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November 15, 2013, Tokyo 

シンポジウム３ 

 

慢性期リハビリテーションの充実が

在宅療養への流れを作る 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

日    

時 
11 月 15 日（金）9:00 ～ 11:00 

シン

ポジ

スト 

千野直一 （永生会研究開発センター長） 

酒向正春 （世田谷記念病院副院長 回復期リハビリテーション・センター長） 

半田一登 （日本理学療法士協会会長） 

中村春基 （日本作業療法士協会会長・兵庫県立総合リハビリテーションセンタ

ー中央病院リハビリ療法部部長） 

深浦順一 （日本言語聴覚士協会会長・国際医療福祉大学福岡リハビリテーション学部教授） 

木戸保秀 （慢性期リハビリテーション協会副会長・松山リハビリテーション病院院長） 

座    

長 

橋本康子 （日本慢性期医療協会リハビリテーション委員会委員長・医療法人社

団和風会千里リハビリテーション病院理事長） 

主    

旨 

 わが国の高齢者人口はますます増加し、総人口は今後減少に転ずる。2015 年には団塊の世代の人たち

が前期高齢者に達し、その 10 年後の 2025 年には高齢化率は 30％を超えると推計される。今後の高齢化

の特徴は、①首都圏をはじめとする都市部の高齢化が進む ②世帯では高齢者世帯、単独世帯、高齢夫婦

世帯が急増する ③要介護認定者が増加する ④認知症高齢者が増加する、などと予測される。 

今後、高齢者数や要介護者数が急増すると、回復期、慢性期病院、施設での在院日数は短くなり在宅で

の治療、ケアが主流になる。病院や施設から在宅療養へ退院するには日常生活動作の自立が不可欠である。

そこにはリハビリテーションが必要であり、慢性期リハビリテーションを行わなければ高齢者、要介護者

の自宅での生活は成り立たない。 

医療、介護サービスのネットワークを各地域で構築し、住み慣れた地域でこれらのサービスを継続的・

一体的に受けることのできる体制づくりを行うことを目的として「地域包括ケアシステムの構築」が国家

的事業として打ち出されている。この中でも医療、介護でのリハビリテーションの充実強化、在宅でのリ

ハビリテーションの強化が推進され、重要課題となっている。慢性期リハビリテーションが充実すること

で、寝たきり高齢者をなくし、入退院の繰り返しをなくし、最後まで人間らしく生きることができると考

える。 
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[橋本座長] 

皆さま、おはようございます。ただ今ご紹介にあずかりました、橋本でございます。シ

ンポジウム 3ということで、「慢性期リハビリテーションの充実が在宅医療への流れを作る」

というテーマで、慢性期リハビリテーションについて討論していきたいと思っております。 

皆さんもご承知の通り、日本の国は高齢化しておりまして、高齢者数や要介護者数の方

が急増しております。反面、病院や施設の在院日数はどんどん短縮されております。そう

いった中で在宅へ退院するということは、日常生活動作が確立しなければ、在宅での生活

は不可欠であると思っております。そこではリハビリテーションが必要であり、慢性期リ

ハビリテーションを行わなければ、高齢者の方や要介護者の方の自宅での生活は成り立た

ないのではないかと思っております。 

また、医療介護サービスのネットワークを各地域で構築し、住み慣れた地域でこれらの

サービスを継続的、一体的に受けることができる体制作りを国は進めております。地域包

括ケアセンター、地域包括ケアシステムの構築などが国家的事業でなされておりますが、

まだまだ不十分なところがあります。この中で医療、介護でのリハビリテーションの充実

強化、それと在宅でのリハビリテーションの強化が重要課題になっていると思われます。

慢性期リハビリテーションを充実することで寝たきりの高齢者をなくし、入退院の繰り返

しなどもなくして最期まで人間らしく生きるというような社会をつくっていきたいと思っ

ております。こういったことを中心に今日は先生方にお話していただきたいと思っており

ます。 

それでは、それぞれの先生、15 分ぐらいの短い時間ですが発表をしていただきたいと思

っております。最初に千野先生。千野先生は皆さんご承知の通り、略歴は 106 ページに書

かせていただいております。永生会研究開発センター長でいらっしゃいます。ご略歴は抄

録をご覧ください。それでは千野直一先生、よろしくお願いいたします。 
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【講演１】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

慢性期のリハビリ医療 

 

千野直一氏（永生会研究開発センター長） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 皆さん、おはようございます。永生会の千野と申します。 

 私のテーマは「慢性期のリハビリ医療」ということで、ことに、新しいリハビリ治療、

リハビリ医療戦略についてお話ししたいと思います。 

ご承知のようにリハビリ医療の流れは、急性期、亜急性期、慢性期となりますが、リハビ

リ医学的には、亜急性期を回復期、慢性期を維持期、または生活期と命名しております。

これはあくまでも便宜的なものですが、行政の面でもこういう言葉が使われます。 

今日のテーマは、この第３の慢性期における中枢疾患の神経リハビリ医療の変遷というこ

とで、ここ 10 年ぐらい医学の進歩で新しい治療戦略が出ております。しかし，その全部を

お話しするには時間が足りませんので、主に二つのテーマに絞ってお話ししたします。 

 

まず、第１は、現在すでに行われているもので、ボツリヌス毒素治療です。これは、ボツ

リヌスを筋肉内に注入して、痙縮を治療するものです。この治療法が厚労省から認可され

てから未だ、3 年しか経っていませんが、我々は多くの患者さんに使用しております。第 2

のテーマは、近未来的と思いますが、再生医学についてです。ことに、iPS 細胞治療は近々、

臨床の現場で利用されて行くと思います。本日は、この 2 点についてお話ししたいと思い

ます。 

まず、ボツリヌスによる痙縮の治療です。痙縮は、脳血管障害、頭部外傷、脊髄損傷、脳

性小児麻痺、多発性硬化症などの疾患にみられ、運動機能障害となります。ボツリヌス治

療は外国では数 10 数年前より使用されていましたが、我が国で使えるようになったのは、

2010 年 10 月からです。 

ボツリヌスの筋肉内注入によって、痙縮が劇的に軽減される効果は、自分自身がこの薬剤

を使ってみて、ビックリしたほどです。そして、痙縮がこの注射によって、ほとんどなく

なってしまい、リハビリの治療法を急性期の状態に戻って、やり直さなければならない症

例も出てきます。 

もう少し詳しく、ご紹介いたします。 

ボツリヌス製剤は、先ほどもお話ししましたとおり筋肉内注入です。 

 標的とする筋肉に確実に注入すると、その効果は非常に著明なものです。 
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しかしながら、薬剤を注入だけでなくて、必ずリハビリ治療と併用することが重要でして、

それによって、この薬剤の効果が十分発揮できるというわけです。 

筋肉内に注入して、痙縮が低下する効果が見られるまでに、一日ぐらいかかります。その

効果は将に“不思議”なほどです。この薬剤によって、痙縮抑制効果が永続すると有り難

いのですが、残念ながら、注入後 3～4 カ月すると元の痙縮に戻ってしまいます。その為に、

痙縮が強くなったら、再度注入しなければなりません。 

しかしながら，リハビリ治療をうまく併用しますと、4 カ月の効果期間を半年あるいは 1 年

ぐらいに延ばせますし，症例によっては、一回の筋肉内注入によって今まで装具を使って

歩いていた患者さんが、装具を必要としなくなり、ボツリヌス注入もいらなくなります。

つまり、慢性期でもこういう治療をすると、脳血管障害発症時の急性期リハビリ治療と同

じ状況で、最初からリハビリをやり直す場合もあります。更に，新しい機能を獲得して、

社会復帰できる患者もみられます。そういう不可思議な注射薬です。 

 

ボツリヌス治療をリハビリと併用する。つまり車の両輪のような形で、この薬を実際使っ

て、慢性期の患者でも、思いがけない恩恵を被っています。 

ボツリヌス治療は筋肉内注射ですが、どこに注入するか，少しご説明します。その部位は、

運動神経線維が筋肉に入って、筋線維と接合する部位、つまり、神経筋接合部に近いとこ

ろです。神経筋接合部は解剖学的に、筋線維の真ん中に位置しています。そのために、標

的筋の筋腹中央部に薬剤を注入すると一番治療効果がでるわけです。 

注意しなければならないことは、痙縮筋は慢性期になりますと萎縮しています。ですから

我々が薬剤を確実に標的筋に注入するために、電極針と刺激装置を用いて行います。 

 

ビデオの左は、脳卒中片麻痺患者の下腿三頭筋ならびに後頚骨筋へボツリヌスを注入する

前の歩行状態と、ビデオ右は、薬剤注入後の歩行機能です。 

患者は今まで下腿装具を装着しなければ歩行出来なかったのが、ボツリヌス注入後には、

装具を必要としないで歩けるようになっています。リハビリを専門とする立場から、この

ような薬剤が、もっと早くから日本でも認可され、使用出来たら良かったな、と言うのが

実感です。 

 

