバリアフリー ～実験的領域という視座～」

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 22年度事業報告

平成 22年度南多摩リハビリテーションスタッフ合同会議 運営スタッフ一覧



第 6回学術集会 タイムテーブル

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 （会場：イベントホール）

Ⅰ：症例報告

     座長 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科長 佐々木 良 先生

Ⅰ－１ 意思疎通が困難な症例を通して学んだ事～急性期から出来る事～

北原国際病院 作業療法士 中嶋侑

Ⅰ－２ 早期より自己管理能力向上を目指して〜若年のフィッシャー症候群への介入〜

北原国際病院 理学療法士 北原めぐみ

Ⅰ－３ 在宅生活を送る多系統萎縮症患者への生活支援

日野市医師会 高幡訪問看護ステーション 作業療法士 石井 岳宏

Ⅰ－４ 広範囲熱傷患者に対する可及的早期介入により主婦業復帰を促すことができた一例

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 作業療法士 小関 未歩

Ⅰ－５ 患者から趣味人として

永生病院 リハビリテーション部 作業療法士 清水 竜太

Ⅰ－６ 「エラー認識が低い症例に対する一考察」 ～失敗経験のもたらす効果～

北原国際病院 リハビリテーション科 理学療法士 高田 裕子

Ⅰ－７ 「ADL目標の達成に苦労した症例」～障害受容時期における感情の浮動性と身体能力～

北原リハビリテーション病院 理学療法士 伊東 秀晃

11：05～11：15 休 憩

11：15～12：15 一般演題Ⅱ （会場：イベントホール）

Ⅱ：研究報告

座長 医療法人社団光生会 介護老人保健施設 ハートランド・ぐらんぱ ぐらんま

リハビリテーション科 科長 村上 功 先生

Ⅱ－１ 装具に関するアンケート調査 ～退院後の装具使用状況について～

永生病院リハビリテーション部 理学療法士 藤原 聡

Ⅱ－２ あきる台病院訪問リハビリテーションの平成 22年の利用者実績報告

あきる台病院 リハビリテーション部 理学療法士 佐藤 絵美

Ⅱ－３ 当院回復期病棟スタッフへのチーム医療に関するアンケート調査

ふれあい町田ホスピタル リハビリテーション科 作業療法士 小林幸治

Ⅱ－４ 報告 当施設入居者における行動障害の出現傾向 ～見当識及び短期記憶に着目して～

老健エンジェルコート リハビリテーション科 作業療法士 中村 哲也

Ⅱ－５ 介護予防通所リハビリテーション利用者の現状と体力測定の結果報告

あきる台病院通所リハビリテーション部 理学療法士 吉原 伸一

Ⅱ－６ 長期慢性疾患・終末期・退行性病変に対する摂食・嚥下リハビリテーションの現状

‐八王子言語聴覚士ネットワークアンケートから‐

医療法人社団永生会 訪問看護ステーション めだか

言語聴覚士 山本 徹

12：15～13：30 昼 食



13：30～14：30 パネル閲覧タイム（会場：第 1セミナー室）

パネル展示Ⅰ

施設紹介・活動紹介

パネル展示Ⅱ

南多摩福祉機器展展示ポスター

           

14：30～16：20
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（会場：イベントホール）

１．基調報告 「バリアフリー・アンケートの結果報告」

   ―ADL 評価(FIM)は、当事者・家族の困難・バリアーをどれほど推し量れているのか？―

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

今村 安秀 センター長

医療法人社団 KNI 北原リハビリテーション病院 リハビリテーション科

永井 純 科長（作業療法士）

南多摩地域リハビリテーション支援センター事務局

（石濱 裕規（理学療法士））

調査入力：就労サポートサービス 明日葉 利用者の皆様

２．小講義１ 「障害のある方・高齢者の外出に使用する車いすで考慮すべき事」

神奈川県総合リハビリテーションセンター 研究部リハ工学研究室

藤井 直人 先生

３．話題提供 「地域でのバリアフリー実践のために」

－おうちを元気に からだを元気に―

―多摩ニュータウン・ケア連携バリアフリー改修事業の推進にあたり―

（有）横山環境計画事務所取締役

横山 眞 理 様

４．小講義２ 「職場のバリアフリー ～実験的領域という視座～」

東京大学先端科学技術研究センター 特任講師

熊谷 晋一郎 先生 （小児科医）

５．ディスカッション

16：25～ 閉会の挨拶   医療法人社団永生会より

16：30～ 閉会



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 … 施設・活動紹介パネル展示

                   （南多摩福祉機器展パネルも同時展示）

第1会場
イベントホール

第２会場
第１セミナー室

103㎡

受 付

AM１０：００～１２：００
PM２：３０～４：２０

PM１：３０～２：３０

【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



意思疎通が困難な症例を通して学んだ事～急性期から出来る事～ 

北原国際病院 リハビリテーション科 

                                ○ 作業療法士 中嶋
ナカジマ

侑
ユウ

 

＜key word：意識障害、急性期、家族＞ 

【はじめに】 

 脳梗塞を発症した方は、症例によって重症度は異なるものの、多くの場合意識障害を呈する。中には長

期間重篤な意識障害が遷延する症例もおり、特に急性期病院では、そのような患者様に介入する機会が少

なくない。今回、広範な脳梗塞を呈し重度意識障害を呈した症例を担当した。意思疎通が困難な症例に対

し、「家族を巻き込んだ介入」「尿意の訴えに対する積極的な介入」という 2 点に焦点をおき介入を実施し

た。その中で急性期から出来ること、また、急性期介入で必要なことについて改めて考える機会を得たの

で以下に報告する。 

【症例紹介】 

 65 歳男性。平成 X 年 Y 月 20 日、右中大脳動脈領域の脳梗塞を発症。梗塞巣が広範であったため脳浮腫

が出現し、入院直後外減圧術を施行した。病前の本症例は、自宅では頼れる父親であり、仲間の間では頼

れるリーダー的存在であった。趣味も多く、特に野球に関しては仲間とチームを作るなど活発的であった。

家族や友人からの人望も非常に厚かった。 

介入初期より、意識障害の遷延、重度左片麻痺、重度感覚障害、多様な高次脳機能障害（注意障害、左

半側空間無視、失語症、自発性の低下）を呈していた。全てにおいて動作は全介助であり、また、体格も

大きかったために介助量はさらに増大していた。介入では、上記症状の中でも特に意識障害と失語症の影

響から、発語が見られず意思疎通が困難で状況理解にも乏しい部分において介入の困難さを呈していた。 

【介入経過】 

＜家族に焦点を当てて介入を行なった時期（病日 13 日～40 日）＞ 

反応を引き出すことを目的に、家族を積極的に巻き込んだ介入を始めた。家族との交流では、泣く・笑

うといった普段見られない感情表出が認められた。また、病前野球が趣味であったことから、野球ボール

を提示すると、自発的なリーチ動作も認められた。特に、家族がボールを提示した際に最も良い反応が得

られた。 

＜尿意の訴えに焦点を当てて介入した時期（病日 41 日～49 日）＞ 

 発症から一ヵ月半後、顔をゆがめながらオムツを触ることで尿意を訴え始める。この頃より、リハビリ

では積極的なトイレ誘導を試み始める。トイレへ行く時にはすでに失禁していることも多いが、トイレへ

行くと表情は緩和される。これまで、介助量の重さや意思疎通の困難さからトイレでの排泄が行なえてい

なかったが、初めて本人から発信された訴えであった。そのため、トイレで排泄出来るようになることを

目的に、病棟でも積極的にトイレ誘導を行ってもらえるよう申し送りを行った。トイレでの排泄が定着で

きる前にリハビリ病院へ転院となったが、患者様が発する訴えに対し、セラピストが応えるという関係性

を構築した状態で転院へ繋げることが出来た。 

【考察】 

本症例の急性期介入においては、外部を認識し周囲と意思疎通が図れるようになることを目的としてい

た。家族を巻き込んだ介入において、普段の場面では見られない「表出」が認められたことから、家族と

の関わりは、意思疎通が困難な症例にとって「表出」を引き出すきっかけに繋がると感じた。この介入は、

結果として、不安を抱える家族に対してのアプローチにも同時に繋がったと考えられる。 

また、尿意の訴えに対し積極的にトイレ誘導を行うという、本来であれば当たり前の介入も大切である

と改めて感じた。排泄動作は生理的欲求であり、健康であればトイレで行う作業である。疾病により、普

段当たり前に行っていた作業を当たり前に行えなくなった症例が初めて発した欲求に対し、積極的に応え

ることは意思疎通が困難な急性期症例に対して、満足感や安心感を与える大切な介入だったのではないか

と考えられる。また、本人の意思を尊重した介入にも繋がったと考えられる。 
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早期より自己管理能力向上を目指して 〜若年のフィッシャー症候群への介入〜 

 

北原国際病院 リハビリテーション科 

○ 理学療法士 北原めぐみ 

＜key word：フィッシャー症候群、自己管理、環境調整＞ 

【はじめに】 

フィッシャー症候群とは、外眼筋麻痺・運動失調・腱反射消失を主症状とし、増悪と緩解の路を辿る症例であり、

一般的に予後良好と言われている。しかし本症例の場合、発症早期に増悪期へ移行し、症状も重度であったため、早

期よりリハビリ介入の必要性があった。主症状に加え、メンタル低下を来した若年症例に対し、早期より自己管理能

力と環境調整へ着目し、介入したため報告する。 

【症例紹介】 

19歳女性。診断名：フィッシャー症候群 現病歴：症状出現。翌日当院受診、外来にて経過観察となる。病日症状

悪化、歩行障害も認め当院入院。病前生活：保健学部の大学 1 年生。ライフセービング部に所属し、部活動メインの

活動的な生活をされていた。家庭環境：祖母と2人暮らし。非同居の両親・妹含め、家族仲は非常に良好。 

性格：素直・真面目である反面、気を遣いやすく頑張りすぎてしまう方。感情表出も少ない。 

【評価】 

身体機能：重度両側顔面神経麻痺、眼球運動不全（複視）、四肢・体幹失調、感覚障害により距離感の把握・平衡感

覚が得られ難く、嘔気も認める。起居動作・立位近位監視、歩行軽介助（ワイドベース、膝折れあり）移動は車椅子、

移乗軽介助。上記症状により代償とした全身的な身体過緊張あり。メンタル面：“何が出来て何ができないのか分から

ない”と予後、復学に対する漠然とした不安あり。活動量低く、自室にこもりがち。顔面神経麻痺による復学時の不

安あり。自己管理能力：元々、与えられた課題をこなし、厳しい部活にて身体機能を維持するなど自己管理能力・問

題解決能力・意識が高い。環境：友人も多く、友人と過ごすことが生活の楽しみ。面会時間が精神的安定となってい

る。 

【介入経過】 

本症例は重症例であり、各病期に合わせた介入方法の検討が必要であった。 

増悪期 治療者側より誘導し、患者と課題を共有することに着目した。代償固定緩和・メンタル低下・病態理解に主眼

を置き、他動的な筋緊張調整、自主トレーニング指導、生活動作における代償手段の提案、病態理解向上、介入時間

外での自室訪問（本人・家族とのコミュニケーション）、家族へのADL介助指導を実施した。 

緩解期 失調症状は大幅な軽減を認め、自己管理での身体調整可能、病棟内ADLも入浴以外自立した。しかし、眼球

運動不全、感覚障害は強く残存しており、予測的な動作遂行が困難であった。能力は有しているが、新たな状況へ直

面した際の応用力に欠けていた。そのため、様々な状況を経験させ、その中で患者自身に今後の生活で必要な点・不

安な点を抽出し、主体的に対処方法を考えさせることへ着目し介入した。具体的には、マット上動作など応用動作訓

練に加え、実生活で必要な場面・条件下での介入（坂道、バス乗車、バスロータリー乗換）を実施した。 

当院退院後 ADL 自立し、早期復学。本人の新たな目標である部活動への復帰を目指し、身体コンディショニングと

応用動作訓練、自主トレーニング指導を中心に介入した。実生活での患者自身の気付きへ対し、考え・行動へ移す援

助に主眼を置いた。 

【考察】 

一般的にフィッシャー症候群は予後良好であり、病期と共に症状の改善は得られていく。しかし、その中で増悪期

に全身の過剰固定・疼痛など２次障害が生じ、寛解期においても眼球運動障害・感覚障害により予測的に環境変化へ

適応することに困難さを覚える。そのため、早期よりいかに病態を理解し、自己管理能力を向上させるか、また様々

な動作経験をさせ、環境変化に対し、実感を伴い身体で学習させていくかが重要と思われる。特に、本症例の場合、

若年例であることに加え、重症例であり、今後いかに疾患と付き合い、自己管理するかが重要なキーポイントになる

と考える。環境調整、患者主体とした関わりから、その方の学習能力の高さを最大限に生かせるような介入方法を検

討する重要性を痛感した。 
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在宅生活を送る多系統萎縮症患者への生活支援 

                   日野市医師会 高幡訪問看護ステーション 

○ 石井
イ シ イ

 岳
タケ

宏
ヒロ

 （ＯＴ） 

 

１．はじめに 

 1 年前，私は回復期や維持期の患者様と関わっていた病院の OT だった．入院中の限られた期間のリ

ハビリより退院後の生活に必要な訪問リハビリ（以下リハ）に関わっていきたいという思いが強くなり，

昨年 4 月にリハに飛び込んだ．まだ経験の浅い中，難病と診断されながら前向きに療養生活を送ってい

る方と関われたことでの経験を発表する． 

２．症例紹介 

 68 歳男性，妻と 2 人暮らし．2007 年より歩行，書字障害などが出現．2008 年 12 月に多系統萎縮症

と診断され「ショックだった」と話すが，現在は疾患と向き合い前向きである．また先端医療への希望

を持ちながら療養されている．現在の ADL は一部介助． 

３．介入と結果 

利用者は，「廃用症候群により寝たきりになりたくない」妻は，転倒時の介助方法の指導を希望して

いる．既に手摺り，電動昇降椅子が導入されていた．利用者，妻共に福祉機器に対しても積極的であり，

電動車椅子を試乗していた．妻は徐々に介護負担が増す中，進行の速さを受け入れられない様子であり，

精神的支援を行なう必要があった．リハでは基本動作，歩行能力，ADL 維持とネット囲碁など趣味活

動を中心とした生きがい支援を目的に訪問を開始した． 

訪問当初は，近所を T 字杖使用で散歩が可能であった．庭の手入れを行い，地面からの立ち上がりや

方向転換の練習を行なった．症状の進行に伴い，転倒頻回となり，妻が起き上がりの介助をすることが

難しくなった．訪問時に転倒や起き上がりの介助困難との相談が多く，環境に合わせた介助方法を指導

した．歩行能力の低下に伴い 2010 年 10 月に手摺りを関係機関と連携し，設置した．車椅子での移動を

勧めるも車椅子手押し歩行で転倒することもある．姿勢保持能力の低下，企図振戦により箸の使用が困

難となり，食事の食べこぼしが増えた．介助用スプーンや，サイドテーブルを導入し，改善した．ネッ

ト囲碁ではミスタッチが増えた．ストレッチによりこわばりの解消を目指し，訪問時に練習をした．し

かし，有効な効果は認められず，リハで練習した運動は自主トレーニングとしては継続されなかった． 

４．考察 

病状に合わせた適切なリハプログラムの選択や利用者・家族への動作指導は，在宅に携わる OT とし

て重要であることを学んだ．また，病院の OT 時代には考えも及ばなかった問題点や家族の悩みがある

ことを目の当たりにした．当初，利用者と家族に訪問での OT の働きを十分伝え切れなかった．また，

病状や障害の進行に対する助言が不十分であった．そのため，積極的に福祉機器を導入し，前向きに生

活しようとされている利用者，家族との間で新たな福祉機器の導入や住宅改修をめぐって OT として空

回りした状況があった．OT として病状，障害の程度を把握した上で利用者や家族の気持ちを理解し，

共に問題解決をしようとする姿勢が重要であることを学んだ．また，問題解決に対するインフォームド

コンセントが不十分であると適切な解決には至らないことも学んだ．病状が進行し，歩行や ADL レベ

ルが低下してきているにもかかわらず，在宅生活が継続できているのは，家族の協力と何より福祉用具

を積極的に導入し，前向きに生活しようとされる利用者の意欲があったからだと考える．リハに携わる

OT として病状や障害の進行に応じ，本人の意欲や家族の協力を高める精神的支援，環境面での支援も

含めた生活支援のスキルアップが必要であると感じている． 
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広範囲熱傷患者に対する可及的早期介入により主婦業復帰を促すことができた一例 

 

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 

○ 作業療法士 小関
コ セ キ

未歩
ミ ホ

 

【はじめに】 

今回，広範囲熱傷にて四肢運動障害を呈する症例を担当し，早期からの機能回復とそれぞれの回復過程において

できるADL 動作より介入していった結果，主婦業復帰へと促すことができたのでここに報告する． 

【症例紹介】 

40 代，女性．3 人の子供との 4 人暮らしで，病前は料理以外の家事を行う．広範囲熱傷（顔面，両上下肢，Ⅱ度，

26％）．平成 22 年 9 月 30 日家の掃除をしていた所，誤ってカセットボンベのスイッチを押し爆発．当院搬送時

JCSⅠ-1，気道熱傷なし，全身管理目的に ICU 入室．その後、敗血症ショックにて挿管，レスピ管理となり，気

管切開術施行．四肢はデブリし，2 回の植皮術施行（両上下肢）．2日後よりリハビリ開始．12 月末自宅退院とな

り，その後外来OT 継続となる． 

【初期評価】 

意識ﾚﾍﾞﾙ清明．四肢保護中，左上肢~手指は掌側シーネ固定．両上肢浮腫，感覚鈍麻と痺れあり．ROM 右肘屈曲

100 度，手関節掌背屈 70 度制限，full-Grip 不可能．筋力低下あり．リハビリに対し意欲的で，痛みに対する耐

久性あり．基本動作軽介助，ADL 食事自助具使用にて軽介助，他全介助．ご本人のニードは，身辺動作自立． 

【治療経過】  

第 1 期：植皮後，全身状態が落ち着くまでの時期 

廃用症候群予防，皮膚性拘縮・変形予防を目的に関節可動域訓練，筋力訓練実施．右上肢の関節可動域訓練を中

心に進め，食事，ナースコール使用等での右手使用を図る．ご本人・ご家族にベッド上でできる運動を指導． 

第 2 期：閉鎖療法中，離床の時期 

座位訓練実施，離床を促す．創の状態や感染に注意しながら，時間と強度を徐々に増やし関節可動域改善，筋力

強化，車椅子上でのADL 動作介助量軽減図り，車椅子乗車での食事可能，介助にてトイレ動作開始となる． 

第 3 期：表皮化，積極的なリハビリ時期 

左上肢固定 off となり，ROM 開始．左肘屈曲 90 度，手指MP 屈曲 50 度，PIP・DIP 屈曲 10 度で皮膚性制限あ

り．バイブラバス開始．歩行・ADL 動作自立図り，左手使用困難も右手使用にてトイレ動作自立となる． 

第 4 期：瘢痕形成，退院前・退院後の時期 

自宅退院に向けて試験外泊し，入浴動作，床上動作訓練，自主練習定着を図る．左上肢の補助的な使用可能，背

中の洗体動作にて困難さあるも，その他自立し，自宅退院．左手指の ROM 制限残存したため，退院後外来 OT

継続．瘢痕抑制，full-Grip 可能，洗濯・掃除・食器洗い動作可能を目的に進める．感覚軽度鈍麻残存，full-Grip

困難も筋力・握力向上，ADL 動作自立，洗濯・掃除・食器洗い等APDL 動作も可能となる． 

【考察】 

熱傷患者は，治療が長期にわたるため，慢性期の機能障害や心理問題を予測して，それぞれの時期に適切な援助

を行うことが重要である．今回，可及的早期よりご本人・ご家族への指導や協力を促しながら，それぞれの時期

に応じた上肢機能の回復と ADL 動作を行うことで，ご本人の能力を最大限に引き出し，主婦業復帰へと促すこ

とができたと考える．しかし，同時に退院時手指屈曲制限が残存したため、スプリントを検討していれば，もっ

と早期に機能向上，主婦業復帰が得られたのではないかという反省点も挙げられる．急性期の熱傷患者において

は，救命処置が優先され，手指機能に対する配慮が乏しくなることが多いが，手指機能は社会復帰に大きく影響

するため，他職種と連携し，早期介入への必要性を広めていく必要がある．また，受傷部位や数度にわたる皮膚

移植によっては外見上の問題も有するため，精神心理的な配慮や支援も必要である．現在ご本人は，主婦業復帰

を越えて，自動車運転の仕事復帰まで見据えるようになっており，その人自身の今後の可能性までも広げる意味

で，改めてOT として早期から機能的・整容的・精神的な管理に介入する必要があると考える． 
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患者から趣味人として 

