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日本リハビリテーション ネットワーク研究会 
 

第 11回学術集会 

プログラム・抄録集 
 

 

 

大会長 

筑波学院大学経営情報学部経営情報学科 教授 

浜田 利満 

 

日時：2011年 11月 27日（日） 

11:00～17:40  

 

計測自動制御学会 SI部門との共催 
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場所：東京家政学院大学千代田三番町キャンパス 

会場へのアクセス 

 
東京家政学院大学千代田三番町キャンパス 

〒102-8341 東京都千代田区三番町 22番地 TEL:03-3262-2251(代) 

http://www.kasei-gakuin.ac.jp/site/access.html 

 

＜近隣駅から千代田三番町キャンパスへのアクセス＞ 

１．市ヶ谷駅から ： 

JR総武線、東京メトロ南北線・有楽町線、都営新宿線 → 地下鉄A3番出口徒歩約 8分 

２．半蔵門駅から ： 東京メトロ半蔵門線 → 5番出口 徒歩約8分 

３．九段下駅から ： 東京メトロ半蔵門線・東西線、都営新宿線 → 2番出口 徒歩 12分 
 

 
※上記⑥（４階階段教室）が実際の学術集会会場となります 
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＜参加者へのお知らせとお願い＞ 

 

Ⅰ．参加費について 

１．会 員        ： 1,000円 

２．非会員        ： 2,000円 

３．非会員学生      ：  500円 

４．計測自動制御学会会員 ： 1,000円 

 

Ⅱ．参加受付について 

１．参加受付は10時20分から東京家政学院大学千代田三番町キャンパス4階階段教室入り口にて行います。 

２．参加申込書に氏名、所属等を記入して、参加費を納入して下さい。 

 

Ⅲ．会場での注意事項 

１．会場内での呼び出しはいたしません。あらかじめご了承下さい。 

２．会場内への飲食物のお持ち込みはご遠慮願います。 

３．会場内は禁煙となっております。喫煙は会場外の所定の場所でお願い致します。 

 

Ⅳ．その他 

１．昼食は、会場周辺の飲食店をご利用下さい。 

 

 

＜演者へのお知らせとお願い＞ 

１．演題はすべてPCプレゼンテーションにて口述で行って頂きます。スライド、ビデオ等での発表は出来ま

せん。 

２．受付にて「演者受付」を行います。発表予定時間の20分前までに受付をすませて下さい。 

   （また座長も20分前までにお越し下さい） 

３．発表予定10分前までには「次演者席」にお着き下さい。 

４．一般演題の発表時間は7分、質疑応答は3分です。対応アプリケーションは、Windows版Power Pointで

す。操作は演台にて演者ご自身で行って下さい。発表時間終了1分前に「１鈴」、終了時に「２鈴」が鳴

ります。 

５．使用パソコン（Windows）は研究会事務局側で準備致します。 

 

 

＜学術集会についてのお問い合わせ先＞ 

      日本リハビリテーションネットワーク研究会事務局（草野） 

          〒108-8329 東京都港区三田1-4-3 

          国際医療福祉大学三田病院 リハビリテーション室内 

          TEL ： 03-3451-8121（代） ＆ FAX ： 03-3454-0067（総務課） 

          E-mail ： rehanet@iuhw.ac.jp 

 

mailto:rehanet@iuhw.ac.jp
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プ ロ グ ラ ム 

 

 

          特別講演（11:00～12:00）          
 

 

座長・コーディネーター 

       日本リハビリテーションネットワーク研究会 理事長 

       日本リハビリテーション専門学校 校長         木村哲彦 

 

 

 

インクルーシブな身体表現とリハビリテーション 

- 病院・学校・コミュニティをつなぐ実践 - 
 

 

東洋英和女学院大学人間科学部 教授 

西 洋子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

     一般演題 第１セッション（13:20～13:40）       15:10

～16:40） 

[13：20～13：40] 

座長  埼玉医科大学総合医療センター リハビリテーション科   山本 満 

 

１．園芸活動プログラムの開発に向けた高次脳機能障害をもつ者の健康に関するQuality of Lifeの特徴の

検討 

千葉大学大学院 園芸学研究科    竹重 香織・他 

２．作業療法臨床場面での視覚的観察の特徴 －臨床経験年数による違いから－ 

千葉県立保健医療大学 健康科学部    小林 毅・他 

 

     一般演題 第２セッション（13:40～14:00）       1 

 

[13：40～14：00] 

座長  岐阜大学医学部付属病院 整形外科   青木 隆明 

 

３．退院後の脊髄損傷者の医療機関利用状況 

            国立障害者リハビリテーションセンター病院 看護部    冨岡 佳代・他 

４．脊髄損傷者の在宅における排便に関する問題 

国立障害者リハビリテーションセンター病院 看護部    田村 玉美・他 

 

     一般演題 第３セッション（14:00～14:30）       1 

 

[14：00～14：30] 

座長  帝京科学大学 生命環境学部   永沼 充 

 

５．歩行リハビリテーションシステムにおける計測システムの開発 

   埼玉工業大学 工学部    斯琴通拉嘎・他 

６．RAR用ロボット遠隔操作システムの導入方法における改良 

帝京短期大学 ライフケア学科    大久保 英一・他 

７．ロボット介在活動が高齢者の日常生活に与える影響 

拓殖大学 工学部    香川 美仁・他 

 

 

 

＜休憩 および 企業展示説明（最終ページ参照）＞ 
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       シンポジウム（15:00～16:50）         
 

「異分野からのリハビリテーション」 
 

座長・コーディネーター 

筑波学院大学経営情報学部経営情報学科 教授    浜田 利満 

 

 

１）アニマル・セラピーとリハビリテーション               帝京科学大学  横山 章光 先生 

 

２）ロボットを利用した訓練の検討をしてきて        所沢ロイヤル病院  加藤 範子 先生 

 

３）福祉サービスにおける共創的イノベーションの場づくり  東京工業大学  三宅 美博 先生 

 

 

 

＜休憩＞ 

 

 

     一般演題 第４セッション（17:00～17:40）       1 

 

 

[17：00～17：40] 

座長  千葉徳洲会 リハビリテーション科   皆川 晃慶 

 

 

８．重度障害高齢者の自発的動きを引き出す多職種連携アプローチ －24時間ケアとしての環境づくり－ 

第2有隣ホーム    新田 淳子 

 

９．寝たきりによるコミュニケーション不足の改善 －認知症患者の学習療法を試みて－ 

社会福祉法人・黎明会 南台病院   斉藤 貴臣・他 

 

10．維持期リハビリテーションの取り組みに関するケーススタディー 

神戸松蔭女子学院大学 人間科学部生活学科    太田 久彦 

 

11．社会福祉法人における病院の役割と課題 

社会福祉法人・黎明会 南台病院   陶山 哲夫・他 
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特 別 講 演 
 

 

 

 

 

 

インクルーシブな身体表現とリハビリテーション 

- 病院・学校・コミュニティをつなぐ実践 - 
 

 

 

東洋英和女学院大学人間科学部 教授 

西 洋子 

 
 

 

 

【座長・コーディネーター】 

 

日本リハビリテーションネットワーク研究会 理事長 

日本リハビリテーション専門学校 校長 

 

木村哲彦 
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 特 別 講 演 
 

インクルーシブな身体表現とリハビリテーション 

- 病院・学校・コミュニティをつなぐ実践 - 

 