第 2 のテーマは再生医療です。これは近未来のリハビリ医療に関するものです。昨年、平

成２４年１２月に、京都大学の山中伸弥教授がノーベル医学・生理学賞を受賞されました。

私どもリハビリ医学領域でも中枢神経障害の再生医学は大きなテーマです。私も、前職、

慶應大学リハビリ医学教室在職中に、生理学教室の岡野教授と共同で、これからは中枢神

経への再生医学が必要になると言う話しをして、１９９０年代にリハビリ医学教室から大

学院生がゼボラフィッシュというメダカより小さい魚を使って、三叉神経の発生に関する

遺伝子の研究を開始しました。 
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スライドは、私どもの瀬川浩先生の２００１年の研究論文の表紙です。ゼブラフィッシュ

は小さすぎて、リハビリの治療法のシミュレーション、つまり、電気刺激、運動療法など

を施すことはできません。 

 

次のスライドは、山中教授のノーベル賞の受賞対象となった２００６年の「Cell」という雑

誌に掲載された研究論文の表紙です。この時は既に多くの iPS細胞に関する研究が行われ

ておりました。 

 

次にお示しするビデオは、慶應大学整形外科教室の中村雅也准教授が山中教授と一緒に小

型の猿、マーモセットモンキーを使って、脊髄損傷の再生治療実験を行ったもので、中村

先生からお借りしてきたものです。研究論文は２０１０年に発表されております。 

モンキーの第５頚髄に機械的な圧迫を加えて、人工的に不全脊髄損傷を発症させます。そ

の損傷部位に iPS細胞を移植して脊髄神経細胞の治療を行う実験です。 

脊髄損傷後のモンキーは上肢・下肢に不全麻痺が生じて、ボールペンを握ることも出来ず、

歩行も殆ど不可能です。しかしながら，iPS細胞移植後１２週間で、上肢と下肢の運動機能

は 80％まで回復し、両手指でボールペンを自在に握れるようになり、歩行機能もほぼ正常

に近くになっています。これを実験的にコントロールとして、iPS細胞を移植しないモンキ

ーと比較すると、非治療のモンキーは不全麻痺のままで、歩行もままならず、ボールペン

も握れない状態です。 

再生医療の動物実験でも、先に述べましたメダカでは、リハビリ医学の診断・治療で用い

られる電気診断や運動療法など利用できませんが、実験動物が小型モンキーであれば、リ

ハビリ治療効果についての基礎研究も出来るようになります。そして、中枢神経障害への

再生医療にはリハビリ治療戦略が大いに貢献出来ることを実証したいと考えております。 

このように、再生医療を中心とする新しい医学・医療の幕開けは、慢性期リハビリ医療を

根底から考え直さざるを得なくなると思います。 

つまり、リハビリ治療が慢性期になると、その必要性が少なくなると今まで一般的に考え

られて来ました。しかしながら、２１世紀に入り、革新的な治療法の開発によって、従来

の急性期、慢性期のリハビリ治療戦略も大きく変遷して行くべきであることを認識しなけ

ればならないと言うことであります。どうもご清聴ありがとうございました。 

 

[橋本座長] 

千野先生ありがとうございました。最新医療というと、急性期医療のことだというような

イメージはありますが、慢性期医療やリハでも、このような最新医療がどんどん行われて

いっているんだなあと改めて思いました。ありがとうございました。会場から何かご質問

とかありますでしょうか。どうでしょう？ 

先生、iPS 細胞による動画は衝撃的な動画ですね。 
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[千野氏] 

iPS細胞による治療法には、まだ、いろいろと問題があります。たとえば、移植された細胞

が増殖しすぎてガン化、つまり、悪性化するということなどです。まだ、研究の余地もあ

ります。更に、大切な事は倫理上の問題です。日本ではきちんと規約というか、ガイドラ

インはできていません。外国ではこっそりと幹細胞による再生医療を行っているようです。

今後，日本でも徐々に、正式な規制の元に再生医療が実施されると思います。 

 

[橋本座長] 

 本当にびっくりするような動画だったのですが、何かご質問などございますでしょうか。

ボツリヌス注入に関しても、割と広がってはきているように思うのですが、私どもでも、

時々させていただいたりしているのですが、なかなか先生のご指摘の通り、3～4 カ月で下

に戻ってしまうということもありまして、何回ぐらい繰り返して、やっていけばいいもの

かなということも、私も患者さんと相談してはいるのですが、そのあたりのことと、ちょ

っと教えていただきたいと思うのですが。 

 

[千野氏] 

 症例によって異なりますが、一番大事なことはきちっと正しい筋腹の部位に薬剤を注入

することです。薬価が高いので、薬効を期待できるように医者が、きちっと注入すること

が大切なことだと思います。 

 

[橋本座長] 

 はいありがとうございました。いかがでしょうか。先生、どうもありがとうございまし

た。ディカッションの時にまた先生に参加していただきたいと思います。次は酒向正春先

生です。世田谷記念病院副院長、回復期リハビリテーション・センター長の酒向先生、よ

ろしくお願いいたします。酒向先生のご略歴も 106 ページに掲載させていただいておりま

す。
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【講演２】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

脳卒中からの人間回復 

 

酒向正春氏（世田谷記念病院副院長 

回復期リハビリテーション・センター長） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 世田谷記念病院の酒向です。私は回復期をやっておりますので、その視点から「脳卒中

からの人間回復」についてお話したいと思います。 

昨年 4 月、東京・二子玉川に世田谷記念病院をオープンしました。回復期で元気になり

退院された患者さんを二子玉川の東急の大規模開発で、病院に頼らないで、慢性期生活を

していただくというコンセプトで、地域住民の方たちと連携しながら進めていく医療を目

指しております。つまり超高齢化社会における地域リハビリテーションとノーマライゼー

ションの世界モデルを構築するというのが我々の使命だと思っています。 

脳卒中医療は急性期、回復期、維持期となります。急性期、回復期は病院完結です。し

かし、維持期は街です。残念ながらここにはスポットとライトがまだ当たっていません。

この一連の治療の流れの中で脳卒中の診断と医療と合わせて後遺症の診断と治療の同時進

行が重要ですが、医学においても後遺症の診断治療が弱い状態です。その上で、原疾患の

管理、全身管理、ケアそしてリハビリテーションを継続して連携していく、このようにし

ていくことが大事だと思います。今日は慢性期リハの充実、そして在宅療養の充実につい

て話したいと思います。 

慢性期リハの充実には急性期リハによる回復が必須です。そして在宅療養が継続できる

自主訓練、ご家族指導をして家屋、在宅サービス、介助力の分散調整をする。これによっ

て重症度比率 45％でも、在宅復帰率 98％というのが我々の状況です。脳卒中予防の基本、

これはいろいろありますが、一番大事なのが高血圧管理です。脳卒中 4 万例のリハビリ開

始時期を検討いたしました。3 日以内に行われているのが 50％、しかし 27％は行われてい

ないという現状が日本にあります。日本を代表する急性期病院でもこの現状です。 

ではリハビリテーション、どのように導入するか。これは発症後 3 時間の拡散強調画像

で、既に脳梗塞が出ておりますので、血栓を溶解できません。どうなるかと申しますと、

翌日脳梗塞がはっきりして、5 日間でミッドラインシフトが起こって脳浮腫が強くなり昏睡

になります。そこで頭蓋骨を外す。すると昏睡が治ります。3 週間たっても頭蓋骨から脳が

飛び出している。7 週間たって頭蓋骨より脳がへこんできて、頭蓋骨を入れてさあリハビリ

っていうのが昭和のリハビリです。 



8 

 

