
【進行】　お待たせいたしました。それではただい
まからワークショップ1「在宅ケア・在宅リハ」を
始めさせていただきます。ここからの座長は、長崎
大学大学院教授の松坂誠應先生と、広島県の公立み
つぎ総合病院参与、村上重紀先生にお願いいたしま
す。松坂先生と村上先生をお迎えしたいと思います
ので、皆さま、大きな拍手でお迎えください。
　それではよろしくお願いいたします。

【松坂】　皆さん、こんにちは。本日の司会の1人
であります長崎大学の松坂でございます。本日、こ
れからは、「在宅ケア」ということでお話をさせて
いただきたいと思います。本日のキーワードといい
ますのは、専門職、そしてその連携ということでは
ないかと思います。主な進行は村上先生が担当され
ていきます。村上先生、よろしくお願いします。

【村上】　失礼いたします。たくさん参加いただき
まして、ありがとうございます。このワークショッ
プは、先ほど松坂先生から言われましたが、キー
ワードとしては、専門性を生かす連携、それから生
活支援のリハビリテーションという2点をベースに、
これからいろいろな発表をいただいて、皆さんと、
国保直診のリハビリのあり方を検討していきたいと

思っております。
　流れといたしましては、4題の発表があるのです
が、1人、10分から15分ぐらいで、それぞれで順
番に発表いただいて、4人の方の発表が終わったあ
とに、再登壇いただいて、フロアの皆さまとディス
カッションをしていきたいと思います。ぜひ、国保
直診のリハビリの仲間たちの活動について、いろい
ろ見識、あるいは認識を深めていただきたいと思い
ます。
　それでは早速始めます。最初の演題です。「退院
後臥床状態の方に訪問リハビリテーションを行っ
て」という演題で、滋賀県の公立甲賀病院訪問リ
ハビリテーション事業所の西村謙太郎さんです。で
は、よろしくお願いします。

ワークショップ1

在宅ケア・在宅リハ

座　　　長
松坂　誠應 ・長崎県：長崎大学大学院教授

村上　重紀 ・広島県：公立みつぎ総合病院参与

発　表　者

西村　謙太郎 ・滋賀県：公立甲賀病院訪問リハビリテーション事業所理学療法士

吉澤　恵子 ・岡山県：矢掛町国民健康保険病院作業療法士

吉村　美佳 ・広島県：公立みつぎ総合病院言語聴覚士

菅原　詠子 ・秋田県：市立大森病院理学療法士

退院後臥床状態の方に 
訪問リハビリテーションを行って 

公立甲賀病院  訪問リハビリテーション事業所 

西村 謙太郎 

 

深江富美  大村怜子  佐治哲也  中川のぞみ 福田可奈  
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【西村】　よろしくお願いします。
　初めに、今回、退院前は歩行器歩行を軽度介助に
て行えていましたが、退院後は2カ月間、臥床状態
になった症例に対して、訪問リハビリテーション導
入時に、環境設定を行うことで変化が得られました
ので、報告いたします。

　まず訪問リハビリテーション介入までの経過です。
92歳の女性、要介護度3です。X 年1月、腰痛を主
訴に受診し、閉塞性動脈硬化症、陳旧性圧迫骨折、
腰部脊柱管狭窄症と診断され、鎮痛剤で一時、症状
は改善しました。その年の9月初旬に自宅で転倒後、
腰痛増強で入院し、鎮痛用点滴で症状を改善し、9
月末に退院となりました。退院時は U 字型歩行器
での歩行が軽介助で可能でありました。しかし退院
後は、ベッド上で臥床状態の生活となり、その2カ
月後の12月に、筋力強化、自宅環境の確認調整を
目的に、訪問リハビリテーション開始となりました。

　症例紹介です。家族構成は、主介護者である娘と
二人暮らしです。ニードは、庭で畑仕事が行いたい。
コミュニケーションは理解、表出とも良好で、長谷
川式簡易認知スケールでは30分の25です。体位変
換時に腰痛があり、右腸骨周囲と腰部全体に鈍痛が
見られ、VAS は4です。疼痛に対しては貼付薬や
鎮痛剤を使用し、コントロールを図るものの、日に
より疼痛の状態も変化しています。