東洋英和女学院大学人間科学部 教授 

西 洋子（にし ひろこ） 

 

1998 年，車いすの子ども３人と車いすではない子ども３人がはじめて出会い，一緒にからだで表現する試み

をはじめた．男の子や女の子，大きなからだや小さなからだ，麻痺のある動きやなめらかな動き，それぞれの

からだや動きが異なることで新鮮な出会いが生まれ，“みんな”が共に在ること，つながり合うことで表現の可

能性がひらかれていく，そんな夢は抱くものの，全てが手探りでのはじまりであった．こうした出会いから 13

年あまり，『みんなのダンスフィールド』（Inclusive Field for Dance）と名づけた活動は，現在では 60 名ほ

どのさまざまな人々が集う場となった．子どもや保護者，学校の先生や研究者，教育や福祉を学ぶ学生たち，

ダンサーや地域の人たち・・・．誰でも参加できる定期的な活動(月 2 回)のほかに，毎回 500 名ほどの観客を

むかえて行うパフォーマンス（計 10 回），学校や児童館等との交流会，教育・福祉関係者等を対象とするワー

クショップなどを継続的に開催し，コミュニティアートとして独自性の高い活動を展開している．昨年度から

は，このフィールドで育ったメンバー自身が積極的に地域に向かい，新しいワークショップの模索をはじめた．

脳性麻痺や骨形成不全等の障害のある者自身がリーダーとなり，地域でのネットワークづくりを進めながら，

１年間に渡ってケアセンターでのワークショップを継続している．また，数年前からは国立民族学博物館や早

稲田大学三輪研究室と協働して，博物館での身体表現ワークショップや映像メディアによるダンスパフォーマ

ンスを行い，身体での共創表現を目指す国内外での新しい試みに積極的に取り組んでいる． 

本講演では，これまで試みてきたインクルーシブな身体表現活動を映像で紹介するとともに，活動の中でそ

れぞれがどのように変容してきたのか，またそれを促し，支えた要因をリハビリテーションの視点から考えて

みたい． 

 

【略 歴】 

１．お茶の水女子大学，同大学院修了（文学修士） 

２．神戸大学大学院博士課程修了（学術博士） 

３．専門は身体表現論，コミュニケーション科学．子どもの創造的な身体表現の援助，障害児・者を含めたイ

ンクルーシブな表現活動，精神科入院患者との身体表現等，多くの実践を行いながら，表現の現場と研究

をつなぐ試みを継続中． 
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     一般演題 第１セッション（13:20～13:40）       15:10 

 

 [13：20～13：40] 

座長  埼玉医科大学総合医療センター リハビリテーション科   山本 満 

 

１．園芸活動プログラムの開発に向けた高次脳機能障害をもつ者の健康に関するQuality of Lifeの特徴の

検討 

千葉大学大学院 園芸学研究科    竹重 香織・他 

２．作業療法臨床場面での視覚的観察の特徴 －臨床経験年数による違いから－ 

千葉県立保健医療大学 健康科学部    小林 毅・他 

 

 

     一般演題 第２セッション（13:40～14:00）       1 

 

[13：40～14：00] 

座長  岐阜大学医学部付属病院 整形外科   青木 隆明 

 

３．退院後の脊髄損傷者の医療機関利用状況 

                            国立障害者リハビリテーションセンター病院 看護部    冨岡 佳代・他 

４．脊髄損傷者の在宅における排便に関する問題 

国立障害者リハビリテーションセンター病院 看護部    田村 玉美・他 

 

 

     一般演題 第３セッション（14:00～14:30）       1 

 

[14：00～14：30] 

座長  帝京科学大学 生命環境学部   永沼 充 

 

５．歩行リハビリテーションシステムにおける計測システムの開発 

   埼玉工業大学 工学部    斯琴通拉嘎・他 

６．RAR用ロボット遠隔操作システムの導入方法における改良 

帝京短期大学 ライフケア学科    大久保 英一・他 

７．ロボット介在活動が高齢者の日常生活に与える影響 

拓殖大学 工学部    香川 美仁・他 
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【一般演題１】 

園芸活動プログラムの開発に向けた高次脳機能障害をもつ者の健康に関する 

Quality of Lifeの特徴の検討 

 

竹重 香織 1）  野田 勝二 2）  大釜 敏正 2）  片倉 直子 3）  寺内 文雄 4）  湯山 博子 4） 

小宮山 政敏 5）  太田 令子 6）  小滝 みや子 6）  佐藤 恵子 6）  岩井 美葉子 6） 

 

1）千葉大学大学院園芸学研究科 2）千葉大学環境健康フィールド科学センター 3）千葉県立保健医療大学健康科学

部 4）千葉大学大学院工学研究科 5）千葉大学大学院医学研究院 6）千葉県千葉リハビリテーションセンター 

 

 

１．はじめに 

 高次脳機能障害に対する，生活技術の指導や就労

援助も含めた包括的なリハビリテーションの開発が

早急に求められている．本研究では，高次脳機能障

害をもつ者に対する園芸活動プログラムの開発のた

め，彼らの健康関連Quality of Life（QOL）の特徴

を把握し，園芸活動プログラム作成時の留意点を検

討することを目的とした． 

 

２．対象および方法 

 千葉県内の高次脳機能障害をもつ者の社会復帰を

支援する施設の利用者で，本人の同意が得られた，

外傷性脳損傷（TBI）または脳血管障害（CVA）を

主疾患とする 45人を対象者とした．健康関連QOL

の測定には，8 つの下位尺度｛身体機能（PF），日

常役割機能（身体）（RP），体の痛み（BP），全体的

健康感（GH），活力（VT），社会生活機能（SF），

日常役割機能（精神）（RE），心の健康（MH）｝を

測定できるSF-36v2を用いた．主疾患別等における

健康関連QOL の特徴を把握するために， SF-36v2

の下位尺度を変数としてウォード法によるクラスタ

ー分析および主成分分析を行った． 

 

３．結果および考察 

 クラスター分析の結果，高次脳機能障害をもつ者

の健康関連 QOL は年齢と主疾患に基づき４つのグ

ループに分類できた．グループ 1 は CVA で年齢が

高かった．グループ2はCVAで年齢が高い人とTBI

で年齢が低い人であった．グループ 3，4 はTBI で

年齢が低かった．主成分分析の結果，高次脳機能障

害をもつ者の健康関連QOL はPF，RP，SF が高い

人から低い人まで広範囲にわたっていた．グループ

1はPFとRP とSF が低く，グループ 2はPF が低

く，グループ 3 は SF が低く，グループ 4 は PF，

RP，SF が高かった． 

 よって，園芸活動を用いた社会復帰支援プログラ

ムを作成する際には，以下の留意点が必要である．

CVA で高い年齢層は，身体機能や日常活動に身体的

な問題を感じているため，作業台や道具を用意し，

身体面に配慮する．TBIで低い年齢層は，身体，精

神的に健康感が損なわれていないと感じているため，

健常者と同様の園芸作業で対応する．TBIで低い年

齢層で人づきあいに問題を感じている人には積極的

にスタッフが話しかけ，コミュニケーションの機会

を増やす配慮をする．
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【一般演題２】 

作業療法臨床場面での視覚的観察の特徴 

－臨床経験年数による違いから－ 

小林毅 1） 濱野強 2） 岡村太郎 1） 高橋伸佳 1） 安部能成 1） 佐藤大介 1） 竹下安希子 1） 

１）千葉県立保健医療大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 ２）島根大学 

 