今はこの ICUや SCUでも積極的に可能な範囲で動かしていく、これが急性期リハビリ。

ICU を出るとすぐ回復リハビリというのが今のはやりだと思います。そこで三宿病院と共

同研究を行いました。入った日から端座位訓練を行う。写真は両側片麻痺の患者様で座っ

ています。しかしこれは端座位訓練ではありません。なぜなら、かかとをしっかりつけて、

アライメントを整えて、セラピストが手を離してもこのように一瞬でも座れる、これが端

座位訓練です。これを行うことによって、急性期病院の退院時の自立度が 75％、見守り 15%、

介助 10%という状況です。 

端座位訓練の開始は 1.6 日。1 分間端座位訓練が行えるのが 1.7 日。5 分間端座位訓練が

可能となるのが 2.1 日。しかし、2 名の方は 90 歳以上の高齢者、重症片麻痺の患者様では、

困難でした。合併症としましては、起立性低血圧はなく、バイタル変動はありますが、神

経症状の増悪はありません。この 1 分間端座位訓練ができなかった 1 名の方に軽い廃用が

認められました。つまり、端座位訓練は 2 日以内に安全にやれる訓練だということがいえ

ると思います。 

では、回復期での人間回復には何が必要か。これは 3 つの要素です。食事をおいしく食

べること、快適に眠ること、適度な運動ができること。しかし戦略が必要です。食事のた

めにはリハ栄養、サルコペニア対策、そして快適に眠るためには生活のリズムを確立する。

つまり、精神状態をコントロールして、排泄、睡眠を管理していく。適度な運動、これは

運動訓練ですが、プラス動的に高次脳機能訓練を進めていくということが重要になります。

我々のリハビリになります。 

入院日に全職種による合同評価、ドクター、ナース、ケア、PT、OT、ST、ソーシャル

ワーカー、管理栄養士、薬剤師、チームマネージャーによって、患者様の病名・病態、神

経症状、全身状態、基本動作、ADL 機能、どのように介助するか、どの程度転倒リスクが

あるか、それによって自室をどのように環境設定をしていくか、予後予測はどこまでなの

か、下肢装具を作るかどうかこれを午前中のうちで共有して、計画書を作成してサインを

いただいて昼からリハビリを始めます。 

1 週間ではそれは再発予防、基本動作訓練、歩行、ADL 訓練、退院時のゴールをさらに

しっかりと設定して 1 カ月で徹底。2 カ月で定着してご家族の介助指導、介護サービスをど

のように入れるか、退院後のおうちの環境、こういったところをしっかり整えて、自宅退

院。このためには一週間で家屋情報をお願いして、1-2 カ月で家庭訪問、そして家屋改修を

して 1-2 回の外泊訓練をして退院となります。どうしてもおうちに帰れない患者様の場合は、

入院時面談の 1 週間目に施設希望をいただいて申し込みを行います。これによって在宅復

帰率が 98％という現状です。 

特に大事なことは入院後 2 週間以内に精神と生活リズムの確立・定着です。それには睡

眠、夜間不穏の対策、排泄の安定。この 3 つがポイントになると思います。脳卒中 900 例

の病態別入退院時 FIM を示します。脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、ピンクが入院時 FIM

です。ブルーがゲイン(利得)です。脳出血はやはり血腫がなくなって浮腫がなくなってまい
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りますので、ゲインがよくなります。しかし心原性、アテローム、ラクナは順に重症から

軽症となりますが、ゲインは変わりません。これが一つの予後予測の目安になります。 

脳卒中 1100 例で年齢別の解析を行いました。50 歳未満、50 歳代、60 歳、70 歳、80 歳、

90 歳。入院時 FIM と退院時 FIM です。年齢に応じて低下します。つまり 50 歳代では FIM

のゲインは 30。90 歳では 20 です。50 歳未満では天井効果で低い値となっておりますが、

これを理解して、しっかりと退院時の在宅生活をイメージした回復リハを行っていくとい

うことが慢性期リハにつながっていくと思います。 

では、この機能予後予測、これは画像診断、年齢、病前の状態、それと廃用症候群です。

これによって予測が可能です。画像診断では脳損傷の評価だけではなく、どこが残ってい

るか、年齢によってゴールは違います。病前に認知症、体力、ADL がどうであったか。こ

れによってもゴールが変わります。脳卒中 1200 例で FIM が 50 以上劇的改善例、脳梗塞が

2.6％、脳出血で 6％、クモ膜下出血は 10％です。劇的改善は少ないことがわかります。 

そのためには、このようなトラクトグラフィーも含めて、錐体路、感覚路がどのように

損傷しているかを評価します。そして大脳機能におきましては、前半は運動と制御、後半

は感覚と分析です。特に左は理論的、部分的、右は発想的、全体的。つまり右の軽症はよ

くなりますが、右の中等症以上は全体のイメージができません。非常に難しいリハになり

ます。計画的リハビリをできるかどうか、それが大事になります。攻めのリハビリのコン

セプト。我々は、直立二足歩行で歩いていただく、これを基本としております。 

つまり、股関節、膝関節、足関節これをどのようにコントロールするか、もっとも大切

なことは股関節の再学習と考えて、早期装具歩行療法を取り入れております。左視床出血

で重症の場合では、対側に脳梗塞を合併し、気管切開、経管栄養。こういった状態で体幹

がグラグラで回復期入院となります。3 週間ほどしっかり起こしていると、このように立て

るようになります。気管切開も閉鎖。立位訓練は、短下肢装具で股関節荷重ができない状

態ではだめなわけです。患側もしっかり体重をかける、これが大事です。股関節にしっか

り体重がかけられないと、歩行学習ができません。そこで当初は重症の場合は金属支柱付

き長下肢装具を使います。脊髄 CPG を強調して、外旋を抑制しながらリハビリしていくっ

てことが重要です。それによって、長下肢装具でもこのように歩行が修正自立となり、そ

して、短下肢装具でも修正自立となってまいります。 

上肢麻痺は、発症から 6 カ月でも重症はじわじわとよくなります。中等症は 3 カ月間よ

くなります。軽症は 1 カ月から 3 カ月。つまり、6 カ月後には上肢はよくなっているはずで

す。しかしそうではありません。これは、Learned Non Use が起こります。これをどう

防ぐか、これがポイントです。これはもうしっかり動かすこと。鹿児島の川平先生の反復

促通療法が重要です。CI 療法、装具、電気療法、HANDS 療法は慶応大学が進めています。

そして BMI これも大事です。千野先生がおっしゃられた痙縮治療、これも必要時は進めて

いく。 

重症の失語症、これは障害需要に数年を要します。入院時の SLTA、退院までにそれなり
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に上がります。しかし完璧によくなるわけではありません。この SLTA が重症と軽症、そ

の際重要なことは、高次脳機能が重症と軽症、これをしっかり判断して訓練プログラムを

作れるかどうか。患者様が入院された時に、我々のところでは意識障害は 40％、退院時は

5％。精神・感情障害が 80％、退院時が 20％、判断病識障害が 97％、退院時が 50％です。

このダイナミックな流れを患者様の状態を把握してリハビリプログラムに入れていく、こ

れが大事になります。 

高次脳機能障害に対するリハビリは精神状態をコントロールして、生活リズムを整える。

そして、体を十分に動かす。それによって自分で考えて行動することがことによって、結

果として思考回路ができてまいります。これを繰り返し繰り返し、しっかり進めていくと

いうことが大事です。 

急性期、回復期、維持期この医療連携におきまして、維持期の医療と生活の効率を高め

るポイントとしては、回復期の時にしっかり生活指導して、考えることをケアマネージャ

ー、訪問看護に伝えて、かかりつけ医は外来診療か訪問診療か、急変の搬送先はどうする

か、基本は紹介元病院です。リハビリは外来か訪問かデイケアか、ADL 維持のために、デ

イサービスとデイケアをどのように使うか、介護負担軽減にヘルパー、ショートステイを

どのように使うか、これをしっかりケアマネジャーに提案します。退院することがゴール

ではなく、退院後の生活を維持できること、それをしっかり考えていくということが回復

期の役割だと考えています。 

では、在宅療養の充実、このためには健康、医療、福祉の地域連携の整備が必要です。

さらに、街が大事です。病院に頼る医療から、ハンディキャップと共に街で元気になる社

会を創設するということで、2003 年から健康医療福祉都市構想という構想を発信しており

ます。福祉都市の名前は非常に多いわけですが、成功した事例は少ないわけです。 

なぜかと申しますと、都市をどう作るかの議論は多くて、どう使うかの専門家が少ない

からです。どう使うかの専門家は実は皆さんです。皆様がこういった構想に参加されてい

ないというのが日本の問題点です。医療と街作りが融合することで人を元気にする新しい

社会の姿が生まれて、新しい産業ができます。 

この課題認識としましては、高齢化社会構造の問題点の改革、潜在的に大きな高齢者市

場がありますので、それを育成していく。リハビリ・ケアとファッションを融合していく。

機能と環境の連動という理念。医療の裏付けが必要で、健康回復を継続できる都市の環境

が必要、さらに、人々を魅力的な社会活動に引き込んでいく必要性。これがわかっていな

い、実現できていないというのが今の日本の問題です。これを解決すればいいわけです。 

そのための健康医療福祉都市構想のモデルとして、回復を中心とする脳卒中、高齢化医

療の質の高い医療連携をまず整備して、街の真ん中に公園的歩道空間を作る。そして、そ

こを社会参加の場として活用していく。それをヘルシーロードと我々は呼んでいます。そ

こからわかりやすい健康、医療、福祉のシステムや情報サービスを発信します。さらに、

このヘルシーロードに医療関連産業街を整備して、従来型のビジネス街と相乗的経済活性
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化を図るという構想を発信しております。つまりこの線から面へ展開していくという考え

