巻頭言

南多摩リハビリテーションスタッフ合同会議第５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。日頃は大変お世話になっております。
南多摩圏域で平成 15 年度より開始された本事業の参加者も累計 1 万名を超えるに
至り、参加施設・団体も増え、地域社会に根付いた活動となってまいりました。これもひ
とえに皆様方の御理解と御支援のおかげであります。
昨年度（第４回）は、は在宅復帰される方々にとってより有効なリハビリ連携体制を考
案するため、その方々と南多摩圏域諸施設リハビリ従事者の皆様方の御協力を頂き、
「地域サービスのご利用状況に関する調査」を実施させて頂きました。その結果、退院
時における患者様（利用者様）の多岐にわたる不安に対して、私たちはより満足できる
サービスの提供と質の向上が必要であることが示唆されました。
第５回となる今年度は、それらの結果を踏まえて、さらに、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、またまなざしを受けとめて、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、
『聞く・聴く・効く ～私の声、あなたの支援に活かされていますか？～』
というテーマのもと、当事者よりの報告とセラピストを交えたディスカッションから退院
後在宅生活での不安を考えるシンポジウムを企画致しました。御発表頂きます当事者
と支援者の方々、そしてコメンテーターを御快諾頂きました先生方に、ここに感謝申し
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。
また、昨年度に引き続き、東京都理学療法士会の共催、更に、本年は東京都作業
療法士会の共催を頂いており、本会議の教育的意義が認められてきたことを光栄に思
っております。さらに、本年度より、本会議の抄録集が、ISSN（国際標準逐次刊行物番
号）を付与され、国立国会図書館にも学術刊行物として蔵書されることとなり、以前に
も増して学術的にも優れた御発表を期待しております。
なお昨年同様、会場のパネル発表コーナーでは、参加諸施設からの職場紹介に加
え、新たに地域・当事者活動の御紹介も企画させて頂きました。当事者と支援者との
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、御協力・御参加頂きます皆様方に大変な御尽力を頂
き、誠に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、伝え合い
傾聴し合う連携の絆が深まることを祈願しております。
平成 2２年３月吉日

南多摩リハビリテーションスタッフ合同会議

第 5 回学術集会

スケジュール

午前の部 AM10：00～12：00
受付・入場開始 AM9：00～
■ 開会の辞 AM10：00～
■ Session Ⅰ 試み・報告 AM10：05～
座長 八王子保健生活協同組合 城山病院 院長

杉本 淳 先生

Ⅰ-1 当院における週７日リハビリの治療効果～脳卒中片麻痺患者において～
永生病院 リハビリテーション部 PT 小川英明
Ⅰ-2 報告 重症患者の改善傾向
東京天使病院 リハビリテーション科 PT 二瓶篤史
Ⅰ-3 自由診療「Physical Care Unit（フィジカルケアユニット）
」の運営実績と検証
北原脳神経外科病院 リハビリテーション科 PT 倉田考徳
Ⅰ-4 精神科領域における医療連携と理学療法の必要性
～長期的に身体機能回復を示した精神疾患の症例を通して～
平川病院 リハビリテーション科 PT 土村 賢一
Ⅰ-5 病期によるシーティングの目標の違い
永生病院 リハビリテーション部 OT 小原麻友美
＜休 憩＞ AM10：55～
■ Session Ⅱ 症例 AM11：05～
座長 杏林大学保健学部 教授 八並光信 先生
Ⅱ-1 陳旧性頚髄不全損傷患者のデュシャンヌ歩行に焦点を当てた歩行分析
町田慶泉病院 リハビリテーション科 PT 三塚岳彦
Ⅱ-2 当院における CEA の紹介と術後理学療法
東海大学八王子病院 リハビリ訓練科 PT 秋澤理香
Ⅱ-3

COPD 急性増悪により人口呼吸器治療施行、その後離脱を果たすまで
～本院での包括的呼吸リハビリテーション～
单多摩病院 リハビリテーション科 PT 金田雅大

Ⅱ-4 左大腿骨頸部骨折により股関節伸展・膝関節屈曲運動が制限された症例に対
するアプローチについて
町田慶泉病院 リハビリテーション科 PT 高石唯
Ⅱ-5 体動のある患者に対する療養病棟の取り組み
永生病院 リハビリテーション部 OT 久尾友員
＜休 憩（昼 食）＞ AM11：55~PM1：00

午後の部 PM1：00～5：20
■ 施設紹介・活動紹介 PM1：00～PM2：00
（会場：第１・２セミナー室）
■ Session Ⅲ 指定演題（聞く・聴く・効く） PM2：00～
座長 青梅慶友病院リハビリテーション室室長 福田卓民 先生
Ⅲ-1 施設再入所を予定した一例の省察
北原脳神経外科病院 リハビリテーション科 PT 高田裕子
Ⅲ-2

｢家を守りたい｣という思いが右手の回復への一貫したこだわりとなっていた事例
～脳出血による右片麻痺の女性透析患者を通して～
ふれあい町田ホスピタル

リハビリテーション科

OT 田中友美

Ⅲ-3 他部門と協力して食事環境を調整している一例
城山病院 リハビリテーション科 ST 佐藤優美
Ⅲ-4 安全管理において共感が得られ難かった左片麻痺患者を通じて
北原リハビリテーション病院 リハビリテーション科 志村裕子
Ⅲ-5 脳卒中者は作業療法士との協業をどのように経験しているか？
～1 事例へのインタビューを用いた仮モデルの作成～
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
Ⅲ-6 記憶障害の病識獲得を促す支援 ～医療機関における就労支援の報告～
北原脳神経外科病院 リハビリテーション科 OT 飯沼舞
Ⅲ-7

役割の再構築からその人らしい生活へ ～人間作業モデルの視点から～
永生病院 リハビリテーション部 OT 清水竜太

＜休 憩＞ PM3：20～3：30
■ シンポジウム PM3：30～5：15
テーマ：
「聞く・聴く・効く ～私の声、あなたの支援に活かされていますか？」
座長 はちせい複合事業所もとはち 事務長 黒澤 秀幸 先生
○ 平成 20 年度の单多摩圏域における調査より
单多摩病院リハビリテーション科 係長 井出 大
○ 小講義：
「行為としての聴き取り」
東京大学教育学部大学院
○

当事者の皆さんからのお話し

○

ディスカッション

准教授 能智正博先生

コメンテーター 能智正博先生 宮本博司先生（埼玉福祉専門学校）他
■ 閉会の辞

PM5：20

一般演題
Session Ⅰ
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当院における週７日リハビリの治療効果～脳卒中片麻痺患者において～
永生病院リハビリテーション部
○ 小川 英明 中島 雅弘 稲川 賢 藤原 純也 岩谷 清一
中本 久之
はじめに：拡大を続ける高齢社会においてリハビリテーションの期待も増している昨今、当院はリハ
ビリテーションの質の向上を目指し、平成 20 年 6 月 1 日より回復期病棟にて週 7 日リハビリを開始
した。今回は脳卒中片麻痺(以下、CVA)患者において週７日リハビリ実施前、実施後での治療効果の
比較をまとめたので以下に報告する。
対象：平成 19 年 12 月 1 日～平成 20 年 5 月 31 日まで当院回復期病棟を入退院した発症後 2 ヶ月以内
の CVA 患者を週７日リハビリ実施前群 (以下、Pre 群)とした。また、対象群として平成 20 年 12 月 1
日～平成 21 年 5 月 31 日まで当院回復期病棟を入退院した発症後 2 ヶ月以内の CVA 患者を週７日リハ
ビリ実施後群 (以下、Post 群)とした。全対象患者は Pre 群 26 例〔脳梗塞 15 名・脳出血 10 名・く
も膜下出血 1 名〕
、Post 群 29 例〔脳梗塞 18 名・脳出血 10 名・くも膜下出血 1 名〕であった。今回
は両群の入院時の患者特性を均一化して比較するために入院時 FIM 運動項目合計点が 75 点以下とい
う基準にある Pre 群 21 例〔脳梗塞 13 名、脳出血 7 名、くも膜下出血 1 名〕と Post 群 21 例〔脳梗塞
14 名、脳出血 6 名、くも膜下出血 1 名〕で治療効果の比較・検討を行った。
方法：訓練内容は Pre 群では PT・OT を各週 6 回と ST を週 5 回行った。Post 群では PT・OT を各週 6
回と日祭日は PT・OT いずれかの一方を行った。ST は Pre 群と同様の週 5 回を実施した。両群におい
て入院時 FIM 合計得点(以下、入院時 FIM)、退院時 FIM 合計得点(以下、退院時 FIM)、退院時 FIM か
ら入院時 FIM を引いた利得(以下、FIM 利得)、FIM 利得を在院日数で除した改善効率(以下、FIM 改善
効率)、１日あたりの PT・OT 合計の実施単位数(以下、実施単位)、在院日数の 6 項目の平均値を調査
し、比較・検討を行なった。
結果： Pre 群は入院時 FIM61.1 点、退院時 FIM82.4 点、FIM 利得 21.3 点、FIM 改善効率 0.25 点、実
施単位 3.7 単位、在院日数 84.4 日であり、Post 群は入院時 FIM66.1 点、退院時 FIM81.4 点、FIM 利
得 15.2 点、FIM 改善効率 0.24 点、実施単位 4.5 単位、在院日数 61.3 日であった。
上記の結果より Post 群は Pre 群より FIM 改善効率は 0.01 点減少したが、実施単位数では 0.8 単位増
加し、在院日数は 23.1 日減少した。
考察： 今回、両群間での FIM 改善効率には大きな差がなかったが、Post 群において在院日数の短縮
を認める結果となった。FIM 改善効率の差については、実施単位の増加量が 0.8 単位と低値であり、
訓練頻度も週 6 回から週 7 回への移行であった為、機能改善を行うには十分な増加量ではなかったの
ではないだろうか。在院日数の短縮については、週７日リハビリの特性である毎日途切れることのな
いリハビリが影響を与えているのであろう。FIM 改善効率も大きな差がないことから、毎日途切れる
ことのないリハビリは訓練の質を維持した上で在院日数の短縮を図れる要因であると思われる。また、
在院日数の短縮は、医療費の削減という経済的な側面にも影響を及ぼしているため、週７日リハビリ
の有用性を示すことができた。
おわりに: 今回、週７日リハビリを実施した結果、早期退院を図ることができた。これは週７日リハ
ビリの特性である毎日途切れることのないリハビリが影響を与えていることを示唆することができ
た。今後、さらに調査を進めていき、週７日リハビリの治療効果判定を向上させていきたい。
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重症患者の改善傾向 ～回復期病棟における日常生活機能評価の推移～
東京天使病院 リハビリテーション科
○ 二瓶篤史

【はじめに】
平成 20 年度より、回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準が改定され日常生活機能評
価が導入された。主な改定内容として①新規入院患者のうち 15%以上が重症患者②退院患者のうち
在宅復帰した割合が 60%以上を充たしていると回復期リハ病棟入院料１が算定される。さらに重症
患者の 30%以上が退院時に日常生活機能評価で３点以上改善していると重症患者回復病棟加算（50
点）が算定できる。今回、入院時に重症患者であった症例がどのような推移を示すのかを調査し、
若干の知見を得たので報告する。
【対象・方法】
平成 20 年６月から平成 21 年６月までの１年間に当院入院した患者のうちの、日常生活機能評価
が 10 点以上の患者は 53 名であった。患者背景として（男性 32 名、女性 21 名、年齢 75±10 歳、
脳血管疾患 25 名、大腿骨頚部骨折・圧迫骨折 12 名、廃用性症候群 10 名、その他６名）その内、
治療が必要などの理由から転院した８名は対象者として除外した。45 名の入院時から退院時まで２
週間ごとに記録した日常生活機能評価の後ろ向き調査を行った。入院時と退院時を比べて３点以上
改善した群を改善群、改善しなかった群を未改善群に分けた。また改善群では日常生活機能評価の
どの項目が改善されているかを調べた。
【結果と考察】
改善群は 33 名、未改善群は 12 名であり改善率は 76%であった。統計処理として、四分位点と中
央値を求めた。（表１）また、最も改善した項目は寝返り（31 点）であり、その他として起きあが
り・座位・口腔清潔・食事摂取・衣服の着脱が改善項目として挙げられた。
結果より重症患者が改善するには①入院時の点数が低い事②入院してから６週間までに改善する事
③改善しやすい項目として寝返りである事が示唆された。今後、症例数を増やして点数推移と改善
項目を調査し、どの時期に何の項目が改善するのかを明らかにしたい。

改善群

入院時

１回

２回

３回

４回

５回 ６回

７回

８回 ９回

１０回 １１回 １2回

第３四分点

11

10

8

9

8

8

8

8

8

8

8.25

7.5

8

最大値

15

15

13

11

12

11

9

10

10

11

9

9

9

最小値

10

3

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

第１四分点

10

5

4.75

4

5

4

4

5

5

4

3.25

4

7

中央値

11

7

6

6

6.5

6.5

6

5.5

6

5

4.5

4

7
ｎ＝33

未改善群

入院時

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回

９回

１０回

第３四分点

15.25

14.5

15

15

16

16

16

16

14

13.25

15

最大値

17

17

16

15

16

16

16

16

14

14

15

最小値

12

11

10

9

8

11

11

11

12

12

11

第１四分点

13.75

12

12.5

12

11

11

11.75 11.75

12.75

12.75

13

中央値

14

13.5

14

13.5

12

13

14

13.5

13

15

14

ｎ＝12
表１ 改善群と未改善群の四分位点と中央値
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自由診療「Physical Care Unit（フィジカルケアユニット）」の運営実績と検証
医療法人社団 北原脳神経外科病院

Physical Care Unit

○ 倉田 考徳
昨今のリハビリテーション（以下リハビリ）に求められるニーズは多様化し、単に疾患の後遺症や
障害に限られなくなってきた。リハビリニーズは疾病予防・アンチエイジング・ダイエット・スポー
ツ分野など保険診療では十分まかなうことができない分野に及んでいる。また、脳卒中患者などのリ
ハビリ日数制限はいわゆる“リハビリ難民問題”として社会問題となった。しかし、その後も介護保
険制度や福祉分野におけるリハビリテーションのインフラ整備の遅延などにより、多様なリハビリニ
ーズに応じきれない現実が存在している。
リハビリは医療と福祉、施設と地域のチームアプローチによって患者本位に行われるべきである。
その中で我々が担う使命は、社会制度に左右されずに「患者ニーズを聴き、ニーズに効く」リハビリ
を展開することであると考える。
当法人では平成 20 年 11 月、自由診療によるリハビリテーション部門「Physical Care Unit（フィ
ジカルケアユニット）
」を開設した。Physical Care Unit の開設目的は既述したリハビリニーズに対
し、柔軟でマルチなリハビリを展開することである。開設から試行錯誤を繰り返し 1 年の運営実績を
得た。そしてこの度、運営実績の後方視的検討とアンケート調査による検証を行った。
後方視的検討の調査期間は平成 20 年 11 月 1 日～平成 21 年 10 月 31 日の 1 年間で、症例数は 1804
症例であった。それらから年齢比、男女比、目的・症状比較を行った。また、平成 22 年 1 月に行っ
たアンケート調査より患者満足度を抽出した。
これらの情報を基に Physical Care Unit が患者ニーズに即しているのかを検討したので、今後の
課題も含め報告する。