 

 

１．はじめに 

 臨床の場面では、臨床経験の差により観察の能

力に差があることを経験するところである。今回、

模擬的に「対象者に対する観察」について、2 回

の計測実験により眼球運動から観察点を計測及び

その内容を検討した結果、興味ある特徴を見出し

たので報告する。 

２．計測の対象 

＜計測 1＞ 

 研究目的に同意した、同一施設に従事する作業

療法士 2 名とした。 

＜計測 2＞ 

 研究目的に同意した、異なる 2 病院で臨床に従

事する作業療法士 15 名とした。 

３．計測の方法 

 方法は、nac 社製EMR-9 を用いて、片麻痺患

者の動画を観察する際の視点を眼球の動きから計

測した。計測は、視野レンズ 60°を使用、眼球停

止時間は 0.1sec で 1 回とカウントした。観察する

動画は、被験者の座る位置の机から 230.0cm の位

置にプロジェクタで投影した。 

データ解析は、nac 社製EMR-ｄFactory を用

い、抽出されたデータのうち「停留回数分析：眼

球運動を 0.1sec 以上停止した回数」と「停留時間

分析：眼球運動を 0.1sec 以上停止させた時間」を

臨床経験年数の観点から考察した。 

＜計測 1＞ 

 片麻痺者の椅子座位による更衣動作を、60 秒間

の動画で観察させた。 

＜計測 2＞ 

 片麻痺者の上肢評価、移動（歩行）、調理動作場

面を、合計 90 秒間の動画で観察させた。 

４．結果 

＜計測 1＞ 

 被験者は、経験 13 年目の男性（35 歳）と経験

1 年目の女性（24 歳）であった。 

 視点の停留点分布（視点を 16×16 の座標で表示

したもの）における「停留回数」では、計測時間

中の停留回数の合計には臨床経験年数による大き

な差は認めない。しかし、「停留する箇所」は、経

験 13 年目（A）が多かった。 

 停留点分布の256座標の1か所に視点を停留す

る（視点を留める）時間は、計測時間内での「停

留時間」の総和では被験者間に大きな差は認めな

かった。 

＜計測 2＞ 

 被験者は、作業療法士 15 名（男性 5 名、女性

10 名）は、平均年齢 27.2±4.3 歳（最高 36 歳、最

低 22 歳）、臨床経験年数 4.3±3.7 年（最長 14 年、

最短 1 年）であった。 

 「停留回数」は、計測時間中の停留回数の合計

には臨床経験年数による大きな差は認めなかった。

一方、「停留する箇所」は臨床経験年数 1 年目よ

りも 2～3 年目で減少し、臨床経験 7～9 年目から

14 年目へと増加する傾向にあった。 

「停留時間」は、計測時間内での停留時間の総

和では臨床経験年数による大きな差は認めなかっ

た。しかし、1 座標に 1 回で停留する平均時間で

は、臨床経験年数 1 年目では短く、2～3 年目では

時間が増加した後、臨床経験年数 7～9 年目から

14 年目と短縮する傾向を認めた。 

５．考察 

 今回、＜計測 1＞の結果から、経験的に感じて

いた臨床経験の違いにより、視覚的観察の特徴が

異なることが示唆された。 

 しかし、＜計測 2＞の結果から、視覚的観察が

経験的に、直線的（比例直線的）に向上するもの

ではなく、経験 2 年目から 5 年目程度の間に「何

らかの要因」で直線的には変化せず、その後に向

上する結果を得た。おそらく、経験上の課題を学

習する過程と思われるが、どのような計測から有

用なデータを得られるのかとともに、今後は「ど

こを見ているか」という分析と合わせて検討した

い。 

【倫理への配慮】 

 「計測 1」「計測 2」ともに、千葉県立保健医療

大学研究等倫理委員会で、承認を得て実施した。 
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【一般演題３】 

退院後の脊髄損傷者の医療機関利用状況 

 

冨岡佳代  田村玉美 

 

国立障害者リハビリテーションセンター病院 

 

 

 

１．はじめに 

脊髄損傷者の健康管理では、排泄や褥瘡など医

療との関わりが大きいが、退院後の医療機関利用

状況に関する報告は少ない。そこで今回、アンケ

ート調査を実施したのでその結果を報告する。 

 

２．研究の目的 

 A 病院を退院した脊髄損傷者の医療機関受診状

況について受診頻度、通院診療科、受診内容を明

らかにする。 

 

３．調査方法 

 郵送による無記名自記式アンケート調査 

対象者：A 病院を退院した脊髄損傷者 730 名のう

ち回答を得た 266 名(回収率 36.4％) 

 

４．結果 

１）定期的な通院の有無は有りが 223 名(83.9％)

無し 23 名(9％)無回答 20 名(8％) 

n＝266

定期的に通院

している

　　83.9％

通院していない

　　　　　　9％

無回答

　8％

 

図１ 定期的通院の有無 

２）通院頻度を損傷別・年代別・経過年数別に見

ると、どの種別でも 1 ヶ月以内にほぼ 80％が

通院していた。 

３）受診している診療科は泌尿器科が最も多く

（159 名）、整形外科（105 名）、内科（71 名）

の順であった。 

４）通院目的は健康維持（166 名）、治療（83 名）、

訓練（42 名）の順であった。 

５）通院で治療している病気は、尿路感染、生活

習慣病、褥瘡の順であった。 

その他　21.7%

うつ　2.5%

肝臓病　1.2%

腎不全1.2%

生活習慣病
27.2%

褥瘡　15.2%

尿路感染　31%

n=83
複数回答

 
図 3 通院で治療している病気 

 

５．考察 

 損傷別・年代別・受傷からの経過年数にかかわ

らず、1 ヶ月以内の通院が 80％あることから、介

助者の確保や交通手段の情報提供、また病院も車

いすに対応できるように受診しやすい環境作り

が必要である。 

尿路感染が最も多いということは日々の排尿

管理が影響する。退院時に指導は行っているが在

宅では管理の方法が病院とは異なるため、排尿管

理についての情報の発信や、相談できるような体

制作りがのぞまれる。また、各々の状態を把握し

ているかかりつけ医の確保によって安心して生

活できるようにすることも重要である。 

通院治療の内訳を見ると 27.2％が生活習慣病

であり、予防のための指導に目を向けるべきであ

る。 

 

６．結論 

１）脊髄損傷者は約 80％が月に 1 回以上通院して

いる。 

２）泌尿器科の通院が多い。 

３）治療中の疾患では 27.2％が生活習慣病であっ

た。 
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【一般演題４】 

脊髄損傷者の在宅における排便に関する問題 

 

田村玉美  山中京子  溝口尚美  井草良子 

 

国立障害者リハビリテーションセンター病院 

 