方です。 

この二子玉川の健康医療福祉都市構想は、国土交通省、東京都、世田谷区、企業、地元

の住民の方々、それと我々でコラボレーションしています。2015 年にはこの構想が完成い

たします。2015 年にはセグウェイ特区にもなります。筑波に続いて 2 番目になるかもしれ

ません。 

このため我々の病院でも、スタッフが 10 名でインストラクターを取得しました。患者様

にセグウェイをどのように導入していくか、これは倫理委員会を通して今、検討している

ところです。また東京のど真ん中の都市にこのようなヴァーティカルガーデンシティを作

ろうと。高層ビルで、地下も活用しようと。このような未来都市の概念が必要です。港区

では六本木ヒルズが国際文化都心、新橋は業務文化都心、そして、その間を生活文化都心、

ここに港区ヘルシーロードを作って街をまとめていこうという案も出ております。 

自分の暮らす地域と人、さらに健康医療福祉へ、確かな関心を持ち、住むことにステー

タスを感じる街作り、その必要性を理解できる民意を育成していく。そのためには国、自

治体、市民、企業が密接に連携した活動が必要で、コミュニティ再生による人間回復、こ

れが大事になってきます。国家戦略特区でそのモデル都市を実現しようという案も出てき

ております。2020 年にはパラリンピックと連動した超高齢化社会対応の都市環境を発信す

る、これが日本の世界貢献ではないかと考えております。そのためには、近い将来の日本

のリーダーに情報提供をして連携していくということも重要になると思います。ご静聴あ

りがとうございました。 

 

[橋本座長] 

酒向先生ありがとうございました。回復リハの各論、予後予測、各論のところから、健

康医療福祉都市構想を世界に発信するというすごく大きなところまで、お話を 15 分という

時間が短くて、お急ぎですごく早口でしゃべっていただいてありがとうございます。 

すごく盛りだくさんの内容だったのですが、何かフロアのほうからご質問とかご意見と

かありますでしょうか。どうでしょうか。 

予後予測、医者にとってもすごく大事なことで難しいことですが、私も回復期リハの病

棟でやっておりまして、セラピストの人や他のスタッフの人たちにも予後予測、医者があ

る程度予後予測を想定して、あとどこまでいきますかというようなカンファレンスをして

いるのが本筋だと思うんですが、なかなか予後予測というのも、医師もなかなかできてな

いところがあると思うんですが。そのあたりはどう考えていらっしゃいますか。 

 

[酒向氏] 

 私はたまたま脳神経外科医で、ニューロサイエンスが得意だったので、機能としてどの

領域がどの程度やられていて、脳のどの程度のボリュームがやられているか、その両方に
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よってある程度、機能の予後はできると思うんです。しかし能力の予後っていうものはま

た別物であります。たぶん能力の予後が今日、出しました、脳卒中の患者様で、各病態に

よってどの程度よくなるか、年齢によってどの程度よくなるか、というデータが出ており

ますので、そのへんを考慮して、スタッフと情報共有、そしてゴールはこの程度になるよ

ってことを考えて、リハビリをしっかりする。もし到達しない時は、なぜ、到達しなかっ

たかということを反省しながらプログラムを変えていくということが大事ではないかと考

えております。 

 

[橋本座長] 

はい、ありがとうございます。なかなか医者もいろいろスキルとか知識とか、不足して

いたりいろいろありますので、難しいところだと思うのですが、そのあたり、勉強してや

っていきたいと思っております。何かフロアのほうから、ご質問とかありませんでしょう

か。 

もう 1 点、後でまたディスカッションの時にもお話していただきたいかなと思っており

ますが、街づくりを医療福祉などを中心に、以前からよく言われたことですが、実は私も

香川の、地方ですが街づくり、シャッター商店街みたいなふうになっておりますので、そ

ちらのほうで、医療とか福祉とかを商店街の中に展開していって、街づくりをしていった

らどうかというようなことも考えて、一時やりかけたこともあるんですけども、やはり行

政や医師会など周りの地域住民の方の協力とかすごく大がかりになってしまうんですね、

街づくりになってくると。それでなかなか、途中で終わりになってしまったという経験も

あります。そのあたりのこと、簡単に。 

 

[酒向氏] 

ありがとうございます。地域住民、市民の皆さんと連携しないとうまくいきません。2008

年から国土交通省などに 2 つの委員会、健康医療福祉の街づくり委員会とコミュニティ再

生委員会をつくりまして、今年度末に本省から健康医療福祉の街づくりのガイドラインが

出ます。大事なことはそこに暮らしている地域の住人の方、それと企業と NPO そういった

方と繰り返し話を進めながら、どういう街にしたいか、どういう活用をしたいか、という

ことをしっかり考えてそして行政と連携していく。時間はかかりますが、そのステップを

踏まないと実現しないのではないかと考えています。 

 

[橋本座長] 

ありがとうございました。先生にも後でディスカッションに参加していただきたいと思

います。それでは次の演者の先生は、半田一登先生です。日本理学療法士協会の会長でい

らっしゃいます。後略歴は 106 ページにありますので、お目通しください。それでは半田

先生、よろしくお願いいたします。 
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【講演３】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

慢性期リハビリテーションと理学療法 

 

半田一登氏（日本理学療法士協会会長） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 私は学校を卒業して 37 年間、一つの病院で働きました。この九州労災病院は、一般病院

でしたので、慢性期病院で働いた経験がございません。今回、このようなテーマでお話し

することになり、「慢性期ってなんだろう」と、いろいろ考えました。というのは、中医協

で「急性期とはなんぞや」という論議が起こったんですが、なかなか答えも出なかった。

そこで、まずここからスタートしてみました。 

慢性期リハビリテーション。慢性期とは何を指すのか。急性期は、発症後 1 週間、2 週間

の期間で設定されている。亜急性期は急性期を終わった人、あるいは在宅の急性増悪した

人たちを対象とする、回復期は対象疾患と目的が青本の中でしっかり書かれている。とこ

ろがいくら探しても診療報酬の青本の中に、慢性期という言葉あるいは慢性期リハビリテ

ーションをうかがわせる言葉を見つけ出すことはできませんでした。 

現在、急性期のリハビリは、急性期病院で当然やるでしょう。回復期、これは当然、回

復期病院を主体としながら、病棟を主体としながら、場合によっては老健に行っている方々

もいらっしゃるし、在宅の症状としては急性期回復期、こういう方もいらっしゃると思い

ます。 

ところで、今日のテーマの慢性期を語る方々ってどこにいらっしゃるのだろうかなと、

非常に多岐にわたっている。この現実の中で慢性期リハビリテーションとはなんぞや。例

えば療養病床の中に医療サービスが当然あります。特養もあるいはグループホームも外付

けで医療サービスがあるわけです。そうすると慢性期はどこまで指すんであろうかと、非

常に悩ましい話かなというふうに思いました。 

それともう一つ、慢性期リハビリテーション、リハビリテーション医療っていうのはな

んなんだろうか。私は昭和 40 年代に理学療法士になりましたが、非常に厳格な考え方の中

でリハビリ医療を行ってきたのが、最近のリハビリテーションが、広がりにつれてちょっ

とあやしくなったところがあるのかなというふうにも思っております。必要なことはまず

医師による診断。当然必要であります。それと各専門職の評価が、私はこの評価というこ

とはもっと大切にしたほうがいいんではないかなと思っております。アセスメントという

言葉が最近いろんなところで使われています。我々はカンファレンス等でゴールの設定、

なおかつ専門職の役割を決定する。途中はありますけど、最終カンファレンスで退院調整
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の話、生活支援の確認等々があって初めてリハビリ医療といえると思います。ただ単に理