7

南多摩リハビリスタッフ合同会議 学術集会抄録集

第5巻

9頁

(2010)

Ⅰ－4

精神科領域における医療連携と理学療法の必要性
～長期的に身体機能回復を示した精神疾患の症例を通して～
○ 土村 賢一１ ) 奥出 聡１ ) 皆川 邦朋２ ) 岩井 一正２ ) 平川 淳一２ )
１)
医療法人社団光生会平川病院 PT ２ ) 医療法人社団光生会平川病院 MD
はじめに
精神科領域には、身体リハビリテーション（以下、身体リハ）を必要とする患者が潜在的には多く
いると推測されるが、実際には身体リハを受ける機会が少ないのが現状である。当院は、精神疾患に
多発外傷や整形疾患等を合併した患者への身体リハを提供しているが、長期経過でも身体機能回復を
示す例が少なくない。今回、近隣の精神科病院と医療連携を図り、既往に精神疾患及び下腿切断を持
つ頚椎化膿性脊椎炎の患者に対して身体リハを実施し、
発症から約 2 年と長期経過していながらも、
条件付歩行器歩行の獲得までに至った症例を経験した。経過及び精神科領域における医療連携と理学
療法の意味について、考察を加え報告する。
患者紹介
症例は 50 歳代男性。診断名は頚椎化膿性脊椎炎（H19 年 9 月発症）
、障害名は四肢不全麻痺（C6
以下）であり、既往歴に事故による左下腿切断（20 歳代前半）
、アルコール依存症（40 歳代後半）
がある。
経過は、H19 年 8 月下旬より A 精神科病院にアルコール依存症の治療目的として入院。その後発
熱が続き、H19 年 9 月上旬に瞳孔不全、筋力低下等出現し、頚椎化膿性脊椎炎の診断にて、初期治
療可能な B 整形外科病院へ転院。初期治療終了後、A 精神科病院へ戻るが、身体リハの適応がある
と判断され、C リハビリテーション病院へ転院。約１年間の身体リハを実施し、ベッド上動作は自立
に達するものの、立位は下肢麻痺が起因して困難な状態であった。その後、再び A 精神科病院へ戻
ったが、下肢の麻痺に尚も回復傾向が見出されたことから、病院間の連携を通じて、約 6 ヶ月後の
平成 21 年 4 月中旬に精神・身体両側面の治療が可能な当院へ転院するに至った。
理学療法評価
１．当院入院時の身体機能及びＡＤＬ
【神経学的所見】両側上肢末梢部に痺れ＋、右下肢感覚鈍麻＋、patellar・achilles reflex 右側 3＋、
foot clonus 右側＋。【ROM】両股関節に軽度制限＋。股屈曲時には股関節前面に疼痛＋。【MMT
（Rt/Lt）】股伸展（2/4）、股外転（2/4）、膝伸展（3/4）、膝屈曲（2/4）【基本動作】寝返り・起き上
がりは自立、座位は監視、立ち上がり・立位は重度介助。
【ADL】食事のみ自立。移乗動作は重度介
助。
【FIM】53/126 点 であった。
２．当院退院時の身体機能及び ADL（リハビリテーション継続 5 ヶ月）
【神経学的所見】痺れ及び感覚障害に著変認めず。反射の亢進は 1～2＋へ改善。
【ROM】ほぼ制限
無し。
【MMT】左＜右で 3 レベルに改善。
【基本動作】座位は自立、立ち上がり及び立位は監視へと
改善。【FIM】53 点→88 点 へ改善。
考察
脊髄損傷や化膿性脊椎炎による不全麻痺においては、長期経過にて身体機能回復を示す症例が散見
される。しかし、精神疾患を基礎に持つ患者にとって、長期間の身体リハが困難な現状の医療制度下
では、精神状態の変動により、身体リハの機会を逸し、理学療法士不在の精神科病院に戻らざるを得
ない例が多い。本症例は、発症から長期経過していながらも、精神治療に加え、整形医・理学療法士
が在籍する当院で、継続的な身体リハを行った結果、条件付歩行器歩行の獲得までに至った。その背
景には、本症例の改善傾向を A 精神科病院が着目し、適切な医療連携を図ったことにあると考えら
れる。
本症例や自殺企図による多発外傷患者らは、救急、或いは一般病院での初期治療を終了した後、
リハビリ日数制限や精神疾患への対応が困難となることから、最低限の身体リハで終了する例が多い。
本症例を通して、精神科領域に於いても、精神・身体の両側面に関われる理学療法士の存在が必要と
思われた。また、患者に不利益とならないよう、病院間における医療連携を構築していくことの重要
性を学んだ。
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病期によるシーティングの目標の違い
永生病院 リハビリテーション部 小原麻友美 岩谷清一
永生会 研究開発センター 石濱裕規
1 はじめに
当院はケアミックスの病院であり、老健などの各種事業所を有している。平成 15 年より車いす適合サービ
スの一環としてシーティング・クリニック(以下 SC)を開始し、利用者の身体機能や生活環境にあった座位保
持の提供を行っている。SC では本人・家族からニーズを聴取し、身体機能などの評価から、目標の優先順位
付けを行っている。今回、病棟特性と目標を分析し、各病期がシーティングに何を望んでいるかを知ること
で、より個別的なシーティング介入ができるのではないかと考えた。以下にその結果を報告する。
２ 対象
対象は平成 18 年 4 月～平成 21 年 8 月末までに SC を利用した 229 名(男性 98 名、女性 131 名、平均年齢
75.8±14.1 歳)である。
３ 方法
3.1 分析方法：SC を利用した 229 名を病棟区分ごとに分類し、検討することとした。
3.2 分析項目：SC で使用しているアセスメント表をもとに①疾患分類、②座位能力(Hoffer の分類)、③
シーティングの目標を分析した。①は主な診断名 2 つを対象とした。③は目標項目(大項目６、下位項
目 25)の中で、優先順位の高い項目上位 3 項目を対象とした。
４ 結果
4.1 病棟区分：利用者数が多い、回復期(104 名)、療養・老健(50 名)、一般(64 名)を分析病棟とした。
4.2 疾患分類：全体としては、中枢疾患が最も多く、一般は中枢・整形・内部疾患がいずれも 30％程度
であった。療養・老健は認知症の割合が他病棟よりも多かった。
4.3 座位能力(Hoffer の分類)：一般、療養・老健は分類Ⅲの対象者が半数以上を占め、回復期は分類Ⅱ
の対象者が最も多かった。下位検定では、回復期と一般、回復期と療養・老健の間で座位能力に差がみ
られ(Mann-Whitney 検定 p<.0167(Bonferrorni の補正))、回復期の座位能力が他病棟より高かった。
4.4 目標：病棟区分において
「離床時間の拡大」
と
「自走」
に差がみられた(Kruskal Wallis 検定
p<0.01)。
一般と療養・老健の間で「離床時間の拡大」に差がみられ(Mann-Whitney 検定 p<.0167(Bonferrorni の
補正))、一般は療養・老健よりも「離床時間の拡大」が多かった。回復期と一般、療養・老健の間で「自
走」に差がみられ(Mann-Whitney 検定 p<.0167(Bonferrorni の補正))、回復期は一般、療養・老健より
も「自走」が多かった。
５ 考察
全病棟で SC を利用しており、どの病期においてもシーティングを必要としていた。この理由として座位が
とれない利用者でも、
「姿勢保持の改善」により適切な座位保持による離床につなげようとする意識がスタッ
フにあるためと考えられる。また、離床の促進、離床しての食事、移動するための自走と、離床後の活動性
向上への意識が高いことがわかった。各病期における目標の特性としては、亜急性期は離床時間の拡大を、
回復期はより活動性の向上が目標としてあげられる傾向がみられた。
６ おわりに
病棟区分によるシーティングの目標を分析することにより、病期が目標に反映されることを知ることがで
きた。また、シーティングに期待される項目として、
「座位姿勢の安定」
「活動性の向上」があげられた。今
後は、病期を踏まえた上で、より個別性の高いシーティングを行っていきたい。
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陳旧性頚髄不全損傷患者のデュシャンヌ歩行に焦点を当てた歩行分析
町田慶泉病院 リハビリテーション科
○ 三塚岳彦
はじめに
股関節外転モーメントが要因で体幹を側屈させるデュシャンヌ歩行は広く知られている。本症
例はリハ開始当初、両側着踵初期～荷重反応期（以下 IC～LR）にてデュシャンヌ歩行を呈して
いた。アプローチによる歩容の変化として左側でその破行軽減が見られたが、中殿筋筋力が高い
右側でデュシャンヌ歩行が残存した。この破行に対して、治療後に歩行分析した結果を考察し、
それを報告する。
（Key word:中殿筋筋力・筋緊張・デュシャンヌ歩行）
対象
性別:男性 年齢:64 歳 身長:169cm 体重:73kg 疾患名:陳旧性頚髄損傷 現病歴:H15 交通事
故。H20.11 月頃より歩行手段をロフストランド杖からシルバーカーに変更。 病前 ADL:家の中
で過ごす事が多かった。 主訴:（初期）浴槽を跨げないため湯船に浸かれない。（最終）杖で外
出できないためバスに乗れない。 Hope:以前と同じ方法で歩けるように。
理学療法評価（初期 09/8/25～9/8→最終 09/12/6～8）
・安静時筋緊張:下肢筋/右股関節内旋筋群、左股関節内外旋筋群、左大殿筋、左股関節長内転筋、左大腿四頭
筋、左ハムストリングス、左下腿三頭筋－亢進。右ハムストリングス－低下
・MMT（右/左）:体幹筋（3～4→5）
、上肢筋（3～4/4～5）
、下肢筋/腸腰筋（3→4/4）
、大殿筋（4/3→4）
、中
殿筋（3/2）
、内転筋群（2/2）
、大腿四頭筋（4/3→4）
、ハムストリングス（4/3→4）
、前脛骨
筋（4→5/3→4）
、下腿三頭筋（3/3）
・歩行分析（シルバーカー）
左 IC～LR:体幹左側屈にて重心線よりも頭部が左側偏移。左肩峰下制著明。
→体幹左側屈減少にて重心線上に頭部が位置。左右肩峰の高さ同程度。左 MSt～TSt:左股関節
内転、内旋位。骨盤が左側へシフト、右骨盤が下制。右骨盤の下制速度が速い。
→左股関節内転、内旋減少。骨盤の左側へのシフトなし。右 IC～LR:体幹右側屈にて重心線よりも
頭部が右側へ偏移。右肩峰下制著明。右 MSt～TSt: 右股関節内転位。骨盤が右側へシフト、左
骨盤下制。左骨盤の落下速度正常。
→右股関節内転減少。骨盤の右側シフトなし。
（左 MSw～TSｗ）:左股関節外転、左足部
内反位。全歩行周期:体幹軽度前傾位。歩行速度遅い。左立脚期に比べて右立脚期が長い。
→体幹伸展位。歩行速度改善。
治療アプローチ（治療期間 09/8/13～09/12/8、外来:週 3 回 40 分）
SLR、股関節外転運動、股関節伸展運動、ブリッジ運動、平行棒内 ex（横歩き、腿挙げ）
、歩行 ex（ロフ
ストランド杖→Q-cane→T-cane） 。
考察
本症例の歩行様式として、初期では左右 IC～MSt 時にデュシャンヌ歩行が見られた。最終評価では、
比較的中殿筋筋力が保たれているにも関わらず右下肢の IC～LR でデュシャンヌ歩行が残存し、筋力の低
下している左下肢の IC～LR で同歩行様式が改善された。最終評価時に左側でデュシャンヌ歩行が改善さ
れた理由は、MMT 上の変化としては現れなかったが中殿筋筋力が向上された事が挙げられる。右側の代
償に関してだが、その理由として左下肢筋の筋緊張亢進を挙げた。初期、最終共に左 MSw～TSw に左足
部の内反、左股関節外転が著明であり、左股関節屈曲の際に共同パターンが生じていると考えられる。つ
まり、筋緊張による下肢の重さに対して過剰な努力をする事でパターンが生じており、さらに、それに対
してカウンターウェイトを利用するために体幹を反対側へ側屈させていると考えた。
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当院における CEA の紹介と術後理学療法
東海大学医学部付属八王子病院 リハビリ訓練科
理学療法士 ○ 秋澤 理香
峰岸 言行
東海大学医学部付属八王子病院 脳神経外科
東海大学医学部付属八王子病院 リハビリテーション科