医療法人社団永生会 永生病院  

リハビリテーション部  ○清水竜太（OT）

【はじめに】 

今回，回復期リハ病棟に入院中の A氏に作業に関する自己評価(OSA)を実施したところ，A氏と目標を共

有することができた．この後に OTにて徒手的介入と A 氏にとって意味のある作業を実施した結果，遂行機

能の回復から趣味である旅行をすることにまで至ることができたので報告する．  

【事例紹介】 

A氏は 60代後半の女性．Ｘ年 1月下旬に脳出血(右被殻～視床)を発症し，左片麻痺と重度の感覚障害を

呈した．屋内歩行・ADLの自立を目的に 2月下旬に当院回復期リハ病棟に転院した．A氏は元知的障害施設

の施設長で社交的な方であった．退職後は旅行や山歩きを趣味とし，夫と二人暮らしをしていた．夫は退

院後の介護に積極的であったが，仕事のため出張が多かった．  

【OT評価（入院時）】 

BRSは上肢4・手指4・下肢3，感覚障害は重度鈍麻で麻痺側管理が不十分であった．左上肢機能はSTEF6/100

点であった．基本動作は立ち上がり・立位・移乗が軽介助で，移動は車いすで自立あった．ADL は食事・

整容が自立（左上肢は不参加），更衣・排泄・入浴は中等度介助であった．信頼関係ができてきた入院 1ヶ

月後に OSA を実施した結果，A 氏は排泄・歩行の自立と趣味である旅行や山歩きをすることを目標にして

いた． 

【OT介入の基本方針】 

屋内歩行・ADL の自立を第一目標とし，退院後に外出することまでを視野に入れて徒手的介入を実施し

た． 

【OT経過】 

3 月上旬より，排泄動作への介入では，非麻痺側優位の立位に対し，立ち上がりから前方への重心移動

に伴う支持基底面の変化を誘導し，左下肢の安定性の向上を促した．また，右上肢で下衣操作ができるよ

うに，リーチ動作に伴う体幹・下肢の協調運動を促した．その結果，4月下旬に排泄が自立した．6月上旬

には，家屋調査と退院後の外出を見据えて，車の乗り降りを実施した．OTが提案した踏み台を使用して車

の乗り降りができた経験を通して，A 氏は「旅行にも行けそう」と趣味活動の実現が具体的となった．住

宅改修後に外泊を促すと，夫は踏み台を自作し，A 氏は馴染みの飲食店に行き，出入口やトイレを確認し

ていた． 

【結果(8月下旬)】 

屋内歩行は SHBを使用して自立，左上肢機能は STEF54/100点に向上し，ADLは入浴のみ見守り，その他

は自立となった．退院後の 10月上旬には，夫の協力もあり車で旅行に行けたという報告を受けた． 

【考察】 

今回，A 氏から現在の生活と退院後を見据えた目標を共有することができた．目標に向かった徒手的介

入が遂行能力の向上の要因となった．また，A 氏の意志と夫の協力もあり，趣味である旅行をすることに

まで至ることができたと考える． 

A 氏に対する介入を通して，回復期リハ病棟では，身体機能の回復とその人にとって意味のある作業の

双方に介入していくことが重要であると考えられる．
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「エラー認識が低い症例に対する一考察」 ～失敗経験のもたらす効果～ 

 

北原国際病院 リハビリテーション科  

○ 理学療法士 高田
タ カ ダ

 裕子
ヒ ロ コ

 

【はじめに】 

右半球に脳血管障害を負った場合、多様な高次脳機能障害が出現する可能性がある。一方流暢性失語

症状は表出だけでなく、理解も障害されることが知られている。今回、右半球脳血管障害発症後、多様

な高次脳機能障害と重度流暢性失語を呈した症例を経験した。言語理解の乏しい症例に対して、動作時

のエラー修正に効果的と思われる介入を経験したのでここに報告する。 

【説明と同意】 

本症例、家族に対し発表の主旨を説明し同意を得た。 

【症例】 

71 歳男性。左利きで矯正歴あり。鞄職人。診断：右被殻出血（左片麻痺）。既往歴：高血圧。現病歴：

入院直後の CT 所見にて周囲に浮腫を伴う右被殻 6.5×2.5 ㎝の血腫を認め（被殻出血 CT 分類Ⅱa）、保

存的に加療を行なった。当院入院後 36 日にて当法人リハビリ病院に転院となった。 

【介入経過】 

初期評価（発症後 1 日）：意識障害残存 JCSⅠ-3、高次脳機能障害（失行・注意障害・病識低下・左

半側空間無視）と重度流暢性失語を認めた。言語指示理解不良であり、動作場面より左麻痺 Brunnstrom 

Stage 上肢･手指Ⅲ~Ⅳ-下肢Ⅳ、重度感覚鈍麻が疑われた。最終評価（発症後 36 日）：左麻痺 Brunnstrom 

Stage 上肢･手指Ⅳ-下肢Ⅴ、感覚鈍麻は残存するも、動作場面での左上下肢の使用頻度が増加したこと

から今後の改善が期待された。簡易な会話が可能になるまでに流暢性失語は改善したが、喚語困難、語

性錯語、音韻性錯語、Jargon、言語性保続の残存を認めた。また聴理解障害も重度であった。 

【歩行障害】 

発症後 6 日目より歩行訓練を開始。重介助レベル。麻痺、感覚障害に加え、動作の一貫性が乏しく、

性急に歩行を続けようとする様子からペーシング障害が疑われた。麻痺が改善するに伴い介助量は軽減

したが、左下垂足によるクリアランス低下とペーシング障害が残存し平地での躓きを頻回に認めた。 

【治療場面での問題と解決策】 

上述による歩行障害から転倒の危険性が高く、動作修正を試みた。しかし高次脳機能障害と言語指示

理解不良により、エラーに対する認識の低さが顕著であった。この点から、治療場面において自発的に

動作修正を促す必要があった。このため治療場面では歩行・応用動作を実施し、転倒を未然に防ぐ介助

を行わず、あえて失敗させる（環境に留意しあえて転倒をする）ことを経験して頂いた。失敗する事で

「今…何で？」と発言を得、エラーに注意を向ける、エラーを修正するという認識を得ることが可能と

なった。この経験の後、歩行時のクリアランス低下は自身で修正する様子がみられ、歩行安定性は大幅

に改善した。また口頭にてリズムを刻むことでテンポ良く振り出しが可能となり、近位監視レベルで歩

行が可能となった。 

【まとめ】 

本症例においては、エラー認識の低さに対して、自発的に動作修正を促す方法として、あえて「失敗」

を経験させた事が、エラーに対する関心・分析を促し、動作修正、介助量軽減へと繋がったものと考え

る。 
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「ADL 目標の達成に苦労した症例」 ～障害受容時期における感情の浮動性と身体能力～ 

医療法人社団 KNI 北原リハビリテーション病院 

○ 理学療法士 伊東
イ ト ウ

 秀晃
ヒデアキ

 

 

【はじめに】 

本症例は，重度左片麻痺に注意障害および病識の低下を伴い，麻痺側管理や安全管理の乏しさがリハビリテ

ーションの進行を妨げていた．段階的に設定した ADL 目標の達成をすることが難しく，長期の経過の中で症

例のストレス反応が高まり，態度や対応，また進路に対して投げやりになる場面もみられ，それら悪循環に対

応する難しさを経験した．今回，長期的な関わりの中での理学療法の一部を紹介する． 

【症例紹介】 

平成 22 年 7 月 7 日脳出血(右被殻から視床)発症の 50 代男性．既往歴に高血圧，糖尿病を持つ．左片麻痺

(Br.stage 上肢Ⅱ手指Ⅱ下肢Ⅲ)，重度感覚障害，痺れがあり，全般性注意障害(散漫，持続性の低下)，左半側

空間無視，ペーシング障害，構成障害，病状理解低下を伴う． 

麻痺側移乗動作はベッド柵を非麻痺側上肢で引き込み，動作は性急になりやすく，方向転換は非麻痺側下肢

で跳ねる様に行なう．歩行では，立位が不安定にも関わらず麻痺側を振り出すことに固執しやすく，非麻痺側

へも重心が定まらない． 

【目標と問題点】 

回復期病棟退院時の目標として，ベッドサイドでのポータブルトイレ移乗の安定性向上，家族による屋内軽

介助歩行の安定性向上を掲げた．問題点としては， 重度左片麻痺と高次脳機能障害の合併により，ADL の向

上が難航し，そのことによる入院の長期化は，症例のストレス反応などから感情面に浮動性を持たせ，さらに

悪循環を生じている．身体面では非麻痺側を軸とした姿勢の安定が得られないことによる動作能力の低下を早

急に解決したい問題点とした． 

【理学療法介入】 

本症例は介入効果の積み重なりが乏しく，なかなか姿勢の安定が得られなかった．その中で，介入の糸口と

して有効であったのが，麻痺側上肢での洗濯バサミピンチ・タオルの皺伸ばしなどであった．本症例が元来ク

リーニング屋を営んでいた経緯を考慮した課題を選択することで，治療場面への主体的な参加を促し，姿勢反

応を高めた．症例の意欲が高い歩行では空間的指標として昇降ベッドを置き，その周囲にて歩行を実施．また，

二重課題として簡単な計算問題を行なう． 

【結果】 

選択した activity では，活動がより主体的となり，麻痺側への認知を伴う姿勢反応の改善が認められた．麻

痺側への移乗動作では，非麻痺側の過剰使用が軽減するとともに跳ねる様な方向転換が改善し，動作の安定性

が得られた．歩行では，空間的指標の配置と適度な注意分配を行なうことで非麻痺側の代償が軽減され，麻痺

側下肢の分離した振り出しが出現した．歩行においては十分なニーズに達したわけではないが，一部の移乗能

力の安定は得られた．さらに同時期に，感情面の落ち着きもみられてくるようになった． 

【考察】 

今回，身体面の浮動性が減り，感情面の浮動性も減り，それは相互的に生じていたと思える．もともとの大

雑把な性格傾向を高次脳機能障害が助長したことと，「家族の邪魔になりたくない」という想いや焦りが悪循

環をしていたものと思われる．一部の移乗動作能力の安定を経験したことは，その悪循環を断ち切るきっかけ

となったと思われる．これは，本症例が自宅退院するにあたり，次の段階に進む為の大切な切り口であったと

思える．  
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装具に関するアンケート調査 ～退院後の装具使用状況について～ 

 

医療法人社団永生会 永生病院 リハビリテーション部 

○ 藤原 聡 山下 誠 八木 朋代 角谷 一徳 木野田 典保 

【はじめに】 

 当院では適切な装具を処方するために、医師･義肢装具士･理学療法士などが集まり「装具診察」とい

う形で装具を処方している。しかし、入院中に作成した装具が本当に適切であったかどうか、在宅生活

においても適合しているかどうかは不明な点が多い。そこで、当院入院中に装具を作製し、現在は在宅

生活を送っている方を対象に、装具の使用状況に関するアンケート調査を実施した。 

【対象・調査方法】 

2008 年 4 月から 2010 年 3 月の間に脳血管障害で当院に入院されていた方のうち、当院で短下肢装具

を作製し自宅退院となった 29 名を対象とした。調査は 2010 年 8 月 9 日から 8 月 23 日の間に、アンケ

ート郵送形式で実施した。アンケートの内容は、退院後の装具の使用頻度と身体状況の変化に関するも

のであった。装具の使用頻度は、1 いつも使用 2 時々使用 3 不使用 の 3 項目からなる選択方式と

した。さらに、使用頻度の理由を、使用群･不使用群各 7 項目より複数選択する形式をとった。使用群

の理由は、1 安定性が増す 2 痛みの軽減 3 移乗時に使用 4 歩行時に使用 5 転倒予防 6 着用する

よう説明を受けた 7 その他 であった。不使用群は、1 着用により痛みが出る 2 身体状況が変化し

た 3着用しなくても歩ける 4新たに装具を作製した 5誰かに必要ないと助言された 6装着に手間

がかかる 7 その他 であった。また、退院後の身体状況の変化は、1 良くなった 2 変わらない 3 悪

くなった の 3 項目より選択する形式で行った。 

【結果】 

アンケート回収率は 29 件中 20 名(69％)であった。対象者 20 名の内訳は、男性 13 名、女性 7 名、平

均年齢は 58.2 歳であった。装具の種類別では、プラスチック短下肢装具(ＳＨＢ)15 名、金属支柱付き

短下肢装具(ＳＬＢ)5 名であった。 

 質問項目の結果は、退院後の装具の使用頻度に関しては、「いつも使用」(9 名:45%)、「時々使用」(7

名:35%)、「不使用」(4 名:20%)であった。装具使用者の理由としては、「安定性が増す」が最も多く(12

名)、次いで「歩行時に使用」(11 名)、「着用するように説明を受けたから」(9 名)が多くみられた。装具

不使用者の理由としては、「装具がなくても歩けるから」(2 名)、「誰かに必要ないと助言された」(2 名)

が多かった。退院後の身体状況の変化については、「良くなった」と感じている人が使用群･不使用群合

計で 80％を占めた(16 名)。不使用群は 4 名全員が「良くなった」と回答した。 

【考察】 

 退院後の装具の使用頻度に関しては、いつもまたは時々使用している人が過半数を占めているものの、

使用していない人もいるという結果が出た。また、身体状況の変化に関しては退院時に比べて良くなっ

たと感じている人が 8 割を占めた。装具使用者は、主に歩行時の安定性を得ることを目的としている。

これに対し装具未使用者は、身体機能の向上に伴って装具が不必要となったり、使用頻度が減少してい

ると考えられる。装具を処方する際は、入院中の身体機能の変化だけでなく、退院後の身体状況の変化

や見通しも十分に考慮に入れた上で、装具の処方内容や作製時期、処方自体が妥当かどうか検討する必

要があると思われる。 

 今回のアンケートでは、退院後の使用頻度については、装具が退院時にセラピストが説明した通りに

使用されているかが不明確である。また、身体状況の変化に関する項目もあくまで主観的なものである

ため、客観的な身体状況の調査も合わせて行なっていくことが今後の課題である。 
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あきる台病院訪問リハビリテーションの平成２２年の利用者実績報告 

医療法人財団 暁 あきる台病院 リハビリテーション部 

○ 佐藤 絵美 丸田 剛 細田 勝 斉藤 篤史 渡邉 秀明  奥山 徹也 荒井 哲也  

尾方 千紘 高島 耕 中村 信一 小峯 幹高 堀江 有紀 中尾 由美子 中村 嘉宏 

【はじめに】 

 当院訪問リハビリテーション（以下、訪問リハビリ）の H22．1．1～H22.12.31 までの業務実績を分析す

ることにより、当院における訪問リハビリの現状を報告する。 

【サービス提供体制】 

 当院では、医療保険による在宅患者訪問リハビリと、介護保険による訪問リハビリ（予防介護リハビリを

含む）を実施している。 

訪問リハビリ配置職員は、H22．12．31 現在、常勤専従理学療法士 8 名、常勤専従作業療法士 3 名の 11

名である。理学・作業療法士の休暇等の代替要員として、常勤専任を 2 名配置している。また訪問リハビリ

の支援員として、社会福祉士等 3 名を常勤専従で配置し、営業活動、介護支援専門員との連絡調整、利用契

約等の業務を実施している。 

サービス提供地域は、当院所在地であるあきる野市を中心に、日の出町、福生市、羽村市、昭島市、小平

市の全域と、青梅市、瑞穂町、八王子市、武蔵村山市、立川市、東大和市、檜原村の一部地域である。 

【利用者情報】 

 1 年間の利用契約者は 251 名で、男性 116 名、女性 135 名であった。全体の平均年齢は 79.1 歳で、男性

は 76.2 歳、女性は 81.6 歳であった。男性・女性の年齢分布を確認すると、男性は 65～69 歳と 80～84 歳で

二峰性を持つ分布を示している。女性は 80 歳代を中心に分布している。 

【傷病名】 

 傷病名から分析すると、脳血管障害が 82 名（32.7％）、運動器疾患が 81 名（32.3％）、パーキンソン病が

14 名（5.6％）、認知症、難病、癌、心大血管疾患は各 2.8～4.0％であった。男性の傷病では脳血管障害が多

く 52 名（44.8％）、女性では運動器疾患が多く 60 名（44.4％）であった。 

【要介護度】 

 要介護度分類は、要支援 1・2 が 29 名（11.6％）、要介護 1 が 28 名（11.2％）、要介護 2 が 64 名（25.5％）、

要介護 3 が 41 名（16.3％）、要介護 4 が 37 名（14.7％）、要介護 5 が 36 名（14.3％）、医療が 16 名（6.3％）

であった。要介護の中央値は、要介護 2 であった。年齢と要介護度の関係では、75 歳以上と 80 歳以上の分

布で、要介護 2 が要介護 3 へとなる転換点を示した。 

【訪問回数】 

 当院では 1 回の訪問リハビリの利用を 20 分間 1 単位として、2 単位を基本として契約している。よって、

週 1 回 2 単位を中央値として、週 1 回 2 単位が 141 名（56.2％）、週 2 回 4 単位が 95 名（37.8％）、週 3 回

6 単位が 15 名（6.0％）であった。週 1 回の利用者は、要介護 2 が多く 39 名。週 2 回の利用者は、要介護 2

と要介護 3 で各 23 名であった。週 3 回の利用者は、要介護 4 が多く 6 名であった。要支援 1・2 においては

週 3 回の利用は皆無であった。 

【収支】 

 訪問リハビリの介護保険での述べ単位数は、年間 33,888 単位で内訳は、訪問リハ 1 は 30,048 単位、予防

訪問リハ 1 は 3,840 単位であった。医療保険での訪問リハビリは 2,208 単位であった。 

【まとめ】 

 平成 22 年の 1 年間の訪問リハビリ利用者、述べ 251 名の実績を分析した。年齢は男性では、二峰性の分

布を認め、女性では 80 歳代の利用者が多く認められた。疾患においては、男性は脳血管障害が多く、女性

は運動器疾患が多い結果となった。要介護度においては、要介護 2 の利用者が多く年齢との関係では、75

歳以上と 80 歳以上において要介護 2 から 3 への転換点となる傾向を示した。訪問回数では、週 1 回 2 単位

の利用者が約半数であった。収支においては、人件費や車輌維持費、通信費などの諸経費を考慮すると、収

支バランスにおいては今後の課題を残した。 
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当院回復期病棟スタッフへのチーム医療に関するアンケート調査 

 