学療法を提供することがリハビリ医療とは言いがたい、私はその手続き論を大事にすべき

だと思っています。 

古い写真を持ってまいりました。昭和 40 年の写真です。赤丸をつけておりますが、リハ

の創生期の服部先生、黄色の丸が、私が就職した時の部長の原先生。こういう方々は既に、

こういうふうにしてカンファレンスを昭和 40 年代からやっておられた。あるいは、昭和 60

年代、私がいた病院で、月に 1 回、各診療科の回診がリハ棟であります。赤丸を付けてい

る方がリハビリ科のドクター、黄色が神経内科のドクター、青丸が PT・OT、こういう形

で患者さんを動的に回診しています。病棟で寝ている患者さん診て回ったって、果たして

リハビリの回診と言えるのかなと思います。こういうのが昭和のこの時代から行われてき

ました。ところが残念なことに、リハビリ病棟は単位が導入されてこういうことがほとん

ど行いがたくなってきた。非常に重要な課題かなと思っております。 

私、自分で経験がないものですから、いろいろ資料をかき集めて。これは川越さんが作

った、2 年前の資料ですが。非常に気になったところは、療養病床に急性期病院から 14％

の人が行っている。急性期病院の 14％の人が療養病床に行っている。あるいは、回復期か

ら約 10％の人が療養病床に行っている。この入りの部分の多彩さ。もう一つは、在宅へ行

っている人は 34％いらっしゃる。ここの狭間にあって、この療養病床の中のリハビリテー

ションというのはどういうふうに行うべきなのかな、そういう点から考えてみました。 

先ほどのスライドの結果、思いつくのは、在宅からの入院が圧倒的多数を占めている。

また、急性期病院からの入院が意外と多くいることです。ということは、症状としては回

復期理学療法を提供する必要があるんではないのかなと思います。私は急性期病院の先生

が本当に生活能力が回復できないと判断が本当にできるのかな。慢性期入院時にもう一度、

再評価が必要ではないか、そういうふうに思っております。回復期からの入院も少なくあ

りません。在宅復帰率が 30％を超えている。しかしその在宅復帰率の 30％の中身はどのよ

うになっているのかな。さまざまなことを想像いたしました。 

8 月 6 日に出されました国民会議の報告書から少し検証してみたいと思います。医療機能

の分化、連携を強力に進めることが必須である。一番、この表で気になりましたのは、真

ん中の下のほう、病気になっても職場や地域生活へ早期復帰させるとされている点です。

もともとリハビリテーションは地域が大きなゴールでした。しかし回復期の中で自宅内復

帰率、これがリハビリテーションのゴールになってきました。私はこのゴール設定の違い

を非常に大きいというふうに思っております。我々リハビリテーション、障害者仕様のリ

ハビリテーションだったのが最近、高齢者仕様のリハビリテーションになっていっている。

ゆえに、自宅復帰率のみで語られている。果たしてリハビリテーションの在り方として、

それで本当にいいのかな。そのように疑問を感じております。 

今、言ったことをスライドしますと、疾病中心の医療の問題が浮上する中、それに対し

第 3 の医療として、障害を真っ正面から取り上げたリハビリテーションがスタートしまし
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た。その時の目標が社会復帰でした。ところが診療報酬が疾患別診療報酬になっていった

中で、あるいは高齢者仕様のリハビリが普及していって、自宅復帰率がアウトプット指標

としてそれのみが動いていっている。その中で、リハビリテーションとして職業復帰等々

はどこにいってしまったんだろうかなと、大きく今私の中で懸念として残っています。 

それともう一つ、リハビリ職として障害という意識が完全に消えていってるんじゃない

かな。常に、医療保険の分野で、治すこと、そこに終始しているような気がしております。 

医療区分によるリハビリ上には大きな課題がいくつかあります。急性期病院は確かに在

院日数削減することには成功しているように思います。しかしそのしわ寄せが回復期病棟

やあるいは老健施設等々へいっています。たまたま回復期に入った患者さんは、非常に濃

厚なリハビリテーション、逆に療養病床ではどうしても維持期的なリハビリテーションに

なります。本当にこのようなリハビリテーション料のつくりでいいのかなと、非常に大き

なここには疑問を感じています。 

それから、治して支える医療への転換を求めています。私、非常に危惧していますのは、

支えるリハビリテーション、支える理学療法。もう 10 数年前になりますが、高齢者リハビ

リテーション研究会から出された漫然たるリハビリテーション、こことどういう線引きが

行われて今後実行していくのか。歴史が繰り返していくような気もしております。 

そういうことを完全に我々理学療法士として防ぐためには、防ぐ理学療法、治す理学療

法、支える理学療法をしっかりと区分し確立が必要だというふうに思っております。それ

から職能団体には適切な場に、適切な人材を提供するような研修やさまざまなことをやれ

というふうに書き込まれております。その中で、一つは廃用症候群をどうやって理学療法

士の特性を活かした、運動という手段を用いて、廃用症候をどこまで我々が防ぐことがで

きるのか。非常に大きな課題というふうに思っておりますし、診療報酬上では理学療法士

等の病棟配置を推進して廃用予防に努めたいというふうに思っているのであります。 

標準的算定日数の 13 単位について、日本理学療法士協会としての考え方を最後に掲げて

おります。13 単位について当該患者が介護保険による訪問リハ、通所リハ、介護予防、訪

問リハビリ、または介護予防、通所リハビリによるリハビリの適用があるかについて、適

切に評価し、患者の希望に基づき介護保険のリハビリサービスを受けるために必要な支援

を行うということが書き込まれております。やはりこのことについては、厳密な運用も必

要ではないでしょうか。 

最後になります。慢性期リハビリテーションの果たすべき役割、あるいは期待感につい

て述べさせていただきます。まず入所者に適切なリハビリテーション強化を本当にしっか

りとやる必要がある。というのは、ここでの評価によって、その人は生涯ベッド上の生活

になるのか、あるいは自宅復帰してものすごく有意義な生活に戻れるのか。非常に大きな

関門であるというふうに思います。個々のリハビリテーション評価はどこまでなされてい

るのかなという点です。2 番目にそういう中で、回復過程の患者さんが私は混ざっているん

じゃないのかな、そういう時に個別に集中的なリハビリテーションを実施できる体制づく
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り、これも一方で必要です。3 番目に評価の結果、維持過程にある、維持をするのが十分で

あろうという患者さんへも適切なリハビリテーションの選別。患者さんの生きがいに対す

る、これは軽い意味での生きがいではなくて、真剣に考えて、本当の意味での QODをとら

えた形での生きがい対策も必要です。 

4 番目、看護、訪問、あるいは全ての廃用症候群予防を行う、あるいは、機能を可能とす

るリハビリ専門職の適性配置というのはどういうものだろうかと。それから最後になりま

すけども、慢性期リハビリテーションとは何を指すのか、この定義づけを急ぐ必要がある

んではないかなというふうに思っています。 

 

[橋本座長] 

ありがとうございました。本来であればフロアからの質問というところですが、時間が

押してまいりましたので、まず先生方のご講演を先に進めさせていただきたいと思います。

最後に、そんなに時間を取れないかもしれませんけれども、15 分、20 分くらいのディスカ

ッションになると思いますが、その時に何かご質問あればご意見などを承りたいと思って

おりますのでよろしくお願いします。 

それでは次、中村春基先生。日本作業療法士協会会長、兵庫県立総合リハビリセンター

中央病院リハビリ療法部部長の先生です。よろしくお願いいたします。 
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【講演４】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

人は作業を行うことで健康（元気）になれる 

生活行為向上マネジメントの活用法 

 

中村春基氏 

（日本作業療法士協会会長・ 

兵庫県立総合リハビリテーション 

センター中央病院リハビリ療法部部長） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 ただいまご紹介にあずかりました、中村と申します。少々風邪気味で聴きづらいかもし

れませんが、私が述べたいことは抄録の 112 ページに書いてあります。そのポイントを先

に申し上げたいと思います。 

作業療法は、「人は作業を行うことで健康に役立つ」という基本的な理論で展開しており

ます。法でそれをうまく進めるために、現在、日本作業療法士協会には生活行為向上マネ

ジメントというのを開発いたしまして、実施しております。これを慢性期医療病棟にもぜ

ひ普及させていただきたいと思っております。 

現在、慢性期病棟で働いている作業療法士は 5361 人です。１人が約 10 人の患者さんを

担当しますと、毎日 5 万人以上の方が作業療法士を知っているわけです。生活向上マネジ

メントができたら、まさに、生活に基づいた医療が、作業療法が提供できるのではないか

なと思っています。 

それから今後の課題として臨床ということがあります。高齢化と思って、認知症が最有

力の一つ大きなポイントになるのではないかなと思っています。最後に基本的には、生活

者の視点、病院にありながら、生活者の視点というのをどれだけ病院の中で展開していく

か。これが作業医学の医学界の大きな流れになると思います。 

スライドは、作業療法士が作業という時、何を指すかということを表しております。ADL、

I─ADL、趣味、仕事、地域活動。こういう視点で患者さんは捉えております。これは急性

期で聞き取り調査をやったものです。「あなた何がしたいですか、どういうことができます

か」ということを本人とご家族に聞きます。これだけ変化があります。 

急性期リハにあっても、「あなたは何をしたいですか。どういう生活を望まれますか」と

いうことをちゃんと聞き出すと、具体的なものが出てきます。例えば、料理がしたい、洗

濯がしたい、絵を描きたい。こういう具体的なことが出てきます。ですから作業療法は、
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生活者の視点ということを冒頭にも言いましたが、こういうことを具体的に急性期である