小田 真理
古川 俊明

（当院における CEA の紹介）
頸動脈の病変は、アテローム血栓性脳梗塞の原因とされ無症候性や狭搾が軽度の場合内科治療の適
応だが、頸動脈の肥厚があり症候性の場合多くが外科的治療の対象となる。外科的治療には、頸動脈
内膜剥離術（以下 CEA）と頸動脈ステント留置術（CAS）がある。CEA は頸動脈の肥厚を剥離する
手術で、近年生活習慣の欧米化に伴い適応患者が増加し日本でも一般的に行なわれるようになった。
CEA は周術期管理が重要であり、術後合併症として心筋梗塞や過灌流症候群、冠動脈疾患の合併も
報告されている。更に、脳梗塞の発症や舌下神経・上喉頭神経・動眼神経麻痺、反回神経麻痺も重大
な合併症として挙げられている。また高齢、心疾患の合併、頚椎高位、鎖骨下動脈低位、放射線治療
後、心筋梗塞の既往、脳血流の高度虚血がある場合ハイリスク群とされる。当院では、開院時より適
応例に対し主に CEA を実施してきた。その紹介と、リハビリ依頼され経験した症例（術後順調例と
合併症例）に対し実施した理学療法について報告する。
（術後順調例 3 例と術後合併症例 1 例）
・ 順調経過例： 63～73 才
：男性 1 名・女性 2 名
入院期間 ：平均 12 日 リハビリ開始日：術後（以下 POD＃）1～3
リハビリ経過
：BP140 以下で経過し意識レベル低下なく実施可
POD＃5 には病棟内歩行自立。
退院時歩行レベル：屋内外歩行自立
転帰
：自宅退院・リハビリは退院時終了
残存機能障害
：なし
・ 術後合併症例：71 歳
：男性１名
入院期間
：58 日
リハビリ開始日：POD＃６
リハビリ経過
：セデーション オフ POD＃16
病棟歩行自立 POD＃36
退院時歩行レベル：屋内自立 屋外要見守り
転帰
：自宅退院
残存機能障害
：嗄声（声門閉鎖不全）
・嚥下障害
高次脳機能障害（見当識・記憶力低下残存）
（考察）術後順調例は入院期間は平均 12 日で術後 1 日目には JCS0-1 となり術後 1-2 日目には一般
病棟転棟となった。術後 3 日目にはトイレ歩行開始し 5 日目には病棟歩行開始、5-6 日目でポリネッ
クオフとなり順調例 3 例すべては入院前歩行レベルに到達し、機能障害は残存しなかった。それに
対して合併症例は入院期間は 58 日間と長く、嚥下障害・高次脳機能障害が退院時残存し、高次脳機
能障害により屋外歩行は要監視で退院となった。合併症例は術前ハイリスク群であり、予備能不足に
よる脳過灌流を予防するため、順調例より予め術後鎮静期間を延長していた。手術自体は成功し、脳
SPECT や MRI 上脳過灌流も予防できたが、抜管時に気道狭窄がみられ、再挿管となり、ステロイ
ド投与により気道狭窄を抑制して抜管に至ったのは術後 17 日目であった。これにより呼吸器合併症
や廃用による肺炎や嚥下障害、高次脳機能障害が出現した可能性が考えられた。CEA は術後順調経
過例であっても術後の起居動作時の創部管理や BP コントロール・抜鉤後の肩周囲のリラクゼーショ
ン・廃用予防に理学療法が必要であり、ハイリスク群でかつ合併症を伴う症例に対しては術前術後の
リスクや経過に対応したリハビリが更に重要な役割を果たすと考える。
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COPD 急性増悪により人工呼吸器治療施行、その後離脱を果たすまで
～本院での包括的呼吸リハビリテーション～
医療法人社団永生会 南多摩病院
○ 金田 雅大、中野 佳奈、大井 裕子
【はじめに】今回 COPD 急性増悪により人工呼吸器治療施行後、離脱開始時期が遅れたが短期離脱
を果たした症例を経験したのでここに報告する。
【症例・現病歴】症例：85 歳、男性
現病歴：COPD、重症肺炎、急性呼吸不全、慢性心不全
経過：上記診断にて入退院を繰り返していたが外来治療中呼吸苦増悪、SpO260％へ低下し救急車に
て来院。O25ℓ/min で血液ガス所見が PaO293.0mmHg、PaCO274.7mmHg と PaCO2 高値にて入院。
2 病日より O22ℓ/min で血液ガス所見が PaO259.8mmHg、PaCO2125.9mmHg と PaO2 減少、PaCO2
上昇のため人工呼吸器治療施行。痰貯留著名で感染症状改善が認められなかったため 14 病日より離
脱開始し、20 病日に CPAP に設定、21 病日に昼間 CPAP・夜間 SIMV に設定の後 27 病日に離脱可
能となり O21.5ℓ/min 投与となる。
【介入方法】15 病日より人工呼吸器治療継続のまま理学療法介入開始し①Bed up90°、②自発呼吸
訓練、③坐位訓練、④立ち上がり・立位訓練、⑤筋力増強訓練施行。看護部も不隠状態が強く痰貯留
が著名であったためルートの確保・頻繁な吸引、また声掛け・筆談・車椅子坐位を実施。
【結語】本症例は 85 歳と高齢であり、状態は不安定で離脱開始時期が遅れたが、他部門と連携した
包括的呼吸リハビリテーション導入で短期離脱が可能となった。
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左大腿骨頸部骨折により股関節伸展・膝関節屈曲運動が制限された症例
に対するアプローチについて
町田慶泉病院 リハビリテーション科
○ 高石 唯 斉藤 明
【Ⅰ、はじめに】
開始時より痛みが強く、その防御的反応として主に左腸腰筋・大腿直筋・大腿筋膜張筋（以下、左
股関節屈筋とする）
・大腿四頭筋が過剰収縮していたこと、また、開始時は免荷歩行であり随時筋収
縮しているため左股関節屈筋、大腿四頭筋の短縮がみられた。その影響により、左股関節伸展・膝関
節屈曲制限を呈してしまった症例の評価、治療を実施したので経過を報告する。
キーワード 痛み 過剰収縮 可動域制限
【Ⅱ、対象紹介】
患者様氏名：T．T 様 72 歳 女性 専業主婦
現病歴：平成 21 年 11 月 12 日に左大腿骨頚部骨折と診断され、翌日 CHS 施行。3 週間免荷でリハ
ビリ開始。
【Ⅲ、理学療法初期評価】（H.21.11.14～11.21）
触診：左大腿直筋・大腿筋膜張筋・大腿四頭筋筋緊張亢進。左下肢浮腫。疼痛評価：術創部周囲に自
発痛・動作時痛。左股関節屈筋、大腿四頭筋に運動時痛。ROM－T：左股関節屈曲 75°内旋 20°左
膝関節屈曲 50°。MMT：腹直筋・腹斜筋 3。整形外科的テスト：トーマス・尻上がりテスト（＋）
ADL：FIM103／126 点
【Ⅳ、理学療法最終評価】
（H22.1.25）
触診：左大腿直筋・大腿筋膜張筋・大腿四頭筋軽度筋緊張亢進。左下肢浮腫軽減。疼痛評価：自発痛・
動作時痛は軽減。左大腿四頭筋に軽度運動時痛。ROM－T：左股関節屈曲 110°伸展 15°内旋 30°
左膝関節屈曲 130°。MMT：腹直筋 4・腹斜筋 3。整形外科的テスト：トーマス（－）
・尻上がりテ
スト（＋）（左膝関節屈曲運動の最終域にて出現）ADL：FIM126／126 点
【Ⅴ、結果】
術創部、左股関節屈筋、大腿四頭筋の痛みの軽減と共に ROM は左股関節伸展 15°膝関節屈曲
130°まで改善。また、荷重が可能になったことで歩行は屋内独歩自立、屋外 T 字杖自立まで改善し
た。さらに、ADL では FIM126 点と著明に変化した。
【Ⅵ、考察】
左股関節伸展・膝関節屈曲制限の大きな要因としては、左股関節屈筋・大腿四頭筋の過剰な筋収縮
が原因でないかと考える。以下、時期に分けて問題点を抽出し、そのアプローチを述べる。
リハビリ開始時では、①痛みによる左股関節屈筋・大腿四頭筋の防御的反応②免荷歩行による左股
関節屈筋・大腿四頭筋の過剰収縮が主な原因だと考える。治療方法としては、痛みが強かったため左
下肢全面の下にクッションを置き支持基底面を広くとることにより左股関節屈筋・大腿四頭筋の筋緊
張の緩和、左下肢を挙上させることにより浮腫の軽減を図った。また、コミュニケーションを多く取
り入れることで信頼関係作りと痛みへの注意をそらした。
荷重時期での過剰筋収縮は、左下肢荷重に対する恐怖心が要因と考える。治療方法として、立位で
左右への重心移動を多く取り入れることにより左下肢への恐怖心の軽減と荷重感覚の促通を図った。
リハビリ全時期での ROM 制限に対するアプローチとして①徒手療法によるマッサージ・術創部周
囲の軟部組織へのモビライゼーション②ホットパック③筋の収縮・弛緩を利用した膝関節屈曲・伸展
運動により左股関節伸展・膝関節屈曲の可動域改善を図った。また、座位・立位姿勢での骨盤前傾位
を改善させるために、腹直筋・腹斜筋の筋力強化を実施した。
本症例は、回復期リハビリテーション病棟の入院患者様のため、1 日のリハビリ時間が比較的長時
間確保できたことも今回改善した要因の 1 つではないかと考える。
本症例は、リハビリ開始 44 日目、回復期リハビリテーション病棟に入院 40 日目で退院。現在で
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体動のある患者に対する療養病棟の取り組み
永生病院

リハビリテーション部
○ 久尾友員

岩谷清一

１.はじめに
介護療養型病棟に入院する体動のある認知症患者に対し、座位能力に合わせた車いす適合に加え、
離床時間の調整、病棟スタッフによる見守りの強化、食事動作への介入を行った。その結果、離床時
の体動は軽減し、食事が一部自力摂取できるまでに至った。症例を通じ、適切な感覚入力をすること
の大切さを学んだため報告する。
２．症例紹介
81 歳男性。要介護度 4。息子とけんかをし、殴り合いとなり、外傷性くも膜下出血を発症、右片
麻痺を呈す。前病院では、胃ろうチューブ抜去のため、つなぎ服、安全帯を使用していた。
初期評価の内容は表１のとおりである。長期目標は定期的な食事の自力摂取、短期目標は体動の軽
減とした。
表１ 初期評価の内容
Br-stage
上肢：Ⅲ 下肢：Ⅱ 手指：Ⅲ
ROM 制限
右上肢に屈曲拘縮あり
簡易坐位能力分類
Ⅲ（ムラがあるが、手すり把持にて 10 秒程度、坐位保持可）
離床時間
約 10 時間
認知機能
HDS-R：5 点 右 USN 著明
FIM
22／126（運動 13／認知 9）
３．車いす適合と経過
入院４ヵ月後、ＯＴ場面では坐位保持能力の向上を図るため、ティルトとリクライニング機能を使
用せずに評価した。隣にいて声かけすれば 20 分程度落ち着いていられたため、普通型車いすへ変更
して様子をみることにした。さらに転倒予防のために、スタッフの目に留まりやすい病棟のロビーで
離床した。また、ケアプランの中で、疲労を考慮して離床時間を約５時間に設定し、離床中の見守り
強化を掲げた。その後約４０分程度なら落ち着いていたが、それ以上は体動がみられ、転落もしてし
まった。結局離床は３時間（食事のみ）に制限された。
入院５ヵ月後、離床時間の拡大を目標に体圧分布測定器（FSA：Vista Medical inc.社製)を用いて、
座圧測定を行った。結果、左坐骨の体圧は 200mmHg 以上あったため、座クッションを変更し、105mmHg
となった。すると、約 1 時間、体動なく坐位保持が可能になり、離床時間が約５時間（３食とおやつ
時）に拡大した。食事の場所は、ロビーにて経管栄養の時と違い、他患者の顔がよくみえる食堂の円
卓になった。様々な視覚刺激により、右への注意が増え、他患者にも興味を示すようになった。入院
６ヵ月後、食事動作において、口元へのリーチが困難であったが、繰り返し促していくと、リーチで
きるようになってきた。
４．まとめと考察
ＯＴによる身体機能に合わせた車いす適合や離床時間の調整、病棟スタッフの見守り強化等のケア
プランの実施によって体動が軽減した。坐位姿勢が安定することで、適切な感覚入力（体性・迷路・
視覚）がなされ、認知症を有する本症例に対し、食事の認知とコミュニケーションの向上がもたらさ
れたと考える。また、食事という基本的欲求をみたし、症例の心の中にある“辛さ”を軽減させたの
かもしれない。
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施設再入所を予定した一例の省察
北原脳神経外科病院リハビリテーション科
理学療法士 ○ 高田 裕子
【はじめに】急性期病院では、施設入所中の患者様が意識障害や肺炎、てんかんなどを併発し再入院
してくるケースは少なくない。急性期病院では、平均在院日数の点から、長期入院は回避したいのが
偽らざるところである。この様な点から、前施設の受け入れ態勢が整うと、元の施設への「戻り」が
思いのほか早期に決定することがある。
今回提示した症例は、治療終了後、再入所が決定しており、約 3 ヶ月の間、病前機能の獲得・二次
合併症予防を目的とした介入を行ったが、大きな変化を得ることができず療養病院へ転院となってし
まった。この様な結果を受けて今回病態を再考することで得た学びとゴール設定の意義についてここ
に報告する。
【症例】左頭頂葉脳梗塞を既往にもつ 89 歳男性。施設入所中に症候性てんかん発症し当院入院、リ
ハビリ開始となる。（85 歳より認知症の指摘あり。87 歳の時に脳梗塞を発症し、当院急性期・回復
期病院の入院を経て施設入所となった）
【介入経過】初期介入時：覚醒不良、認知症により従命不可。ベッド上での姿勢は固定的であり、起
居・移乗ともに重介助レベル。二次合併症予防、覚醒向上を目的とし、施設再入所に向けた病前 ADL
獲得を目標に介入を行ったが、介助量に大きな変化を得られないまま他院転院となった。
【病態の再考】本症例を再考する中で、初回の発症から現入院に至るまでの過程が複雑で、複数の病
院、施設を経由した事が更に病状把握を困難なものとしていた。
経過をひとずつ辿ってく事で、症候性てんかん発症以前に生じた高次脳機能障害（失語・失行）と今
回入院により生じた disuse による身体機能低下や認知症の悪から当初のゴール設定を誤っていたと
の結論に至った。
【まとめ】患者を取り巻く環境がいかなる状況であっても、症例に対しての情報収集・評価に対して
は、最大限注意を払わなければならない。また、早期に方向性が決定していたことに対する甘えから
リハビリ介入方法・ゴール設定を再考することなく、継続してリハビリを提供していた点は、深く反
省すべ点だと考えている。
今回の症例を通じて、他施設はもちろん関連病院の転院であっても充分な情報を正確に理解すること
の難しさを学んだ。
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｢家を守りたい｣という思いが右手の回復への一貫したこだわりとなっていた事例
～脳出血による右片麻痺の女性透析患者を通して～
（医）康心会 ふれあい町田ホスピタル リハビリテーション科
○田中 友美 OT 小林 幸治 OT
Key Words：血液透析，脳出血，作業療法，上肢機能
【はじめに】
血液透析実施中の脳出血右片麻痺の女性患者を担当した。当初失語症により自分の意思を十分伝えるこ
とが困難ながら、主婦業への強い意思があり、その思いが右手への回復に一貫したこだわりにつながって
いたと思われた事例である。透析日を含め週５日の作業療法（以下 OT）に積極的に取り組み、6 ヶ月間
の入院後に自宅退院した。右手の機能回復のニーズに沿って進めたが、退院後生活につながる具体的な展
開が不十分だったと考え、後方視的に検討する。なお本発表にあたり事例には口頭と書面での説明と同意
を得た。
【事例】
50 代後半女性、左被殻出血右片麻痺。26 病日後リハビリ目的で当院転入院。病前は専業主婦として家
事を全て行い、夫、長男と三人暮らし。3 年前より週 3 回の血液透析を受療。夫は、事例はこだわりが強
く、自分の考えを譲らないとした。Br.stage 上肢Ⅰ手指Ⅲ下肢Ⅳ、上肢は弛緩性麻痺で肩に一横指の亜脱
臼あり、麻痺手管理も不十分だった。ADL は車椅子による移動、移乗、トイレ動作監視、食事、整容は準
備のみ介助、その他一部介助であった。移乗は不安定ながらも一人で行うことが多く、安全面への意識が
低く、注意力の低下を疑った。失語症によるコミュニケーション能力低下あり、特に自身のことを話そう
とすると言葉が出にくい様子であった。非利き手左手での書字を促しても拒否的だったが、MMSE の文
章では「私は家をまもります」と何度も試行錯誤の上で書き上げて、
「私が家にいなくちゃだめなの」と話
した。
【経過】
入院当初、麻痺側上肢に疼痛やしびれを訴え、OT で車いすテーブルなどを用いて良肢位保持を指導す
ると、一週間ほどで起居時の麻痺手への配慮がみられた。そして、疼痛等の症状も軽減し、麻痺手の置き
忘れや不良肢位も減尐した。トイレ動作では、安全に行なえるよう指導したが、自己流の方法にこだわり
があり修正困難だった。上肢の機能訓練では必要以上の介助を拒んだが、課題が上手く進行すると「自分
でやらせて」と言い、尐しでも良い反応を取り入れようとする姿勢が印象的であった。
発症 4 ヵ月後に初回外泊。本人は「特に問題なかった」としたが、夫は「心配で目が離せなかった」と
話し、ギャップがあった。この頃 Br.stage 上肢Ⅳ手指Ⅴまで回復がみられ、ADL・APDL での麻痺手の
使用訓錬を導入すると、病棟で自らズボンの上げ下げや薬袋開封を両手で行うようになった。しかし、本
人は「こんなに動くようになったけど、力はないし、まだまだ」と話した。
発症６ヵ月後、二回目の外泊。訓錬で行った洗濯物畳みを家族全員分やったと話した。入浴も夫の見守
りで行い、OT 作成の洗体タオルを使って一人で洗えたと嬉しそうに話した。夫も「今回は入浴だけ介助
し、その他は見ていて安心だった」と話した。ADL は杖歩行自立、入浴監視、その他も自立となった。
【考察】
本事例のように機能が改善すれば病前同様に生活出来ると考え、機能訓練を強く希望する患者は多い。
その希望の機能回復を重点に進めることは確かに重要である。しかし、機能訓練のみのアプローチでは上
手く行かないことも多く、病前役割や本人にとって意味ある作業を患者の語りから聴いた上で治療計画を
立てる必要がある。その際、どの時点で本人の意識を実際の作業に向けてもらうかに悩む。今回の場合、
1 回目の外泊が計画された頃から働きかけて、2 回目の外泊ではさらに主婦としての作業を経験し、出来
ることを実感出来るよう繋げられたのではないか。退院後の自宅生活イメージについて聴き、それを本人
と共に具体化するためには OTR 側からの提案の仕方が重要となる。今回の経験を今後の臨床に生かして
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他部門と協力して食事環境を調整している一例
八王子保健生活協同組合 城山病院リハビリテーション科
○ 佐藤 優美
【はじめに】自力摂取と食形態の維持を希望している症例に対し、ST のみではなく他部門の協力に
より、食事環境の調整に取り組んでいる一例を報告する。
【症例】80 歳