（医）康心会 ふれあい町田ホスピタル 

   ○ 小林幸治（ＯＴ） 古見隆太（ＰＴ） 

【はじめに】 

 当院回復期病棟は開設 4年目となり、今年度は休日リハの提供体制や家族交流会の開催を開始し、

法人内における回復期リハ看護講習会の第 1回開催などを行ってきた．今年度「全員で患者さんを良

くした！と感じられるようにしよう」「何でも話し合える雰囲気づくり」すなわちチーム医療の充実を

年間目標として取り組んでいる．その一環としてスタッフに対するアンケートを企画、実施した．ア

ンケート調査の目的は、①当院回復期病棟におけるチーム医療の現状を知る、②良好なチーム医療に

ついてスタッフの考え方の傾向を知る、③普段困っていることを知る、とした． 

回復期リハビリにおいてチーム医療が選択肢ではなく基本的価値観であることを疑う人はいないだ

ろう．しかし、当院では普段、看護師とリハ専門職との文化の相違に戸惑ったり、患者中心の理念を

掲げながら業務優先となりやすかったり、個々のスタッフが自立して動くというより所属長などが逐

一指示しないとばらばらになりやすいなどの印象が強い．野中は、利用者のためのチームワークや連

携のためには意図的な努力が必要であり、それは①目的・目標の共有、②互いに不足の感覚・工夫の

意識を持つ、③互いの能力を知る、④チーム内の対等平等性と直接顔を合わせた仕事、⑤管理職や組

織が個々の活動を後押しすることによって促進されるとする．今後当病棟では、これらをスタッフ全

員に見える形で行ってチーム医療を改善していく必要があるが、アンケート調査を行うことで現状を

知るきっかけとなると考える．なおこの結果は、病棟担当者会議、リハ科合同勉強会、当法人町田ブ

ロック全体研修会などで報告し、スタッフへの啓蒙とすることを狙いとする． 

【方法】 

調査対象は、当院回復期リハ病棟勤務の常勤・非常勤看護師（派遣を除く）・看護助手、病棟専従リ

ハスタッフ、その他リハスタッフ、医療ソーシャルワーカーとした． 

アンケート項目は、属性として職種・勤務形態・年代・性別・経験年数を、質問項目として①良好

なチーム医療を決定する要因と考えること、②チームアプローチを取るために日頃よく用いる手段と

その長所・短所と考える点、③他職種との連携の上で困ること、④他職種への要望、⑤どの程度連携

が取れていると思うかとその理由、⑥日頃チームアプローチに関して心がけていること、⑦チームア

プローチが有効に機能すると可能となることは何と思うか、⑧チームアプローチを良好にするために

必要な手段は何かについて尋ねた． 

【結果】 

回答数は合計 58 名、回答率 89%（病棟スタッフ 96％、リハ 80％、ＭＳＷ100%）であった．質問⑤

「どの程度連携が取れていると思うか」に対し、「まあまあ取れている」病棟 0％、リハ 25％、ＭＳＷ

80％、「あまり取れていない」病棟 91％、リハ 68％、ＭＳＷ20％、「全く取れていない」病棟 9％、リ

ハ・ＭＳＷ0％であった． 

【考察】 

対象者が限られ、職場でのアンケートであり本音を回答できなかった可能性があるが、現状に対し

大半が不十分と回答し、目標とのかい離を感じているスタッフが多いことが示された．今回の結果を

十分検討し、具体的改善策につなげていきたい． 
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報告 当施設入居者における行動障害の出現傾向 ～見当識及び短期記憶に着目して～  

 介護老人保健施設エンジェルコート リハビリテーション科 

 作業療法士 中村 哲也 

【はじめに】 

認知機能を評価する指標として最も広く多用されている物の一つとして改訂長谷川式簡易知能評価スケ

ール（以下 HDS-R）が挙げられる。しかしながら、その点数を一体どのような形で活用していくべきなの

かを考える事がある。そこで今回、HDS-R の見当識及び短期記憶に着目しそれらが実際の現場でどのよう

な行動障害を引き起こしているのかその傾向について以下に報告する。 

【対象】 

失語症及びコミュニケーションのとれない最重度の認知症患者を除いた調査時点（期間 H22.8.29～

H23.1.29）の当施設入所者９７名（平均年齢 84.4±8.60） 男性 25 名（平均年齢 78±9.92） 女性 72

名（平均年齢 86.5±6.86）を対象とした。  

【方法】 

HDS-R での見当識（設問 1.2.3 0～7 点）及び短期記憶（設問 7.8 0～11 点）に属す項目を採用した。

また、行動障害の指標として認知症行動障害尺度（以下 DBD）を採用し、その中での問題あり（1～4 点）

を抽出し比較検討を行った。なお、HDS-R は当施設リハビリテーションスタッフが実施し、DBD ではフ

ロアスタッフ及びリハスタッフが協議の上で採点を行った。 

【結果】 

上記方法によって比較した結果、DBD で点数の高かった上位 10 項目（説問 1～9、12）に限定し、それ

ぞれの見当識・記憶各項目点数の中央値から２群に分け下位点数（見当識 0～3 短期記憶 0～5）を不良群、

上位点数（見当識 4～7 短期記憶 6～11）を良好群として Mann-whitney の U 検定で（有意水準 P＝0.01）

比較検証を行ったところ、一部を除き有意差が検出された。なお、尿失禁・便失禁の項目に関してはオム

ツやバルーンなどを使用しているケースや内科的疾患、介護レベルなどの影響もある事から検査項目から

除外した。 

 

【考察・まとめ】 

見当識・記憶と大きなカテゴリー分けのなかである一定の行動障害の予見性は示唆できるものの、具体

的な行動障害の出現内容に関しての予見性の制度は十分であるとは言い切れない。具体的な行動障害の内

容として、ケアワーカーと協同する上で DBD を選択したが、実際にフロアで困る事例は DBD の項目で網

羅されているとは考えにくく、行動障害の分類および検査内容の抽出など今後考慮する点が多い。又、便

宜上良好群・不良群の分類をしたが今後より多くの症例数を集めカットオフ値が設定できるとなお予測の

精度が向上していくと考える。今後も調査を継続することにより、未然に問題行動を察知し、質の高い支

援が提供できる可能性が高まるのではないかと考える。 
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介護予防通所リハビリテーション利用者の現状と体力測定の結果報告 

医療法人財団 暁 あきる台病院リハビリテーション部 

医療法人財団 暁 あきる台病院通所リハビリテーション部 
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【はじめに】当院の通所リハビリテーション（以下；通所リハビリ）は 1996.4 に開設し、現在定員 27 名

で週 5 日営業を行い、通所リハビリと介護予防通所リハビリの利用者に対して、理学療法士による個別

リハビリテーションを実施している。2010.4 より介護予防通所リハビリに対して事業者評価加算が認定

された。2010.1.1～2010.12.31 の 1 年間の介護予防通所リハビリテーションの利用者を『運動器の機能

向上マニュアル（改訂版）』の地域支援事業（特定高齢者・要支援高齢者の評価基準）である、体力測

定の基準に則して、握力・開眼片足立ち時間・Timed Up &Go Test（以下 TUG）・５ｍ歩行時間（通常・

最大）を測定した結果を報告する。 

【同意と説明】あきる台病院倫理規定委員会の承認を得て、利用者個人名が特定されないように配慮した。 

【対象者】当院、介護予防通所リハビリの利用者は 43 名（男性 14 名、女性 29 名）であった。利用者の

平均年齢は 78.1 歳（男性 76.2 歳、女性 79.0 歳）であった。要支援１は 19 名（男性 6 名、女性 13 名）、

要支援 2 は 24 名（男性 8 名、女性 16 名）であり、要支援１および 2 の女性においてのみ要支援１の女

性平均年齢 74.3 歳、要支援２の平均年齢 80.3 歳と差を認めた。現病歴・既往歴で脳血管疾患 13 名、

運動器疾患 26 名、その他４名であった。疾病特性では、前期高齢者では脳血管疾患が多く、後期高齢

者では運動器疾患の疾病傾向がみられた。利用者の主訴およびニーズは、肩・腰・膝等の関節疼痛の緩

和 19 名、歩行の安定・耐久性改善 16 名、現状維持・廃用症候群予防 3 名、知覚異常緩和 3 名、その他

2 名であった。特に女性では、予防介護通所リハビリ利用目的が歩行の安定 12 名（41.4％）と膝関節痛

緩和 9名（31.0％）で 72.4％を示した。歩行時の歩行補助具の利用においては、Ｔ字杖使用 30名（69.8％）、

歩行補助車使用 6 名（14.0％）、独歩 4 名（9.3％）、四脚杖等その他 3 名（7.0％）で何らかの歩行補助

具を必要としている利用者が 90％であった。 

【体力測定】予防介護通所リハビリの事前アセスメントとして、体力測定マニュアルに準じて握力、開眼

片足立ち時間、TUG、5m 歩行時間（通常・最大）の６項目を理学療法士が測定した。事前アセスメン

トの体力測定の平均値は、握力 19.4 ㎏、開眼片足立ち時間 7.7 秒、TUG19.5 秒、5m 通常歩行 8.4 秒、

5m 最大歩行 7.1 秒であった。事後アセスメント（３ヶ月目、６ヶ月目）の体力測定の結果を加味する

と、握力並びに開眼片足立ち時間の改善は認められなかったが、TUG、5m 歩行（通常・最大）におい

ては改善傾向を認めた。また、男性の平均値は、握力 26.0 ㎏、開眼片足立ち時間 15.0 秒、TUG16.2

秒、5m 通常歩行 6.4 秒、5m 最大歩行 5.0 秒であった。女性の平均値は、握力 16.0 ㎏、開眼片足立ち

時間 4.2 秒、TUG22.3 秒、5m 通常歩行 9.5 秒、5m 最大歩行 8.1 秒であった。現病歴・既往歴に脳血

管疾患を有する利用者の平均値は、握力 26.0 ㎏、開眼片足立ち時間 10.3 秒、TUG17.2 秒、5ｍ通常歩

行 7.4 秒、5m 最大歩行 6.0 秒であった。また、現病歴・既往歴に運動器疾患を有する利用者の平均値

は、握力 16.0 ㎏、開眼片足立ち時間 6.6 秒、TUG17.3 秒、5m 通常歩行 7.2 秒、5m 最大歩行 6.0 秒で

あった。なお、事後アセスメントの体力測定の結果を加味すると、脳血管疾患を有する利用者の場合は、

複合的動作能力を示す TUG のみに改善傾向が見られ、運動器疾患を有する利用者は、開眼片足立ち時

間、TUG、5m 通常歩行（通常・最大）の改善傾向を認めた。 

【まとめ】当院の介護予防通所リハビリ利用者の現状分析を行い、利用者の年齢、要支援状態区分、現病

歴・既往歴、主訴・ニーズ、歩行状況を検討した。「運動器の機能向上マニュアル」の体力測定マニュ

アルに準じて握力、開眼片足立ち時間、TUG、5m 歩行時間（通常・最大）を測定し事前アセスメント

とした。また、事後アセスメントと比較することによって、介護予防通所リハビリの効果の傾向を検討

した。 
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長期慢性疾患・終末期・退行性病変に対する摂食・嚥下リハビリテーションの現状 

‐八王子言語聴覚士ネットワークアンケートから‐ 

 

医療法人社団永生会 訪問看護ステーション めだか ○山本 徹（ST） 

医療法人社団永生会 南多摩病院  石山寿子（ST） 

【はじめに】 

現在，言語聴覚士（ST）には摂食嚥下リハビリに関わる専門職として，長期慢性疾患，終末期，退行性

病変など，多くの機能的改善を求められない患者に対しても摂食嚥下リハビリの提供が求められている。

しかし，そのような患者への摂食嚥下リハビリの提供指針として広く検討されたものは見当たらず，それ

ぞれの STがどのようなリハビリを提供しているのかといった情報を得て，検討する機会は少ない。そこで

今回，八王子言語聴覚士ネットワーク（八王子 ST ネット：会員 81 名 会員所属 31 施設）に所属する ST

にアンケートを実施，長期慢性疾患や終末期，退行性病変患者に対する摂食嚥下リハビリテーションの現

状と，STとして上記のような病態の患者に対し，どのような関わりをもっていきたいかについて聞いた。 

【対象と方法】 

調査は八王子 ST ネット会員を対象に行った。定例会開催時に質問紙を配布，会場で記入後，回収した。

一部は所属施設に持ち帰り記入後，郵送してもらった。アンケートは無記名とし，①長期慢性疾患，終末

期，退行性病変患者への摂食嚥下リハビリを行っているか，②介入の際の条件，③最重度の担当患者の意

識レベルおよび④摂食・嚥下グレード，⑤介入する期間，⑥摂食嚥下リハビリ実施に重要だと思うことお

よび⑦難しいと思うこと，⑧摂食嚥下リハビリの効果，⑨長期慢性疾患，終末期，退行性病変患者の摂食

嚥下リハビリに関わりたいか，の項目について尋ねた。③④⑤では現状だけでなく，STとして，できれば

関わりたいと思っているレベル，グレード，期間についても併せて質問した。 

【結果】 

アンケート回収数は 37件。長期慢性疾患，終末期，退行性病変患者への摂食嚥下リハビリを実施してい

ると答えた者は全体の 75％だった。介入の際には，意識清明といった，これまで言われてきた摂食嚥下リ

ハビリ介入条件を特に設けていないとの回答が 43.5％と最も多かった。最重度の担当患者の意識レベルは

JCSⅢ桁が 26.7％，摂食・嚥下グレード 1，2 が 67.9％だった。現状の介入期間は看取りまでが 28.1％だ

ったが，関わりたいと思っている期間では，看取りまでとした回答が 51.4％となり最も多かった。またリ

ハビリ実施の際，重要なことおよび難しいことでは「連携」や「全身状態の管理」との回答が上位となっ

た。提供するリハビリの効果については「効果あり」「何らかの効果あり」が 78％だった。長期慢性疾患，

終末期，退行性病変患者の摂食・嚥下リハビリに「ぜひ関わりたい」「必要があれば関わりたい」とした回

答が 94％だった。 

【考察】 

 当地域の ST がそれぞれの施設で長期慢性疾患，終末期，退行性病変患者の摂食嚥下リハビリに関わり，

より重度の障害がある人にも関わっていくことを望んでいる一方，全身状態を見据えた予後予測や連携に

難しさを感じている現状が示された。それぞれの STが直面する現状を踏まえ，何らかのリハビリ提供指針

を検討していく必要がある。 
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パネル展示Ⅰ

施設・活動紹介

１ （医）康心会 ふれあい町田ホスピタル

患者様活動紹介 「リハビリ和竿師奮闘記」（鈴木秋水氏（ペンネーム））

２ （医）康心会 老健 ふれあいの町田

３ （医）康心会 ふれあい町田ホスピタル 家族交流会

４ 医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵病院

５ 東京医科大学八王子センターリハビリテーション部

６ 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

７ 永生クリニック 高次脳機能障がい 就労支援プログラム「丸八工房」

８ 永生会在宅総合ケアセンター 利用者旅行

９ 医療法人社団永生会 介護老人保健施設イマジン デイケア

10 医療法人社団永生会 南多摩病院リハビリテーション科

11 書道展示：タイトル「瑞日祥雲」（スマイル永生 利用者 渡辺 知子様）

12 富士山と私 －この一年－ （百瀬 進さん）

13 にじの会

14 医療法人社団康明会グループ

15 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

16 医療法人社団玉栄会 東京天使病院 通所リハビリテーション風々

17 八王子保健生活協同組合（はちせい）

18 医療法人社団 KNI 北原国際病院

19 医療法人社団 KNI 北原リハビリテーション病院

20 医療法人社団 KNI デイケアセンターオリーブ

21 医療法人社団 KNI 北原ライフサポートクリニック



「リハビリ和竿師奮闘記」 

 

今回は、鈴木秋水氏（ペンネーム）の「リハビリ和竿師奮闘記」を紹介いたします． 

鈴木さんは当院外来リハビリを利用されていた方です．残念ながら転居のため外来訓練は終

了となり、定期的にお会いすることはなくなりましたが、海の近くに移られたそうです． 

 「リハビリ和竿師奮闘記」は神奈川新聞に定期的に掲載されたコラム記事です．私は和竿

の世界は全く素人で分かりませんが、ご本人から以前お聞きした曖昧な記憶では、日本に数

人しかいない和竿師のお一人であり、著書「和竿づくりの本」も出されています．時々職人

さんの患者さんを担当するのですが、現役の方であればなおさら、両手先の研ぎ澄まされた

感覚で物を作ってこられた方が脳卒中などで重い障害を持った時の心中はとても想像できる

ものではありません．鈴木さんにもそうした思いを持ちました． 

 鈴木さんからこの記事を紹介していただいて読ませていただいて、私は作業療法士という

仕事柄、脳卒中者の体験記のようなものを好んでよく読むのですが、穏やかな語り口の中に、

和竿師という独特な職人の目に移った自らの身体との格闘、リハビリ観などを読み取ること

ができました．今回の企画をお話ししたところ、快諾いただきました． 

 作業療法の訓練の中では、カワハギ釣り専用の竿をリハビリとして試作している、でも右

手でどうしても漆が塗れない、どうしたらいいだろうかといった相談も多くいただきました．

そのたびに訓練室にある物品を竿や刷毛に見立てて一緒に考えます．そうすると鈴木さんが

これならばどうだろうかと案を出します．それに対し、ちょっと助言をさせていただく、と

いった貴重な時間を持つことができました．リハビリ室の限られた環境と、私の作業療法士

としての限られた知見や想像力で、どうやって麻痺された右手を使って竿を作ったり、魚を

おろしたりするのか、必死で想像してついていこうとしていました． 

 献身的な美人の奥様と一緒に仲良く来院されていた様子が写真の数カットのように私に焼

き付いています．また機会があれば近況などお聞きできたらと願っています． 

 

紹介者： 

ふれあい町田ホスピタル リハビリテーション科 

作業療法士 小林幸治 



施設・活動紹介 

ふれあいの町田 

～「医療から家庭への橋渡し」をめざして～ 

「人を尊び、命を尊び、個を敬愛す」の理念のもと、「ふれあいグループ」は高齢化社会に伴う介護を

必要とする方々が年々増加している中、この現状に対応するため様々な介護への取り組みを行っています．

これまで培った実績を活かして東京都町田市に「介護老人保健施設 ふれあいの町田」を平成 19年に開設

し、今年で 5年目となりました．京王線・多摩境駅より程近い自然豊かな街「町田グランネットタウン」

内、遠くに丹沢の山並みを一望できる静かな環境の中にあります．同敷地内の「ふれあい町田ホスピタル」

と連動し、医学的管理下における看護、介護、機能回復訓練のサービスを行い、ご利用者様、およびご家

族様に対する支援を行っています． 

 当施設は地域の皆さまの「医療から家族への橋渡し」を目指してお役に立ちたいと願っています． 

 

【施設概要】 

●定員：150名(短期入所含む)  ●通所リハビリ：40名   

●療養室：72室(1人室：46室 4人室：26室)  ●認知症専門フロアあり 

【リハビリテーション科スタッフ】 

  ●理学療法士：3名 ●作業療法士：4名 ●言語聴覚士：1名 

◎入所サービス 

当施設へご入所して頂いて、リハビリテーションや生活動作訓練などを通じて日常生活機能を維持・

改善し、ご家庭での生活に戻れるようにサポートさせて頂きます． 

【リハビリ内容】 

 ◆通常入所： 

週 2回実施．個別リハビリテーションと集団リハビリテーションを組み合わせて実施しています． 

◆短期集中期間：週 3回実施．ご本人・ご家族のニーズにそった内容提供を心がけています． 

◆短期入所：入所日・退所日を除いて入所期間はご本人・ご家族の希望をうかがった上で平日は毎日、

個別リハビリテーションを実施しています． 

◎デイケアサービス（通所リハビリテーション） 

在宅の要介護（要支援）の方々をご自宅までお迎えにうかがって、日中を当施設でお過ごしいただき

ます．リハビリテーション、入浴、食事、レクリエーション活動などで充実した１日をお過ごし下さ

い． 

【リハビリ内容】 

 ◆通常リハビリテーション：個別対応での一回 20分のリハビリテーションを実施します．  

◆短期集中リハビリテーション： 

短期集中期間中（起算日より 1ヶ月間）は一回 40分の個別リハビリテーションを実施します． 

◆介護予防： 

要支援の方を対象に週 1回、約 1時間の介護予防プログラムをリハビリテーションスタッフが指導 

させていただいて実施します． 

 