１．はじめに 

 脊髄損傷者は直腸障害によって便が直腸にた

まった感じが消失し腹圧もかけられないので排便

コントロールが困難になる。この排便障害は脊髄

損傷者の日常生活の質を阻害する要因のひとつに

あげられる。平成20年に筆者らが実施した先行研

究でもある「脊髄損傷者の現状を把握するための

実態調査」では８割の人が排便に関して困ってい

ると答えていた。しかし、排尿障害に比べて生命

的な問題が少ないと考えられているためか、脊髄

損傷者の排便に関する研究報告は少なく、必ずし

も関心が高いとはいえないのが現状である。 

本研究はA病院を退院した脊髄損傷者を対象に

アンケート調査を実施し、その結果を通して、便

の性状、誘発方法、便意、所要時間、便失禁につ

いて脊髄損傷者の在宅における現状の問題点を検

討した報告である。 

２．目的 

在宅生活を送っている脊髄損傷者の排便に関す

る問題とその内容を明らかにする。 

３．方法 

１）方法：郵送によるアンケート調査（無記名記

述式） 

２）対象者： A病院を退院した脊髄損傷者 

３）調査期間：平成22年7月23日～8月8日 

４）回収率：発送数520名、回収数193名、回収

率37% 

４．結果 

１）対象者の年代は 30代まで２４％、40～50代

31％、60歳以上46％で60歳以上が半数近くを

占めた。障害レベルは頸髄損傷63%、胸腰仙髄

損傷36%で、麻痺の区分では完全麻痺が56％、

不全麻痺が42%であった。 

２）排便に関する問題は全体の 63%にあたる 120

人が「有」と回答した。その内容は、「便秘」

が最も多く、何らかの問題があるという 120

人中の 53％にのぼり、これは排便の問題をも

たない人も含む全体（193名）の中では33％と

3人に1人の割合である。 

３）便の性状では頸髄完全損傷、頸髄不全損傷、

胸腰仙髄損傷のすべてのグループで硬便が最

も多かった。排便の誘発方法は他の方法との

併用を含むがグリセリン浣腸を使う人は、全

体では4人に1人、頸髄完全損傷者では3人

に1人であった。 

４）薬剤では便秘の原因となる制酸剤、抗コリン

用製剤を内服しているかどうかをみると 8 割

近くの人が何らかの薬剤を内服していた。下剤

は８４％（132名）が内服していた。 

５）食事の工夫は5割以上が野菜や果物をとるよ

うに心がけるなど、それぞれが種々の工夫を

していた。 

６）排便について、医師に9割、看護師に6割の

人が相談していたが、1割強は相談相手がない

と答えた。 

５．結論 

１）脊髄損傷者は在宅生活においても排便管理

に困っており、そのなかでも最も問題とな

るのは「便秘」であることがわかった。 

２）医療者は脊髄損傷者の退院後の生活を見越

して入院中から排便管理について指導する

必要がある。 

３）在宅生活を送る脊髄損傷者の排便管理に関

する相談対応ができる体制作りなどに積極

的に取り組む必要がある。 
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【一般演題５】 

歩行リハビリテーションシステムにおける計測システムの開発 

 

斯琴通拉嘎１） 橋本智己１） 浜田利満２） 高倉保幸３） 赤澤とし子４） 山本満５） 

 

１）埼玉工業大学  ２）筑波学院大学  ３）埼玉医科大学  

４）北里大学  ５）埼玉医科大学総合医療センター 

 

 

 

１．はじめに 

 リハビリテーションにおいて，日常生活動作の
リハビリテーションは重要である。しかし，訓練
室では歩けるのに，他の場所では歩けないといっ
た例がある[1,2]。これは，生活の場の歩行環境
は，訓練室の歩行とは全く異なるからである。 
また，訓練室では歩行自体が目的になってしま

うが，日常生活ではトイレに行く，台所に行くな
ど，移動先での活動目的がある。そのため，患者
の日常生活に合わせた歩行リハビリテーション
システムの実現が期待されている。 
目標とする歩行リハビリテーションシステム

を述べる。このシステムでは，利用者の歩行に合
わせてトレッドミルが全方向に動作する。その歩
行と同期して，没入型ディスプレイに環境を表示
する。そして複数の伸縮ロボットが伸び縮みする
ことで，廊下の壁や手すり，あるいは段差といっ
た利用者の日常生活環境を物理的に表現する。さ
らに，人間行動モデリングの研究を参考にして，
仮想空間（VR）や拡張現実感（AR）で事故の発生
状況を組み込むことで危険回避のための訓練を
行う。 
 本稿では，前述のシステムを最終目標とし，歩
行訓練用トレッドミルシステムの計測システム
を開発する。 
 

２．歩行リハビリテーションシステムの概要 

歩行リハビリテーションシステムは床反力計
測システム，AR を表示するモニタ，制御用 PC か
らなる。 
床反力計測システムは，底面に圧力センサを組

み込んでいて，利用者の歩行時の圧力をリアルタ
イムに計測できる。計測システムは Wii fitボー
ド（以下，Wii ボード）を使用している。大きさ
は 680mm×340mm×40mm の大きさである。四隅に
圧力センサがあり，その圧力データを Bluetooth
で PCに送っている。 

AR表示システムは，あらかじめ家庭や職場など

の利用者の生活環境をビデオ撮影しておき， AR
で組み込まれた危険な状況を歩行と連動して再
生する。表示システムは OpenCV で記述されてい
て，特定のマーカーを認識できる。 

 

３．歩行リハビリテーションシステムにおける計測

システム 

本稿では，利用者が部屋からトイレに行くこと

を想定して経路を撮影する。 

計測システムは，ステディカムと距離計を組み

込んだ撮影装置である。大きさは 770mm×770mm×

1300mmである。下部に移動距離計，両側に壁まで

の距離を測る赤外線センサを備えていて，撮影位

置における位置情報と壁までの距離を計測できる。  

 

４．おわりに 

本稿では，利用者ごとの日常生活環境を提示す
る歩行リハビリテーションシステムを提案した。
また歩行リハビリテーションシステムの計測シス
テムを開発した。 
 

参 考 文 献 
[1] 大川弥生，新しいリハビリテーション，講談社現代新

書，2007年 

[2] 大川弥生，介護保険サービスとリハビリテーション，

中央法規，2009年 
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【一般演題６】 

RAR 用ロボット遠隔操作システムの導入方法における改良 

 

大久保 英一 1）,2）  鉄井 俊宏 2）  加藤 範子 3）  木村 龍平 2） 

香川 美仁 4）  浜田 利満 5）  永沼 充 2） 

 

１）帝京短期大学 ２）帝京科学大学 ３）所沢ロイヤル病院 ４）拓殖大学 ５）筑波学院大学 

 

 

 

我 々 は こ れ ま で 、 Robot Assisted 

Rehabilitation(RAR)向けロボット遠隔操作シス

テムの開発を行ってきた。RAR 向けロボットに遠

隔操作システムを用いるメリットは大きい。その

理由として、目的・場所・形態に応じた、リハビ

リテーションプログラムに沿ったロボットの操作

を行うことができることや臨機応変な対応ができ

ることが挙げられる。 

 開発してきた遠隔操作システムは大きく分ける

と 2 種類あり、一つはセラピスト・介在者が操作

を行うシステムである。もう一つは、利用者・対

象者自身が操作を行うものである。いずれのシス

テムにおいても、セラピスト・介護者及び対象者

自身が操作することを考え、画面を触ることや、

体の動きによる直観的な操作が行えることが必要

であった。 

そこで、キーボードやマウスといったデバイス

を使わず操作を行うため、タッチパネルを装備し

たPDAや市販ゲーム機のコントローラであるWii

リモコンやバランス Wii ボードを用いたシステム

を本研究会においても提案してきた。1) 