女性 右利き

＜診断名＞小脳梗塞 ＜現病歴＞H19.2 嘔吐し症状が悪化したため当院を受診し、入院となる。
＜既往歴＞脳梗塞５回 ＜合併症＞高血圧、発作性上皮性頻脈、大動脈弁狭窄症 ＜性格＞せっかち
＜神経心理学的症状＞嚥下障害、構音障害 ＜Hope＞今の食事を自分で食べたい。
【ST 評価】H21.2.24～H21.3.4
＜精神機能面＞HDS-R：21/30 点
＜コミュニケーション面＞日常会話の理解はほぼ可能で発話量は比較的多い。
＜構音機能面＞発話明瞭度 3/5 呼吸・発声機能、鼻咽腔閉鎖機能、口腔構音機能の低下あり。
＜摂食嚥下機能面＞反復唾液嚥下テスト：1 回/30 秒
嚥下造影検査（以下 VF）H21.4.10
先行期・準備期・口腔期：良好。
咽頭期：嚥下反射遅延、咽頭残留、喉頭侵入あり。ムセはあるが、自己喀出可能。
食道期：良好。
ペースト食と極刻みとろみ付き食ではどちらも同程度の喉頭侵入、誤嚥が認められる。ゼリーを、粥・
ペースト食・刻み食それぞれの後に食べることにより咽頭残留を軽減できる。
＜食事場面＞姿勢：普通型車椅子座位、体幹がやや右側に傾くことあり。食形態：全粥、極刻みとろ
み付き。介助：３食自力摂取。道具：右手で小さめのスプーン使用。取りこぼしあり。時間：30 分
位要し全量を摂取する。
他患の食事が済むと自分も早く食べようとする。食事中、食後にムセがある。
【他部門情報（評価）
】
＜PT より＞筋緊張：亢進。運動失調：軽度。感覚：表在・深部鈍麻。基本動作：自立。
＜OT より＞上肢機能：物品操作低下。学習能力：低い。注意：持続性低下、転導性亢進。
【目標】自力摂取と食形態の維持
【訓練プログラム】呼吸・発声練習、口腔器官の運動、アイスマッサージ、直接訓練
【経過と調整】主治医は、全身状態の管理を行っている。VF の結果より嚥下反射の遅延、咽頭残留、
喉頭侵入が認められた。そこで、ST では食事の際ゼリーを用いて咽頭残留を軽減する練習を開始し
た。ゼリーの提供と固さの程度は栄養科に依頼し調整を行った。また、家族に症例の食事に対する注
意点の書面を配布し、説明を行った。病棟では、症例に対し食事前の環境設定と声掛けを行った。
PT は身体機能面のアプローチ、OT は食具の検討と車椅子の調整を行なった。他部門のスタッフ間
とで症例の状況を、カンファレンスやＮＳＴで報告し合いコミュニケーションを図った。その結果、
食事の際咽頭残留が軽減しムセの回数が減り、現在の食形態を維持できている。
【考察】QOL を考慮した食事環境の提供は ST のみのアプローチは不可能であり、文献によると嚥
下障害の治療においてはチームアプローチが不可欠であると述べられている。本症例に対し他部門が
協力することで、現在の食形態を維持できていると考えられる。今後は、食事姿勢や食形態の変更が
必要になることが予想されるため、一日でも長く現在の食事環境を維持するためには、継続した他部
門との連携が重要であると考える。
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Ⅲ－4

安全管理において共感が得られ難かった左片麻痺患者を通じて
北原リハビリテーション病院
○ 志村 裕子
【はじめに】
今回、担当した左片麻痺患者は、自己身体への気付きが乏しく、安全管理においては、セラピスト
と解離があるように感じた。本症例への介入と結果から考えさせられた事を報告する。
【症例紹介】
70 歳代男性 診断名：脳梗塞（右内包後脚）

障害名：左片麻痺

コミュニケーションは可能ではあったが、非言語下でのやりとりはし難かった。姿勢筋トーンは低
緊張であり、麻痺側上肢は一見、動かない手のようにもみられた。ADL は軽介助～半介助レベル。高
次脳機能障害は、右半球症状を中心とした注意障害、動作遂行機能障害、左半側空間無視を認めた。
発症から 3 ヵ月以上経過し、机上のテストや課題では大きな失点はみられなくなったものの、日常生
活の場面では、躊躇せず立ち上がったり、非麻痺側下肢を必要以上に大きく振り出したりとして転倒
しそうになる場面が少なくなかった。しかしそれに対して、本症例からは「どうして注意されている
のかがわからない」という発言が聞かれ、セラピストと共感を得ることができなかった。
【介入・結果】
上記の主要問題点の改善を治療目標とし、感覚入力やリーチングを行い、肩甲帯周辺の安定性、運
動性を高め、体幹の伸展活動や目と手の協調した活動を促した。また手袋の着脱や更衣活動を実施し、
触圧刺激に対する自律的反応を引き出していった。
結果、皮膚の自律的な反応や、動作に伴う身体の構えが観察されるようになり日常生活でも、麻痺
側上肢の参加が増えた。姿勢バランスにも改善が見られ、非麻痺側下肢を必要以上に大きく振り出す
ことも軽減した。また、身体の細かな変化を感じる事が出来るようになり問題点となるところがセラ
ピストと共感できるようになってきた。
【考察】
本症例の安全管理の不十分さは、注意障害や麻痺側上下肢の支持性の低下によるものだけとは考え
にくかった。麻痺側手の参加の乏しさや非麻痺側上下肢を過剰に固定させた姿勢戦略が、外部環境か
らの十分な感覚情報を得難くしているのではないかと考える。そのため、自己身体への気付きは乏し
くなり、個人と他者との身体図式の不一致がみられ、セラピストと共感を得ることが難かったのでは
ないかと考える。
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Ⅲ－5