（介護老人保健施設ふれあいの町田 理学療法士 山崎尚樹） 



ふれあい町田便 vol.3 

－回復期病棟での新たな取り組み－ 

（医）康心会 ふれあい町田ホスピタル 

 

H19 年 5 月に開院してから、今年で 4 年目を迎える事が出来ました。回復期リハビリ病棟は H19 年 

8 月 1 日から始まりました。徐々に病床数を増やしていき、今年度には 199 床全ての病棟が開棟しまし

た。 

リハビリスタッフも徐々に増えて、現在では PT16 名・OT12 名・ST3 名が在籍し、病棟担当制で勤務

しています。 

今回は、昨年度末より回復期リハビリ病棟にて取り組みを始めた“家族交流会”を中心に各病棟の紹

介もしていきます。 

○ 各病棟の紹介 

【3A 病棟】整形外科疾患の患者様を中心に受け入れている一般病棟です。脊椎・脊髄センターとして、

毎週頚椎・腰椎の手術が行われており、術後早期からのリハビリに取り組んでいます。 

【3B 病棟】回復期病棟です。脳血管疾患・整形疾患の患者様がそれぞれ 5 割程度の割合で入院していま

す。H22 年 7 月より日曜・祝日リハも開始し、365 日体制でリハビリを行っています。 

【4A 病棟】透析患者様を中心に受け入れている一般病棟です。透析患者様に対しても週 2～3 回程度の

リハビリを提供し、体力維持向上に努めています。 

【4B 病棟】慢性期の患者を多く受け入れている一般病棟です。リハビリの頻度が少ない中でも、患者様

の能力を維持していけるように、病棟と連携し日々のリハビリを行っています。 

○ 回復期病棟での家族交流会 

 同じ病棟で長期間入院している患者様とその家族同士、同じような悩みや不安など抱えているのでは

ないか？他の家族の話も聞いてみたい、話してみたいと思っているのではないか？家族同士で交流をす

る場があれば、心の中にある不安や悩みの解決の手助けになるのではないか・・・との思いから、昨年 3

月より家族交流会を 2 カ月に 1 回程度の頻度で開催してきました。 

 3 月から 11 月までの間で、計 5 回開催することが出来ました。 

 手探りな状況の中、MSW・病棟・リハビリが中心となり医師や栄養士などの力も借りつつ、試行錯誤

を重ね現在に至ります。 

家族交流会では病気の事・退院後の生活の事等、最初に話題提供として各専門職がミニ講演会をして

います。その後、スタッフも含めて小グループを作り、普段なかなか聞けない事や、どうしたらいいの

か困っていることなどお互いに話をしています。最初は遠慮気味となり、なかなか話が弾みませんでし

たが、一人二人と質問や普段思っている事を話すうちに、同じ意見や思いを持った家族からも声が上が

り、話も盛り上がるようになり貴重な時間を過ごすことができています。 

毎回アンケートをとり、反省会を行ってより良い家族交流会となるように内容や形式について改善を

重ねています。まだまだ手探りな状況ですが、ご家族同士の交流がいたる所でみられるような暖かい病

棟を目指して今後も取り組んでいきたいと思います。（PT 鈴木：今年度家族交流会担当） 



医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵病院 

リハビリテーション部門 

 

所在地：〒194-0297 東京都 町田市 下小山田町 1491 

電話：042-797-1511（代表） FAX：042-797-0596 

URL：http://www.tamakyuryo.or.jp/index.html 

 

【診療科目】内科・外科・整形外科・脳神経外科・消化器科・眼科・泌尿器科・婦人科・麻酔科・ 

リハビリテーション科・形成外科・歯科・人間ドック 

【病床数】一般病棟 196床、療養型病棟 44床、回復期リハビリテーション病棟 76床 

【取得施設認定】日本リハビリテーション医学会施設認定、総合リハビリテーション施設認定、 

財）日本医療機能評価機構 審査体制 3（Ver5）認定など 

【取得施設基準】回復期ハビリテーション病棟入院料Ⅰ、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、地域連携診療計画退院時指導料Ⅰ（大腿骨頚部骨折・脳卒中）

など 

【沿革】昭和 57 年 5 月 開院・病床数 288 床。昭和 63 年 3 月 リハビリ訓練室拡張、病棟新設、

病床数 306床。平成 12年 新棟完成、12月 回復期リハ病棟 44床開設。平成 15年 3月 回復

期リハ病棟 32床増設。平成 16年 4月 316床へ増床。 

 

リハビリテーション部門 

【リハビリスタッフ構成】（平成 23年 2月現在） 

理学療法科：PT 27名、作業療法科：OT 18名、言語聴覚療法科：ST 6名、 

訪問リハビリテーション科 PT 2名 OT 1名 

【特徴】 

一般病棟、回復期リハビリ病棟、外来、療養病棟と、急性期から回復期、維持期に至るまでリハビ

リテーションサービスを提供しています。 

 

回復期リハビリテーション病棟実績 平成 21年 4月 1日～平成 22年 3月 31日 

【患者数】 277名 

脳卒中系（脳梗塞・脳出血など）：200名、骨折系（大腿骨骨折など）：69名、 

その他（廃用性症候群など）：8名 

【平均入院日数】 89日 

脳卒中系：100日、骨折系：60日、その他：71日 

【自宅復帰率】 82％ 

脳卒中系：81％、骨折系：88％、その他：62％ 



施設紹介・活動紹介 

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／移植外科・一般外科／整形外科／脳神経外科／ 

形成外科／腎臓内科／耳鼻咽喉科他，計 25 科 

【病床数】  

総病床数 619 床(一般病床 581 床、第 3 次救命救急センター30 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 1 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 22 年の一年間では 1035 例の処方があり，内訳は脳血管疾患 47.5％，運動器疾患 38.7％，その他

の疾患（呼吸器系をはじめとした内部疾患や外科手術後等）では 13.8％と，様々な疾患に対するリハビ

リを施行しています． 

【リハ部の特徴】 

・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． 

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

紹介する「オオルリの会」を月 1 回開催しています． 

・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． 

・リハ部内においても，定期的に勉強会や症例検討会を開き，知識や技術の向上を目指しています． 

【各部門の特徴① 理学療法】  

整形外科疾患では人工関節や脊椎疾患，骨折等の患者様に対し，術前より訓練を施行しています．中

枢神経疾患では脳梗塞は翌日より開始し，脳出血では翌日～3 日程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．  

【各部門の特徴② 作業療法】 

中枢神経疾患・整形疾患を中心に，高次脳機能障害，神経筋疾患，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を行っております．また，交通外傷による腱損傷・骨折に加え，神経損傷を

併発しているケースや脊髄損傷に対する機能回復・ADL 訓練も行っています． 

【各部門の特徴③ 言語聴覚療法】  

中枢神経疾患などの急性期リハに加え，当院では頭頚部癌の手術が多く，構音・嚥下・電気喉頭の訓

練も多く行っております．また，嚥下造影検査(VF；Videofluorography)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生かしています．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． 



 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・亜急性期病床・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）・回復期リハ病棟（Ⅰ） 

＜スタッフ構成＞ 

  理学療法士 11 名、作業療法士 6 名、言語聴覚士 3 名、呼吸療法認定士 3 名 

＜施設の特徴＞ 

○ 病院理念：「初診時の不安を取り除き、信頼される医療を目指します」 

リハビリテーション部では「まごころから生まれる信頼」を理念として 

信頼されるリハビリテーションの実践を目指しています 

○ 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 

○ セラピストの一般病棟・回復期病棟・外来チーム担当制 

○ 回復期病棟 365 日体制 

○ 病棟を拠点としたチーム医療 

＜今後の方針＞ 

○ 中・長期計画に基づいた業務の推進 

○ 質の高いリハビリテーションの実施 

○ 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 

○ 地域スタッフおよび地域住民との交流、情報公開 

 

住所：〒192-0904 八王子市子安町 ３-２４-１５ 

電話：０４２-６２４－５１１１ 

ＵＲＬ：http://www.seichikai.com/ 

http://www.seichikai.com/


施設・活動紹介 

医療法人社団永生会 永生クリニック 

高次脳機能障がい 就労支援プログラム「丸八工房」 

【開始の経緯】 

当施設は退院後の外来リハビリテーションの機能を担う診療所である。若年での高次脳機能障がいを

もつ方が多数来院している。就労へつなげるためには、社会性・礼節が保たれ、適切な社会交流が行え

ること、自身の障害を理解した上で適切な代償手段が使用できることが必要である。しかし、病識や社

会性などはセラピストとの個別のリハビリテーションだけでは改善が難しい点があるという現状があ

った。そこで、当施設では平成 22 年 8 月より高次脳機能障がい者の就労支援プログラムを開始するこ

ととした。 

【活動概要】 

1. 実施日 

毎週土曜日の午前中 2.5 時間（9:30~12:00） 

2. 対象者数（平成 23 年 2 月現在） 

4 名（定期参加者 2 名、不定期参加者 2 名） 

3. 運営スタッフ 

2 名（言語聴覚士 1 名、作業療法士 1 名） 

4. プログラム内容 

1) メモリーノートの利用 

記憶の代償手段、メモ取りの練習、一週間の行動のプランニングなどを目的とし、一週間の日中

の様子を報告しあうことで、生活状況の確認ツールとして活用する。 

2) 作業活動 

代償手段の活用、自己の苦手な点や持久力の認識などを目的とし、仕事に模した責任ある作業活

動を行い、作業量と失敗数を記載・報告する。 

3) グループセッション 

① 羅心版（集団問題解決訓練） 

自己の病態を視認化し、目標とそれに対する達成可能性の高い具体的な方策を意見しあう。 

② 勉強会 

高次脳機能障がいに対する一般的な症状などの講義と話し合いを通じて、自己理解を深めて

もらう。 

5. 活動実績 

再就職：1 名（プログラム参加後 6 か月） 

【今後の方針】 

開始から 7 か月が経過した。今後の方針として、下記の内容の充実を図ることが期待されている。 

1. プログラム内容の充実化 

生活スタイルを再構築するためのメモリーノートの活用方法の検討と、作業活動の充実化や、グル

ープセッションでの自己理解の向上と補償手段の獲得方法の検討が必要である。 

2. 家族支援 

対象者のキーパーソンとなる方の高次脳機能障がいへの理解を深めていただくことや、目標管理の

共有化のためにグループセッションの参加や、家族支援プログラムを構築していく必要がある。 

3. 他機関との連携 

実際に就労支援につなげていくために、他の就労支援機関との連携を図っていく必要がある。 



「第 4 回 1 泊 2 日法人旅行 In 秩父」 

 

出展者：医療法人永生会 「介護サービス スマイル永生」 

           利用当事者 近藤光雄・馬場淑子 

            スタッフ 奥野藍・袴田さち子 

 

【概要】 

医療法人永生会の在宅総合ケアセンターが主催する「法人旅行」も、平成 22 年で第 4 回

を数えます。 

 今回出展させていただいた「旅行記」は、そんな旅行に開催初期から参加してくださっ

ているお二人が、「楽しかった秩父旅行」を皆さんにご紹介させていただく為に作成してく

ださいました。この作品は「多くのご利用者さんに旅行を楽しむチャンスとしての『法人

旅行』を知っていただければ」と、平素はスマイル永生入り口の展示コーナーに掲示させ

ていただいておりました。作成はお二人が利用してくださっている通所リハビリ「介護サ

ービス スマイル永生」の参加時間中に、自由な時間を使って取り組んでくださり、構成

を決めたり、山のような写真の中から掲載写真を選択し、コメントをつける作業までお二

人相談のうえで行ってくださいました。 

 

         

 

 

見どころ：参加者さん・参加スタッフともに本当に楽しみながら行ってきた旅行です。 

     この笑顔と酔いっぷりと楽しいひと時をぜひご覧下さい。 



＜施設概要＞ 
 入所定員：130名（内、認知症専門棟36名） 
 通所定員： 50名 
 居   室：4人部屋、2人部屋、個室１０部屋 
 対  象  者：要介護度 1～５ 
（ショートステイ、通所は要支援でも利用可） 
 

通所リハビリ（デイケア） 
＜サービス内容＞ 
 サービス提供日 月～金曜日 
           （祝日・年末含む） 
 営業時間    ９：１５～１６：００ 
       （６時間以上～８時間未満） 
 定  員      ５０名  
 

イマジンではご利用者様・ご家族様の意思を尊重し、 
様々なプログラムから選択して頂けるよう、幾つかの 
コースを設けています。 
 

リハビリテーションコース 
 退院・退所直後など、生活上の動作 
 改善に対してリハビリが必要な方に 
 個別プログラムを提供します。 
リラックスコース 
 難病や加齢など体力低下傾向の方 
 に活動と休憩などメリハリのある 
 プログラムを提供します。        
おたのしみコース  
 絵手紙・生け花・囲碁・麻雀・将棋・ 
 カラオケなど各種クラブ活動を 
 提供します。 

 
《通所リハビリテーションとは？》 
  ご自宅での生活が維持できるよう、理学・作業療法 
  など必要なリハビリテーションを中心に、心身の機能 
  の改善・維持を行うところです。 
   

○個別リハビリ○ 
  生活上お困りの動作の改善や維持を目的に、リハビリ 
  スタッフが訓練やアドバイスを行います。 
 ＊必要があれば、自宅家屋評価も行います。 
 ＊退院・退所直後（３カ月以内）の方は、より集中した 
   リハビリを提供します。 
 

○集団リハビリ・レク・ゲーム○ 
  リハビリ・ケアスタッフ合同で、生活機能に必要な 
  運動・活動プログラムを企画・立案・実施します。 
 
 

○入浴○ 
  機械浴（ストレッチャー式・座位式）・シャワー浴・ 
  個別浴槽・歩行浴の５種類の中から、身体機能に 
  合わせた方法を提案します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ご利用者様共同企画○ 
  ご利用者様のご意見を元に、リハビリ・ケアスタッフ 
  の視点で、自立支援活動を企画・運営しています。 
 （例） 生活上の困った事相談会 
         生活上のチャレンジ体験談披露 
 
○利用申し込み方法○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○送迎エリア○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
～お問い合わせ・受付時間等～ 
  営 業 日  月～土曜日 
  （日、祝祭日、年末年始を除く） 
  時  間  ８：５５～１６：５５ 
  電  話  ０４２－６６２－７０００ 
  担  当  支援相談員 

◎短時間デイ・今春スタート予定です！ 
  ご見学・ご相談は随時をお受け致します。 
 
 
 

電話での申し込み 

支援相談員との見学・面談 

利用検討会議 

利用開始 

申込書・必要書類の提出 

重要事項説明・サービス担当者会議 

（利用開始日・目標設定） 



南多摩病院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 井出 大、大淵康裕 

【病院概要】 

当院は昭和 29 年に東京都国民健康保険組合連合会により開設され、一貫して公的病院として地域医

療に重要な役割を果たしてきた。この歴史のなかで平成 21年4月より医療法人社団永生会に承継され、

永生会のなかで急性期病院の役割を担っている。立地は西八王子駅南口前徒歩 1 分という大変アクセ

スの良い場所に位置し、東京都指定二次救急医療機関として地域医療に貢献している。許可病床数は

170 床（小児科 10 床含む）、人工透析 32 床、一般病床入院基本料は 7:1 となっており、平均在院日数

は 16.4 日である。また現在、新棟（地上 8 階、地下 1 階）建築中であり平成 25 年度竣工予定である。

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。 

【基本理念と運営方針】基本理念は「わたしたちは、地域のひとびとにかけがえのない健康を守るた

め、安全と信頼と温もりのある医療を提供します」であり、運営方針は（①：地域の急性期病院とし

て必要な医療を提供します。②：医療を受ける人々の人格の尊厳と、意思を最優先した医療を提供し

ます。③：医療安全を最大限に確保し、最善の医療と提供します）である。 

【施設基準】脳血管疾患等Ⅰ、呼吸器Ⅰ、運動器Ⅰ、がんリハビリテーション（平成 23 年度取得予定） 

【人員】理学療法士 7 名、作業療法士 3 名、言語聴覚士 1 名、マッサージ師 1 名、クラーク 1 名から

構成され、平成 23 年度からは理学療法士 1 名、言語聴覚士 1 名増員予定である。 

【実績】 

疾患・部位別の処方割合：入院では運動器下肢 29％、呼吸器 14％、運動器脊椎 12％、脳血管疾患 9％、

廃用症候群 7％、運動器上肢 7％、消化器 6％、がん 5％、心疾患 5％、代謝 5％、難病１％である。外

来では運動器下肢 44％、運動器上肢 31％、運動器脊椎 19％、脳血管疾患 2％、呼吸器 1％、廃用症候

群 1％、がん 1％となっている 

【リハビリテーション科の特色】 

１．入院患者様に対するリハビリテーションのみならず、外来患者様に対するリハビリテーションに 

も力を入れており、通常 1 症例につき週 2～3 回の頻度で実施している。 

２．当院整形外科医による各種手術方法は主に低侵襲小切開法で施行しており、術後疼痛や術後出血 

  を最小限にすることを目指している。そのため術後翌日からの離床・歩行などのリハビリテーシ 

ョンを積極的に推し進めている。 

３．呼吸器内科医・看護師・理学療法士・作業療法士・管理栄養士・薬剤師・MSW とともに包括的 

呼吸リハビリテーションを展開している。 

４．整形外科疾患・中枢神経疾患に合併した腎不全等による人工透析症例に対するリハビリテーショ 

ンの実施。 

５．リハ専門職 11 名中 10 名がアメリカ心臓協会認定 BLS（1 次救命処置）ヘルスケアプロバイダー 

に認定され、そのうち 6 名が BLS インストラクターの認定を受け、リハ室内での急変対応・医療 

安全確保を目的に技術習得に努めている。 

 【まとめ】 

 今後、当院リハビリテーション科は圏域内の医療機関・施設・介護保険事業所との連携をさらに強

め、地域医療の一翼を担うため前に前に前進を続けていく所存である。 



書道展示 

 

タイトル：「瑞日祥雲」 
 

概要 

めでたい日の光とめでたい雲。 

暢び暢びとしてすっきりし感じを表現できるよう書きました。 

スマイル永生 渡辺 知子 

 

平成 22 年９月より運動目的でスマイル永生を利用されている患者様です。 

去年突然の圧迫屈折を生じた結果、今まで行っていた外出や趣味活動をやめてしまい自宅

にいることが多くなってしまいました。現在は圧迫骨折の痛みも落ち着き、娘さんの協力

もあり生活自体は落ち着いてきましたが、未だ以前のような積極的な活動を行えていない

状況です。今回このような場で習字を展示することを通して自信をつけ新しい一歩を踏み

出すきっかけになっていただけたらと考えています。 

 

スマイル永生 担当理学療法士 奥野 藍 



「富士山」と私 この一年 
 

 “富士山”を撮影し始めてから、25 年以上の月日が経過しましたが、難病（後

縦靭帯骨化症）のため、体調の悪い時や、天候に中々恵まれない事が多く、一

枚撮影するのに、何回も同じポジションに通いました。 

夜間の気温がマイナス 7 度程の中、車中泊を２～３日して、平成 22 年 12 月

に撮影できたものが、「星空の渦と富士山」です。冬には、ダイヤモンド富士を

撮影しようと近所の公園にリハビリを兼ねて毎日通いましたが、思うような写

真はまだ撮れていません。 

年に、これだと思うような気にった写真は一枚あるかないかといったところ

です。 

 