と聴き出して、それに基づいて、作業療法を展開するということが大事だと思います。そ

の前提として栄養とかいろいろなものがあります。 

まず作業療法がやらなきゃいけない視点というのは、しっかり目標を定める、あなたは、

在宅にかえってどういうことをするか、今病院、患者という立場ですが、退院したら突然、

在宅者に生活者になるわけですから病院にいる時から、在宅者としての心構え、どういう

ことをしていかなきゃいけないかということを経験、考えていただく。それに基づいて実

施する。それは、急性期ではなくても可能な患者さんがいるということです。約半数の方

は可能です。当然、意識障害の方もいるんですが。そういう方であっても、ご家族がどう

いう生活を望まれるかを聴き出して、アプローチすることがとっても大事じゃないかなと

いうふうに、思います。 

スライドはどちらかというと回復期、それから慢性期といったところの聞き取り調査票

です。少し見にくいですか ADL、家事、趣味、社会参加。さまざまなものが出ています。

大体カテゴリー別に 3 つか 4 つずつ出てまいります。どこに焦点を当てて展開するかによ

って、その方が机上訓練で終わるのか在宅に帰ってその人らしい生活ができるのかという

ところの一つのポイントが出てくると思います。 

これは先ほど言いました、生活向上マネジメントの 4 つのツールがあるのですが、作業

遂行アセスメント、現代では生活向上マネジメントといっておりますが、これは心身機能、

活動と参加、環境因子と分けて、それぞれ評価をいたします。大切なことは、患者さんと

一緒に評価をするということです。心身機能の面から何が問題なのか、どこかどういうふ

うになるのか、活動と参加でどうなのか、環境因子でどうなのかということを、患者さん

と一緒に考えていくということです。ですから、そのアセスメントは利用者にお願いして

いるということになります。それに基づいてプログラムを立てます。 

この方は聞き取り調査では、ミシン、アイロンを仕えるようになり復帰できるというこ

とですが、最終的には当面の課題としては、家庭用ミシンで T シャツを作成するというこ

とが、当面の作業領域の結論としてあるということです。その方がどうやって治療を進め

ていくか。これは作業遂行プラン表といって、企画力、実行力、検証力ということで、本

人、ご家族、それから支援者がどういうふうに関わっていくかということを 1 枚の表にい

たします。ですから、ご家族の方はどういうふうに支援したらいいのか、どういう支援を

するのか、ご本人はどういうことをしなきゃいけないのかと、5 つのプラン表とします。そ

れを実施した後、退院されてから生活が始まるわけですから、次のステージに置くと。作

業することで元気になる申し送りと、こういうのがケアマネジャーさんとか施設の方に申

し送って、この人はどういうことがしたい、どういう生活がしたいんだということを申し

送ります。 

次のステージに、これは回復から療養型に送ったら、療養型のスタッフがそれをしてい

ただいたらいいわけで、次のステージの方、これに基づいて生活者としてどういうことが
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したいんだということを、プランに役立てていただくという流れの、生活向上マネジメン

トというのを進めております。 

これはそういう流れに基づいて私が実施した内容でございます。この方は、調理の一部

はできるわけです。当然 10 の行程の中で 2、3 手伝わなきゃいけないことあるんですが、

こういうことができるんだということを始めからできる。体験式だから。そういうことで

自分の生活イメージを作るということです。一番始め、カレーライスを作りました。 

写真はごはんもののちらしずしです。10 月に秋祭りの時にこれを作って振る舞うという

ことが、この人の最大の喜びでありまして、4 回目ぐらいでこれを作りたいとなりまして。

みんなに作ってご家族の方に食べていただきました。ギョーザできるかな。いや、できる

んだよ。こういう道具を使ってできるということを体験していただく。こういうことで、

生活のイメージ、どこができてどこができない、どうやって手伝ったらいいということを、

経験していただきます。 

5回目からは、都合8回だったんですが、過程でご主人様が介護しなきゃいけませんので、

私の代わりをご主人様にバトンタッチして、どういう介助の仕方がいいのか、どこが危な

いのかを一緒に経験していただきました。右下はドクターもいて、ナースもいて、ST もい

てっていうそういう評価、検証ですね。作ったものを一緒に食べて評価し合って、これで

なんとか主婦として役割ができたということをやっていただくと、こういうことですね。

一番始めに何がしたいですかということを聞いた時に、調理とお茶だったんですね。お手

前です。これは大変しっかりとしていました。 

この人のお手前は着物にして畳に座ってお手前するのがお茶でありまして、こういうお

茶はしたくないとなりまして、実はこの時に、今考えましたら、着物を着させたらよかっ

たんだなと。ふと思ってしまいました。生活ということは、ADL が全体の 2 割ということ

です。あと 8 割は、他の時間です。他の時間をどう使うかっていうことが生活なわけです

ね。そういうことも考えて、どういうことができるかを体験していただきました。 

当然、おうちはバリアフリーにしますが友達のうちに行ったら、畳の世界なわけです。

バリアフリーをするんで、そこで生活をさせるってことはバリアを作ってしまうっていう

ことにもなるわけですね。そういう意味では回復期リハにはいろんな時間がありますので、

そういうのに備えて、こういう練習をさせていただきました。 

こういう会議をいたしますと、実行度、満足度っていうのがあります。こういう介入な

しの事例で、3 カ月介入でこれぐらいしか、実行度満足度上がっておりません。ところが先

ほどご紹介しましたような、実行度、満足度上がります。これ、実はデイケアの満足度の

違いなんです。デイケアの週 2 回のアプローチでもこれだけ変化しています。いかに目的

を持って実際的な活動を体験していただいて、3 カ月間いった頃に伺います。実はこれは、

1 年後、2 年後、フォローアウトいたしますと、この傾向はずっと続きます。ですから、作

業療法は機能訓練で終わってはいけない、生活に落とし込むとこまでちゃんとしなくちゃ

いけないんだということを、本当に思っております。 
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作業療法は機能訓練だけしかしないということが多くいわれましたので、医政局に検討

していただきまして、作業療法の作業ということは、どういうことかを見直していただき

ました。実はこういうふうに今の作業療法の作業、訓練の内容はこういうことですよとい

うふうに、国は考えております。移動を含む ADL 訓練は作業療法士がしてくださいよとい

うふうなことでございます。これは慢性期リハであっても回復期であっても一緒でありま

す。 

それから、さきほど半田会長が言いました、職業関連活動、そういうことは全くできて

いないんではないか、私もそう思います。作業療法士はこういうことをしてくださいって

いうことであります。9 単位の中でどうするか 6 単位の中でどうするか。アイデアを使わな

くちゃいけませんが、これは作業療法士の仕事でありますから、ぜひ多くの作業療法士の

方、みえてらっしゃると思いますが、タイムや制度のせいにせずに、必要な人はこういう

アプローチをしていただきたいなと思っております。 

車椅子、ベッドに限らず、自助具も含め、そういうことはしっかりやってください。そ

れからこの退院後の住環境への適応訓練というのは、物理的な環境と人的な環境、それか

ら地域社会でその人が生活していくための訓練ということも含まれます。ですから、精神

科の方が地域に帰って、地域で過ごしにくい、地域にどうアプローチするかということも

この中に含まれておりますし、認知症の方もこの中に含まれております。それから発達障

害や高次脳機能障害に対するリハビリ。 

改めて言いますが、こういうことをやるのが作業療法であります。それを導くのが生活

行為向上マネジメントであると思っています。療養型病床群に 5600 人います。こういうこ

とが病院で展開されたならば、きちっと在宅に帰る、こういうことをしたいっていうふう

に、思考がなると思います。そういうことをしたら実はおうちに帰ってからも、実施して

いかれます。そういうふうな作業療法に変えていきたいと思います。先ほどの患者さんで

あります。8 週間後の写真であります。 

作業は人を元気にします。障害を持っていても、自分らしく豊かに生きたいと皆、思っ

ています。作業療法でそれを経験し、生活の中で役立てる。生活行為向上マネジメントは

それを支援する有効なツールです。ぜひ全作業療法士がこういうアプローチをして、生活

者としての在り方、生活者としての病院での取り組み、そういうことを進めたいと思って

おります。どうもご静聴ありがとうございました。 

 

[橋本座長] 

中村先生ありがとうございました。質問はまた後ほどディスカッションのときにお願い

いたしたいと思います。次は深浦順一先生です。日本言語聴覚士協会会長、国際医療福祉

大学福岡リハビリテーション学部教授でいらっしゃいます。深浦先生、よろしくお願いい

たします。 
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【講演５】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

慢性期における言語聴覚療法 

 

深浦順一氏 

（日本言語聴覚士協会会長・ 

国際医療福祉大学福岡リハビリテーション学部教授） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 ご紹介いただきました深浦でございます。早速、話を進めていきたいと思います。私は