 しかし、システムの操作性については改良でき

たが、実際にリハビリテーション室や特別養護老

人ホーム、デイケアの場での導入を試みたところ、

システムの導入・始動の点で改良が必要であるこ

とが分かった。システムを使い始めるときには、

家電製品のように電源を入れるだけでは稼働する

ことができず、端末とロボットの接続を行うなど

の始動確認動作が必要である。また、無線 LAN を

使用しており機材の接続が目に見えないため、ト

ラブルが発生すると原因を調べるためには、コン

ピュータネットワークの知識をもつエンジニアが

必要不可欠となる。エンジニアがいない状況で、

操作システムの始業をスムーズに行うことができ

るようになれば、より多くの施設で使いやすいシ

ステムにすることができる。 

 本発表では操作システムの導入・始動の点に着

目し、システム改良の方策について検討を行った

ので報告する。 

 

 

参考文献 

 

１）宇津木亮介 他、「バランスボードを用いた高

齢者自身によるロボット操作システムの提

案」リハビリテーションネットワーク研究

Vol8-No1 2010 pp.49-55 日本リハビリテー

ションネットワーク研究会 
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【一般演題７】 

ロボット介在活動が高齢者の日常生活に与える影響 

 

香川美仁１)    米重陽介 1)  道中祐樹 1)  浜田利満 2)  

１）拓殖大学   ２）筑波学院大学 

 

１．はじめに 

ロボット介在活動 (Robot Assisted Activity, 

RAA)は，動物型ロボットと触れ合ったり，これらの

ロボットをきっかけとして周囲の高齢者や施設スタ

ッフらと会話を楽しんだりすることにより，高齢者

の QOL 向上効果，および認知症の進行を遅らせる効

果などを期待する活動である．RAA の現場では，ロ

ボットとの触れ合いを通じて「参加者の笑顔が出る」

「他者との会話が生まれる」という場面を目にする

ことが多い．とても些細なことではあるが，福祉施

設で生活する高齢者は「3 度の食事，おやつ，何日

かおきのレクリエーションと入浴をイベントとして，

多くの時間は椅子に座って寝ている」という現状と

比較すれば，明らかに RAA によって高齢者の QOL が

向上していると言える．特に高齢者の日常生活を知

る施設スタッフは，高齢者のわずかな変化にも RAA

の効果を感じ，RAA 実施スタッフよりも高い評価を

するという報告もある(1)．これまで高齢者のバイタ

ルデータに基づいて RAA が高齢者に与える影響を明

らかにした例はあるが，高齢者の日常生活に与える

影響について定量的に報告した例は少ない． 

そこで本研究では，高齢者の日常生活をワークサ

ンプリング（9 時から 19 時までの行動の 5 分間毎の

記録）して，RAA 活動の前後における高齢者の行動

変化を定量的に検討した結果，有意な変化を得るこ

とができたのでその結果を報告する． 

２．生活観察方法と結果 

2.1 特別養護老人ホームにおける RAA 

RAA の参加者は，75 才以上の複数の高齢者である

(入居者，デイケア，ショートステイを含む)．RAA

では，1～2 名の高齢者が 1台のロボットと触れ合え

る程度のロボットが用意されている．この環境の中

で，本研究で対象とする被験者(82 才の女性，認知

度Ⅱa)には，常に著者らが開発している制御システ

ムによって遠隔操作されるロボット(AIBO ERS-7)1

台と触れ合ってもらった．RAA の時間はおおよそ 1

時間である．そして，そのときの様子をビデオ映像

する． 

2.2 ワークサンプリングによる RAA の定量評価 

サンプリング時間を 5 分として，朝 9 時から夜 7

時までの被験者の日常生活を記録した．記録内容は，  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各記録時間の直前から記録時間までの間に行われた

代表的な動作である．比較対象として，音楽療法が

行われた日，レクリエーションのない日についても

同様に観察した．図 1 に，席を立って移動した回数

を時間で除して 5 分間当たりの移動回数とした結果

を示す．横軸 M(Morning)は RAA開始前(9時～14時)，

A(Afternoon)は RAA後(15時～19時)を表す．この図

から，頻繁に歩き回っているかどうかが分かる．レ

クリエーションのない日は，14 時まで(M)と 15時以

降(A)で歩き回る頻度が減る日も変わらない日もあ

る一方，RAA を行った後には歩き回り頻度が必ず減

少している事が分かる(有意水準 5%で有意差が認め

られた)．このことから，RAA 後には落ち着きを示す

傾向があることが示唆される．ただし，日によって

移動回数は異なるので，この減少率は相対的なもの

である．なお，音楽療法ではほぼ変わらなかった． 

３．おわりに 

RAA が高齢者の日常生活に与える影響を明らかに

するために，ワークサンプリングを行い，RAA 前後

での日常生活の変化を検討した．その結果，被験者

は RAA によってフロアを歩き回る頻度が低下したこ

とが明らかとなった．このことから，RAA が被験者

の落ち着きを引き出していると考えることができる． 

 

参考文献 

[1] T.HAMADA etc.: Trial of Robot Therapy in 
Elderly People using a Pet-type Robot; SCIS 
& ISIS 2004. 

Fig. 1 RAA 前後における移動回数の変化 
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シンポジウム 
（15:00～16:50） 

 

 

 

「異分野からのリハビリテーション」 

 

 

 

【座長・コーディネーター】 

 

 

筑波学院大学経営情報学部経営情報学科 教授 

 

浜田 利満 
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【シンポジウム 講演１】 

 

アニマルセラピーとリハビリテーション 

 

横山 章光 

 

帝京科学大学生命環境学部アニマルサイエンス学科 

 

 

 

 精神・身体、両リハビリテーションにおいて、その鍵のひとつとなるのが「やる気」である。臨床現

場では経験則からあたりまえのことであるが、今年の９月には自然科学研究機構・生理学研究所の西村

幸男らのチームにより、画像的にも確認された(PLos One 2011 年９月 28 日号（電子版）)。 

 その「やる気」をどういうふうに生み出すか、ということについて、臨床家は日々工夫を重ねている

のであるが、一つ言えることは、ゼロからは何も生み出せないが、少しでも「何か」があれば、それを

増幅して利用する手がかりとなる、ということである。 

 「それ」は、人間の本能や感覚の中に共通しているものもあれば、年齢、体験、習慣、嗜好など個々

様々なものもある。「音楽」「ダンス」「絵画」「園芸」など、「補完代替医療」として用いられているも

のは、結局、何かの「やる気」を生み出す。動物（ペット）もその一つとして、活用が期待されている。 

 精神医学的に言えば、動物から引き起こされた何らかの反応を増幅する方法は、 

①精神分析的（過去の自らの体験を重ね合わせる） 

②認知療法的（現在の自らの行動修正） 

③行動療法的（セラピストが動物を利用してどこかに導く） 

 というふうに考えるのが分かりやすい。精神・身体的リハビリの現場において治療者は、多かれ少な

かれ、そして無意識であっても、この３つを患者に合わせて活用している。 

 特に動物介在療法（いわゆる「アニマル・セラピー」）では、「動き・臭い・鳴き声」など五感に訴え

ることができるばかりでなく、動物やそのハンドラー（飼い主）との深まっていく絆、動物を世話する

などの達成感、人間相手でないことによる気楽さ、回想療法的な部分、散歩や乗馬やアジリティ（犬と

行う競技）などの実際の動きなど、「やる気」を後押しする宝庫である。 

 現在のところ、この動物介在療法がまだきちんと医療や療育に根付いていないのは、こういう宝庫に

医療側が気づいていないこともあるのだが、「やる気」が精神・身体リハビリの決定打であることに関

して医療側の認識が甘いのではないかと考える。医療側がこの認識を強く持てば、動物だけでなく、目

の前の患者のあらゆる手がかりを探り出し、それを活用しようと思うのは自明なことである。 

 つまり、医療側が患者をポジティブな方向に動かそうと考えるなら、人間・個人・文化に則するあら

ゆることにノックをして、その力を借りる、という姿勢を持つべきであり、そのメニューのひとつには、

必ず動物（ペット）が入ってくるであろう。 
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【シンポジウム 講演２】 
 