 [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 6 日 
八王子市在住 百瀬 進 7２歳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢満月の朝とグリーンの空・雲｣        「星空の渦と富士山」 

第５回フォトコンテスト≪あい≫入選 

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


 
●患者会について 

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た会です。 

「明るく、あせらず、あきらめず」を合言葉に、毎月第 3木曜日(八王子市保健所別館

にて)に活動しております。 

会員からの投稿や交流会の報告、医療行事等の関連記事を掲載した会報を毎月 1回発

行しております。 

●病気について               

 ■脊髄小脳変性症(ＳＣＡ)                      

  身体の動きを調節している脊髄小脳系の障害で、動きの調和が失われる(失調)。 

  異常な遺伝子の型によって、四肢や体幹の失調に、眼球の動きの障害、筋萎縮、認知症などが加わる。 

  根本的な治療はまだ困難である。 

 ■多系統委縮症(ＭＳＡ) 

  脊髄小脳変性症のうち遺伝しない一群。 

  失調の他にパーキンソン病に似た症状や、自律神経症状(起立性低血圧、排尿・排便障害)が出現する。 

  コミュニケーション障害が強い。声帯麻痺には気管切開を必要とする。 

睡眠時無呼吸には器械による呼吸補助を要する。 

  根本的な治療はまだ困難である。 

●会員の福祉用具・器具の利用の様子 

 【白坂さん宅】 

↓移動用リフトを使ってベッドから移動     

  お風呂場用リフト→ 

【原島さん宅】 

        車椅子用リフト→ 

↑助手席リフト 

【八王子 にじの会連絡先】 

小林(TEL/FAX ０４２－６４２－３８０９)、原島（TEL/FAX ０４２－６５４－６７３３） 



施設・活動紹介 

 

医療法人社団康明会グループ 

 

【病院・診療所】 

康明会病院 

豊田駅前クリニック 

小宮メディカルクリニック 

康明会ホームケアクリニック 

【訪問事業】 

豊田訪問看護ステーション 

訪問介護武蔵 

【通所事業】 

デイケアセンターとよだ 

デイサービスセンターかわせみ 

デイサービスセンター平川 

小宮介護予防リハビリテーションセンター 

康明会予防リハビリテーションセンター 

小規模多機能ホーム日野 

【居宅介護支援】 

とよだ居宅介護支援事業所 

【地域包括支援センター】 

日野市地域包括支援センターすてっぷ 

日野市地域包括支援センターかわきた 



施設・活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人社団玉栄会 東京天使病院 



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 小野慎太郎 

 

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

してのリハビリテーションを提供しているが、エンジェルコートで介護保険でのリハビリ

テーションも提供している。 

 

その中で介護予防通所リハビリテーションセンター風々（以下、当センターとする）で

は、平成 20 年より介護予防通所リハビリテーション（以下、介護予防リハビリとする）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、通所リハビリとする）を週 2 回開

始した。 

そして現在では介護予防リハビリを週に 4 回、通所リハビリを週 2 回、1 時間以上 2 時間

未満の通所リハビリテーション（以下、短時間通所リハビリとする）を週 2 回、理学療法

士・介護福祉士を中心として要介護・要支援の利用者様がそれぞれの有する能力に応じて

自立した日常生活を営むことができるよう必要なリハビリテーションを行い、利用者様の

機能の維持回復を支援している。 

介護保険領域の通所サービスを利用している利用者様の発言で良く耳にするのは、「教室

の雰囲気になじめない。」や「周りの人のペースについていけない。」など、提供している

サービスの内容よりもその場所の雰囲気や、一緒に利用している利用者様方との関係でサ

ービスを変更する方が多いように感じている。 

そのため、当センターでは各利用者の個性やペースに合うようにそれぞれの教室の雰囲

気づくりを意識した上で担当セラピストを複数人交代で配置している。その具体的な取り

組み・活動について紹介したいと考えている。 



≪八王子保健生活協同組合と地域支援≫ 

                        八王子保健生活協同組合 

はちせい複合事業所もとはち 

○ 作業療法士 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はちせい事業（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。 

組合員活動の柱の一つは、１１の支部会組織と支部活動です。支部活動は、保健予防活動・八

王子市特定検診への啓蒙活動・はちせい祭りへの参加・支部便りの発行・文化、レクリエーショ

ン活動・支部役員会の開催・支部作り・支部総会などです。 

もう一つは委員会活動で、組織委員会、保健委員会、福祉委員会、利用委員会、いきいきらい

ふの会、花束の会などがあります。 

はちせい事業としては、病院、クリニックをはじめ訪問・通所サービスを統括する在宅事業部

があります。当日は、組合員活動とはちせい事業の詳細についてご報告致します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施設・活動紹介 

 

 

 

 

医療法人社団 KNI 

     北原国際病院 

北原リハビリテーション病院 

デイケアセンターオリーブ 

北原ライフサポートクリニック 



パネル展示Ⅱ

南多摩福祉機器展展示パネル

平成 22 年度福祉用具適合講習会 「南多摩福祉機器展」

日 時：平成 23 年 2 月 5 日（土）午前 10 時～午後 5 時

会 場：八王子市文化会館



平成22年度福祉用具適合講習会「南多摩福祉機器展」

適合の試み パネル発表 演題一覧
平成23年2月5日(土) 南大沢文化会館 1階ホワイエ

【利用者の視点】

移動手段と福祉機器の適合

八王子市 虹の会 原島 保夫

床でのんびり お風呂でゆったり

八王子市 川幡 忠

電動車いすをレンタルしてみた

八王子市 Ｎ

全身麻痺のシングルマザー子育て奮戦記

八王子市 佐々木 良子

【適合事例】

要介護度４の妻を支える夫 その夫を支える妻

八王子市 訪問看護ステーションいるか 中村 静江

願い叶えます！あなたの住まい

八王子市 （株）山六

【取組事例】

訪問シーティングの試み ―高通気性座位保持装置の試作―

八王子市 訪問看護ステーションとんぼ 石濱 裕規

康明会病院での車椅子選定への取り組み

日野市 医療法人康明会 康明会病院

回復段階に応じた自助具等の選定・工夫の紹介 ～ギラン・バレー症候群の患者さまを通じて～

町田市 多摩丘陵病院 三沢 幸史 中澤 幹夫 大熊 勝也

退院前住宅改修指導

町田市 ふれいあい町田 小林 幸治

【からだにあわせる技術】

自分の体に合った椅子

八王子市 家具のまち 八王子 伊藤洋平

姿勢・椅子・健康―木工作家による作品展示と座位姿勢計測具の紹介―

山梨・河口湖町 "工房木夢 吉野崇裕

【まちづくりへの提案】

「おうちを元気に からだを元気に」 多摩ニュータウン・ケア連携バリアフリー改修事業

多摩市 「おうちを元気に からだを元気に」事務局













願い叶えます！あなたの住まい  

【段差2.4ｍの２世帯住宅のバリアフリー工事】 

八王子市 







回復段階に応じた自助具等の選定・工夫の紹介 

～ギランバレー症候群の患者さまを通じて～ 

三沢幸史 1）、中澤幹夫 2） 、大熊勝也 2） 

1）多摩丘陵病院 作業療法科  2）多摩丘陵病院 理学療法科 

【はじめに】 

リハビリテーションにおいて、自分で行えるように病気の回復に合わせた自助具の選定を行うこと

は大切である。当院での患者さま（ギランバレー症候群、４０歳代、男性）での、障害の回復に合

わせての自助具の使用および工夫を、ナースコールと食事場面で以下に報告する。 

なお、今回の発表の内容に関しては、患者さま、ご家族さまの承諾を得ている。 

【経過】 

①症状が最も重い状態の時期で手足を全く動かすことができない。また、息をすることも困難であ

る為、気管切開し気管カニューレを装着している。 

ナースコール：意識はしっかりしているが、動かない為訴えることができない状態。そこで、わずか

な息で反応する超微圧プレッシャー/バキュームセンサーを使用して、作業療法士がすべて手作

りでナースコールを作製する。会話は透明アクリル板の５０音表を使用する。 

食事：食物を飲み込む力も弱くなり、経管栄養。 

②指が動いてきて、指先に力が入るようになってきた。 

ナースコール：弱い力でも押せるボタン型のスイッチのナースコールを作業療法士が手作りし使用

する。ボタンが持ちやすく、指先の力が出やすいように、作業療法士が市販のプロテクターを改造

して作製したカックアップスプリントを装着する。 

食事：介助にて、嚥下困難食を食べる。 

③腕が動かせるようになってきた。しかし、持ち上げていることはできない。発声バルブ付気管カ

ニューレとなり、会話ができるようになった。 

ナースコール：押しやすい位置にナースコールを固定し、弱い力でも押せるようにボタンを大きくす

る工夫する。 

食事：力は入るようになってきたが、腕を持ち上げることはできないため、ＰＳＢ（ポータブル スプ

リング バランサー）にて腕を持ち上げて、ユニバーサルニューカフを使用して、角度を工夫したス

プーンを使用する。 

④腕を持ち上げられるようになってきた。しかし、指が自由には動かない。 

食事：作業療法士がレナサームで作製したカックアップ+対立スプリントを使用し、すくいやすく工

夫された食器を使用する。 

ナースコール：通常のナースコールの使用が可能となった。 

⑤指の動きも改善してきた。 

食事：箸蔵くんⅡを使用して食事をする。 

【まとめ】 

特に重度なギランバレー症候群では、過負荷な筋力トレーニングで筋損傷を起こすことを避け

なければならない。低負荷かつ高頻度なトレーニングとして日常生活上で自らの手足を使用する

こと、つまり、そのときの能力に合わせてＡＤＬの自立度を向上させていくことが重要となる。 

 この患者さまは、大学病院で治療を受けて発症 3 ヶ月後に当院へ転院してきたが、当時は人工

呼吸器から離脱したばかりで四肢麻痺・気管切開の状態であった。今回の発表は、発症 3 ヶ月

（入院直後）から発症 9 ヶ月頃までの状態である。その後、「標準的算定日数」をはるかに超えて

発症後 2年 2ヶ月まで集中的なＰＴ・ＯＴを実施し、その後ＰＴのみ 13単位内で実施した。その結果、

発症後 2年 6ヶ月で復職を果たして多摩から都心まで電車を乗り継いで、仕事を行っている。その

結果は、今回の10年前にも呼吸筋麻痺に至るギランバレー症候群で当院リハを行っており、今回

の予後に悲観的な医療スタッフも当初はいたが、焦らずあきらめずに徐々にＡＤＬレベルを向上さ

せて筋力の回復を促した成果といえる。 



当院における退院前訪問指導と自助具・福祉用具の適合事例 

ふれあい町田ホスピタル・リハビリテーション科 OT小林幸治 

 

 

 



家具のまち八王子 伊藤家具デザイン 伊藤洋平 



なぜ起こる？腰痛、肩こり

病院に行くほどではない。でも、疲れてくると出てくる
ちょっとした自分の弱点。

正しく座ろう

骨盤を正しい角度に保つと、それまで骨
盤を偏らせて使ってきたクセが抜けて、
背骨のゆがみが徐々に直ってきます。

一日のうち一番長い時間を過ごすのは
椅子の上。あなたの体に合った椅子に

きちんと座ることで、身体の偏りを直して
いきましょう。

北欧では学校の椅子に対して、大変気を遣っています。

良い椅子で、正しい姿勢をとることが身体を健康に保つ基本。
後々の医療費を削減する効果もあるとか。

また姿勢がよいと集中力が上がり、学力も増すという

認識があるため、国も、メーカーも体に良い椅子に

敏感なのです。

正しく座ることの効用

原因 解決方法

・外科的要因→ 医療
・筋力低下 → 筋力トレーニング
・ストレス、緊張→ リラックス（禅、ヨガ）

・体癖（悪い姿勢）→正しい姿勢

体癖とは・・・
例えば
・いつもどちらか片足に重心を乗せて立つ
・ショルダーバックをいつも同じ肩で持つ
・車を運転する時、いつも片方の手を
アームレストに掛ける
・足を組んで座る
・横座り

こんな日常的なクセで、背骨が偏り、
曲がったままになってしまうことです。
ほとんどの人にありますが、全てが悪い
わけではありません。ある限度を超え、
自己治癒能力の範囲で回復しない時に
症状として表れてきます。

本来は自己治癒能力で直したい！
子どもの寝返りのような本能的な動き
それで体を調整していました。

でも加齢と共にそれが弱まり、筋肉
も弱まると自己治癒能力が十分

働かない。

どうやって直すの？

 姿勢・椅子・健康 ―木工作家による作品展示と座位姿勢計測具の紹介ー 

工房木夢 吉野崇裕 

座位姿勢計測具で体に合った椅子を創っています。 











 

 

シンポジウム 



 

シンポジウム 

バリアアリ－からバリアフリーへ  

～それぞれの垣根を超えて～ 
（14：30～16：20）（会場：イベントホール） 

 

 

１．基調報告 「バリアフリー・アンケートの結果報告」 

   ―ADL評価(FIM)は、当事者・家族の困難・バリアーをどれほど推し量れているのか？― 

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 

今村 安秀 センター長 

医療法人社団 KNI 北原リハビリテーション病院 リハビリテーション科  

永井 純 科長（作業療法士） 

南多摩地域リハビリテーション支援センター事務局 

（石濱 裕規（理学療法士）） 

調査入力：就労サポートサービス 明日葉 利用者の皆様 

 

２．小講義１ 「障害のある方・高齢者の外出に使用する車いすで考慮すべき事」 

神奈川県総合リハビリテーションセンター 研究部リハ工学研究室  

藤井 直人 先生  

 

３．話題提供 「地域でのバリアフリー実践のために」 

－おうちを元気に からだを元気に― 

―多摩ニュータウン・ケア連携バリアフリー改修事業の推進にあたり― 

（有）横山環境計画事務所取締役 

横山 眞 理 様  

 

４．小講義２ 「職場のバリアフリー ～実験的領域という視座～」 

東京大学先端科学技術研究センター 特任講師 

熊谷 晋一郎 先生 （小児科医） 

 

５．ディスカッション 

 



１．基調報告 

 「バリアフリー・アンケートの結果報告」  ―多施設共同研究として― 

―ADL評価(FIM)は、当事者・家族の困難・バリアーをどれほど推し量れているのか？― 

  （30分 含質疑応答５分以内） 

  南多摩地域リハビリテーション支援センター長 今村 安秀 （整形外科医） 

  医療法人社団 KNI 北原リハビリテーション病院 リハビリテーション科科長 永井 純 （作業療法士） 

  南多摩地域リハビリテーション支援センター事務局 （石濱 裕規 （理学療法士）） 

  調査入力：就労サポートサービス 明日葉 利用者の皆様 

 

２．小講義１  

 「障害のある方・高齢者の外出に使用する車いすで考慮すべきこと」  

  (25分 含質疑応答５分以内） 

神奈川県総合リハビリテーションセンター 

研究部リハ工学研究室  

藤井 直人 参事 （リハ工学士） 

 

 

 

 

３．話題提供 

 「(仮）地域でのバリアフリー実践のために」 

  (20分 含質疑応答５分以内）  

―おうちを 元気にからだを元気に― 

（国土交通省 多摩ニュータウン・ケア連携バリアフリー改

修事業） 

横山 眞理 様 （（有）横山環境計画事務所） 

 

４．小講義２ 

 「職場のバリアフリー ～実験的領域という視座～」 

  (25分 含質疑応答５分以内） 

東京大学先端科学技術研究センター 

熊谷 晋一郎 特認講師 （小児科医） 

 

 

 

 

 

５．ディスカッション （10分） 

1977年生まれ。小児科医。脳性まひの電動車いすユーザー、東京大学先端科学技

術センター特任講師。新生児仮死の後遺症で、脳性まひに。以後車いす生活とな

る。 幼児期から中学生くらいまでのあいだ、毎日リハビリに明け暮れる。小中高と

普通学校で統合教育を経験。 大学在学中は地域での一人暮らしを経験。また全

国障害学生支援センターのスタッフとして、他の障害をもった学生たちとともに、高

等教育支援活動をする。 東京大学医学部卒業後、千葉西病院小児科、埼玉医科

大学小児心臓科での勤務、東京大学大学院医学系研究科博士課程での研究生活

を経て、現在、他の障害をもつ仲間との当事者研究をもくろんでいる。 

 著書 

『発達障害者当事者研究——ゆっくりていねいにつながりたい』、綾屋紗月との共著、医学書院 

『リハビリの夜』、医学書院（新潮ドキュメント賞） 

『つながりの作法 同じでなく違うでもなく』、綾屋紗月との共著、NHK出版 

神奈川県総合リハビリテーションセンター研究部リハ工学研究室長として、我が国

の交通アクセシビリティー改善に尽力される。日本リハビリテーション工学協会・自

動車ＳＩＧ・代表 として、車いす利用者の自動車・福祉車両利用時におけるアクセ

シビリティー向上や安全性等について研究・啓発活動をされる。バリアフリー整備

ガイドライン（国土交通省）の作成等に関わられてきた。 

著書 

『高齢社会の適正技術』  （編著） 日本評論社 

『最新リハビリテーション医学 第2版』  （執筆） 医歯薬出版 

『新・ユニバーサルデザイン : ユーザビリティ・アクセシビリティ中心・ものづくりマニュアル』 

（共著） 日本工業出版  

他 

南多摩リハビリテーションスタッフ合同会議 第6回学術集会 

シンポジウム 3月6日(日） １4：30～16：20分 八王子学園都市センター ＪＲ八王子駅北口 東急スクエアビル12階  

 『バリアアリー から バリアフリー へ  ～それぞれの垣根を越えて～』 

司会 八王子保健生活協同組合 はちせい複合事業所もとはち 黒澤秀幸事務長（作業療法士） 

建築設計士。「おうちを元気に からだを元気に」代表提案者。多摩ニュータウン

の鶴牧商店街で“１００人１００様の「暮らし」に合った「住まい」のカルテ（設計

図）を作る”をコンセプトに建築+造園設計事務所を主宰。2009年コーポラティブ

住宅「永山ハウス」（多摩市）、2004年コーポラティブ住宅「ヴィレッジ浄瑠璃14」

（八王子市）にコーディネーター、設計者として参加。 

2007年〜多摩市街づくり審査会委員、日本居住

福祉学会、多摩ニュータウン学会会員 



バリアフリー・アンケート御協力のお願い 
 

 

拝啓 

 

寒中、ご多忙の折、失礼申し上げます。日頃は大変お世話になっております。  

私ども、南多摩医療圏域（八王子市・日野市・多摩市・町田市・稲城市）で

は、リハビリテーション関係者の支援技術向上のため、定期的に勉強会等を開

催しております。 

 

みなさまが、日々の生活で、お困りになられていること等を、それぞれのお

立場からなるべく具体的に教えて頂くことにより、生活環境と支援サービスの

改善に生かしたいと考えております。  

お教え頂いた「生活の中で感じておられる人的・物的な困難（バリアー）」を、

３月 6 日（日）に八王子市学園都市センターにおいて、『バリアアリー から バ

リアフリー へ ～それぞれの垣根を越えて～』と題して開催する学術集会にお

いて、行政・保健・福祉・医療関係者に広く周知頂き、それらの改善のため、

関係者一同、最大限の実践に努める所存であります。 

なお、本アンケートの入力集計作業は、本事業後援の障がい者就労支援事業

の一環として、有限会社ソーシャルケアユニットが運営する明日葉の参加者に

ご協力頂く予定です。 

貴重なお時間とお手数をおかけすること恐縮でありますが、今後の私どもの

業務に十分に生かしていく所存です。何卒よろしくご協力のほどお願い申し上

げます。 朝晩の冷え込みが厳しくなる折。どうぞご自愛ください。  

 

敬具 

 

 

 