　筋力は MMT にて上肢は左右とも3から3+、下
肢は左右3程度、体幹2です。また円背があります。
基本動作は、寝返りは自立ですが、努力様です。起
き上がりから端坐位は強度から中等度の介助が必要
です。立ち上がり立位も中等度介助が必要です。歩
行は、開始時は行っていませんでした。ADL の食
事動作は、ベッド上で、側臥位で自立しています。
トイレ動作は、尿は自己にて尿器で行っています。
排便は3日に1度程度、四つ這いでポータブルトイ
レまで移動して行っています。

はじめに 

 退院前は歩行器歩行を軽度介助にて行え
ていたが、退院後は2ヶ月間臥床状態と
なった症例に対して、訪問リハビリテー
ション導入時に環境設定を行うことで変
化が得られたので報告する。 

症例紹介 
家族構成：主介護者である娘(70歳代)
と2人暮らし 

ニード：庭で畑仕事が行いたい。 

コミュニケーション：理解・表出とも
良好 

長谷川式簡易認知スケール：25/30 

疼痛：体位変換時に腰痛あり、右腸骨
周囲と腰部全体に鈍痛あり。VAS4 

症例紹介 

MMT：上肢 左右とも3～3＋。 

    下肢 左右3程度。体幹2程度。円背。 

寝返りは自立であるが努力様。 

 起き上がり～端座位は中等度介助。          

 立ち上がり～立位も中等度介助 

 歩行困難。 

食事動作：ベット上で側臥位で自立。 

トイレ動作：尿は尿器で自立。排便は四つ這い
でポータブルトイレまで移動して実施。 

訪問リハビリ介入までの経過 

92歳、女性。要介護3 

X年1月 閉塞性動脈硬化症、陳旧性圧迫骨
折(L2,3)、腰部脊柱管狭窄症と診断 

X年9月初旬 自宅で転倒後、腰痛増強で入
院し、鎮痛用点滴で症状改善し9月末に退院。
退院時はU字型歩行器歩行が軽介助で可能、
退院後はベッド上で臥床状態の生活となる。 

X年12月 筋力強化、自宅環境の確認・調
整を目的に訪問リハビリテーション開始。 
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　訪問リハビリ開始時に行ったこととして、痛みの
出現の確認、食事姿勢の指導、ポータブルトイレの
位置の変更、自主練習メニューの指導、日常生活の
活性化があります。

　まず痛みの出現の確認ですが、痛みの出現の確認
を理解していただくために、ベッド上で、起き上が
りから端坐位までを行っていただきました。それに
より体変換時の痛みはありますが、それ以後の痛み
は自制内であることを理解していただきました。

食事姿勢の指導では、食事動作はベッド上、側臥位
で行っていたため、飲み込みが非常に行いにくく、
食べこぼしが頻繁に生じていました。変更案として、
介護ベッドの背上げを40度程度上げて、ベッドサイ
ドテーブルを使用して、食事を行うよう提案しまし
た。背上げ機能を使用すると、疼痛が生じるのでは
ないかとの不安を言われましたが、実際に行ってい
ただくことで、疼痛が生じないことも納得していた
だけました。変更の結果、飲み込みのしにくさが軽
減され、食べこぼしも減少しました。そして、今ま
では1日中臥位で過ごされていましたが、背上げ機
能を使用し、座位姿勢を取られるようになりました。

　次にポータブルトイレの位置の変更です。まず
ポータブルトイレの位置を家屋状況とともに説明し
ます。住宅は日本家屋の一戸建てです。日中は居室
の介護ベッド上で生活しています。居室と廊下、居
室と台所には、それぞれ㎝程度の敷居があります。
もとのポータブルトイレの設置場所は、ベッドから
2.5m 程度離れた引き扉を隔てた縁側にありました。
居室と縁側の間にも3㎝程度の敷居があります。

訪問リハビリ開始時に
行ったこと 

痛みの出現の確認 

食事姿勢の指導 

ポータブルトイレの位置の変更 

自主練習メニューの指導 

日常生活の活性化 
 

痛みの出現の確認 

ベット上で起き上がりから端座位ま
でを行う。 

体位変換時の痛みはあるが、それ以
後の痛みは自制内であることを理解
した。 
 

 