慢性期リハということでございましたので、生活期リハという話が中心になるかと思いま

す。私ども、言語聴覚士なので、機能回復を諦めてはいけないということと、その機能の

維持にも力を注がなければいけないということ、それから終末期のことについてお話をし

ていきたいと思います。 

言語聴覚療法の対象は、ご承知のように大きくはコミュニケーション障害と摂食・嚥下

障害に分けられます。非常に小児、乳幼児から高齢者まで幅広い方たちの障害の回復に今

まで携わってまいりました。本日は、脳血管障害を中心にしてお話をしていきたいという

ふうに思います。 

先ほど中村会長も言われましたが、言語聴覚士も高次脳機能障害あるいは、認知症、こ

れによってコミュニケーションが困難をきたす、そのことによって周辺症状やいろんなこ

と、問題が起こるということについても、最近言語聴覚士も随分取り組みを始めました。

認知症においても、初期において原発性の穏徐進行性失語と言われていたものが、一つの

目安になる方たちもおられますので重要だというふうに考えております。 

それから摂食嚥下障害です。言語聴覚療法を除いて、これは先ほどいろいろお話があり

ますが、急性期、回復期、維持期というふうに本日は呼ばさせていただきます。急性期回

復期は機能回復訓練、回復期からは、家の活動レベルでの支援、それから維持期において

は社会参加に関する支援等々が重要でございます。従来から維持期における失語症等の支

援等々については、言語聴覚士も行ってきたところでございます。介護保険制度ができて

から、失語症等の介護等の活動がなかなか難しいということを友の会の会員の方々も聞い

ております。というのは集まる場所がないということですね。集まる機会が少ないという

ことがいえます。 

江戸川病院のメンバーたちが出している報告があります。失語症の患者さんで 270 例の

回復経過を調べたものでございます。6 カ月以上の長期にわたって回復を認める症例が多い

ということ、これは従来から出されております。もう 1 点は、回復しやすい機能があると
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いうことは、回復しにくい機能もあるということですが。回復しやすい機能があると。回

復後維持されやすい機能と複雑な言語情報処理を必要とする機能については、そのままほ

っとくと低下しやすいというふうに述べております。それからそういう意味では、訓練後

に回復を示した機能は脆弱である。つまりメンテナンスをしないと言語症状の回復がその

まま維持できないということを報告いたしております。 

これは各障害別における SLTA の経過です。発症後 1 カ月に急速に大体回復する例が多

く、その後、フラットに達するあるいは、それだけではございません。横が月の単位です

が、ここらへんが 2 年、24 カ月、ここらへんが 3 年です。こういうふうにして徐々に回復

する例もあるということです。 

さまざまな要因があるかと思いますが、失語、高次脳機能というのはやはり、脳におけ

る再学習、損傷された部位が最初に回復するということが先ほどお話しがありました。そ

れと同時にその後、残された機能を使って再学習を行っていくということが言われており

まして、その効果であろうというふうに思っております。そういう意味からすると対象の

新たな見方として、一つは先ほど分類しましたが、運動系の障害と認知系の障害、その他

というふうに分けると考えやすいのではないかと。つまり運動系の障害、運動障害ですね、

まひとかそういうものは改善に要する期間というのはある程度設定できる。これに基づい

て急性期や回復期という表現が合っていると思います。 

認知系の障害、今のように失語症や高次脳機能障害、こういうものは長期にわたって回

復するというふうに考えてよろしいのではないでしょうか。そう考えた時に、リハビリテ

ーションの各役割でありますが、先ほど半田会長も言われましたが、そのデータに基づく

ものですが、50％以上が大体在宅になる。回復期には 12％、その他のところにその他の方

たちが転院されるわけですが、この 50％の中で大体私どもの言語聴覚療法を必要とする方

は、30％強いるというふうに言われております。この方たちが、回復期リハ病棟やそうい

った病院に移れば毎日訓練が可能なわけです。 

ところが在宅になると週に 1 回とか 2 回、そういうふうなリハの頻度しかないというこ

とでございます。回復が必要な時期に強度をもったリハが提供されないという問題をどう

解決するのかということが重要です。最低でも週 3 日以上の訓練が必要であろうと思われ

るんですが、ここが保証されてないということです。 

もう一点はある程度維持期になった時には、そういう認知系のものと運動系のものとがあ

る程度分かれている。ある程度回復した人たちに対しては維持期のリハが必要であると。

維持的リハと申しますか、そういうものが必要であるというふうに思っています。今、私

は 2 つに分けてます。ところが運動系の障害であれば、6 カ月やそこら以降は改善しないの

かということですが、これはチューブ飲み込み法を使った報告ですが、この赤い印をつけ

たところが、2 年 3 年 4 年とか 6 カ月以上経過した方たちでございます。 

大体の傾向は出ているのですが、障害は当初のケースだけでいうと、こういう誤嚥をき

たしている患者さんたちでございます。この方たちに今のような強い、訓練を行ったとこ
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ろ、このように改善をして、ゼロっていうのが正常レベルなんですが、こういうように改

善していきますし、VF 検査ですね、透視の検査においても完全に改善を起こしている。1

人だけ不変ですが、大体改善をしていると。運動系の障害においても、そういう強い回復

に向けて、強度をもった訓練を実行していくと回復する例もあるんだということがあると

思います。 

もう一点は嚥下機能の障害が軽度、あるいは問題ないんだけども食事ができない方たち

がおられます。30 例から報告していますが、その後、経口摂取できた例が 20 例、不良分が

10 例、このようになっています。この方たちは基本的には嚥下機能に比して、摂食状態が

不良な高齢患者や寝たきり状況にある。それから認知症をもっている。食欲がない、低意

欲である。こうした状態であっても 2/3 の患者では、経口摂取の再獲得が可能であり、摂食

嚥下訓練の意義は大きいというふうにいっております。さまざまな高齢の慢性の患者さん

たちはさまざまなこういう問題によって、結局口から食べられてないわけですので、こう

いう方たちにこういう訓練をすることによって、経口摂取は可能になるという報告でござ

います。 

高齢者における摂食嚥下障害は、加齢による変化です。それから意識レベルや認知レベ

ルの低下を伴っていることがある。それに脳血管障害やそういうものに伴う障害が起こる

と誤嚥のリスクが増大し、そして肺炎を起こし死に至るというふうなことが起こるわけで

ございます。こういうすべてにわたって、それぞれの患者さんに合った訓練指導を行って

いく必要があると思います。 

最後になりますが、がんの患者さんについてお話をしたいと思います。佐賀大学の耳鼻

科でやったものですが、悪性腫瘍の患者さんです。この方たちに長期の入院が必要なわけ

です。がんの患者さんの場合には刺激が少ないところもあるかもしれませんが、これは、

長谷川式を取っているのですが、訓練の始まる前にどうだったかというと、21 点未満の方

たちはこの 70 代の方たちに多いです。長期の入院、刺激が少ないとがんの患者さんはもと

もとそういう脳血管障害もってない患者さんでもこれだけ認知機能が落ちるという報告で

す。 

それから、療養型病床においても、これも私ども佐賀県の療養型病床の言語聴覚士がま

とめてくれたものですが、14 例の終末期のがんの患者さんが入院されております。在院日

数は 157 日とか 281 日と長期にわたる方もおられます。こういう方たちに最終経口摂取か

ら死亡退院までの日数、つまりお亡くなりになる当日までご飯を口から食べられた方たち

が 2 名、前日までが 4 名、1 週間以内が 3 名、こういう方たちの 1 週間以内、お亡くなり

になる 1 週間以内まで口から食べられることを楽しみにしておられますが、そういう方た

ちがおられるわけです。 

この方たちは、なかなか食事ができないところがあったので、ST が入院初日から、介入

を始めた方たちですが、お亡くなりになるまで、食事を口から食べられたというところで

ございます。そういう支援ができたということでございます。 
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今日申し上げたいのは、時間がかかっても機能回復を図るということが重要なことだろ

うというふうに思います。だけど、できるだけ早い時期に自立した生活、できれば自宅で

在宅でということです。この 2 つの問題をどうバランスを取るかということだろうと思っ

ています。 

回復期リハ、維持的リハそういうものと生活リハをやることと、生活のバランスをどう

取っていくのか。全てがリハのくくりではないし、リハをなくして全て生活ではないと思

いますので、そういうバランスをとっていくということだろうと思います。 

それから、維持期、維持的リハは、生活の場であるいは施設でその方が自立したあるい

は、その人らしい生活を送るための支援となると思っています。これは終末期まで含めて

そういうことだと思っています。その時に入院、あるいは入所リハ、通院通所リハ、訪問

リハなどのさまざまなサービスが地域ごとにきちっと、そういう資源が充実する必要があ

る。偏りがあったりいろいろしない、すべての方たちにそういう資源が充実して、提供さ

れて、その人らしい一生を終えることができる、その手助けができる体制を作ることが重

要だろうというふうに思っています。以上でございます。どうもありがとうございました。 

 

[橋本座長] 

どうもありがとうございました。それでは最後の演者になります。慢性期リハビリテー

ション協会副会長、松山リハビリテーション病院長の木戸先生、よろしくお願いいたしま

す。 
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【講演６】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「在宅リハビリテーションの展開」 

～当法人での取り組みについて～ 

 

木戸保秀氏 

（慢性期リハビリテーション協会副会長・ 

松山リハビリテーション病院院長） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 私はリハビリ医の立場からお話をさせていただこうと思います。先ほど、千野先生、ご