平成 23 年２月９日 

 東京都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 事務局 



アンケートへのご回答について  

ホチキスを外さずに各施設とりまとめ責任者    様にお渡し下さい。 

 

お立場（必ずいずれかに○を付け、自らの立場で（自分にとってのバリアーを）御回答下さい。） 

□御本人（心身に不自由がある） 

□御家族 

□支援者（医療・福祉関係者） 

□ケアマネ □セラピスト □福祉用具専門相談員 □ヘルパー 

□その他(             ) 

 

性別  女・男  御年齢（年代）         

ご疾患・後遺症等をお持ちの場合（以下 任意） 

御病名（疾患名）：                 
 脳血管障害後遺症・神経難病・整形外科疾患・内部疾患・認知症・その他（   ）  

御入院医療機関名・現利用サービス等 

                         

ご要望 

                         
御芳名（任意） 

                 

以下、結果の伝達を御希望の場合のみ御記入下さい。 

（協力施設・機関のみへの伝達となること御了承下さい。） 

担当ケア・マネージャー（任意）                

本アンケート内容を伝えたい支援者（任意）           

御協力ありがとうございました。 



1. 食事（準備、口に運ぶ、飲（呑）み込み、（配膳・下膳は除く））

2. 整容（口腔ケア、整髪、手洗い、洗顔、ひげ剃りまたは化粧）

3. 清拭（体をふくこと　背中と洗髪は除く）

4 着替え（上）

5. 着替え（下）　（ズボン・パンツ・靴下・靴・装具）

6. トイレ動作（ズボンの上げ下げ、お尻をふく）

7. 排尿のコントロール（尿がもれて世話がかからないようにする）

8. 排便のコントロール（便がもれて世話がかからないようにする）

9. 移乗（ベッドから起きて、いす・車いすに乗り移る、戻る）

10. トイレ移乗（トイレに乗り移り、戻る）

11. 浴槽移乗（浴槽をまたぎ越す・つかる・立ち上がる・またぎ出る）

12. 歩行

14. 階段昇降

15. 理解（聴き取る、身振り・手振り（ジェスチャー）がわかる）

16. 表出（話す、身振り・手振り（ジェスチャー）で伝える）

17. 社会的交流（人に迷惑や不快感を与えない関わり）

18. 問題解決（周りの手助けなくものごとを判断できる）

19. 記憶（普段の日課、よく会う人、頼まれたことを覚え実行できているか？）

20. その他

（身体状況への見通し、介護者への負担、行動上の不安、経済面、

就労・社会復帰、かかりつけ医、緊急時の対応、リハビリの継続、

サービス利用状況、福祉用具・生活環境、意欲など）

１番困っていること

2番目に困っていること

３番目に困っていること

質問１

　以下の項目のうち、お困りになられていること全てに印をお付け下さい。

質問２　

　１で印を付けた項目のうち、最も

困っていることから順に３つ、以下

に番号（事柄）を御記入下さい。

⇒

⇒

⇒
13. 車いすを自走し移動する



どこで？
（複数回答可）

自宅

通所先

外出先

自宅

通所先

外出先

自宅

通所先

外出先

どのように？（状況）

質問３

２でお答えになられた３項目それぞれについて

どこで、どのように困っているかを御回答下さい。

御芳名（任意）　　　　　　　　　　　　　　　　　

御協力ありがとうございました。

貴重な御意見をもとに、皆様をの生活環境改善のために役立たせて頂きたいと考えております。

東京都南多摩リハビリテーション支援センター　合同会議スタッフ一同

どこで？
（複数回答可） どのように？（状況）

どこで？
（複数回答可） どのように？（状況）

靴

装具

衣服

生活用品

福祉用具

住環境

通所先の環境

外出先の環境

その他

靴

装具

衣服

生活用品

福祉用具

住環境

通所先の環境

外出先の環境

その他

環境面で改善したいこと（複数回答可）

靴

装具

衣服

生活用品

福祉用具

住環境

通所先の環境

外出先の環境

その他

環境面で改善したいこと（複数回答可）

環境面で改善したいこと（複数回答可）

具体的には？

具体的には？

具体的には？

質問４

２でお答えになられた3項目それぞれについて、

環境面で改善したいことがありましたらお教え下さい。





小講義１ 

「障害のある方・高齢者の外出に使用する車いすで考慮すべきこと」 

 

神奈川県総合リハビリテーションセンター 

研究部リハ工学研究室 

藤井 直人 （ふじい なおと）参事 （リハ工学士） 

  
 

御略歴 

神奈川県総合リハビリテーションセンター研究部リハ工学研究室長として、我が国の交

通アクセシビリティー改善に尽力される。日本リハビリテーション工学協会・自動車ＳＩ

Ｇ・代表 として、車いす利用者の自動車・福祉車両利用時におけるアクセシビリティー

向上や安全性等について研究・啓発活動をされる。バリアフリー整備ガイドライン（国土

交通省）の作成等に関わられてきた。 

 

著書 

『高齢社会の適正技術』  （編著） 日本評論社 

『最新リハビリテーション医学 第2版』  （執筆） 医歯薬出版 

『新・ユニバーサルデザイン : ユーザビリティ・アクセシビリティ中心・ものづくりマ

ニュアル』 （共著） 日本工業出版  

他 

 

御講義 要旨 

1. 公共交通のバリアフリーが進んでもそれを利用できない人がいる。 

2. 1ヶ月間に 10日以下の外出しかしていない人に精神的ストレスを受けている人たちが

いる。 

3. 路線バスに車いすに乗ったまま乗車する場合、車いすの固定を考慮した車いすを考慮

する。 

4. 自家用自動車に車いすのまま乗車する場合の事故は２０Ｇと大きな加速度がかかるの

で、車いすの構造を配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



話題提供 

地域でのバリアフリー実践のために 

 

―「おうちを元気に からだを元気に」― 

―多摩ニュータウン・ケア連携バリアフリー改修事業の推進にあたり― 

横山眞理（よこやま まり）様（（有）横山環境計画事務所取締役） 

 

御略歴 

建築設計士。「おうちを元気に からだを元気に」代表提案者 

多摩ニュータウンの鶴牧商店街で“１００人１００様の「暮らし」に合った「住まい」の

カルテ（設計図）を作る”をコンセプトに建築+造園設計事務所を主宰。 

2009年コーポラティブ住宅「永山ハウス」（多摩市）、2004年コーポラティブ住宅「ヴィレ

ッジ浄瑠璃14」（八王子市）にコーディネーター、設計者として参加。 

2007年〜多摩市街づくり審査会委員 

日本居住福祉学会、多摩ニュータウン学会会員 

 

話題提供 要旨 

 高齢者や障がいをもった方の住宅改修についての事例集、バリアフリー、ユニバーサル

デザインについて数多くの本が出版され、バリアフリー改修を営業項目に加えた建設業者

も数多くあります。しかし、本人および家族を含めた当事者にはそれぞれ固有の事情があ

り、困った時に本当に参考にできる本や頼りになる相談相手を見つける事はなかなか困難

です。 

これまでは、医師・リハビリ・医療職、福祉職、介護職の方々が、住宅改修というハード

部分までの相談やプラン作成に関わってきており、高齢者や障がいをもった方の住宅改修

に、建築・まちづくりといったハード部分の専門家が、積極的に関わって来なかったとい

う経緯があります。 

  バリアフリー住宅改修は、ケアが必要な人のある時点の能力や機能の不都合を補うため

だけのものではなく、継続する時間の中で将来も考えた多様で効果的な「住まい」のバリ

アフリーを実現することです。その実践のためには、様々な専門分野の方との連携が欠か

せないと考えています。 

 「おうちを元気に からだを元気に」事業は、その連携体制整備を目的としたモデル事

業です。そのモデル事業の説明を行ないます。特にリハビリテーション専門職、ケア・マ

ネージャー、行政関係者の方との連携体制を築くことは、最終的に地域の方々にとってよ

い「住まい」が提供される上で重要であると考えており、本学術集会参加者の皆様方から

の積極的なご意見・ご提案を期待しております。 

  

 

「おうちを元気に からだを元気に」取組体制 

【医療】ひとみタウンケアクリニック 

【設計】有限会社 横山環境計画事務所 

【施工】多摩市住宅建設協同組合 

 

 

 

 



「職場でのバリアフリー～実験的領域という視座」 

東京大学先端科学技術研究センター 

 

熊谷晋一郎（くまがや しんいちろう） 特任講師 

 

御略歴 

1977年生まれ。小児科医。脳性まひの電動車いすユーザー、東京大学先端科学技術センタ

ー特任講師。新生児仮死の後遺症で、脳性まひに。以後車いす生活となる。 幼児期から中

学生くらいまでのあいだ、毎日リハビリに明け暮れる。小中高と普通学校で統合教育を経

験。 大学在学中は地域での一人暮らしを経験。また全国障害学生支援センターのスタッフ

として、他の障害をもった学生たちとともに、高等教育支援活動をする。 東京大学医学部

卒業後、千葉西病院小児科、埼玉医科大学小児心臓科での勤務、東京大学大学院医学系研

究科博士課程での研究生活を経て、現在、他の障害をもつ仲間との当事者研究をもくろん

でいる。 

 著書 

『発達障害者当事者研究——ゆっくりていねいにつながりたい』、綾屋紗月との共著、医学書

院 

『リハビリの夜』、医学書院（新潮ドキュメント賞） 

『つながりの作法 同じでなく違うでもなく』、綾屋紗月との共著、NHK出版 

 

御講義 要旨 

障害を持った医師が医療行為をする際には、そのリスクが問いただされる。とくに、工

学的なリスク管理技術への信仰が高まりつつある現場での風当たりは厳しい。自分の体に

合ったオリジナルの診療スタイルの立ち上げと共有を医療現場が支援していくには、組織

の中に試行錯誤と失敗が許される実験的な「余白」が必要だと、私は考えている。だがし

ばしば、余白の広がりはリスクの増大と同一視されやすい。 

ところが組織学習研究の分野では、余白が縮小することのほうが、むしろ新たなリスク

要因になるとも言われている。組織というのは、システムとして不十分な初期段階にはい

ろいろな試行錯誤が許されたり、挑戦が許されたり、余白がまだ生き残っている。その時

期はスタッフ一人ひとりが身を持って組織全体のダイナミズムを把握でき、よりよいシス

テムの更新に能動的に関わっていられる。しかし、そのような更新の結果システムが洗練

されていくと余白はなくなり、試行錯誤に対する許容度が減ってルールが自己目的化して

いく。すると、組織全体を見渡せるスタッフが少なくなるため、かえって突発的な事態が

生じた際のリスクが高くなるのだ。余白がリスクの原因なのではなく、適度な余白はリス

クを低くするのに不可欠なのかもしれない。 

システムが完成に近づくにつれて膠着化するルールが、実はリスク増大の兆候である可

能性を、私たちはいつも気に留めておかなくてはならない。障害者への配慮というだけで

なく、組織運営の面からも、職場の中に「余白」と更新可能性を維持し続ける条件を考え

る必要があるだろう。 

 



 

 

 

 

平成 22 年度事業報告 



平成 22年度 事業報告

東京都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

地域リハビリテーション講習会 動作介助法講習会（HNA 理論による動作介助法）

NPO 法人 動作介助研究会

新人セラピスト教育研修

第 1 回 臨床が変わる 60 分間の軽イイ話（片麻痺編）

北原脳神経外科リハビリテーション科 理学療法士 八児 正次 先生

第 2 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リハビリ訓練科 理学療法士 宮古 裕樹 先生

第 3 回 明日から使える関節可動域訓練

多摩丘陵病院 理学療法科 科長 理学療法士 中澤 幹夫 先生

第 4 回 そうだ！ 画像所見を診てみよう！

東京天使病院リハビリテーション科 科長 理学療法士 佐々木 良 先生

第 5 回 セラピストのためのコミュニケーションスキルアップ講座 基礎の基礎

永生クリニック 言語聴覚士 江村 俊平 先生

障がい者就労促進プロジェクト第 2 回学習会 (共催） 脳卒中復職支援 ～今できることを考えよう～

東京都障害者職業センター多摩支所 田川恭子氏

北原脳神経外科病院 作業療法士 飯沼 舞 先生

永生会介護者講習会 特別講演 （共催） 認知症と共に ～なくなる記憶、なくならない感情～

ヒルサイドクリニック 院長 瀬川 浩 先生

第 10 回神経難病地域リハビリテーション研修会 （共催）

東京工科大学 保健医療学部 作業療法学科 山崎郁子 講師

都立神経病院 脳神経内科 医長 川田明広 講師

平成 22 年度福祉用具適合講習会 「南多摩福祉機器展」 概要

同 参加者集計等

報告・ディスカッション 「みんなの知恵・私の工夫」 プログラム

「段差2.4ｍ 2世帯住宅改修事例のバリアフリー工事」

（株）山六 介護ショップミニロクメイト 斉藤 博人 講師

「関節リウマチの方の住改事例・脳梗塞の方の住改事例」

パナソニックエイジフリー介護チェーン日野 槌居 淳志 講師



「介護ベッド ここが危ない!! 」

パラマウントベッド（株） 長谷川 綾子 講師

サンネットワーク（株）多摩センター 田村 幸一 講師

「日常生活（衣食住）の中の私の工夫」

日本オートランニングシステム（株） 小宮山 優講師

「在宅復帰へ向けての住環境整備（転倒予防・立ち座り補助）」

（株）ヤマシタ・コーポレーション 相模原営業所 熊谷 覚・森沢 光徳 講師

「福祉用具とニーズ」

永生会・地域リハ支援センター 石濱 裕規 (理学療法士) 講師

「車いすの適合支援 ～病院・老健・在宅～」

永生病院 岩谷 清一 (作業療法士) 講師

実績報告（含出張講演事業・後援事業等）



事業名 地域リハビリテーション講習会

開催日 平成22年 9/9 10/7 11/11

テーマ 動作介助法講習会（HNA理論による動作介助法）

講師名等
斉藤 大輔

高城 宗敏

中野 まり子

内容
１回目：　平成22年 9月 9日（木）　「ホールドアンドカバー法」（斉藤大輔講師）

２回目：　平成22年10月 7日（木）　「スライド法」（高城宗敏講師）

３回目：　平成22年11月11日（木）　「寝返りから起き上がりまで」（中野まり子講師）

【トランスファーの問題点】

　「持ち上げる」ことによる腰痛・事故

【Human Natural Action　の概念】

　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。

　「わたしたちはどのように動くのか？」⇒「ケースは何ができるのか？」を考えること

で、、必要なところにのみ介助を加えていく。介助が最小限で行われるためケースの

残存能力がいかされる。

【トランスファーに介助を要する原因】

　1.下肢の支持性はあるが、立ち上がれない

　2.下肢・体幹の支持性が無い

【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

・ケアワーカーに伝えるためにもがんばります。

・日々の業務もお忙しいなか、計画から実施まで御尽力頂き、ありがとうございました。

・とても有意義な時間になりました。とてもわかりやすく、便利なトランスファーを教えて頂きました。ありがとうございました。

・とても良い研修会でした。改めて自分の重心移動の大切さを実感しました。

・明日から使える知識：技術をありがとうございました。

・実際の業務内で、スライド法を使用し、ご本人、スタッフに、楽なケアが出来るようになりました。

・実際に臨床で使ってみたいなと思います。

・デモンストレーションを丁寧に行っていただき、分かりやすかったです。

・参加人数に対してしっかり講師の方についていただき指導を受けられることができました。

・トランスファー、起居動作の患者様、介護者に負担のかからない動作を学べました。臨床の場で活かしていきたいです。

・みんなに伝達していきたい。最後に参考用紙をもらえて助かりました。ありがとうございました。

・現場で使える介助法をわかりやすく伝えていただきました。ありがとうございました。

・具体例をまじえてとてもわかりやすく、参考になりました。

・実際の現場でも導入してみたいと思いました。

・とても勉強になり、臨床で役に立ちました。ありがとうございました。

関連ＵＲＬ

参加人数会場 介護老人保健施設 イマジン

関連リンク

名

先生

先生

先生

講師御所属
NPO法人　動作介助研究会　医療法人社団　愛友会　動作介助研究会員

NPO法人　動作介助研究会

NPO法人　動作介助研究会



事業名 第1回新人セラピスト教育研修

開催日 平成22年 9月29日（水）

テーマ 臨床が変わる 60分間の軽イイ話（片麻痺編）

講師名等
八児 正次

内容
【１．セラピストの心構え】

　クライエントに喜ばれるセラピストとは

【２．脳機能と運動制御】

　脳損傷による臨床症状とは

　中枢神経系の可塑性

【３．片麻痺者のとらえかた】

　姿勢の評価・分析

　アライメント

　Core stability

【４．介入のヒント】

　うまい介助誘導とは・・・

　触れ方と姿勢筋緊張

　クライアントの動きに抗わない

　寄り添いながらクライアントの動きの幅を拡げていく

【５．座位立位で体験できる実技】

　立ち上がり：隣の人と肩を組んで立ち上がる　自分の動きを相手に伝える―相手の

動きを感じとり、学びとりながら動く。

【6．まとめ】

心に残った一言：「リハビリテーションは日々“感動”できる仕事。」

感想

・実技を交えた教授は理解しやすかったと思いました。

・ボバースコンセプトについての理解が深まりました。

・患者様との感覚の共有（感じ取ること）は難しいと感じましたが勉強していきたいです。

・新しい視点からみることができました。とても細かな意識を高めていくことで今まで感じることのできない反応をかんじると思いました。

・患者様へのタッチの仕方でも姿勢筋緊張は変化するため日頃の自分自身の触診の仕方も意識していく。

・立ち上がりの動作分析などはほとんど経験がなかったので少し知識をもって参加したいと思いました。

・今回の講習でもっと運動学を知りたいです。

・実技もあり、頭に入り易かったです。

・初めて知ること、聞いたことがあるけど…と言うことが、とても分かりやすく説明していただけて、面白かったです。

・患者さんが感じることが非常に大切だと感じました。

・基礎的な機能評価を再度確認し、姿勢アプローチを見直してみようと思いました。

・もっと患者さんを感じながら、リハビリをしていかなければと感じさせられました。

・とても難しい内容だと感じました。正しい評価の上に成り立つコンセプトだと思ったので更に勉強しなければと改めて感じています。

・非常に勉強になりました。今日の内容を踏まえ、知識・技術を向上させていきたいです。

・座学だけでなく、実技（デモンストレーション）もあり、楽しく聴講することが出来ました。私はSTですが、PTの先輩や同期から更なる知識を学んでいきたい

と思います。

関連ＵＲＬ

参加人数 73会場 北原脳神経外科病院

関連リンク

名

先生

先生

先生

講師御所属
北原脳神経外科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 平成22年 10月13日（水）