家屋状況 
ト
イ
レ 

玄 関 

廊 下 

応接間 階 和 室 和 室 

段 

居 室 和 室 

台 所 

洗面所 風呂 
 

ベッド 

ポータブル 
トイレ 

居室 

縁側 

ポータブルトイレの位置の変更 

ベッド 

ポータブルトイレ 

食事姿勢の指導 

 

ベッド上側臥位で食事 
飲み込みにくい。食べこぼしが頻繁。 

問題点 

 介護ベッドの背上げ機能使用の提案 
  （背上げを40度に上げる） 

 サイドテーブル導入の提案 
 

提案内容 
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　そして変更点です。排便は四つ這いでポータブル
トイレまで移動して行っていました。その設置位置
を介護ベッドの左隣に変更しました。そうすること
で移動距離が短縮され、敷居の段差昇降の必要もな
くなりました。また、ポータブルトイレの高さが低
く、立ち上がりにくい状態であったため、立ち上が
りやすい高さに変更しました。

　自主練習メニューの指導は、開始翌週以降にリハ
ビリ時以外の自主練習メニューの指導も行いました。
日常生活の活性化は、利用者は就寝時と起床時の服
装が同じであったため、起床時には着替えを行うよ
う促しました。

　リハビリテーション経過としては、開始から1カ
月目で、サイドテーブル把持にて立位が行えるよう
になりました。2カ月目で、歩行器での足踏み、3
カ月目で、歩行器での見守り歩行、4カ月目で自宅
トイレまで歩行器歩行、5カ月目で台所での食事。
6カ月目で歩行車での屋外歩行を軽介助か見守りで
実施。7カ月目で、ニードである畑での軽作業実施
が可能となりました。

　考察に移ります。入院中に可能な ADL が、退院
後には行えなくなる場合があります。それは環境因
子の要因が大きいと考えます。今回のケースの機能
低下は、身体機能や活動に応じた環境設定がされて
いなかったためではないかと考えられます。歩行に
関しては、入院中は U 字型歩行器での歩行が行え
ており、自宅にも歩行器等が導入されていれば、歩
行可能だったのではないかと思われます。
　身体機能面の改善に重点を置いたアプローチ期間
より、環境整備や福祉用具を使用してアプローチを
行った期間のほうが、効果的に対象者の ADL が向
上したとの報告もあります。機能面の向上はもちろ
ん大切ですが、訪問リハビリでは、実際の生活の中
で、今一番困難なこと、変更すべき点を見つけて変
えていくことが重要になってくると思われます。
　環境設定にも、住宅改修のように大がかりなもの
から、福祉用具導入やヘルパーの導入など、さまざ
まなものがあります。今回、最初に取り組んだもの
は、特に大がかりなものではなく、ごくわずかな環
境設定です。しかし少しの環境設定でも、利用者や
その家族では気付けないことがあり、それを気付き、
行うことが、リハビリテーション従事者には必要で
あると思います。

自主練習メニューの指導 

開始翌週以降にリハビリ時以外の自主
練習メニューの指導。 

 

日常生活の活性化 

利用者は就寝時と起床時の服装が同じ
であったため、起床時には着替えを行
うように促した。 

 

考察 
環境因子の要因が大きい。 

 

身体機能面の改善に重点を置いたアプロー
チ期間より、環境整備や福祉用具を使用し
アプローチを行った期間の方が効果的に対
象者のADLが向上したとの報告もある。 

 

少しの環境設定でも利用者やその家族では
気付けないことがあり、それを気付き行う
ことがリハビリテーション従事者には必要
である。 

リハビリテーション経過 

   1ケ月 サイドテーブル把持にて
立位 

   2か月 歩行器での足踏み 

   3ケ月 歩行器での見守り歩行 

   4ケ月 自宅トイレまで歩行器歩
行 

   5ケ月 台所での食事 

   6ケ月 歩行車での屋外歩行を軽
介助か見守りで実施 

   7ケ月 畑での軽作業実施 
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　今回のケースでは、訪問開始時に環境設定を変更
したことで、その後の生活様式が変化し、動作が行
いやすくなり、そして自主練習メニューの導入や、
起床時に更衣を促すことにより、活動量やモチベー
ションが向上しました。その結果、歩行器で屋外歩
行が行えるという、さらなる ADL の向上につな
がったものと考えられます。