ロボットを利用した訓練の検討をしてきて 
 
 

加藤 範子 
 

所沢ロイヤル病院 訪問リハビリテーション室 
 

 

 

これまで我々は、リハビリテーション訓練の中にいろいろな方法にてペット・ロボットを試用してき

た。初めてロボットを導入しようと至ったきっかけとしては、当院が療養型病院であり、療養生活や、

施設入所が長くなり、マンネリ化した生活の中で活動性を賦活させ機能の維持や向上の目的のため、多

種多様なアクティビティ活動をおこなっており、その一つとして８年前にロボットを使用してみようと

いう機会に至った。初めは利用者のみでなく、療法士もロボットの扱いに四苦八苦していたが、利用を

しながら、いろいろな場面で利用者の反応をみながら、ロボットの導入が患者様の生活に、非日常的刺

激となり活動意欲を生み、それによって生活意欲の向上に、機能の発見につなげられるのではないかと

考えられるようになってきた。そこで、超高齢者で維持期の患者様を多く有する療養型病院である当院

と、同グループ内の特別養護老人ホームロイヤルの園（以後ロイヤルの園とする）においてロボットの

活動を試みてきた。また、最近では、私達のホームグラウンドである在宅においても、利用してきてい

る。その内容については、よい効果を得られたものもあれば、患者様の注意や反応を十分に引き出せな

かった方法や、すぐに飽きてしまい継続が困難であった方法など結果はさまざまであった。 

ロボット活動を行うに当たり、いずれの方法においても見られた共通の効果としては、表情の改善、

活動性、積極性の向上、注意、集中力の向上、コミュニケーション賦活、自動運動量の増加、記憶面へ

の刺激による保持向上、精神的安定などロボットの試用の仕方でいろいろな効果が期待されると考えら

れる。しかしその反面で共通の問題点としては、ロボットやそれをコントロールするものが高度になる

ことで、トラブルが発生した時に療法士だけでは対応しづらいといった難点も示唆される。そのため、

利用についての実用性となると準備の段階で尻込みしつつあるのも本音である。また、機械が高度にな

ることで、高額となり、臨床では手に入りづらくなるため、その管理や実用性に欠けるのではないかと

思われる。しかしながら、以前とは異なり認知症を有る患者様であってもロボットの存在は受け入れら

れやすく、また、興味も向きやすい事は感じられ、初めから偽動物としてではなく、ロボットと理解し

て関わる様子がみられるようになってきている。そのため以前のように、動物が苦手であっても、働き

かけにも応じてくれやすくなってきており、導入のしやすさ改善してきているように感じられるように

なったと思われる。最近では動物型ロボットだけでなく、人間型ロボットの使用により、回想法や、利

用者との会話ツールなどとしても利用が出来るようになってきており、今後もロボットを利用しての関

わりの幅は広くなってきていると思われる。 

数年にわたり、いろいろな方法にてロボットを、訓練や、かかわりの中に使用する事を試みてきた。

その中で、ロボット自体が高齢者にどのように理解され、思われているかを調査してみたところ、その

ほとんどが好印象であった。しかしながら、実際に訓練に使用するには、操作上の調整や、環境上の問

題など、解決をしなくてはならない点も多く、個別リハビリを重視されている現在のリハビリのあり方

において、現状では個別効果よりも、集団的な効果の方が得られやすく、訓練性よりもアクティビティ

といった印象が強い。そのため、このロボットを使用した訓練が、訓練として療法士に認知されるのは

まだまだ難しいと思われる。しかしながら、我々の活動において、もっと使用し易い方法や、実用的な

内容を検討し、もっと手軽に利用できる事も検討しみいだしていければと考え活動を継続している 
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【シンポジウム 講演３】 

福祉サービスにおける共創的イノベーションの場づくり 

三宅美博 

東京工業大学大学院総合理工学研究科 

 

１．背景 

サービスには，提供者（プロバイダ）と利用者（ユ

ーザ）の間で価値を交換できる機能的側面と，交換

できない「場」としての側面がある．前者の交換で

きる価値は自他分離的に定義することが可能であり，

従来よりサービス科学の研究対象とされてきた．た

とえば対価を支払って作業を代行してもらうような

サービスである．しかし後者の交換できない価値は

未だ積極的には取りあげられていない．たとえば安

心感，信頼感，一体感，さらに最近注目されている

居場所感など心的かつ関係的領域を含むサービス群

が対応する．これが「場」という在り方に深く関わ

っているのである．そして共創の二重性モデルに従

えば，機能的側面と「場」的な側面の相補性がサー

ビスの共創的イノベーションを実現する上で重要な

役割を果たす． 

２．取り上げる問題 

「場」的な側面が重要となるサービスの一例とし

て，福祉サービスが存在するが、現状ではプロバイ

ダとユーザの間での交換可能な価値に特化し、サー

ビスが過剰に効率化されてしまうという問題が発生

している．その結果として，プロバイダ側のサービ

ス機能の肥大化（過介護）と，ユーザ側の機能の喪

失（残存機能の退化）が急速に進んでいる．さらに、

それに起因してプロバイダの疲弊化とユーザの受動

化が生じ，双方の主体性が失われ持続的サービス提

供が困難になっている．類似した問題群は介護に限

らず，幼児教育や地域活性化など地域コミュニティ

を支援するサービス（コミュニティ型サービス）の

領域で広く観察されている． 

３．場づくりに向けて 

 そこで本研究では，「場」が重要な役割を担うコミ

ュニティ支援サービス（介護・教育・まちづくり等）

をモデル系として，「場」の不在が原因となって発生

する現実のサービス上の問題を取り上げる．そして，

われわれが提案してきた「共創の二重性モデル」に

基づく場づくり支援によって共創的イノベーション

を実現し，その問題を解決するための方法論を提案

する（Fig.1）．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には，４つの段階からなるスパイラルな創

出サイクルを採用する。第１段階が「場」の顕在化

（場の計測）であり，第２段階がそれに基づくサー

ビス設計，第３段階が「場」への再潜在化（場の表

現）となり，さらに第４段階で「場」の共生成へと

いたる．そして，再び，最初の第１段階につながる

のである． 

特に，第１段階と第３段階が，サービスの機能的

側面と「場」的な側面をつなぐインタフェースにな

るが，ここではわれわれの先行研究に基づき，身体

のインターパーソナルな近接性や同調性が「場」の

生成と対応するという仮説を採用する．そして、セ

ンサネットワークを用いて計測される集団における

身体活動の相関分析および，質問紙法を用いて計測

される心的状態との相関分析に基づいて構成される

「場」の評価手法を含む点に方法論上の大きい新規

性がある． 

本発表では、このような共創的イノベーションの

場づくりに向けた取組みの現状を報告する予定であ

る。 
 
参考文献：三宅美博, 野澤孝之, 緒方大樹, 本橋正
成, 塩瀬隆之, 三輪敬之, "医療・介護サービスにお
ける場づくりと共創的イノベーションに関する企画
調査," JST 社会技術研究開発プログラム「問題解決
型サービス科学」, プロジェクト企画調査終了報告
書, pp.1-118 (2011) 