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．虚血性心疾患の分類】

　１）一過性心筋虚血（安定狭心症，不安定狭心症）

　　症状：５～１５分以内でおさまる一過性の痛み。安静にすると良くなる。

　　原因：動脈硬化や冠攣縮、酸素の需要と供給のバランス

　　対応：ニトログリセリンが有効。

　２）心筋梗塞

　　症状：30分以上長く続く焼けつくような激しい痛み。

　　原因：血管内プラークの破たん＋血栓

　　対応：一刻も早く救急車で病院に行く。

【２．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

【３．心臓リハビリテーション】

　目的と効果、生存率、運動処方、AT処方の根拠とメリット、

　ATとPaeak VO2、MET、処方時の強度、

　レジスタンストレーニングの意義と安全性，リスク管理

【４．リスク管理全般】

　リハビリ中止基準、禁忌事項、病態の理解

【５．まとめ】

心に残った一言：「患者さんの苦痛を取り除き、楽しく長生きをしていただく。」

感想

・難しい内容でしたが、何となく行っていた運動（バイタル等の最小限のチェック）もエビデンスが良く分かりました。施設なので医師の禁忌の指示もほとんど

なく、今回教えていただいた事を十分に復習して、生かしていきたいと思います。ありがとうございました。

・膨大な情報で消化するのに時間がかかるかと思いますが、とても為になる資料や情報で勉強になりました。作業療法士でも心臓リハに少し詳しくなるよう

勉強していきたいと思います。ありがとうございました。

・多くの情報を提示して頂き、多少ついていけない部分もありつつ、自力で幅広い勉強が出来ると思います。日常の臨床にて心循環に着目するきっかけに

なると思います。ご講演ありがとうございました。

・心疾患や心リハについての知識が全くと言って良いほど無かったのですが、宮古先生の講義を受けて、少し心臓に対する知識が増えた気がします。外来

の患者さんにも心疾患を合併している方はかなり多いので、自宅での生活におけるリスク管理について、医療者としてご本人や家族に正確に伝えることも

重要だと思いました。

・虚血性心疾患の運動療法について、専門的な知識を学ぶことが出来ました。私は1年目のSTなので、全てを理解することは出来なかったのですが、詳細

な資料を作成して頂き、これを元に知識を再確認していこうと考えます。貴重な講演、どうもありがとうございました。

・心臓リハになかなか触れる機会が無く、大変勉強になりました。専門的な内容で再度勉強が必要だと感じました。ありがとうございました。平地歩行の評価

など、器具を用いなくても可能な指標の提示もありがたかったです。

・急性期の心疾患を担当する機会は少ないですが、合併症・既往として心疾患のリスク管理を本日学んだことを活かしていきたいと思います。

・虚血性心疾患に対するリスク等の知識を深めることが出来、今後のリハに応用できるようにしていきたいと思います。ありがとうございました。

関連ＵＲＬ

参加人数 81会場 東海大学八王子病院

関連リンク

名

先生

先生

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3回新人セラピスト教育研修

開催日 平成22年 11月10日（水）

テーマ 明日から使える関節可動域訓練

講師名等
中澤 幹夫

内容
【１．関節可動域制限は何故起こるのか】

　関節可動域制限とは

　関節可動域制限の原因

　拘縮、強直について

【２．骨格筋の構造と筋線維のタイプ】

【３．結合組織について】

　筋膜と腱のコラーゲン線維走行の違い、粘弾性とは

【４．不動が生体へ与える変化】

　不動による線維、蛋白質量、筋組成、筋小胞体、滑膜の変化

【５．関節可動域訓練】

　筋連結について

　軟部組織モビライゼーションについて

　ANATOMY TRAINSについて

【6．実技】

　肘関節、股関節に圧迫・牽引を加えた時の可動域の変化

　上腕二頭筋の軟部組織モビライゼーション（筋の把持の仕方）

　頭皮マッサージによる立位体前屈の変化

　皮膚へのアプローチによる股関節、手関節可動域の変化

　想像することで関節可動域を良くする

心に残った一言：「リハビリのマッサージやROM訓練とは、その場で気持ちがいいと

いうだけのものではなく、治療としてよくなっていくためのもの。」

感想

・簡潔で分かり易く、頭に入り易い内容でした。実技も多く、明日からの臨床に活かせる部分もあり、大変勉強になりました。ありがとうございます。

・実技を中心に臨床的な内容が多く、非常に勉強になりました。

・ROM ex.に関してトータルに分かり易く、自分が得ていた知識の整理もしやすくなると感じました。ありがとうございました。

・一人職場で自分でやっていた事の確認や新しい場として今後もお願いします。新人だけでなく、1人でいるセラピスト向けで実技の確認といった形で開い

て頂けるとうれしいです。

・プラットホームを使用し、リハ室だったのでリアル感の中、学べました。

・学校では教えてくれない内容でしたので、大変勉強になりました。ありがとうございました。

・ROMexを行うには筋のアライメント、関節の構造が分からなくては出来ないことが分かった。

・私はSTですが、関節可動域訓練の基本的な考え方、手技を理解できました。とても分かりやすかったです。実技指導もあり、明日からの臨床に役立てた

いと思います。

・臨床の内容について非常に考えさせられる内容で、とても有意義な時間を過ごすことができました。ありがとうございました。

・効果のみえる実技・理論の講義で非常にわかりやすかったです。ありがとうございました。

・すぐに治療に取り入れることばかりで勉強になりました。ありがとうございました。

・skin mobility の話は非常に若いセラピストには有効でした。気付けるかは本人の感受性であると思いますが、非常に楽しかったです。

・ROMの今まで知らなかった知識を学ぶことが出来ました。臨床で活かしていけたらと思います。

関連ＵＲＬ

参加人数 89会場 多摩丘陵病院

関連リンク

名

先生

先生

先生

講師御所属
多摩丘陵病院 理学療法科 科長



事業名 第4回新人セラピスト教育研修

開催日 平成22年 12月8日（水）

テーマ そうだ！ 画像所見を診てみよう！

講師名等
佐々木 良

内容
【１．脳機能局在論の歴史】

　17世紀から20世紀初頭：骨相学、ブローカ・ウェルニッケ、ブロードマン

　20世紀前半から1980年代：負傷兵、ロボトミー、分離脳

　1990年代以降：MRI、PET

【２．神経の基本構造】

　ニューロン、樹状突起、神経突起、伝導・伝達、神経伝達物質

【３．大脳皮質の名称】

【４．大脳皮質の解剖】

　橋，トルコ鞍入り口のレベル：前頭葉、側頭葉、橋、小脳

　橋上部レベル：前頭葉、側頭葉、視床下部、中脳、小脳

　第3脳室レベル：線条体（被殻、尾状核）、内包、視床下部

　松果体レベル：線条体（被殻、尾状核）、内包、視床

　脳梁膨大レベル：脳梁膨大部、側脳室

　側脳室体部レベル：帯状回

　側脳室上方レベル：帯状回、帯状溝

【５．大脳皮質の機能局在論】

　運動野（ブロードマン4野）：運動そのものに関与、機能分化が明確

　補足運動野（ブロードマン6野）：運動の調節に関与

【6．画像所見を用いた演習】

心に残った一言：「患者様が模範解答となり、毎回答え合わせを繰り返していくこと

で、画像診断ができるようになる！」

感想

・明日から今回の資料をもとにMRIをみてみようと思いました。本当に勉強になりました。復習をしたいと思います。とっつきにくい画像について興味がわきま

した。

・知識・学問として学んできたものの、なかなか臨床場面で見ても役立てることができずにいました。まだ分からないことばかりですが、今日をきっかけに多く

の画像を見てゆこうと思います。ありがとうございました。

・大変ためになるご講演ありがとうございました。画像を見ることで、回復の見込みなどが予想できるなど新たな発見がありました。

・視床＝感覚麻痺と大雑把にとらえていましたが、今回の勉強会を通しもっと細かく評価し治療につなげることが大切だと感じました。

・画像は今まで何回も見ていますが、本etcでみながら確認しても、いまいちよく理解できませんでした。この資料を活用しながら再度勉強していきたいと

思った。できればもう少し時間をかけて説明してほしかったです。

・脳画像の見方が実用的な方法を知ることができました。自力でトレーニングしてみます。ありがとうございました。

・解剖学の勉強も改めてし直さなければいけないと実感しました。

・今まで画像から症状を考えたことはなかったので、今後意識して画像をみていきたいと思います。ありがとうございました。

・基本ではついていけたのに、途中からついていけないと思いがっくりしてましたが、画像トレーニングでは理解できてホッとしました。解剖での見分けるポイ

ントとか最高でした。

・画像の勉強は必要だと思いながら難しく避けてしまいがちでしたが、今回の分かりやすい資料と講義で、もっと画像を見て、患者さんの症状と比較してみ

ようと思いました。ありがとうございました。

・深い分野だと思うので、今日の内容を基本にして勉強したいと思います。

関連ＵＲＬ

参加人数 83会場 東京天使病院

関連リンク

名

先生

先生

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5回新人セラピスト教育研修

開催日 平成23年1月12日（水）

テーマ セラピストのためのコミュニケーションスキルアップ講座 基礎の基礎

講師名等
江村 俊平

内容
【１．構音障害】　発声・構音器官の運動障害　Speech

呼吸―発声／韻律―共鳴・構音　　肺ー声帯―軟口蓋・舌・顎・口唇　脳―神経

原因：脳損傷、神経―筋疾患　評価：聴覚印象による重症度の評価　会話明瞭度

対応：発話のスピードを落とす　発話に慣れる

代償的表出手段：筆談、文字盤、トーキングエイド、レッツチャット、透明文字盤、意思

伝達装置

【２．失語症】　言語言語を使用する能力の障害　Language

原因：言語野の損傷　共通の症状：喚語困難、錯語、聴理解の障害

対応：情報を伝える

状況理解を促す（絵、ジェスチャー、指さし、カレンダー・地図、画像検索）、適切な刺

激入力（ノイズを減らす、区切ってゆっくり話す、繰り返す、情報を絞り整理する）

対応：情報を引き出す

じっくり待つ、代償表出手段（紙と筆記具、書字、描画、はい/いいえ、選択肢の提示

【３．難　聴】　聴覚（聴こえ）の障害　Hearing

老人性難聴：内耳性  ＋ 後迷路性難聴

原因：加齢に伴う生理的変化

特徴：語音弁別（言語音の聞き取り）困難、進行緩徐で自覚に乏しい、他問題を合併

対応：補聴器の適合、口の動きを提示、ゆっくり区切る、視覚的な刺激を活用

心に残った一言：「その人を知ることが、コミュニケーションのしやすさにつながる。」

感想

・今まで聞いたことがあったが、理解が不十分であったことが確認でき、参加して良かったです。工夫次第で、コミュニケーションがしやすくなることが分かり

ました。明日から早速利用したいと思います。

・臨床で失語症の患者さんとご家族とのコミュニケーションにおいて、何かアドバイスできたらと思っていながらもSTさん任せにしていた部分がありました。今

日学んだ対応方法をOTとしてもご家族さんに提案できるようになりたいと思います。ありがとうございました。

・分かりやすく、楽しく勉強させていただきました。構音障害の部位別の判定の仕方など聞いてみたいと思います。

・中枢神経症状の有無に関わらず重要な内容だったと思います。身近なtopicでありながら新たな気付きがあり、明日から意識して取り組んでいきたいで

す。

・失語の患者様を受け持っていて、表出方法を広げたいと思っていました。本日、研修を受けてそのヒントがいくつか得られました。ありがとうございました。

・実例を含め、分かりやすかった。普段意識が少ないコミュニケーションを考えながら、患者に介入して行く必要があると感じた。

・失語症や難聴の患者さまと関わる機会は非常に多いので、とても勉強になりました。本当に明日から使えるような詳しい対応の仕方を知ることができて、明

日からの患者さまとのコミュニケーションがたのしみになりました。ありがとうございました。

・私はSTですが、患者さまやご家族様に説明する場合にはこういう風に伝えればいいのかということを江村先生の講義から学ぶことができました。密度の濃

い内容を分かりやすく楽しく学ぶことができました。どうもありがとうございました。

・STの方から話を聞く機会がないので、新たな知識が得られました。ありがとうございました。

・具体的に映像や音声を用いて説明して下さったので、理解しやすかったです。

関連ＵＲＬ

http://at2ed.jp/

参加人数 43会場 永生病院

関連リンク

ＡＴ□ＥＤ　エイティースクウェアード

名

先生

先生

先生

講師御所属
永生クリニック



テーマ 脳卒中復職支援　～今できることを考えよう～

下記参照

内容

（１）講座　「障害者職業センターと考える復職支援」

　　　・田川恭子氏

　　　（独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構　東京都障害者職業センター多摩支所）

　　　・飯沼　舞（医療法人社団　北原脳神経外科病院　作業療法士）

 （２）当事者の復職体験談

　　　・清水さん（夫妻）

　　　・進行：廣瀬　陽子（医療法人社団　北原脳神経外科病院　作業療法士）

 ～感想～

◇講座　「障害者職業センターと考える復職支援」

　・「障害者職業センター」という施設があることを、初めて知りました。

　・障害者職業センター側、医療機関側双方の取り組みについて、具体的に知ることがで

きて大変勉強になりました。　・実践的な支援を紹介してもらい良かった。

 ◇当事者の復職体験談

　・当事者のご意見、ご苦労など、ご本人の口から伺うことができて本当に良かったです。

医療スタッフとして、励みになりました。

　・ご本人の気持ちを聞けて良かったです。

 ◇学習会全体を通して

　・就労支援はとても大切なテーマであり、また、時間がかかるものだと感じました。

　・病院のスタッフが参加しており、今後、障害者の就労が進んでいくことを期待します。

先生御所属 下記参照

事業名 障がい者就労促進プロジェクト　第2回学習会　(共催）

開催日 平成22年8月１日（日） 会場 北原脳神経外科病院 参加人数 27 名

テーマ 認知症と共に　～なくなる記憶、なくならない感情～

瀬川 浩

内容

【1. 認知症患者の気持ちを理解するその前に】

　認知症患者を本当に理解して眺めて見直してみると違う世界が見える

【2. 認知症の診断基準】

　短期記憶または長期記憶の障害

　抽象的思考の障害

　判断の障害

　高次皮質機能の障害

　人格変化

【3. 短期記憶が無くなってしまったら連続性を失った状態である】

　連続性が断たれると、前後関係が分からないためにとっても不安になる

　適切な判断が出来なくなる

　記憶力の障害は人々をとっても苦しめる

【4. 認知症患者に残されている機能】

　基本的な感情はかなり末期まで保存される

　認知症患者の世界を想像して、相手の考え方に合わせて対応することが重要

【5. 認知症患者への対応】

　医療, 介護

先生御所属 ヒルサイドクリニック 院長　（内科・神経内科）

事業名 永生会介護者講習会　特別講演　（共催）

開催日 平成22年11月13日（土） 会場 介護老人保健施設 イマジン 参加人数 50 名



テーマ

内容

在宅難病患者に対する音楽療法の可能性」

講師：山崎郁子（東京工科大学 保健医療学部 作業療法学科）

「交流会」：各施設の状況、地域リハ拠点病院の紹介、情報交換

「安全な吸引方法について」

講師：川田明広（都立神経病院 脳神経内科 医長）

「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)

目的

難病地域療養者へのリハビリ支援者は、少人数の職場であることが多く、研修の機会・参

加への機会が十分に取得できないのが現状である。当院関連の都立府中病院外来診療

利用者が、十分に地域でリハビリ支援を受けるには、これらへのリハビリスタッフへ研修

の機会を当院が提供する義務がある。研修会のよる技術の普及により、療養者の地域

生活において、身体的な機能低下を最小限度に抑えつつQOLを維持し生活を送ることが

できると考える。

西多摩・南多摩地域リハビリテーション支援センター（大久野病院、永生病院）、神経科学

総合研究所(難病ケア看護部門)との共同開催

先生御所属 東京都立神経病院リハビリ科主催

事業名 第10回神経難病地域リハビリテーション研修会　（共催）

開催日 平成23年3月5日(土） 会場 都立神経病院 3階 理学療法室 参加人数 90(定員) 名



平成22年度福祉用具適合講習会 

「南多摩福祉機器展」 

平成23年2月5日(土) 10時～17時 八王子市南大沢文化会館 

プログラム 

 

１Ｆ ホール 14時～15時40分  
報告・ディスカッション 8演題 

１Ｆ ホワイエ 

適合の試み パネル発表 13演題 

福祉用具利用相談 地域包括支援センター（南大沢・堀之内） 

１Ｆ ホワイエ 

福祉用具展示（住宅改修・バリアフリー） 

Ｂ１ 展示・多目的室 

福祉用具展示（起居・移乗、セルフケア（食事・排泄等）、移動、褥瘡予防） 

Ｂ１ リハーサル室 

福祉用具展示（事業者別展示 南多摩圏域福祉用具貸与事業者16社出展） 

 出展製品計248点 ―別冊 出展製品リスト参照― 

主催 

東京都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 

後援 

・財団法人東京都福祉保健財団 

・八王子市  

・多摩市  

・日野市  

・稲城市  

・町田市 

・東京都理学療法士会  

・東京都作業療法士会  

・日本シーティングコンサルタント協会 

・日本車いすシーティング協会 

・日本リハビリテーション工学協会 





報告・ディスカッション 

「みんなの知恵・私の工夫」 

平成 23年 2 月 5日 14 時～15時 40 分 会場 南大沢文化会館 1 階 ホール 

 

プログラム 

 

挨拶 南多摩地域リハビリテーション支援センター（永生病院院長） 飯田 達能 

 

1.住宅改修・まちづくり 

適合報告 

住宅改修 

「段差 2.4ｍ 2 世帯住宅改修事例のバリアフリー工事」 （株）山六 介護ショップミニロクメイト 斉藤 博人 

「関節リウマチの方の住改事例・脳梗塞の方の住改事例」 パナソニックエイジフリー介護チェーン日野 槌居 淳志 

事業報告 

「おうちを元気にからだを元気に― 多摩ニュータウン・ケア連携バリアフリー改修事業―」 ひとみタウンケアクリ

ニック院長 大池 ひとみ (医師）  

 

- 休憩 5 分- 

 

2.福祉用具 

福祉用具の安全性  

「介護ベッド ここが危ない!! 」 パラマウントベッド（株）＆サンネットワーク（株）多摩センター 長谷川 綾

子・田村 幸一  

当事者の視点から  

「日常生活（衣食住）の中の私の工夫」 日本オートランニングシステム（株） 小宮山 優 

適合報告 福祉用具 

「在宅復帰へ向けての住環境整備（転倒予防・立ち座り補助）」 （株）ヤマシタ・コーポレーション 相模原営業所  熊

谷 覚・森沢 光徳 

福祉用具とニーズ   

「福祉用具とニーズ」 永生会・地域リハ支援センター 石濱 裕規  (理学療法士)  

適合報告 シーティング    

「車いすの適合支援 ～病院・老健・在宅～」 永生病院 岩谷 清一  (作業療法士)  

 

3.まとめディスカッション  

数井クリニック 数井 学 院長 (医師)  

八王子市介護保険課 木内 基容子 課長 ほか  

 

司会・進行 永生会在宅総合ケアセンター 加藤 公恵 所長（保健師・看護師） 

 

閉会の辞 医療法人社団永生会 理事長 安藤 高夫 

 