脳卒中者は作業療法士との協業をどのように経験しているか？
-1 事例へのインタビューを用いた仮モデルの作成（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
○ 小林 幸治
【キーワード】 作業療法，協業，脳卒中，インタビュー，回復期
【はじめに】
保健医療領域では治療者と患者の関係として協業が一層重要視され，協業は「説明と合意」を現場で具体化
する方法とされる（山田，2002）
．わが国の作業療法（以下 OT）領域で患者との協業に関する原著論文を検索
すると 17 件報告があった．OT の主たる対象の脳卒中者には，心理社会面の問題を伴うことが多いことが知ら
れているが，脳卒中者との協業の報告は 17 件中 3 件と少ない．先行研究で筆者ら（2009）は，脳卒中者と作業
療法士（以下 OTR）の協業は，
「目標を共有」
「共に話し合い試す」
「本人が主体的に取り組めるよう介入」
「本
人の自己決定を尊重」
「治療計画を見直す」の 5 カテゴリーから構成されるとした．
【目的】
脳卒中者と OTR の協業は，治療を効果的かつ検証的に進める方法であり，両者間での協業が成立する過程の
モデルを作る必要があると思われる．これは両者間の治療的関係の構築や，脳卒中者に OTR が与える影響を考
える際の基準的枠組みとなると期待される．
本研究の目的は，
一事例を通じて仮モデルを作成することにある．
【対象】
70 代女性脳卒中患者．発症し脳神経外科病院にて保存加療，1.5 カ月後回復期リハ病棟のある病院へ転入院
し 4 カ月間 OT（筆者担当）などのリハを受けて自宅退院，その後週 2 回デイケア通所中である．事例は回復期
リハ病棟入院中，OT 実施過程で上記 5 つの協業のカテゴリーを満たし，本人もそのことに合意したため対象と
した．なお事例より口頭と紙面での同意を得た．
【方法】
筆者は退院 5 カ月後に事例から手紙を頂いた．そこに入院中の OT の思い出とともに，退院後の落ち込みと立
ち直りの様子が記されていた．筆者は事例と連絡を取り，倒れた日から 1 年を迎える不安などを聞いた．発症
1 年 1 カ月後 2009 年 5 月 2 日，事例自宅にて 2 時間のインタビューを実施．現在の生活，今後の生活，入院中
の様子，OT の印象，OT で意味があったものとなかったもの，自信を取り戻すきっかけ，などの質問項目からな
るインタビューガイドを事前に用意し，半構造化面接とした．実施後，録音したインタビューを書き起こした．
インタビューデータの他，手紙，インタビュー時の筆記記録を分析対象とした．分析ワークシート（木下，2003）
を用いて概念を作成，概念からカテゴリーを作成し，カテゴリー間の関係をまとめた．
【結果】
事例は退院後にもう OT が受けられない，
「私は半身まひのどこにも助ける人のいない年寄り」になったと落
ち込んだ．現実には夫や娘に介護されながらも，立ち直りに長く苦しんだ．前院のできない自分を厳しく叱る
スタッフという負のイメージに対し，転院後にリハを受けた 4 カ月は今となっては「夢のような温かい霧に包
まれて」いたイメージを持つ．その期間，事例はトイレに一人で行きたい，箸が持てるようになりたい，とい
った要望に応えた OTR を通して，成果が出る中で自分自身のリハへ没入した．事例にとって OTR はできるよう
になって認めてもらいたい存在となり，OTR との会話を通じて自尊心を取り戻した．その経験が，退院後生活
とのギャップとなったが，OT 経験を思い起こすことが立ち直りの一助にもなっていた．
【考察】
経験的に，多くの脳卒中者に自宅退院後，現実検討を強いられる時期の落ち込みが共通してみられる．一方，
発症直後には衝撃や怖れから全てを専門家に委ねたいと願うが病院では十分対処されない（Pound，1995）
．事
例のように，回復期には身体面の回復だけでなく，専門職との心理社会面の支援を得る関係を通して自己の回
復を図ると思われる．
この時期に OTR には，
その人が以前構築してきた道と確実に結びつくようなケア
（Clark，
1996）を意識した関わりが必要となると考えられた．
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記憶障害の病識獲得を促す支援 ～医療機関における就労支援の報告～
医療法人社団 北原脳神経外科病院 作業療法士
○ 飯沼 舞
廣瀬 陽子
＜はじめに＞
脳血管疾患を発症した患者の中には、後遺症として片麻痺や高次脳機能障害を有す方が多く、これ
らの後遺症が就労を妨げる場合がある。当院では、
『ボランティアサークルあしたば（以下、
「あした
ば」
）』と『外来リハビリテーション（以下、「J トレ」
）
』を通して、再就労に向けた支援を行ってい
る。後遺症の中でも、特に病識獲得が課題となることが多く、再就労を目指す上で重要な課題である
と感じている。今回、再就労を目指す症例に対し、記憶障害についての病識獲得を促す支援を行った
ため報告するとともに、医療機関で病識獲得に向けた支援を行うことの必要性について考察する。な
お、症例には個人情報保護と、個人が特定されない形で口頭発表を行うことについて説明し、同意を
得ている。
＜当院における就労支援活動＞
「あしたば」毎週木曜日 9 時 30 分～12 時 定員 10 名（ＯＴ2 名）
院内におけるボランティア活動を通して、体力の向上や機能の改善を目指している。
「J トレ」 毎週月曜日・水曜日の午前中 定員 8 名/日（ＯＴ2 名）
実際の職務に近い活動を用いて、身体機能障害、高次脳機能障害などに対する評価や訓練を行ってい
る。
＜症例紹介＞
症例 A40 代男性。現病歴平成 X 年 3 月に脳内出血（左前頭葉）を発症。リハビリ目的に北原リハビ
リテーション病院に入院。平成 X 年 9 月に自宅退院し、10 月から当院にて外来 PT・OT を開始。再
就労を希望されていた為、平成 X＋1 年 9 月に「あしたば」を開始し、12 月に「J トレ」を開始。職
業歴元々、大手家具メーカー勤務。キャリアアップを目指し転職したが、研修期間中に発症し解雇と
なる。評価（「あしたば」開始時）身体機能：右片麻痺 Br.Stage 上肢Ⅴ－手指Ⅴ－下肢Ⅳ、移動自立
（屋内外ともに装具・T 字杖使用）
、ADL 自立。高次脳機能障害：記憶障害（三宅式記銘力検査： 有
5－8－6 無 0－0－1 ）、注意障害、病識低下（記憶障害に対する病識はなく「前から忘れっぽい」
と、取り繕うような発言が目立つ）
。
＜記憶障害の病識獲得を促す介入＞
評価より、主な問題点として記憶障害と病識低下が挙げられた。本症例が再就労を目指す為には、
メモをとるなどの代償手段を取り入れる必要があると考え、以下、①から③の順で介入した。
介入経過（X＋2 年 6 月～）①神経心理学的検査のフィードバックと障害の説明を行い、障害に対す
る気づきを促した。②実際の活動の中で障害に気づく場面を設け、自分の障害と、実際の活動におけ
る障害の影響を結びつけられるように促した。③実際の活動においてメモの利用を促し、代償手段の
活用を目指した。
介入後の変化（X＋2 年 9 月）三宅式記銘力検査：有）5－7－8 無）0－2－2 記憶障害に対する語
り：
「記憶できない」
、「メモするしかないね」 ボランティア活動中の様子：手帳を持ち歩き、作業
手順や予定などを記載する
＜考察＞
今回、
症例に対し、記憶障害の病識獲得と代償手段の獲得を促すことを目指し介入した。本症例は、
検査結果や実際の活動などを通して記憶障害に気づき、徐々に代償手段を活用できるようになった。
本症例のように代償手段の獲得に至るには、病識獲得に向けた現状評価と段階付けた介入に加え、時
間を要す。医療機関の支援者は、病識獲得を促すことが代償手段の獲得につながり、将来的に就労に
つながるということを認識しておく必要がある。また、症例が病識獲得を目指す上で、現在どのよう
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役割の再構築からその人らしい生活へ ～人間作業モデルの視点から～
医療法人永生会永生病院リハビリテーション部
○ 清水 竜太
1．はじめに
人間作業モデルに基づき、本事例にとって意味のある作業を提供した。その結果、自宅生活におけ
る役割の再構築が得られ、本事例らしい生活につながったので報告する。
2． 人間作業モデルとは
人間作業モデルは OT における一つの理論であり、人が行う作業は、人の「意志」「習慣と役割」
「遂行能力」
「環境」が複雑な相互作用を反映したものと定義している。
3． 事例紹介
A さんは 60 歳男性で脳出血を発症し、軽度の左片麻痺と高次脳機能障害を呈し、1 ヶ月後に当院
回復期リハ病棟に入院した。入院時は左上肢の痛み・しびれ、軽度の左半側空間無視・注意障害が観
察されたが、ADL は自立～見守り、移動は杖歩行にて見守りであった。本人のニーズは「学校の用
務員の仕事に戻りたい」であり、職場復帰を安易に考えていた。
4． OT 評価
A さんは 20 代前半で結婚し、一家の大黒柱として子供を育てるために仕事ばかりしていた。現在
は妻と長女夫婦と孫二人と暮らし、5 年前より車いす生活となった妻の介護も行っていた。今までの
生活歴から A さんの意志・習慣と役割を見出し、
「仕事に戻りたい」という発言は「家族のために生
産的なことをしたい」と解釈して OT を実施した。
5． OT 介入と経過
＜第一期（入院～3 週）＞左上肢の痛み・しびれの改善に積極的に介入するが一時的な改善であった。
簡単な細かい作業場面では、注意散漫でミスがあり拒否的であった。
＜第二期（入院 3 週～6 週）＞病院生活で時間を持て余していた A さんが、病棟でもできる作業と
して、OT 評価から「家族のためにネット手芸でテッシュボックスを作ること」を提案した。初めは
修正が必要であったが、次第に病棟でも自主的に行えるようになった。
＜第三期（入院 6 週～12 週）＞ネット手芸が家族に好評であり「もう一つ作りたい」、
「孫も作りた
いって言うから教えたい」と自発的な作業選択がされ、作品が完成した時の満足した表情や孫に教え
ることを待ちわびている様子がみられた。OT では最小限の助言と環境調整のみ介入し見守った。退
院時には、A さんと話し合い、体調に配慮しながら、妻や孫の面倒を見たり家の仕事の手伝いをして、
様子をみてから職場に戻ることとなった。
6． 考察
人間作業モデルに基づき、本事例の意志、習慣と役割、遂行機能、病院という環境を踏まえて、意
味のある「家族のために行える作業」を提供することができた。意味のある作業の実施により、本事
例が家族のためにできることを自発的に選択でき、
「妻や孫の世話」
「家の仕事」という役割の再構築
が得られ、本事例らしい自宅生活につながったと考える。
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聞く・聴く・効く
～私の声、あなたの支援に活かされていますか？～

平成 20 年度の南多摩圏域における調査より
医療法人社団永生会永生病院 地域リハ支援事業推進室
今村 安秀、井出 大、石濱裕規、渡邉要一
【目的】病院、療養施設退院後の患者（利用者）が安心して在宅生活を送るため、リハ関連サービス提供者がそ
の利用実情を理解することで退院前の準備、連携に役立てることを目的に調査した。
【対象と方法】平成 20 年 8 月から 10 月に東京都南多摩圏域内の医療機関・施設に入所し自宅退院した介護保
険適応の患者（利用者）とセラピストを対象にアンケート調査を実施した。利用者調査の調査項目は、１．基本属
性（年齢、性別、病名、要介護度） 、２．利用サービス：利用の有無（16 項目）・利用サービスへの満足度（各 5 段
階）・重要度（利用有無に関らず）（16 項目中）、３．（現在の）不安（20 項目中）であった。セラピスト調査の調査項
目は、１．基本属性 （年齢、性別、経験年数、職種、勤務先施設形態）、２．病棟種別（病院勤務者）、３．退院指
導：指導の有無・紹介サービス（16 項目中）・サービスの重要度（16 項目中）、４．不安（退院（退所）時）（20 項目）、
５．連携の必要性と重要項目 （8 項目）であった。記入は匿名記入方式としたが、患者調査とセラピスト調査を
コードにより照合可能とした。
【結果】参加施設は 33 施設、患者調査は、回収数 189 件（回収率 47.8％）、回収率 47.8％、平均年齢 78.2 歳、
男性 52％、女性 48％、疾患は脳血管障害 58％、整形外科疾患 24％、内部障害 11％、その他 7％であった。介
護度は要介護 3：35％、要介護 2：18％、要介護 4：9％であった。セラピスト調査は、回収数 423 名 （回収率
70.5％）、平均年齢 28.9 歳、平均経験年数 5.0 年、職種は、ＰＴ276 名、ＯＴ106 名、ＳＴ39 名、不明 2 名であった。
サービス利用度と重要度はともに外来診療、外来リハおよび福祉用具貸与の順に高く、訪問診療・看護、訪
問リハの利用度は低かった。サービス満足度は福祉用具貸与が最も高く、訪問診療・看護・リハも高かったが、
施設系サービスが低かった。利用している各種サービスの満足度とサービス全体の満足度の相関は訪問介護
（ｒ＝0,90）、外来リハ（ｒ＝0,55）、デイサービス（ｒ＝0,53）の順で高く、福祉用具貸与は相関が低かった。
患者調査における不安の回答を、対象患者（利用者）様の不安に思う項目数を中央値（5.2）により小不安群と
多不安群に分類したところ、多不安群は要介護度が高い群で多く、また整形外科・内部疾患群より脳血管障害・
難病群に多い傾向が認められた。患者（利用者）の平均サービス利用数は、多不安群（4.3 件）が少不安群（2.83
件）を有意に上回った（P＜0.05）。また利用サービスと重要と考えるサービス間の差は、多不安群（3.14 件）が少
不安群の（1.71 件）を有意に上回った（P＜0.01）。さらに、患者―担当セラピスト間で照合可能であった回答
(n=135)において、正解率を補正した一致度（＝（一致項目数×患者回答項目数／セラピスト回答項目数）／
一致項目数）を算出し、多不安群―小不安群間で比較を行った結果、利用・紹介サービス、サービスの重要度、
に関しては両群間の一致度に有意な差はみられなかったが、不安に関しては少不安群より多不安群のほうが
患者―セラピスト間の一致度は高くなった（P＜0.01）。さらに、不安の一致度を回復期病棟群と一般その他病棟
群間で比較すると回復期病棟群のほうが一致度は高くなった（P＜0.05）。
【考察とまとめ】退院後の患者（利用者）では外来の医療サービスに比較し、在宅医療関連サービスの認知度が
低い可能性があり、サービス全体の満足度は人的支援サービスの影響が強いと考えられる。退院時に不安と感
じた項目数が多い場合、利用サービス数は多くなる傾向がみられ、かつ多不安群で現利用サービスと重要度と
考えているサービスのギャップがあることから、介護保険利用者がより満足できるサービスの提供と質の向上が
必要であることが示唆された。不安の一致度の検討において、脳血管障害・難病で要介護度が高い場合、患者
（利用者）様、セラピスト双方が不安と感じる項目数も多く、一致しやすいことが示唆されたことから、より重度で
回復に期間を要する方程患者の不安は多くなるが、回復期病棟の利用等でリハビリテーション職種が関わる期
間が一定期間確保されることにより、セラピストが患者の不安を把握できる可能性が高くなることが示唆された。
(詳細は第 4 回南多摩リハビリテーションスタッフ合同会議学術集会抄録集を御参照下さい。)

小講義要旨：行為としての聴き取り
東京大学大学院教育学研究科 能智正博
私が専門としている臨床心理学において中核に位置づけられるのは対人援助活動であり、
その活動には援助対象者の声を聴き取ることが欠かせない。カウンセリングでは、クライ
エントがどういう問題状況にいるのかを、その声の聴き取りによって推測しようとすると
ころから始まる。また、福祉の領域では、クライエントがもっているニーズを聴き取りな
がらそれに応じたサービスを提供したりリソースを紹介したりする。
しかし、そもそも「聴き取る」とはいったいどういうことなのだろうか。今回は、この
一見あたりまえにも見える疑問に思いをめぐらせつつ、最近臨床心理学やその関連領域で
あるインタビュー研究の分野で議論されている内容を簡単にお話ししてみたい。
常識的に言って、私たちは聴き取りという行為を次のような過程だと思っている。まず
話し手の中に何か話したいことが隠れていて、それがやりとりのなかで言葉の形で取り出
される。それはちょうど、宝物が洞窟かどこかに隠されていて、その洞窟の扉の向こうに
あるものを発見するのに似ている。そこでは、扉をこじ開けるのは聴き手の役割だが、扉
の向こう側にあるものに対しては、聴き手は受動的に受け取るしかない。
しかし、臨床心理学や関連分野の実践においてはそういったイメージで聴き取りをとら
えるのは不適当かもしれない。というのも、はじめから言いたいことが語り手のなかでは
っきりしているとは限らないからである。理由のよくわからない不安にかられている人も
いるし、自分が何を求めているのかがわからない人もいる。聴き取りとは、そうした状況
も含めて、語り手と向き合う行為である。
当日は、そうした聴き取りに対する一般的な見方を相対化しつつ、五感を通じての聴き
取り、働きかけとしての聴き取り、相互行為としての聴き取り、相互の発見としての聴き
取り、なとどいった切り口で、
「聴く」という行為の諸相について考察していく。そこから、
「聴く」ことに対する新たな視点や技法のヒントが見えてくれば幸いである。

活動紹介・施設紹介
にじの会
富士山と私
あきる台病院
北原脳神経外科病院
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
清智会記念病院
多摩丘陵病院
東京医科大学八王子医療センター
はちせい複合事業所もとはち
ふれあい町田ホスピタル
町田慶泉病院
医療法人社団永生会法人本部リハビリ統括管理部
訪問看護ステーション
とんぼ・めだか・ひばり・いるか
スマイル永生
南多摩病院

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」を合言葉に活動しております。
八王子・日野などに在住の３６家族から成り立っております。

＜会の内容＞
☆毎日 1 回 第３木曜日（八王子市保健所・別館）
・経験交流会（福祉用具や訪問看護の受け入れの時期など）
・かんたんな体操教室（講師を招いて車いすでもできるもの）
・お楽しみ会（音楽鑑賞など）
・医療講演会
・リハビリ講習会（理学・作業・言語など）
☆各月で日曜茶話会（クリエートホールなど）
・雑談会
・業者コニューケーション機器の使い方（業者の方を招いて）など
☆毎月１回の会報
・会員からの投稿や交流会の報告、医療行事等の関連記事など

＜連絡先＞
八王子市にじの会
八王子市明神町３－７－４（事務方 小林）

０４２－６４２－３８０９

「富士山」と私
私は、“難病”（後縦靭帯骨化症）と診断されてから、辛い日々を送っている
時、何か心身を癒やすものが無いかと前向きに探していたところ、本屋さんに
あったプロ写真家の「富士山」の写真集を見て、富士山に行ってみようと思い
つきました。
それから、リハビリテーションを兼ねて、一か月に 2－4 日程度、無理をしない
程度に撮影に行く様になりました。
その後、早や 25 年以上経った今、病気と戦いながら現在も体調と天気の様子を
見ながら撮影に行ってます。
「パネル」と「写真集」を御覧になり、御意見と御指導をノートに頂ければ幸
いです。
[写真展]他
平成 11 年 10 月
平成 14 年 5 月
平成 14 年 7 月
平成 14 年秋
平成 18 年 9 月～
平成 21 年夏
その他

於．銀座第一ホテル
於．八ヶ岳自然ふれあいセンター
於．町田市フォトサロン
於．永生クリニック「通信 eisei」秋号の表紙に掲載
訪問リハビリ利用開始（とんぼ）
写真集 発刊
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
八王子市在住
百瀬 進 71 歳