Fig.1 Co-creation of Community Service 
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＜休憩＞ 

 

 

        一般演題 第４セッション（17:00～17:40）         1 

 

[17：00～17：40] 

座長  千葉徳洲会 リハビリテーション科   皆川 晃慶 

 

８．重度障害高齢者の自発的動きを引き出す多職種連携アプローチ 

                      －24時間ケアとしての環境づくり－ 

第 2有隣ホーム    新田 淳子 

 

９．寝たきりによるコミュニケーション不足の改善 －認知症患者の学習療法を試みて－ 

社会福祉法人・黎明会 南台病院   斉藤 貴臣・他 

 

10．維持期リハビリテーションの取り組みに関するケーススタディー 

神戸松蔭女子学院大学 人間科学部生活学科    太田 久彦 

 

11．社会福祉法人における病院の役割と課題 

社会福祉法人・黎明会 南台病院   陶山 哲夫・他 
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【一般演題８】 

重度障害高齢者の自発的動きを引き出す、多職種連携アプローチ 

－２４時間ケアとしての環境づくり- 

新田淳子 

特別養護老人ホーム第２有隣ホーム 

 

１．はじめに  

特別養護老人ホームの入居者は、近年重度化の

一途をたどり、当ホームでは平均要介護度 4.5，

入居者の 95%が厚生労働省の日常生活自立度で寝

たきりランク Cにあたる。廃用症候群による障害

の重度化防止が、日常の健康状態に直結するため、

取り組み課題となっている。本報告は、入居時、

褥瘡により離床が困難な高度廃用の対象者に、体

力向上を目的とした、多職種連携による 24 時間

アプローチを導入し、改善がみられたので紹介し

ていきたい。 

 

２．対象事例 

80代女性。多発性脳梗塞（左片麻痺、高次脳機

能障害、言語障害）、慢性関節リウマチ、骨粗鬆

症、右大腿骨頚部骨折。褥瘡。腎盂腎炎による敗

血性ショックと脳梗塞併発、仙骨部褥瘡形成。医

療機関 2 年 10 ヶ月入院。最初の入院で褥瘡発生

12×11.5cmポケット 2.3cm。褥瘡の状態安定、退

院、当施設に入居。 

褥瘡により車いす離床困難。注意障害、コミュ

ニケーション困難、発語はジャーゴン、音韻性錯

語。発症より 3 年近く経過し、現状が goal との

評価。入居開始時褥瘡 3.5×1cm、ポケット 2cm悪

臭、皮膚湿潤。筋緊張 hypotone で座位保持は不

可。表情少なく、呼びかけ応じず、視線合わなか

った。 

 

３．方法  

１）連携体制 

 皮膚状態は脆弱でポケット有、尿や便で汚染さ

れ易く、感染防止のため看護師が排泄ケア等注意

点を研修。創周囲の皮膚は疎血で暗黒色、臀部の

皮膚がしわになり創部を塞ぎ、圧迫。全身廃用、

筋緊張低下により良肢位保持困難。ベッド上ポジ

ショニング、除圧・ズレ防止、体位変換は OT が

検討、介護職が排泄ケア、体位変換、ポジショニ

ング実施、看護職は処置・介入評価。全職種が関

わる 24時間ケア実施。 

２）環境調整 

離床環境の調整、用具の選定、適合・評価を実

施。ベッド上背上げを避け、車いすシーティング

ではズレと圧を調整した。移乗時の二次障害の防

止、車いす座位での転落防止、用具の調整を実施。

自発的な行動を促すため、重力を軽減するポジシ

ョニング、ベッドマットレス検討、導入・評価を

OT が行った。 

 

４．結果  

褥瘡：1年 3.8cm×1.8cm ﾎﾟｹｯﾄ 2.0cm，2年 3.6cm

×0.8cm，3 年 5.5mm×3mm，4 年白色角質。22 ヶ

月、表情変化見られよく笑う。26ヶ月、風船ゲー

ムで手が出る。29ヶ月、車いす上動き活発、転落

リスク対応。33ヶ月、車いす上頻繁に頭部持ち上

げ、右手振る動作見られ、車いすからの転落リス

ク高くなる。40ヶ月、臀部の皮膚弾力みられ、丸

みを帯びてくる。簡単なやりとり「いつも悪いわ

ね」など会話が増える。 

 

５．考察とまとめ 

当初目標の「褥瘡改善」から、廃用顕著で全身

状態へのケアが必要であったため「体力向上」へ

と目標が変わり、「廃用症候群」に対し、看護・

介護・リハビリ・医師・栄養士と全職種が関わる

「24時間ケア」として行うこととなった。長期に

わたる介入の結果、皮膚組織の変化、自発的な動

き、発語、意思表示の改善、嚥下機能の改善、社

会性・対人関係の改善がみられた。重度障害高齢

者では、廃用症候群に対し、多職種が生活全般に

「24 時間アプローチ」するケア戦略 strategy が

必要と考えられた。 
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【一般演題９】 

寝たきりによるコミュニケーション不足の改善 

－認知症患者の学習療法を試みて－ 

斉藤貴臣  長渡葉子  三浦りつ子  陶山哲夫  逢坂範子 

社会福祉法人黎明会南台病院 

                              

１．はじめに 

 当病棟に入院する患者の約 80%が寝たきりで、

レクリエーションに参加することもなく終日ベ

ッド上で経過する事が多く、認知症状がみられる

患者が増えてきている。認知症の原因となる疾患

はさまざまだが、その症状のほとんどが前頭前野

の機能に関係するものである。この前頭前野がコ

ミュニケーション、感情、身辺の自立等をコント

ロールしている。今回、認知症の進行予防策とし

てだけでなく、その人らしさを引き出すための手

段として、くもん学習センターが作成した「学習

療法」を用い実践した。その結果、患者にどのよ

うな変化が現れるのかをまとめ、検討したのでこ

こに報告する。. 注）患者選定に認知能力ＭＭＳ

Ｅ，障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）判

定基準・認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

を参考 

 

２．目的 

 学習療法を実践し、患者の表情の変化や発語が

増え、QOLの向上を図る 

 

３．方法 

１）期間  ： 平成 22年 8月 2日～10月 2日 

２）対象者 ： 認知症状のみられる患者 6名 

３）実施時間： 10分、週 5回（月・金を除く）

11：00～11：30 

４）使用教材： 脳を鍛える学習療法ドリルＡＢ

Ｃ 

５）結果集計： 評価表を作成し実施ごとの観察

を記録する 

 

４．結果： 

 6名中 5名に自発的な会話・発語・感情の変化・

表情が豊かになるなどの変化がみられた 

 