　結語です。今後も機能面の向上だけではなく、生
活の中の細かな部分に気付くことができるように、
注意深く生活を見て、リハビリテーションに従事し
ていくことが必要であると感じました。
　ご清聴ありがとうございました。

【村上】　大変素晴らしい発表をありがとうござい
ます。西村さんには演者4人のあとに、また登壇い
ただくのですが、とりあえず今の発表をお受けして、
フロアの皆さんのほうから1つ2つ、ご質問、ある
いはご感想があれば受けたいと思いますが、いかが
でしょうか。かかわり、結果を含めて、同じ療法士
としては、大変いい仕事をしていると思いました。
　では私から1つだけ。この事例の方の、訪問リハ
の介入からかかわって、少しずつ支援していったわ
けですが、介入するようになったきっかけは何で
しょうか。

【西村】　ありがとうございます。介入するように
なったきっかけは、この方が住んでいらっしゃる地
域の社会福祉協議会のケアマネジャーから依頼があ
りまして、介入する次第となりました。

【村上】　今回の場合は地域の社協の方の情報とい
うことですね。

【西村】　はい。

【松坂】　非常に素晴らしい活動だったと思うので
すが、機能低下が起こって2カ月後に訪問リハにか
かわられたのですが、最終的に非常にいい状態にな
られるまで、どれくらいの期間がかかられたので
しょうか。

【西村】　7カ月かかっております。

考察 

環境設定の変更  

生活様式変化 

モチベーション向上 

さらなるADL向上 

結語 

今後も機能面の向上だけではなく、生
活の中の細かな部分に気づくことがで
きるように注意深く生活をみてリハビ
リテーションに従事していくことが必
要。 
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【松坂】　もう少し早くかかわることができたら、
もう少し短くて済んだのではないかと思ったのです
が。

【西村】　結果論はそうかと思いますが、ケアマネ
ジャーもこの方も、うちの病院に入院されている方
ではなかったので、他院を退院されてからというこ
とだったので、そこら辺の連携がうまく取れていな
かったとは思います。

【松坂】　この点について、もっと早くできるので
はないかと思われた方もたくさんいらっしゃるので
はないかと思いますが、この点が多分、このあとの
討論の中での1つの課題になっていくのではないか
と思います。ありがとうございました。

【西村】　ありがとうございます。

【村上】　西村さん、ありがとうございました。
　それでは次の演題です。「リハビリにおける医療
と介護の連携で改善をみた症例報告」。岡山県の矢
掛町国民健康保険病院、理学療法士の吉澤恵子さん
です。ではお願いいたします。

【吉澤】　よろしくお願いします。

　「リハビリにおける医療と介護の連携で改善をみ
た症例報告」。矢掛町国民健康保険病院、主任理学
療法士、吉澤恵子。

　矢掛町は岡山県の南西部に位置しています。人口
は1万5,413人、高齢化率33.65% で、年々その割
合が増加しています。

　高梁川の支流である小田川が流れ、周囲を山に囲
まれる町です。江戸時代には山陽道の宿場町として
利用され、現在でも本陣、脇本陣が残され、年に1
回、大名行列を再現するお祭りを開催しています。

　矢掛町国民健康保険病院は町内唯一の公立病院に
なります。1日に訪れる平均外来患者数は300人、
入院患者数は、一般病棟57床、療養病床60床です。

リハビリにおける医療と介護の連携で 
            改善をみた症例報告 

 

矢掛町国民健康保険病院  リハビリテーション科 
     主任理学療法士    吉澤 恵子 
        作業療法士    中山 涼子 

矢掛町 
 

 

人口 15,413人  

高齢化率 33.65% 

(H24. 9. 7現在 

       矢掛町町民課調べ) 
 
 

矢掛町 
 

矢掛町国民健康保険病院 

平均外来患者数   
約300人 

 
一般病棟 57床 
療養病棟 60床 
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