医療法人財団 暁 あきる台病院 リハビリテーション部
所在地：〒197-0804 東京都あきる野市秋川６－５－１
電話 042-559-6077

E-mail adress whoicf@yahoo.co.jp
（発表者

作業療法士 井上 真二）

[診療科目]
内科、消化器科、 神経内科、 麻酔科、循環器科、 精神科（外来のみ）、リハビリテーション科
[病床数] １００床
一般病床 ４８床、 介護療養型病床

５２床

[リハビリテーション部スタッフ構成]
リハビリテーション専門医 １名 理学療法士 １６名
作業療法士 ９名
看護師 ２名

言語聴覚士 １名

介護福祉士等２４名

社会福祉等 ３名

[リハビリテーション部の特徴]
・セラピストの病棟担当制
・訪問リハビリテーションスタッフの専属専従配置
・通所リハビリテーションスタッフの専属専従配置
[具体的な取り組み]
①訪問リハビリテーション
あきる台病院
小平営業所
②通所リハビリテーション
あきる台病院デイケアセンター

２７名定員

あきる台クリニック通所リハビリテーション

４０名定員

③介護療養型病床
[今後の方針]
・平成 10 年度から構築した、訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションをより質的に
高める。
・地域の高齢者リハビリテーションを活性化し、地域リハビリテーションの発展に寄与する。
・訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションとの連携により、在宅との連携を強化する。

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／腎臓内科他，計 27 科
【病床数】
総病床数 621 床・第三次救命救急センター 30 床
【リハビリテーション部 スタッフ構成】
ＰＴ ６名 ／ＯＴ ３名 ／ＳＴ ２名 （1 名増員予定）
【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）
【リハ処方の割合】
平成 21 年の一年間では 958 例の処方があり，その内訳は整形疾患 40％，中枢神経疾患 37％，
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 23％と，様々な疾患に対
するリハを施行しています．
【転機】
（平成 21 年 11 月～平成 22 年 2 月）
整形疾患では自宅退院 84％，リハ転院 13％，療養転院 3％と自宅復帰される方が多くを占めて
います．一方，中枢神経疾患では自宅退院 51％，リハ転院 29％，療養転院 17％と約半数がﾘﾊ転
院をされております．リハ転院される方は，約 1 か月程度の期間を要し，転院先は八王子市内の
回復期病院に転院される方が約 7 割となっています．
【リハ部の特徴】
・病棟担当制とし，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施行することで，
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．
・栄養サポートチーム（NST）委員会・NST 回診チームに ST が参加しています．
・脳神経外科・神経内科の医師と看護師， MSW，リハ，薬剤部，栄養部，事務部が集まり，定期
的に勉強会を開催し，中枢神経疾患に対する知識を共有する場を設けています．
・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．
・リハ部内において，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】
整形疾患では人工関節や脊椎疾患や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，パーキンソン等の慢性疾患や難病の患者様のリハも施行しています．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，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い構音・嚥下・電気喉頭
の訓練も多く行っております．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．

ふれあい町田便
－４年目へ、より地域に根差した病院・施設づくりを目指して－
（医）康心会 ふれあい町田ホスピタル・
介護老人保健施設ふれあいの町田
昨年から南多摩リハスタッフ合同会議に参加させていただきました．
当院のある町田市小山が丘は市内で最も人口増加が著しいと言われる地域ですが，そばに市内随一の桜
名所尾根緑道などの緑も多くあり，当施設からは丹沢山系や富士山を一望することができます．
近隣にはショッピングセンターが充実し、休日は買い物客で道路の渋滞でも有名に？なりました．
ごく簡単に両施設とそのリハビリテーションの紹介をします．


ふれあい町田ホスピタル
・回復期リハ、整形外科、人工透析を中心とした一般病院（許可病床 199 床）です．
・回復期リハでは、今年度、町田市民病院や相模原協同病院他の近隣急性期病院との地域連携パス
に参画させていただくことができて、町田・相模原などの患者様が自宅近くの回復期リハ病院と
して当院でリハを受けていただける体制が整ってきました．
・整形外科では脊椎センターの充実を目指しており、今年度から頚椎・腰椎などの術後患者様の整
形回診にリハスタッフも同行するようになり、手術直後からのリハを行っています．
・透析患者様へのリハビリテーションは、一般に障害の多彩さや全身管理の点で難しい面が多いと
言われます．今回、口述発表では透析を行いながら積極的なリハを進めた事例の報告をします．
・リハスタッフは 22 年 2 月現在ＰＴ15 名、ＯＴ10 名、ＳＴ2 名が在籍し、病棟担当制で勤務して
いますが、次年度さらに充実する予定です．



介護老人保健施設ふれあいの町田
・入所は一般棟、認知症棟を合わせて 150 床ですが、通所リハビリは今年度、定員を 30→40 人に
増員させて祝日もご利用いただけるようにすることができました．
・また、隣のふれあい町田ホスピタルからの入所、通所のご利用の方はもちろん、近隣の他の回復
期リハビリ病院などを退院された方々の通所リハビリのご利用が次第に増えてきています．
当日は、介護予防での男性中心の料理教室の話題を紹介します．
・リハスタッフは 22 年 2 月現在ＰＴ3 名、ＯＴ4 名、ＳＴ1 名が在籍し、今年度から特に入所の方々
には、個別リハと集団リハを組み合わせて生活の活発化を図る方法を取り入れ、通所リハビリ
ご利用者様には個別でのリハビリをしっかりと受けて頂けるように体制を整えてきました．
両施設とも 22 年度は開設 4 年目となります．より地域に根差した病院・施設づくりを目指して、
そのためにリハビリ機能の充実を図っていきます．その他、病院 2 階にはシニアレジデンス町田（有
料老人ホーム）があり、こちらのご入居者様への外来リハにも力を入れています．
今後ともよろしくお願いします．
（文責：リハビリテーション科小林）

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 １０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
○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：八王子市子安町 ３-２４-１５
電話：０４２-６２４－５１１１
ＵＲＬ：http://www.seichikai.com/

永生会法人本部リハビリテーション統括管理部
永生会法人本部リハビリテーション統括管理部
渡邉 要一
平成 21 年 5 月 1 日、永生会法人リハビリテーション部門を効率的・効果的に運用し、患者・
利用者にとって望ましいリハビリテーションサービスを提供するために法人本部にリハビリテー
ション統括管理部が設置されました。本案件は平成 19 年度からの懸案事項であり、新部署設置に
当たってはプロジェクト（7 回）が開催され、目的、業務内容、人員配置が検討されました。
１．目的
「法人内の各施設の有機的、合目的的連携を図るために、事業計画並びに人員配置等の指導、
調整、助言およびこれらに伴う教育等を行うこと」
２．スタッフ構成
部長、教育担当係長（PT、OT、ST 各 1 名兼務）
、在宅サービス統括係長（兼務）
３．業務内容
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

法人リハビリ全体の理念・基本方針の策定
法人リハビリ全体の長中期計画、年度目標 BSC（Balance Score Card）の策定
リハビリ関連の新規事業の企画、開拓
各事業所 BSC の調整
法人リハビリ運営会議の開催
セラピストを中心とした職員の育成（教育）
…理念・基本方針に基づいた教育、リハビリ（マインド）の啓蒙
人事異動の調整（配置人員数の調整…直接の人事権は各事業所が有する）
地域リハビリ支援事業
法人リハビリ勉強会の開催
法人リハビリ安全推進会議（SMG；Safety Management Group）の開催

平成 21 年度永生会リハビリテーション部門人員配置
一般内科（３Ａ・３Ｂ）
整形外科（３Ｃ）

永生病院

回復期

２Ａ
５Ａ

療養
精神

永生クリニック

ＰＴ

ＯＴ

ＳＴ

10
9
10
9
9
1
11

5
0
8
8
5
5
3
1
4
1
1
1
0
1
2

4
0
4
4
4
1
2
0
0
1
0
0
0
1
0

1
46

1
22
171

スマイル永生
イマジン
とんぼ
訪 問

めだか
ひばり
いるか

マイウェイ四谷
南多摩病院
研究開発センター

統括部（地域リハ支援センター）

計

3
4
2
2
2
3
4
（３）
2
81

リハ専門医

事務・助手

総数

5

4

105

1

6
2

26
7
14

6

2

5
8

2
16

6
171

永生会訪問看護ステーション 訪問リハビリのご紹介
永生会訪問看護ステーションとんぼ
○ 荒尾 雅文
前原 恵美 福井 博樹 八木 静江
○当法人の訪問看護ステーションの紹介
永生会では八王子市内全域を 4 つの地域に分け 4 つの訪問看護ステーションで訪問しています。今回は
永生会の訪問看護ステーションをからの訪問リハビリを紹介させて頂きます。
○4 つの訪問看護ステーション

○リハビリスタッフ構成
ＰＴ

ＯＴ

ＳＴ

合計

めだか

2

５（４）

1

2
3（非常勤１）

1（非常勤１）

ひばり

1（非常勤１）

５（４）

いるか

1（非常勤１）

1（非常勤１）

４（４）

とんぼ

2
4（非常勤１）

1（非常勤１）

５（４）

合計

９

6

２

１７

○各ステーションの訪問地域
とんぼ・・・八王子市北東部
いるか・・・八王子市南東部

ひばり・・・八王子市北西部
めだか・・・八王子市南西部

○ 訪問リハビリ依頼方法
訪問リハビリでは「居宅・またはその周辺環境で困難なことのリハビリテーション」を目的に居宅
へ訪問しています。まず在宅でどのようなことに困っているかを評価して頂き、
とんぼ荒尾（0426－632－6351）までご連絡いただければ御相談に乗らせて頂きます。

介護サービス スマイル永生にて行った「合宿勉強会」の紹介
～「聞く・聴く」を「効く」にするには！？～
医療法人社団永生会 介護サービス スマイル永生
○理学療法士 袴田さち子
作業療法士
施設長 医師

多良淳二
橋田 潤

１．はじめに：
我々は、医療法人社団永生会内の永生クリニックに併設する形で「介護サービス スマイル永生」という通
所リハビリテーション事業所を展開しています。
今回ご紹介する合宿勉強会は、その事業所に関わるスタッフで、今後の「急速な全国的高齢化率上昇につい
て」や「度重なる医療・介護保険制度改正」を勉強しつつ、
『介護保険と通所リハビリに期待される多様化した
ニーズに応えられるエネルギーをみんなで養おう！！』という考えのもと行ってみました。
介護保険事業における「リハビリテーション」を考えていく上でも、相互の話を「聞く・聴く」ということ
がいかに大切かと実感できる機会でもありましたので、活動の様子をご紹介したいと考えます。
２．勉強会の目的：
「スマイル永生」においては、理念や「こうあるべきである」といった共通の方向性は設定していませんで
した。それは「必要なことを必要に応じて考え、行動に移す」という方法でサービス内容や対応方法の決定を
行ってきた為です。しかし、関わるスタッフが増える中「必要なことって何だ？」という考え方がいい意味で
も悪い意味でも多様化しているのも現実となってきました。
そこで、勉強会では現在サービス提供に従事しているスタッフで「スマイル永生で、今必要と考えられるこ
と」について、それぞれの参加者が現在考えていることや困難と感じていること、知りたいことなどとして挙
げ、それぞれの参加者が整理しディスカッションすることで、参加者相互が知識の共有化に向けて働きかける
ような形式にしていきたいと考えました。またリハスタッフのみでなく、他職種（運動指導士・事務など）も
参加したことでリハスタッフのみでは偏りがちな考え方が、利用者にとって必要な考えを新たに導き出せると
考えました。それが利用者にも還元できれば「効く」につながるのではないでしょうか？
３．勉強会形式：
開催日時：平成 21 年 10 月 3 日（土）18：00～4 日（日）10：00→夜通ししゃべりました！！
開催場所：永生クリニック リハビリテーション室
参加者：言語聴覚士 1 名、作業療法士 2 名、理学療法士 10 名、健康運動実践指導士 1 名、事務職員 1
名
内容：第１部）各々持ち時間 30 分の設定で発表と質疑応答を行いました
プレゼンテーションの方法は自由形式で「合いの手役」と話の盛り上がり、方向性を作りま
す
第 2 部）スマイル永生にて介護予防・運動デイケア・活動デイケアを担当する 3 人が現状を話しまし
た
施設主任から介護保険の現状や高齢化社会の話、今後の通所リハビリについての話がありま
した
※内容の詳細はポスターにてパネル会場に展示いたします。ぜひご覧ください。
４．まとめ：
介護保険や地域リハビリには今後も厳しい現実が待っていることと思いますが、仲間を作って一緒に悩み、
考えていくことで、たくさんのことを発信し続けていけると確信しました。
この勉強会は今後も継続・進化をしていけるように考えています。もし興味のある方がいらっしゃいました
ら一緒に参加してみませんか？ぜひご連絡ください。
（ 連絡先：smile-eisei@eisei.or.jp 介護サービス ス
マイル永生）

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
【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、開設以来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。この長い歴史のなかで平成 21 年 4 月より運営は医療法人社
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うこととなった。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、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。
標榜している診療科は内科、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、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から構成され、平成 22 年 1
月より救急科が開設され、4 月からは小児科が開設予定となっている。また人工透析 32 床を有し、人
間ドッグも実施しております。
【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」と掲げられ、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）としている。
【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．外科手術後の廃用症候群に対するリハビリテーションの実施。
６．肝機能障害に対するリハビリテーションの実施。
７．リハ専門職 11 名中 8 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。

平成21年度
実施講習会等の概要

イベント名

第1回地域リハビリテーション講習会

テーマ

動作介助法講習会（ＮＨＡ理論による動作介助法）

開催日

平成21年9月10日 10月8

1

会場 介護老人保健施設イマジン

参加人数

講師御所属
ＮＰＯ法人 動作介助研究会 大久野病院リハビリテーション科

講師名等
長田 好広

ＮＰＯ法人 動作介助研究会 医療法人社団 清伸会 ふじの温泉病院

須崎 隆光

ＮＰＯ法人 動作介助研究会 緑が丘訪問看護ステーション

富森 賢

計166 名
先生
先生
先生
先生
先生
先生

内容
第1回 9月10日（水） 「ホールドアンドカバー法」
ADLにおける動作介助の位置付け
HNA: Human's Natural Action とは・・・ Lifting と Shifting
「持ち上げない」 腰痛・事故の予防
移乗動作の構成要素と自立度からみたトランスファーパターンの分類
Hold & Cover 法とは
「重心を足部に移す―回転する―重心を座骨に戻す」 従来法との違い 重心移動 実技
第2回 10月8日（水） 「スライド法」
トランスファーに介助を要する原因
従来の介助法とテコの原理
スライド法とは
「乗せる―回転する―座らせる」 技法のポイント 適応と下肢の支持性 実技
第3回 11月12日（水） 「寝返りから起き上がり」
ＨＮＡによる寝返り介助 テコの原理 動作の順序・動作の方向・寝返る方法 実技
ＨＮＡによる起き上がり介助 トルク作用の応用 側臥位からの動作の順序 骨盤を斜め後方
に転がす 実技
介助上の注意点