演題名 段差2.4ｍ 2世帯住宅改修事例のバリアフリー工事

斉藤 博人

内容
【総合的状況】

　２２歳　男性、ギランバレー症候群、四肢麻痺、歩行不可、車いす、両親、祖父と同

居、戸建・２世帯住宅

【改修の目的】

　車いす外出を可能にする。車いす屋内移動を容易にする。介助し易い環境を造る。

【問題点】

　合計２ｍ４０㎝の段差解消必要。１―２階間の行き来は玄関を一度出ないとできな

い。

【検討課題・検討結果】

　道路から寝室までの移動ルートを３つの候補から選定し、リフト設置場所を選んだ。

【改修内容】

　リフトピット工事・リフトの設置。

　コンクリートスロープ工事（リフト降り口～勝手口）

　スロープの設置（勝手口ドア敷居）

　間仕切壁新設・引き戸工事（DK～寝室）

　間仕切り壁撤去工事（玄関）

【工夫した点　・　残念な点】

　最短距離、段差箇所が少ないルートを探し、リフトとスロープを併用した。

　屋外リフトは対象にならない。（屋内は対象）

【改修費用】

　￥3,830,000円　うち住宅設備改善費の支給　641,000円　本人負担3,073,100円

【大事なこと】

　ご利用者様、介護されるご家族の希望、不安をくみ取る。上記をもとに出来るだけ実

現の可能性を探る。現場調査からお見積り、市役所申請、着工まで敏速に行う。

講師御所属 （株）山六 介護ショップミニロクメイト

演題名 関節リウマチの方の住改事例・脳梗塞の方の住改事例

槌居 淳志

内容
【１．関節リウマチ住宅改修事例】

＜お困りごと＞

　関節ﾘｳﾏﾁ（H5年発病)　要介護４ 両膝に人工関節 室外・室内車椅子

　①屋外の出入りの負担を軽減させたい 。②寝室から直接トイレにいきたい。③自宅

でリラックスした生活がしたい・・・。

＜全体の動線を考えた計画実行＞

　①コンクリート床とレンタル段差解消機の組み合わせ　軒下の為　雨天時も外出可

能。寝室床　②：畳から木製フロアに変更し、お部屋～直接トイレへ入れるため　足こ

ぎでの車椅子移動を１日平均約６回がんばっています。リフト付き便器へ変更（衣類の

上げ下ろし　部分介助）（おしり拭く　介助）それ以外は全て本人ががんばっています。

【２．脳梗塞住宅改修事例】

＜お困りごと＞

　脳梗塞（H19・12月発病）要介護３　右麻痺　室内車椅子・４点杖移動　ﾘﾊﾋﾞﾘで段の

上がり降り練習　呉服店を経営していたが、ご主人が脳梗塞により入院　呉服店を閉

めて　1階での生活ができるようにしたい　店舗から居間の段差が高い　今までお店

だったので、玄関がほしい　今までお店だったので、玄関がほしい・・・。

＜打合せ経緯＞相談⇒改修案提出⇒ご主人身体状況確認⇒改修案奥様・病院と打

合せ⇒改修案再検討提出⇒ご成約⇒改修内容仕様打合せ⇒工事着工⇒ご主人退院

＜改修ポイント＞

　　①ご主人のリハビリの進行度に合わせた玄関作り　②室内車椅子利用のため施設

用CFｼｰﾄ使用　③玄関・寝室・トイレのみのシンプルな間取り構成　④移乗・介助しや

すい便器の向き・出入口　⑤居住ｽﾍﾟｰｽとしての落ち着きと明るい雰囲気

講師御所属 パナソニックエイジフリー介護チェーン日野



演題名 おうちを元気にからだを元気に　― 多摩ニュータウン・ケア連携バリアフリー改修事業―

大池 ひとみ

内容
【ケア連携型バリアフリー改修体制整備とは】

　「本人・家族」と「医療者」　「設計者」　「施行者」　がともにアイディアを出し合い、共働

きし将来まで考えた多様で効果的な住まいの改修。

　年をとっても、病気や障害をもっても、住みなれた家、住みなれた地域でいつまでも

暮らせること、そんな　街づくり。

【おうちを直す　用具を購入（レンタル）する】

　医療主導の改修：医療・リハスタッフ⇒本人・ケアマネ・設計・工務店・福祉用具業者

　生活主導の改修：本人⇒（ケアマネ）⇒設計・工務店・福祉用具業者

　　本当に適したもの　本当にほしいものが手に入っているのか？

【住宅　福祉用具の難しさ】

　ひとりひとりの病気障害が違う

　病気障害は、その時期によって変化する

　ひとりひとりの今までの生活の仕方が違う

　「医療（リハビリ）は　非日常」　　「生活は日常」

　「当事者優先　顧客優先」であり、しかし、「プロの判断　診断」が必要

　「プロの判断　診断」が必要であり、しかし、「当事者優先　顧客優先」である

【医療のプロ　と　住まいのプロ　両者が係ること】

　在宅医療の立場から、生活に根差した医療をめざす。

　設計の立場から、人と物の間を取り持ち、暮らしにあった住まいをめざす。

　施工業者の立場から構造建築に基づいた　プロの建物をめざす。

講師御所属 ひとみタウンケアクリニック院長

演題名 介護ベッド ここが危ない!!

長谷川綾子・田村幸一

内容
【１．介護ベッドまわりの事故の現状】

　２００７年5月14日～2010年8月31日集計　サイドレール関連　36件

サイドレールの間に頭、腕や足が入り重傷・死亡した（15件）

サイドレールとサイドレールのすき間に首がはさまり重傷・死亡した(5件）

・・・

【２．サイドレールのすき間に関する注意点】

　認知機能障害など予測できない行動をとる方や片マヒなどの障がいがある方は、特

にサイドレールのすき間などに注意して下さい。

　ＪＩＳ規格では、サイドレール間のすき間に直径６ｃｍの硬い円柱状の器具が入らない

こととされている。６ｃｍ以上のすき間がある場合、クッション・スペーサー設置・サイド

レール交換などで対応する。12ｃｍ以上のすき間がある場合、サイドレールの中に頭

が入り窒息事故が発生しているので、サイドレールカバー・ベッド用グリップカバーを利

用することが必要である。

【３．ベッド用グリップに関する注意点】

　ベッド用グリップがしっかり固定していないと、立ち上がる時に転倒し、骨折する原因

になる。

【４．2009年3月に介護ベッドのＪＩＳ規格が改定】

　医療・介護ベッド安全普及協議会のＨＰ内にハンドブックを掲載しております。

http://www.bed-anzen.org/pdf/jikoboushinitsuite.pdf

講師御所属 パラマウントベッド（株）＆サンネットワーク（株）多摩センター



演題名 日常生活（衣食住）の中の私の工夫

小宮山 優

内容
【１．自助具】

　手袋:自助具をより使い易くするアイテム

　はさみ:固定・操作しやすい形状に。

　ボタン掛け：指間に挟んで使用。

　爪切り：固定台付きのものを使用。

　あかすりタオル：手全体に巻きつけ使用。

　万能フック：衣類の収納等に有用。

　座薬挿入器：生活の自立を支える必需品。先端の形状にも工夫。

【２．衣類】

　ズボン：チャックに金具リング、胴回りには紐を付け、着脱しやすいよう。臀部も移乗

時等の摩擦軽減のため柔らかい布で補強。

【３．ベッド用具（マットレス）】

　除圧性能を優先するとベッド上での姿勢変換がしずらいので、薄いベッド用アクション

パッドを前面に敷いて対応。

【４．トイレ】

　両側に手すりを付け、前方からアプローチ。

【５．洗面台】

　車いすで接近しやすいよう、洗面台下の扉を外し、足元をオープンに。

【６．浴室】

　ステンパイプで補高し、浴槽の端と同じ高さの洗い場を設け、車いすから移乗。

【７．車いす間の移乗】

　自走式車いす（屋内用）⇔電動車いす（屋外用）は、机に寄りかかり移乗。

講師御所属 日本オートランニングシステム（株）

演題名 在宅復帰へ向けての住環境整備（転倒予防・立ち座り補助）

熊谷 覚・森沢 光徳

内容
【１．利用者基本情報】

　要介護４　女性　86歳　日中独居、転倒・大腿骨頚部骨折・在宅酸素療法。病院での

リハビリを経て、つかまりながらの歩行ができるようになってきた。デイサービス・訪問

介護を退院後利用予定。

【２．相談内容・主訴】

　本人：自宅で安心して暮らしたい。

　家族：毎日行くことができないので、なるべく一人で生活できるよう支援して欲しい。

　ケアマネ：転倒した台所の転倒防止、布団⇒ベッドの導入、トイレ立ち座り補助。デイ

　　　　　　　サービス等の必要に応じた車椅子導入。

【３．身体状況】

　寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩行：何かにつかまればできる。

【４．課題（ニーズ）】

　退院後に転倒しないよう環境整備を希望、特に不安定になりやすいトイレの立ち座

り・台所での歩行。

【５．福祉用具個別支援計画書】

　手すり（たっちあっぷ　CKA-04）：台所から、居室への移動の際につかまって使用。

　手すり（バディーⅠ×２）：居室から、トイレ・玄関への移動に壁伝いに横手すり設置。

　手すり（たっちあっぷ　CKA-03)：所有ベッドを居室に移動し、ベッドに取り付け使用。

　トイレ用手すり（安寿トイレ用フレーム）：便座への立ち座りの安定のため。

【６．経過】

　退院後、自宅生活を安心して継続できている。

講師御所属 （株）ヤマシタ・コーポレーション 相模原営業所



演題名 福祉用具とニーズ

石濱 裕規

内容
【１．在宅における福祉用具ニーズ】

　　―ベッド上におけるニーズの実現と活動性向上を図るための在宅支援サービスに関する研究―

―(平成18年度フランスベッド・メディカルホームケア財団助成研究）よりー

　目的：訪問看護・リハ従事者が起居動作困難な利用者ニーズを理解・支援すること。

　方法：八王子市内利用者302名中起居困難な70名のニーズを予測（職員）し、ニーズ

調査実施（利用者）。⇒支援・介入（福祉用具適合・起居練習・除圧指導・勉強会等）

　結果：介入群（３４名）群は、未介入群（10名）に比べ、左右寝返り・起き上がり動作能

力（COVS改）・FIMで有意な改善あり（介護度平均両群共4.4）。特に、福祉用具適合支

援を行った12名中6名で改善。在宅での福祉用具適合は重度者のＡＤＬ向上に寄与。

【２．介護保険施設における福祉用具ニーズ】
ー「認知症をもった要介護高齢者の介護状況並びに福祉用具に関する調査研究」―

―（厚生労働省　平成２０年度老人保健健康増進等補助事業）よりー

　事業概要：都内介護保険施設・病床を利用されている認知症をもった要介護高齢者

の家族・職員を対象とし、介護状況・福祉用具利用状況を調査した。

　方法：介護療養、老健、特養利用者を対象とし、現状の介護認定調査と福祉用具利

用状況調査を実施（職員に依頼実施）、家族・施設責任者調査を併用実施。

　結果：職員調査：2733件回収（脳血管疾患39％、認知症32％、平均年齢83.5歳、要介

護５約半数）。分析対象2583名。家族調査は1347名（介護療養のみ実施）。

「抑制帯・四方を柵で囲む」等の行動制限につながる福祉用具利用要因として、認知

症の問題行動関連項目と転倒等の危険度が選択された（ロジスティック回帰分析）。

抑制帯利用率は、普通型車いす利用群で高く、同群内では座位能力が低い（不適合

性が高い）ほうがその傾向は有意に強かった（福祉用具不適合は身体拘束の一因）。

介護保険施設内での福祉用具貸与を希望する家族は約２／３にのぼった。

講師御所属 永生会・地域リハ支援センター

演題名 車いすの適合支援 ～病院・老健・在宅～

岩谷 清一

内容
【１．シーティング・クリニックの目的】

 病院にある車いすが｢椅子｣としての機能を持ち合わせていないために生じる諸問題

を解決するため、平成15年より、車いす利用者の身体機能・生活環境に配慮した座位

保持姿勢を提供できるよう、シーティング・クリニック（車いす適合サービス）を開始し

た。現在では入院から在宅までの一貫した車いす適合サービスの構築を目指してい

る。その取り組みにおける問題点として、各々の事業所の体制や制度の違いにより、

車いす適合サービスの質が異なってしまうことがあげられる。

【２．症例紹介】

　70歳・男性。脳出血による左片麻痺例。回復期リハビリテーション病棟から介護老人

保健施設を経て在宅へと生活の場を移された。回復期病棟では車いす適合の際、モ

ジュラー車いすを用いたが、老健では、普通型車いすで対応せざるを得なかった。在

宅復帰の際には、介護保険制度を用い、回復期病棟で使用していた車いすの設定に

することができた。以下は各事業所におけるＯＴの対応と在宅での様子。

【３．病院のＯＴから老健のＯＴへの申し送り】

　普通型車いす適合後、ご本人と老健へ見学に行った。車いす駆動やトイレ動作の確

認をし、担当者へ報告した。使用していたモジュラー車いすの設定を申し送った。

【４．老健での経過と対応】

　老健入所中のＡＤＬは病院入院中と変化ないが、 駆動時の前滑りが著明。入所中に

賃貸マンションへの引っ越し案が浮上。決定前に家屋評価を実施し、退所が決定。再

度シーティングを含めた在宅設定実施した。

【５．老健退所３年後の在宅での様子】

　現在の福祉用具の使用状況：老健退所後と変化なし。ベッド、車いすをレンタル。P-

トイレは購入した。 現在の福祉用具の相談先：福祉用具貸与事業者が半年に一度訪

問し、修理・汚れ等で変更が必要であればその都度行ってもらっている。

講師御所属 永生病院
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対象者：医療・福祉関係者

事業名 日時 曜日 内容 参加者数

後援 八王子STネット主催第11回講演会 7月27日 火
「音声障害の臨床について」
講師：田村悦代先生（東海大学教授）

35

後援
障がい者就労促進プロジェクト
第2回学習会

8月1日 日 脳卒中復職支援　～今できることを考えよう～ 27

後援 八王子STネット主催第12回講演会 8月20日 金 「高次脳機能障害者の社会復帰について」 83

主催 地域リハビリ講習会 9月9日 木 第1回HNA移乗動作講習会 50

主催 地域リハビリ講習会 10月7日 木 第2回HNA移乗動作講習会 48

主催 地域リハビリ講習会 11月11日 木 第3回HNA移乗動作講習会 41

主催 第1回新人セラピスト教育 9月29日 水 「脳卒中の治療と評価」 90

主催 第2回新人セラピスト教育 10月13日 水 「虚血性心疾患の運動処方・運動療法」 81

主催 第3回新人セラピスト教育 11月10日 水 「明日から使える関節可動域訓練」 100

主催 第4回新人セラピスト教育 12月8日 水 「そうだ！　画像所見を診てみよう！」 114

主催 第5回新人セラピスト教育 1月12日 水 「高齢者とのコミュニケーションの取り方」 50

後援 南多摩・西多摩合同症例検討会 10月31日 日 P発表56演題　　　主催：東京都理学療法士会 209

後援
西多摩リハビリテーション研修会
特別講演

11月21日 日
呼吸リハビリテーション
～臨床（げんば）で役立つ基礎知識と応用技術～

118

後援 第4回八王子STネット　学術集会 1月23日 日 36

主催 福祉用具適合講習会 2月5日 土 南多摩福祉機器展 410

後援
第10回神経難病
地域リハビリテーション研修会

3月5日 土 「在宅難病患者に対する音楽療法の可能性」他 150

主催 南多摩RSC第6回学術集会 3月6日 日
バリアアリーからバリアフリーへ
～それぞれの垣根を超えて～

212

共催 第13回八王子STネット講演会 3月11日 木
脳画像の見かた
昭和大学　神経内科講師　石原健司先生

震災の
ため中止

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 6月26日 土
「口から食べる楽しみを考えよう」
～飲み込みやすさとは？～

21

主催 第2回介護者講習会 8月28日 土 「家庭で出来る高齢者の救命救急」 21

主催 第3回介護者講習会 10月23日 土 一般的な介護技術　～排泄を中心に～ 29

主催 第4回介護者講習会 2月13日 土 「アロマのある暮らし　～大脳が憶える心地よさ～」 18

主催 介護者講習会特別講演 11月13日 土
｢認知症と共に　～失くなる記憶・失くならない～｣
講師　瀬川　浩　先生

60

後援 八王子STネット　市民公開講座 2月13日 日
お家で楽しく食べていただくために
～在宅における摂食・嚥下障害への対応～

111

出張講演

事業名 日時 曜日 内容 参加者数

主催 介護予防教室 7月2日 金 八王子市廿里町老人会（桜林会） 25

主催 介護予防教室 7月16日 金 八王子市廿里町老人会（桜林会） 20

主催 転倒予防教室 7月23日 金
多摩川苑　転倒予防教室
（日野市地域包括支援センター依頼）

27

主催 介護予防教室 8月11日 水 八王子市廿里町老人会（桜林会） 21

主催 転倒予防教室 10月4日 月 地域包括支援センター高尾依頼　担当：城山病院 16

主催 転倒予防教室 10月21日 木
台町いなほ会（老人会）会員
（八王子市地域包括支援センター　片倉依頼）

33

主催 介護予防普及啓発教室Ⅰ 11月16日 火
八王子市高齢者支援課
対象者：八王子市介護予防特定高齢者事業プログラム終了
者

15

南多摩地域リハビリテーション支援センター 平成22年度実績報告



主催 介護予防普及啓発教室Ⅱ 11月18日 木
八王子市高齢者支援課
対象者：八王子市介護予防特定高齢者事業プログラム終了
者

25

主催 転倒予防教室 1月20日 木
大船町老人会
（八王子市地域包括支援センター　片倉依頼）

25

主催 介護予防教室 3月26日 （水）
「摂食嚥下と口腔ケア」
対象者：めじろ台老人会　第3むつみ会

18

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

連絡会

主催 南多摩リハビリ・スタッフ合同会議 全10回開催 6/17 7/21 8/18 9/21 10/19 11/16 12/14  1/13 2/1 2/23 150

参加者合計： 2939 名



氏 名（職種） 所 　　　　　　　　　 属  

大田
オオタ

 哲司
テツジ

（ST） 東海大学八王子病院　リハビリテーション訓練科　科長代理

黒澤
クロサワ

 秀幸
ヒデユキ

（OT） はちせい複合事業所もとはち『いきいきラウンジ爽杜』事務長

外山
トヤマ

 恵美子
エミコ

（OT） 城山みなみ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

倉田
クラタ

 考徳
タカノリ

（PT） 医療法人社団KNI　北原ライフサポートクリニック　自由診療部門　マネージャー

永井
ナガイ

　純
ジュン

　（ＯＴ） 医療法人社団KNI　北原国際病院　リハビリテーション科　科長

宮下
ミヤシタ

　剛
ツヨシ

（ST） 医療法人社団悠心会　森田病院　言語聴覚室

中澤
ナカザワ

 幹夫
ミキオ

（ＰＴ） 医療法人社団　　幸隆会　多摩丘陵病院　診療技術部　リハビリテーション科　科長

永見
ナガミ

　直明
ナオアキ

（PT） 医療法人社団　　幸隆会　多摩丘陵病院　診療技術部　リハビリテーション科　主任

三尾
ミオ

　晴美
ハルミ

（ＰT） 財団法人東京都保健医療公社　多摩南部地域病院　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室　室長

佐々木
ササキ

　良
リョウ

（ＰＴ） 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　科長

　 斉藤
サイトウ

　明
アキラ

（ＰＴ） 医療法人社団　慶泉会　町田慶泉病院　リハビリテーション科　科長

小林
コバヤシ

　幸治
コウジ

（ＯＴ） （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　副主任

渥美
アツミ

　幹
ミキ

子
コ

（ＰＴ） 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

小林
コバヤシ

　健一
ケンイチ

（PＴ） 医療法人社団　康明会　豊田訪問看護ステーション

小笠原
オガサワラ

尚
ナオ

和
カズ

（ＰＴ） 清智会記念病院　リハビリテーション部　主任

村上
ムラカミ

　功
イサオ

（PT） 老健ハートランドぐらんぱ・ぐらんま　リハ科科長

今村
イマムラ

 安秀
ヤスヒデ

（Ｄｒ）
永生病院　整形外科　部長
 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

渡邉
ワタナベ

 要一
ヨウイチ

（PT）
永生会法人本部リハビリ統括管理部　部長
 地域リハビリ支援事業推進室　室長

木野田
キノダ

 典保
ノリヤス

（PT） 永生病院リハビリテーション部　教育士長

井出
イデ

　大
マサル

（ＰＴ） 南多摩病院リハビリテーション科　係長

石
イシ

濱
ハマ

 裕規
ヒロキ

（PT） 永生会　研究開発センター　主任

山本
ヤマモト

　徹
テツ

（SＴ） 訪問看護ステーション　めだか

深尾
フカオ

　栄一
エイイチ

（事務） 永生会法人本部リハビリ統括管理部　広報課長

阿部
アベ

 誠司
セイジ

（事務） 永生病院　地域リハビリ支援事業推進室　室長補佐

平川
ヒラカワ

 朝子
トモコ

（事務） 永生病院　地域リハビリ支援事業推進室

平成22年度南多摩リハビリテーションスタッフ合同会議 運営スタッフ一覧
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