５．まとめ 

 学習療法を用いたケアの効果は半年を目途に

書かれているものが多く、今回のように２ヶ月と

いう短期間のなかでその変化に驚いた。認知症患

者と接するとき、問題となるのがコミュニケーシ

ョンの障害といわれている。言葉を介したコミュ

ニケーション、そして表情などの言葉を介さない

コミュニケーションの双方がうまくいかず、他者

との意思の疎通が困難になる。 

人間の前頭前野の働きには①思考する②情動

の制御をする③行動の抑制をする④記憶のコン

トロールをする⑤コミュニケーションをする⑥

意識・注意を集中する⑦意思決定をする⑧注意を

分散するという働きがある。学習療法を実施した

ことにより実施患者の前頭前野が活性化したも

のと考える。本研究の参考にした川島氏の先行研

究では近赤外計測装置を使い学習療法実施前後

の前頭前野の働き方に変化がみられていること

を証明し、ＭＭＳＥ得点の推移を療法実施者と非

実施者で半年間統計・比較し学習療法が認知能力

を低下させない効果があることなどを証明して

いる。学習療法は多くの高齢者施設等で実施され、

ＱＯⅬ向上、認知症予防策としての効果が科学的

に証明されている。今研究ではＱＯⅬ向上や認知

症予防策としての効果は望めなかった。しかし笑

顔や表情の変化、発語が見られるなどのその人ら

しさを引き出す結果を出すことができた。 

 

６．結語 

 学習療法の実施が、実施患者の前頭前野の活性

化を助け会話・発語・感情・表情に変化をだすこ

とができたものと考えられる 

 

【参考・引用文献】 

１）川島隆太監修「学習療法の秘密 認知症に挑

む」（２００７年ｐ１８）くもん出版 

２）川島隆太監修「脳を鍛える学習療法ドリル

（読み書き）ＡＢＣくもん学習療法センター

編」 

（２００５年）くもん出版 
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【一般演題 10】 

維持期リハビリテーションの取り組みに関するケーススタディー 

太田久彦 

神戸松蔭女子学院大学人間科学部生活学科 

 

 

１．はじめに 

 急性期と回復期のリハビリが、主に病院におけ

る入院の形態で提供されるのに対して、維持期の

リハビリは、訪問、在宅、通所、老健における入

所などの多様な形態で提供されている。サービス

提供形態が多様なことから、維持期リハビリがど

の程度に障害者の生活に貢献できているのか、そ

の全貌を知ることは容易でない。厚生省の高齢者

リハビリテーション研究会が 2004年に出した中

間報告では、高齢者リハビリの現状として、「長

期間にわたる効果が明らかでないリハビリテー

ション医療が行なわれている」と指摘している。

この「長期間にわたる効果の明らかでないリハビ

リ」という考えは、維持期・慢性期のリハビリに

対する直截的な批判とも言えよう。 

 維持期・慢性期のリハビリでは、障害者・高齢

者に対してどのように取り組みがなされるべき

なのか？その進むべき方向性を示唆する事例を

報告する。 

 

２．分析対象と分析方法 

 某デイケア施設一施設を週 1回合計 5回訪問し

て、スタッフの業務の様子を観察し、業務の合間

や終業時にインタビューを行なった。その結果を

質的に検討した。 

 

３．結果 

 当該施設においては、3 時間コースのデイケア

で午前・午後で利用者の入れ替えがある。各コー

スの利用者数は 15名であった。3時間の施設滞在

中に個別リハビリが各利用者に行なわれるが、そ

れ以外は、特に決まったメニューがあるわけでは

なく、当日の利用者の希望を担当スタッフが確認

して、どのようなスケジュールを組むか決めてい

た。数か月以上の期間にわたって通所を継続して

いる利用者が多かったため、利用者が施設で過ご

すスケジュールは大まかには決まっていたが、固

定していなかった。 

 スタッフからのお仕着せのスケジュールがな

く、自分の生活のスタイルを自分で決めさせると

いう原則が、当該施設の特徴と言える。その日の

過ごし方を利用者自身に決めさせるだけでなく、

施設外への外出の希望が出た場合は、他の利用者

にも声をかけてみて複数の参加がある場合は、外

出のイベントとして施設スタッフ総出での企画

として行なわれていた。 

 それまで他者に依存することで生活してきた

障害者が、このような自己決定プロセスを少しず

つ積み重ねることで、ゆっくりとした時間経過の

中で自分の生活を自ら新たに構築することがで

きるようになることを、当該施設は示していた。 

 

４．結論 

 急性期・回復期のリハビリが機能回復及び能力

回復を主たる目的とすることは当然のことであ

る。しかし、維持期・慢性期のリハビリでは、そ

れだけではなく「全人間的復権」というリハビリ

本来の原則に則った目標を見据えたプログラム

が組まれるべきである。 
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【一般演題 11】 

社会福祉法人における病院の役割と課題 

陶山哲夫  下山克也  逢坂範子  眞下敬子  小川沙希子  田中健一郎 

社会福祉法人・黎明会・南台病院 

 

 

１．諸言 

 社会福祉法第 22 条の規定により設立される病

院は義務規定として無料低額診療事業（昭和 26

年）があり，公共性が極めて高く、営利を目的と

しない民間の法人である。しかし病院の義務規定

を果たすには都内の社会福祉法人・病院数が少な

く、ソフト、ハードの諸問題の分析・改善が必要

である。 

２．黎明会・南台病院の紹介 

 当法人は９つの施設を設置・運営する社会福祉

法人であり、第二種社会福祉事業の「医療」・「介

護」・「生活支援」の各分野の総合的な福祉サービ

スを行っている。 

 

３．研究目的 

 社会福祉法人の病院において、法的義務の達成

率を検討し，病院の社会的諸問題と今後の課題・

展望を検討する． 

 

４．結果 

１）都内の社会福祉法人の病院数 30は病院、  

総病床数 6.8830床 

２）南台病院における法的義務の比率(22年度無

料定額事業・暫定値) 

 

 南台病院 医療部会 都全体 

国基準 14.5％ 10.2％ ― 

都基準 38.0％ 19.4％ 19.3％ 

国基準：生活保護+無料定額→１０％以上 

都基準：国基準+障害者等+施設利用者 

             →１０％以上 

 

５．考察 

１）都内の障害者数は身体障害者手帳の交付人数

は 391,411人（全国で 4,559,965人）であり、

精神障害者保健福祉の手帳交付人数 33,403

人と増加している。他方障害者に対応すべき

医療機関の比重が増加している。 

２）南台病院の社会福祉としての問題点 

  法人内施設利用者が多いため，実績比率が高

い．しかし一般の患者の利用率を下げること

には地域医療サービスの観点より問題がある。 

３）今後の厚労省側の展開 

（１）無料定額事業の必要性の見直し：一般病

院への促進か？ 

（２）生活保護受給者の増加への対応：障害者

が年々増加の一途を辿っている 

（３）新たなニーズへの対応：外国人・難民・

Domestic Violence被害者 

 

６．結語 

１）社会福祉法人・病院の法的義務の実施率を東

京都と当院を比較検討した。 

２）社会福祉法人・病院の今後の課題と展望を考

察した。 
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＜企業展示について＞ 

 

１．3 階 1303教室にて企業展示を行っております。ぜひお立ち寄り下さい。 

２．展示企業社名および展示内容 

１）（株）日立製作所 

（１）ウェアラブル光トポグラフィ等 

 

 

２）（株）ペアサポートブース 

（１）株式会社トライテック ： 携帯心電計 リード・マイハート Plus等 

 

 

 

      ＜日本リハビリテーションネットワーク研究会事務局＞ 

          〒108-8329 東京都港区三田 1-4-3 

          国際医療福祉大学三田病院 リハビリテーション室内 

          TEL ： 03-3451-8121（代） ＆ FAX ： 03-3454-0067（総務課） 

          E-mail ： rehanet@iuhw.ac.jp 

 

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100407/181711/?SS=imgview&FD=1275115225
mailto:rehanet@iuhw.ac.jp