感想
・大変密度の濃い充実した内容でした。3時間みっちり技術講習が受けられ、しかも無料というのは大変なことだと思います。
・会場がやや遠いのが気になりました。
・患者様に優しい動作介助だと思います。
・HNAを世間に広げていきたいと思いました。広報活動をもっともっと頑張って欲しいです。
・練習や有料の講習会を通して、さらなる向上を図らないと、患者様には活かせないと思います。今後も練習していきます。
・体重移動を利用することで、余分な力を必要としない移乗の仕方を学べました。ありがとうございました。
・今度は患者様の能力を最大限に活かした動作練習方法（介助動作自体が動作練習になるような・・）を知りたいです。
・今回の講師の方々に、施設に来て頂きたいです。介助する側・される側の両方が楽な方法があることを知り、眼からうろこでし
た。ありがとうございました。
・人間の基本的な動作を知ることが大切だと感じました。
・リハだけでなく、介護職の方にも「人の動きを邪魔しない援助」の一端を教えて頂きました。今後、デイ・入所スタッフにも参加を
促すと共に、もっと基礎的な知識・技術の伝達を進めたいと思いました。
・おもしろかったです。スライド法はさっそく現場で使っています（当然ですが、やりにくい方もいますが・・）。
・開催時間帯を変えて欲しいです。

2

イベント名

第2回地域リハビリテーション講習会

テーマ

臨床に活かす質的研究の方法論 ―当事者の＜語り＞と出会うために―

開催日

平成21年11月6日（金）

会場 介護老人保健施設イマジン

参加人数

講師御所属
東京大学教育学部大学院 准教授

講師名等
能智正博

コメンテーター： 永生会在宅総合ケアセンター長 看護師

加藤公恵

70 名
先生
先生
先生
先生
先生
先生

内容
１．講義（能智先生）
１）質的研究とはどういうものか
データの収集や分析や結果の報告において、数量という形式に頼るのではなく、言語的な表
現を重視する研究法の総称
２）質的研究の姿勢はどう役に立つのか
〈語り〉の構造：出来事としての語りをとらえる
３）質的研究の姿勢をどう実現するか
従来の視点から離れる＝トップダウン処理を抑制する
問いかける： 問いの対象を設定す 、内容／出来事についての問い
４）質的方法を使う研究とはどんなものか
言語表出が制限された1人の失語症者の〈語り〉を捉える
作業所に残っていたスナップ写真、面接記録、直接観察から10年にわたる場の意味の変化を
とらえる。 風景としての場⇒容器としての場⇒網の目としての場 という変化の過程。
２．事例報告とディスカッション（加藤先生 能智先生） 如何に＜語り＞を捉えるか？
本人：デイサービスもショートステイも拒否 「アンナところ行きたくない 家にいたい。」
ケアマネと家族で強引に説得 「家で長く暮らすために、行かなきゃ！」
リハビリをして家に帰りましょう ＡＤＬ自立に向けて訓練
「今までお茶は妻がいれてくれたのに病気になって、リハビリだから自分でどうぞといわれる」
「身の回りの事は、誰かがやってくれるから、いいんだ」

感想
当事者からお話を聞くような場合は，それをできる限り客観的に捉えていく必要があります．ともすると語られた言葉は，研究者と
いうフィルターを介して偏ったかたちで解釈されるかも知れません．自分のものさしを自覚し，自分のものさしから離れて，対象者
のものさしを探していく必要があります．問いかけることを熟考し，問いかけのタイプを変えてみたり，当事者の発する言葉を色々
な視点から眺めて解釈する必要があるとのことでした．このようにして語られる言葉にその背景も考慮しながらできる限り客観性を
持たせていくということが質的研究の姿勢になります．「語りの構造とは，物語の中で展開される」という先生の言葉が印象的です．
また，先生は質的研究の事例として，言語表出が制限された失語症者の＜語り＞に注目した例をお示しくださいました．，語りを
捉えるために画像データ（スナップ写真）を軸に，観察データや他者からの情報なども総合して，＜語り＞の一側面として，場の意
味づけに挑戦したものでした．身体障害者授産施設で働くＮさん57歳の場合を取り上げ，Ｎさんが退院後作業所において，その
場の意味を変化させていった過程をわかりやすく説明してくださいました．．
質的研究というと何か難しく感じますが，普段私たちが仕事で接している方たちから聞こえてくる言葉に注目し，その＜語り＞の
背景も含めて，この方はどうしてこのような言葉を言われているのかということを色々な側面から考えてみるということは，いつも私
たちに必要な姿勢だと感じました．先生が言われたもうひとつの言葉「ニーズとは当事者との関係性の中から作り上げられるもの」
も心に残りました．（永生病院 木野田典保ＰＴ）

イベント名

平成21年度 福祉用具適合講習会

テーマ

語ろう！ 福祉用具の明日―連携が生み出す自立支援―

開催日

平成22年1月29日

会場 八王子市学園都市センター

3

参加人数

講師御所属
１）日本医療科学大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 教授

講師名等
木之瀬 隆

２）八王子市健康福祉部介護保険課

木内 基容子

３）八王子市地域包括支援センターめじろ

大塚 道子

４）永生病院

岩谷 清一

５）スマイル永生

多良 淳二

6)ハートウェル㈱ 商品部 次長

姫野 信吉

96 名
先生
先生
先生
先生
先生
先生

内容
報告
１）北欧（ノルウェー）では、テクノエイドセンターを軸とし、リサイクル福祉用具の管理と適合支援
を行う制度が確立。日本の介護保険サービスにも適合支援が位置づけられることを期待したい。
２）八王子市では49,510人が福祉用具貸与を利用し、デイサービス、ホームヘルプに次ぐ
（16.3%)（H20)。福祉用具1人あたり平均給付額は要介護度が高い程上がる傾向にある。
3)介護予防ケアマネジメントでは歩行器＞手すり＞杖の順にレンタル多く、生活支援事業では
電話相談＞徘徊高齢者探索機器の貸与に比べ、緊急通報システムは普及しにくい。
4)永生病院では、入院中家屋評価、シーティング・クリニック、家族介護教室、講師派遣等を実
施。地域リハ支援センターは、講習会と車いすデータベースで情報提供を進めている。利用者
御家族からは身近に福祉用具適合の情報や窓口、迅速な対応への期待がある。
5)外来、老健、通所、訪問リハスタッフ２９名へのアンケートから、選定に関する相談が最も多い
が、備品の不足に困っており、試用品により対応する場合が多いことが明らかになった。
6)福祉用具貸与事業者が減る中量より質の向上のための取組が求められている。消毒・点検・
品質基準やシーティングへの取組を通じた安心・安全の提供、チームケアを課題としている。
ディスカッション
セラピスト等は適合性を重視するが経済状況や価格面への配慮が不足し、サービス全体の中で
ケアマネの調整が必要な場合がある。⇔セラピスト側の努力も必要。住宅改修等の決定に時間
がかかり、福祉用具給付と時間差が生じ、利用者が困る場合もある。適切な期間に適切なサー
ビスを提供できることが大切。

感想
・選定・適合のために、どこに相談したらいいかわからないことが問題。包括支援センター等、やや中立で情報の集まるところがよいと思う。(福祉用具専門相談
員）
・利用者さんの収入面を意識しているのか？御質問は非常に耳が痛い。ただ、情報提供を頂いてないのも現状。連携が今後も必要。(福祉用具専門相談員）
・施設の方が福祉用具を借りるのに支給が出ない部分は問題(OT).老健等施設では福祉用具の整備について不足面、不備面が目につく。（ＰＴ）
・専門性をそれぞれが登録し連携をとるとよいと思いました。行政分野のため、利用者の近くの方の現状と課題が伺えてよかった。（行政関連）
・レンタル事業者がＰＴ、ＯＴと話し合ってサービスで提供するといわれましたが、めったにそのような事業者には会いません。（看護師）
・家族や介助者の意向で用具が選定されているまたは利用者の意向が自立支援になっていないケースがあるのでは？一度レンタル・購入したものが漫然と使
われているのでは？レンタルのみ長期継続の利用者が相当数。サービス担当者会議で福祉用具が全く話題に上らない。（行政関連）
問題点
・事業者のサービス内容の違い（アフターメンテナンスの有無）。種類・価格に対して一定の指標がない、事業者により異なる。（ＰＴ等）
・日本の家屋状況、高齢者の住まいは福祉用具の活用に適さず、福祉用具のよさや必要性があっても必ずしも在宅に持ち込めない場合が多い。（介護支援専
門相談員）。
・セラピストは時間にゆとりをもち相手の身になりチームケアの一員に（退院時サービス担当者会議で自分の意見のみ述べ退席、家族が不快・不安）。（介護支
援専門相談員）
・介護保険適応項目・条件が限られていて、必要なのに高い金額で購入や自費レンタルせざるを得ない。融通を効いた助成制度必要。（福祉用具専門相談
員）。
・５‐6点をデモで求めるケアマネいるが、労力・運搬費等に対価ない。全部だめな場合は悲惨、持ち帰り費用は業者負担。絞る努力必要。（福祉用具専門相談
員）
・軽度の認定の方のベッド、車いすなどの利用手続きが大変で医師の書類もなかなかもらえず困る。（福祉用具専門相談員）
・３モーター等の機能を利用してない利用者いる（コンセントを抜いて利用しているケース多い）、ベッドの見直し等はしないケースが多い。（福祉用具専門相談
員）
・事業者を選ぶ際、サービスの面、適切な用具を選ぶ知識があるかやアフターケアをしっかりして頂けるかの判断に迷う。明確な判定基準があればよい。（看護

イベント名

第1回新人教育研修プログラム

テーマ

バイタルとリスク管理

開催日

平成21年7月29日（水）

会場 北原脳神経外科病院

講師御所属
北原脳神経外科病院 リハビリテーション科 科長 理学療法士
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参加人数
講師名等
倉田考徳

68 名
先生
先生
先生
先生
先生
先生

内容
・バイタルサインとは
バイタルサインの意味について
・リスク管理とは
バイタルサインとリスク管理の関係
リスク管理の留意点について
・血圧（血圧とは/計算式/異常所見/ショック）
血圧は何を示しているのか、また異常値とその対処について
・脈拍（心拍数とは/異常所見/拍出量と心拍数/運動処方）
脈拍は何を示しているのか、また異常値とその対処について
・呼吸（呼吸とは/異常所見/SAT/酸素解離曲線/呼吸不全）
呼吸とは何なのか、異常所見とその対処方法について
・まとめ

感想
・基本的な事ですが、普段数字だけにとらわれすぎて、なぜそうなるのか・・・ということがわかり、臨床でも見方が変わると感じまし
た。
・忘れていた内容を再度復習出来たため、明日からのリハビリに生かしていきたいと思った。
・明日から臨床の場で使える内容だったので、良かったです。この様な場を開催して下さった倉田先生はじめ他スタッフの皆様に
感謝します。
・基本的であると同時に最も大事な内容を分かりやすくご講義いただきとても勉強になりました。
・もう少し応用的な部分も含めて頂けると更に勉強になると思いました。
・バイタルサインのモニタリングの意味と、そのメカニズムについて再認識することができました。ありがとうございました。
・OT1年目であり、バイタルサインについて詳しく学ぶ機会もなく、今回の講義は大変よい経験となりました。ありがとうございまし
た。
・ありがとうございます。大変勉強になりました。日々の臨床の中で実践していきたいと思います。 すごく分かりやすかったです。
・もう少し時間が遅ければありがたいです。
・バイタルチェックの中で体温も非常に簡便で測定出来るものだと思うので、今回の血圧・呼吸・脈拍と体温の関連を知りたいで
す。

イベント名

第2回新人教育研修プログラム

テーマ

呼吸の基礎と理学的所見

開催日

平成21年9月29日（水）

会場 北原脳神経外科病院

講師御所属
北原脳神経外科病院リハビリテーション科 科長 理学療法士
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参加人数
講師名等
倉田考徳

60 名
先生
先生
先生
先生
先生
先生

内容
・呼吸とは
生きる上で必須の呼吸とは一体何なのか
・O2とCO2の役割
酸素と二酸化炭素とは一体何なのか、正常とは何か
・O2とCO2の異常（呼吸不全）
酸素と二酸化炭素の異常所見とその意味について
・低酸素血症の原因
低酸素になる要因と病態について
・高炭酸ガス血症とは
高炭酸ガス血症の原因
二酸化炭素の排出不全の原因とその病態について
・理学的所見（聴診／打診／視診／触診／バイタルサイン）
ベットサイドでの評価方法
・まとめ

感想
・現在担当している患者様の呼吸状態と照らし合わせて聞けたので良かったです。
・O2とCO2の区別がつきにくく混同してしまいがちなため、整理していく必要があると思いました。
・STも呼吸に関わるにもかかわらず、知識としてほとんど持っていなかったと痛感しました。
・理学所見の見方のデモも加えて頂き、とても分かりやすかったです。
・苦手でとっつきにくかった部分をわかりやすく説明して頂き、大変勉強になりました。
・多くの病院が交流できる良い機会だと思いました。今後も継続して頂けたらと思います。
・バイタルの数値的な異常の部分は臨床的に意識して対応を考えていましたが、その対応に対する理論立てが不十分であったこ
と・に気付きました。
・実際には運動前後で状態が大きく変動する患者様もいますので、そういった際にどう考えるかというきっかけになりました。

イベント名

第3回 新人教育研修プログラム

テーマ

第2回地域リハビリテーション講習会

開催日

平成21年11月11日

会場 永生病院リハ室

講師御所属
永生病院リハビリテーション部言語聴覚療法部門教育士長
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参加人数
講師名等
下平由美

58 名
先生
先生
先生
先生
先生
先生

内容
１．はじめに
２．摂食嚥下とは
３．正常な摂食嚥下
摂食嚥下の５期（先行期、準備期、口腔期、喉頭期、食道期）
４．摂食嚥下障害の評価・診断
スクリーニング（ＲＲＳＴ，ＭＭＳＴ，ＦＴ 等）
嚥下造影検査（ＶＦ） 嚥下内視鏡検査（VE)
５．摂食嚥下障害への対応
誤嚥のタイプ
嚥下障害のチェックポイントとアプローチ
６．症例を考える
「胃に穴を開けるだけの簡単な手術ですから」（医師）「ではまず父の前に私の胃に穴をあけて
下さい」（息子） 「私に嚥下の評価はできていたのか・・・」（新人ＳＴ）

感想
・教科書では得られない事を学べました。また、実際に体験しながら学べたのでよかったです。
・最後の症例紹介とほとんど同じエピソードを、新人STとして経験していました。お話を聴きながら、涙が出そうになりました。RSST
のみしか行ってきていなかったり、PEG増設になっていたり・・・、まだ時間が残されているので、明日からもう一度自分にできること
をしていこうと思います。
・摂食・嚥下ときいて難しい印象を受けていましたが、まず自分の体で起きていることを基本に考え、それを元にアプローチしてい
けばいいということを再確認しました。「目の前の患者さんをあきらめずにみる」という言葉を心に留めていこうと思います。
・多職種でディスカッションできる内容だったので勉強になりました。職場に持ち帰って、伝達しようと思います。
・リハスタッフの視点がわかり、新鮮でした。普段聴けないような専門的な話が聴けてよかったです。
・最後の症例では非常に心に響きました。私もSTが介入していない症例を担当しましたが、意識レベルが低く、すぐにPEG増設に
なりました。しかし、PEG増設後すぐにSTが介入し、常食を摂取するまで可能になりました。私が早くリハ医師に相談していれば、
結果が変わったかもしれないと感じました。
・看護師として見る視点とは違う事も多く、はっとすることもありました。食事介助の仕方も変わってくると思います。何が問題なの
か、考えながら接していきたいと思います。むせる→胃瘻と短絡的に思ってしまうのは危険であることを考えさせられました。
・とても密度の濃い講義を、楽しく、しかもわかりやすく拝聴させて頂きました。下平先生の言葉の重みをしっかりと受け止めて、机
上で学んだ知識（グライダー）を臨床場面（飛行機）で活用したいと思いました。本日は興味深いお話をどうもありがとうございまし
た。
・「あきらめるな」の一言は、とても大切で重要です。「出来る」という前提でなく、「何が出来ないか」という眼で見ていけるようにして
いかなければと思いました。
・グループ内のコミュニケーションも考慮して下さったので、楽しく学ぶことができました。話が上手で聴きやすかったです。

イベント名

第4回 新人教育研修プログラム

テーマ

明日から始められるシーティング

開催日

平成22年2月10日（水）

会場 永生病院 リハビリ室

講師御所属
永生会 法人本部リハビリ統括管理部 教育担当係長 作業療法士
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参加人数
講師名等
岩谷清一

25 名
先生
先生
先生
先生
先生
先生

内容
１．永生会におけるシーティング・クリニックの目的
身体機能・生活環境に適した座位保持姿勢を提供するための、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。
シーティングクリニックの流れ
必要性の判断⇒アセスメント・シートの作成⇒適合の実施⇒試用⇒再評価⇒レンタル・購入/再適合
２．車いす適合の考え方
評価の視点： 端座位―臥位―車いす座位
端座位での評価： Hofferの分類 １．手の支持なしで可 ２．手の支持ありで可 ３．座位不能
マット上臥位の評価： 基本肢位、腰部・骨盤の可動性、股・膝関節屈曲（⇒車いす種類選定）
身体寸法の計測： 臀部の幅（座幅）、臀部後縁―膝窩（座奥行）、靴底―膝窩（座―フットサポート）、座
面―膝頭（アームサポート長）、座面―肩甲骨下角（もしくは肩峰）（バックサポート長）
選定・適合： 目標とする座位姿勢の再現、身体寸法の測定値を目安とした調節、試乗中の生活場面の
評価、圧計測 車いす座位能力分類にあわせた車いす・クッションの選び方
3．明日から始めるシーティングのヒント
個人専用の車いすを設定する。デモ品を借り結果のフィードバックをする。病棟スタッフを巻き込む。物品
の導入方法を考える。仲間を増やす。講習会等への参加。
４．症例報告 4例 褥瘡治癒 機能回復 在宅復帰支援 生活圏の拡大
５．モジュラー型・ティルト・リクライニング型車いす製品のプレゼンテーション
（協力企業： 日本オートランニングシステム（株）、フランスベッド（株）南多摩営業所、（株）ハートウェル
相模原店、 （有）十字会ケアステーション の各社様）

感想
・車いす座位姿勢の重要さを認識しながらも、シーティングまでできていないのが現状でした。クッションの検討や部位調整を行っ
てより患者さんが過しやすい環境を作っていきたいと思いました。
・改めてシーティングの大切さを実感しました。自分だけでなくまきこむ発想が大切だとよくわかりました。
・どうしても施設での金銭面での協力が得られない状況です。理事等の意識を変えることも大切だと思いますし、人に車いすをあ
わせることも本当に大切なことだと思いますが、現実をみると少々あきらめてしまう所も正直あります。
・離床時間の延長がシーティングにより図れるという具体的な話を聞けたので明日より試みていきたいと思います。
・デモを混えてわかりやすかった。説明の仕方も丁寧で理解しやすかった。シーティングの理解と同時に考え方を浸透させること
が重要だと思いました。
・シンプルな内容を時間をかけて経験することができました。
・あまり自分で勉強しない分野なのでとても勉強になりました
・わかりやすくシーティングを学ぶことができありがとうございました。
・車いすの種類も含めて知識が必要と思いました。
・シーティング・クリニックの活動・運営を参考にさせて頂きます。
・新しい車いすがみられた良かったです。またとてもよい復習となり、エネルギーも得られました。
・もう少し開催時間が遅いほうがありがたい。
・夕方でもあり実技が多いほうがよい。

イベント名

障がい者就労促進プロジェクト

テーマ

障がい者の「はたらくこと」を考えよう

開催日

H21年11月１日（日曜日）
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第１回学習会(共催）

会場 北原脳神経外科病院

参加人数

講師御所属
所属 株式会社キユーピーあい

講師名等
湯田正樹

当事者

箱崎忠司（夫妻）

当事者

澤井正男

56 名
先生
先生
先生
先生
先生
先生

内容
①講演「多様な働き方の実例」
・株式会社キユーピーあい 湯田正樹氏
②当事者の再就労体験談
・ゲストスピーカー：箱崎忠司さん（夫妻）、澤井正男さん
・進行：北原脳神経外科病院 MSW浜崎千賀
③北原脳神経外科病院における就労支援活動の紹介
・北原脳神経外科病院 OT廣瀬陽子

感想
◇講演「多様な働き方の実例」
・特例子会社について知る機会が少なかったので、非常に勉強になりました。職場では様々な工夫をされていて、働く方が働きや
すい環境づくりをしていることが、すばらしいと思いました。
・出来ないことを工夫によって改善できるようにしている事が参考になった。
・大変希望がもてるお話でした。仕事をすることが不可能かと思っていましたので、可能性を信じて進んでいきたいです。
◇当事者の再就労体験談
・悩んでいた事について、当事者の方から参考になる事を聞くことができました。
・当事者の方のお話を聞けたことによって、スタッフとして、どのように就労支援のサポートができるか考えるきっかけとなりました。
・生の声を聴くことができて良かった。体力やモチベーションの維持がまずは必要だと改めて感じ、今後も援助していきたいと思い
ました。
◇学習会全体を通して
・当事者、会社、医療機関それぞれの立場から話を聞くことができ、それぞれの考えている目標や支援で心がけていることなどを
知ることができ、とても勉強になりました。
・退院後の患者さんの生活や就労はイメージし難かった為、大変勉強になりました。
・自分のやっていることを、患者さんの将来の為にどう繋げていくべきかを考えさせられる貴重な体験となりました。

イベント名

第18回 永生会学術集会 特別講演（共催）

テーマ

認知症高齢者のリハビリテーションと家族支援

開催日

平成22年1月30日

会場 介護老人保健施設イマジン

講師御所属
西九州大学 リハビリテーション学部 作業療法士
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参加人数
講師名等
上城 憲司

90 名
先生
先生
先生
先生
先生
先生

内容
１．「覚えられない」記憶障害を中核症状とする認知症では、ヒントを出すとかえって混乱すること
もあり、日頃から患者の語りを評価し、ケアや治療に活かすことが必要である。
２．周辺症状（BPSD）の発生順序を理解し（いつ、どこで、誰が関わると発生する？）、多職種で
対応策を考え実行し、それによって周辺症状はどうなったかを検証する作業が重要である。
アセスメントでは、日頃の思いを予測し、キーワードをさぐることが大切であり、コミュニケー
ションの促進、ひいては長期記憶を利用したリハビリにもつながる。
３．周辺症状に介入する作業活動では、安価でシンプルなルールで見ている側も楽しめる工夫
が必要である。例えばヒラヒラと落とした紙を両手ではさみ取るだけの簡単な課題でも集中と
活動性が期待できる。活動を通じて、患者さんの仲間を増やすことが必要。院内ケアでは、
スタッフは死角を少なく、気づかれないよう次の準備をし、配慮の効いたケアが求められる。
４．文献的レビューからも、EBMのある効果的な介入は、介護者への心理教育的介入やスタッフ
教育であり、その効果は何カ月も持続したことが明らかになっている。。
５．家族支援の事例： 認知症の夫に指示的で喧嘩がちであった妻（看護師）が、ショートスティ
に行く夫からのプレゼントで旅行に行くまで・・・症状の進行が進むが、介護負担感は減少
（継続的評価）。夫・妻の話を聞くアプローチの継続。
６．アセスメント：認知症の類型化レーダーチャート・介護力チャートを用いたアセスメントの紹介
今後の普及が課題。

感想
・自分も楽しんで関わっていって良いんだと思いました。（ケアワーカー）
・日々の業務の中、10人10色その人らしさをないがしろにしてしまう態度をとってしまうことがあったと感じました。リハビリは楽しく。
やらされている感のないよう対応していきたい。（ＯＴ）
・介護病棟で勤務しているのでレクの工夫には興味がわきました。お金をかけずに楽しめるレク、取り入れていきたいです。認知
症の方の対応についてわかりやすかった。講演での学びを現場で活用していきたいと思った。（看護師）
・介護保険病棟では認知症の周辺症状がでている人もおり、抑制のない状態で見守り、介護を行っている。場合によっては周辺
症状をおさえるために薬の使用となる。講演を聞き、認知症高齢者のアセスメントを行い、どうコミュニケーションをとるかキーワード
をさぐり、周辺症状の状況を明確にしてスタッフ間で情報を共有して患者様に接していきたいと思いました。実際にやっていない
わけではないがアセスメントの基準が誰が見てもわかりやすいということは大切だと思います。（看護師）
・所属病棟のコンセプト、１．患者様に朝の会を運営して頂けるように援助する ２．患者様のできることを探す 等の裏付を伺えた
ように思い、興味深い講演でした。（ＳＴ）
・周辺症状の客観的評価については評価法の活用をもっと聞きたかった。（ＰＴ）
・作業活動やデイケアの効果がわかりました。（ケアワーカー）
・認知症は近いうちに自分自身の体に起こるべきものと思っているので患者側に立って聞いていました。（事務職）
一緒に作業する中で信頼関係も生まれるんだと思いました。レク等の楽しみの中で個々の特技などみつけられるとよい。（看護師）
・多彩なテーマで充実している。（医師）
・患者様との会話の中でのキーワード、また穏やかに過せる時間をつくるための工夫、今まで感じていたことの確信を得ることがで
き、これからも認知症看護の醍醐味を感じていきたいと思いました。（看護師）

南多摩リハビリテーションスタッフ合同会議スタッフ一覧
氏 名（職種）
オオタ

テツ ジ

大田 哲司（ST）
アキサワ リカ

秋澤 理香（PT）
クロ サワ ヒデユキ

黒澤 秀幸（OT）
トヤマ

エミコ

外山 恵美子（OT）
クラ タ

タカ ノリ

倉田 考徳（PT）
ミヤシタ

ツ ヨシ

宮下 剛（ST）
ナカ ザワ ミキオ

中澤 幹夫（ＰＴ）
ナガミ

ナオアキ

永見 直明（PT）
ミオ

ハルミ

三尾 晴美（ＰT）
タヌ マ

ナオキ

田沼 直樹（PT）
ザ ヤス シン イ チロ ウ

座安 真一郎（OT）
ムトウ

タカ マサ

武藤 敬正（PT）
ササキ

リョ ウ

佐々木 良（ＰＴ）
サイ トウ

アキラ

齋藤 明（ＰＴ）
コバヤシ

コウジ

小林 幸治（ＯＴ）
アツ ミ

ミキ コ

渥美 幹子（ＰＴ）
コバヤシ

ケン イ チ

小林 健一（ＰＴ）
サトウ

ワタル

佐藤 亙（ＯＴ）
イ シカ ワ

タカ マサ

石川 貴将（ＰＴ）
ヤマダ

イツク

山田 慈（ＰＴ）
オガサワラ

所 属 先 等
東海大学八王子病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ訓練科 係長
東海大学八王子病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ訓練科
はちせい複合事業もとはち 「いきいきラウンジ爽杜」 事務長
城山病院 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
北原脳神経外科病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 科長
森田病院 言語聴覚室
多摩丘陵病院 診療技術部 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部門 科長
多摩丘陵病院 診療技術部 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部門 主任
多摩南部地域病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室 室長
老健 南大沢ホロス由木 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 科長
老健 南大沢ホロス由木 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
老健 南大沢ホロス由木 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
東京天使病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 科長
町田慶泉病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 科長
ふれあい町田ホスピタル ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 副主任
東京医科大学八王子医療センター ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部
日野田中病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
日野田中病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
仁和会総合病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 主任
仁和会総合病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

マサカ ズ

小笠原 尚和（ＰＴ） 清智会記念病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 主任
イ マムラ ヤスヒデ

今村 安秀（Ｄｒ）
ワタナベ ヨウイ チ

渡邉 要一（PT）
キノダ

ノリヤス

木野田 典保（PT）
イデ

マサル

井出 大（ＰＴ）
イ シハマ ヒロ キ

石濱 裕規（PT）
ヤマモト

テツ

山本 徹（SＴ）
アベ

セイ ジ

阿部 誠司（事務）
ヒラ カ ワ トモコ

平川 朝子（事務）
フカ オ

エイ イ チ ジム

深尾 栄一（事務）

永生病院 整形外科 部長 ／ 地域リハビリ支援センター長
永生会 法人本部 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ統括管理部 部長
地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援事業推進室 室長
永生病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 教育士長
永生病院 地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援事業推進室 主任
永生会 研究開発センター 主任
永生会 永生クリニック ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
永生病院 地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援事業推進室 室長補佐
永生病院 地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援事業推進室
永生会 法人本部リハビリ統括管理部広報課長