存じの方もおられると思いますが、日本リハビリテーション医学会の前前理事長でありま

すし、今のリハビリテーションを構築された方であります。また酒向先生は皆さんもご存

じだと思いますし、そうした先生方と並んでお話をさせていただくのは大変恐縮ですが、

現場の話として聞いてください。 

私の場合、回復期の後の在宅リハビリテーションの展開ということで、病院だけでなく

関連施設等のどういうことを運営しているかについて具体例で進めさせていただきたいと

思います。 

当院の 2、3、4 階は回復期病棟で、5 階と 6 階が一般障害者病棟、7 階が療養病棟であり

まして、2 階と 3 階にリハ棟があります。下が看護セッション、外来リハの施設になってお

ります。まず外来でどういうことをやっているかといいますと、回復期、入院リハビリか

ら在宅生活に切り替わって、一定期間通院でのリハビリを必要と判断されたもの、原則算

定限度日以内。算定限度日以内での入院医療なく、通院のみで可能と判断されたもの、あ

るいは算定限度日を超えても主治医が通院でのリハビリを必要と判断されたもの。 

また、県の高次脳機能障害者支援事業における支援拠点病院としてありますので、その

一環として高次脳機能障害者に対する外来リハビリ。近所になるのですが、四国がんセン

ターがあります。また最近、深浦先生がおっしゃったがんの患者さん、特に口腔がんであ

るとか咽頭がんなど、リハの相談の件数も増えてきておりまして、外来も含めたリハの検

討を行っております。 

訪問リハビリテーション。併設の訪問看護ステーションを中心に展開をしておりますが、

介護復帰、入院リハビリから在宅生活に切り替わっていって、一定期間訪問のリハビリを

必要とするもの。これは後で触れますが、回復期で担当したリハスタッフを訪問に行かせ

る場合もあります。また難病や重度障害者で通院が困難かつ継続したリハビリを必要と判
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断されたもの。あるいは介護保険可で通所リハビリには訪問リハが望ましいと判断された

もの、あるいは希望されたものをおこなっております。あとこういう形になる、訪問リハ、

こういう形で行っているわけです。入浴介助、歩行訓練こういったことを行っております。 

あと、短期入院、先ほど千野先生のボツリヌス療法、商品名ボトックスですけども、こ

の患者さんは低酸素脳症で四肢が拘縮した患者さんですが、最初四肢が、非常に拘縮して

しまい、痙縮で、非常に不潔であったり、補正が困難な方でしたけども、かなり拘縮もあ

ったのできれいに開くわけにいかなかったのですが、こういう形で手は開くようになりま

したし、足のほうも開くようになって、最近また千野先生の話じゃ歩行訓練であるとか、

そういう形の歩様の改善ということもあるのですが、こういう重度拘縮からの痙縮で固く

なった方については、このボツリヌス療法で補正であるとか介助がしやすくなるっていう

ことがありますので、お試しされるといいと思います。 

通所リハビリテーション、まさにさっきの老人保健施設ですけども、体力やノイローゼ、

維持目的で希望された方、あるいは家族の介護負担軽減目的で希望された方、継続かつ集

中したリハビリが望ましいと判断された方に行っております。こういう形で行っているわ

けです。 

訪問リハあるいは通所リハ、外来リハが行えない方というの、おられるんですね。こっ

ちは訪問看護師です。訪問介護士でありますが、どういう状況でこうなったかというと、

こういう非常にへき地、山間。訪問リハも関わるんですけども、非常に短期間、この方の

訪問リハに関わった時は 1 カ月間、訪問リハに関わる。あるいは短期入院していただいて、

その間にセラピストからしっかりしたヘルパーであるとか、この方同居だよ、同居の家族

がちょっと遠方で、家族の支援が得られなかったものですから、介護士に介助方法、リハ

ビリの歩行の見方であるとかそういったことを指導して、数年間、独居できた事例であり

ました。 

今言ったように、病院を退院した後に訪問部の松山市地域包括支援センターおよび訪問

看護ステーションからの連携、あるいは、関連の特別養護老人ホームですけど、そういっ

たところのデイサービスでもリハビリを行いながら、こういった法人関連のリハビリある

いは、近隣の在宅サービスの訪問看護ステーションからのリハビリだとか、そういったこ

ととの連携を行っております。 

まず、退院する前に我々リハの関わるものが心掛けないといけないことがあると思うん

ですが、まずは回復期リハビリ入院前、あるいは申込時、入院時にきっちり押さえておい

ていただきたいこと、家族構成や生活環境、経済状況があると思います。経済的に非常に

困難な方について、退院した後のリハビリサービス、例えば老健等にデイケアとか訪問リ

ハとか利用したくても経済的に非常に、介護保険を利用しても難しい方っておられますし。

また入院早期にわかること、予後予測、先ほど酒向先生等の話でありましたように、きっ

ちりした予後予測っていうものが必要でありますし、その退院先っていうものもなるべく

早い時期に、きちっと自宅でひとり暮らしができるのか、家族の支援は必要なのか、ある
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いは高齢者専用住宅等の環境の変更が必要なのか、そういうとことはなるべく早期に考え

られることだと思います。訪問指導は可能な限り行ったほうがいいと思います。具体的な

能力と生活環境、家屋状況を見極めがそこでできると思いますし、ぎりぎりのカンファレ

ンスになって出てくることって家族の方面であると思うんですね。そういう家族の話をし

っかり聞いて、家族やその当事者の思いであるとか、そういうのをどの程度まとめられる

かということ、入院中にしっかり行ってあげる必要があると思うんですね。 

退院までということだけでなく、回復期あるいは急性期においてもその退院した後のリ

ハビリ目標っていうのは、その入院中にしっかり立ててあげる。これは算定限度日までリ

ハビリをすればいいとことではなくて、先ほどの繰り返しの話にも出てくると思いますが、

どこまでよくなるかっていうのは、その半年間できまらないわけです。まだまだよくなる

ことたくさんあるわけです。そういう予後予測も含めて、しっかり入院中に目標を定めて

あげるっていうことは、ぜひとも必要だと思います。介護保険の優先順位は高いと思いま

す。 

ただし、その介護保険で全てのリハビリがまかなえるかというとそうでない障害もたく

さんあります。そういったことやはり、入院中にしっかり見てあげる必要があると思いま

す。 

当院で関わった事例について簡単に紹介していきたいと思います。最初は訪問リハビリ

の最近の新しい試みですが、30 数歳の女性。脳出血後遺症と SLE に伴う廃用症候群、SLE

が原因で僧帽弁形成術、心不全を伴って僧帽弁形成術等を行い、非常に重度の廃用症候群

を起こした患者さんですが、当院に加療中は問題なく、前院での加療中にまた、汎血球減

少とかさまざまな合併症をして長期の加療が必要となった方です。 

3 月から SLE 発症して 6 月に入院して、6 月 21 日脳出血。実際、当院に転院できたのは

11 月 30 日でした。その時の状態としては身長 165 センチですが体重 37 という非常に痩せ

ておられる方でした。また、非常に重度の麻痺。また混合型失語症を中心とする高次脳機

能障害というものがありましたし、バーゼルインデックスとして 15点そういう状況でした。

幸い、当院入院中には心不全とか、そういうことにはなっていませんでしたけども、容易

に心機能の低下が予測される方でした。これが頭部の CT です。 

整理すると、健康状態として基礎疾患としての SLE があると。あるいは腎不全、全身の

廃用性の体力低下。さらに脳出血後遺症としての、重度の失語症を中心にした高次脳機能

障害。全介助という状態で、もともとの職歴としては大学の図書館の受付。あるいはデイ

独居でしたけども、この 3 単位は家族との同居、その後の希望としては復職っていうのが

ありました。リハビリの内容としては、これ理学療法士、作業療法、言語療法等関わった

わけですけども。ここで注目していただきたいのが、算定限度日ということです。 

おそらく回復期で関わられている先生方、ぎりぎり回復期の算定限度日あるいはリハビ

リの算定限度日ということ、ぎりぎりまで訓練されている方も少なからずだと思うんです

が、この方においてはそのぎりぎりまでやっても足りない方でした。幸いこの方で注目し
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ていただきたいのが、介護復帰の算定限度日が 2 月 27 日で、このリハビリの算定限度日が

3 月 30 日だったとこですね。退院時の状態としては、麻痺のほうも若干上がってはいます

けども、中等度以上の麻痺が残っています。歩行が可能でバーセルも 60 点まで改善。失語

症は中等度に残存しているけども、なんとか状況判断を合わせてのコミュニケーションが

可能という状況でした。 

回復期での算定限度日ぎりぎりまで入院してその後、リハビリを継続して行ったのです

けども。この方については、入院中の担当の訓練士が、訪問リハをそのまま引き続き行い

まして、1 日 2 回 40 分ですけども、週 5 回、3 月 31 日の限度日まで行って、入浴とか外出、

家の周りとか若干の改修は必要だったんですけど、それを入れたら ADL が自立という状況

になりました。現在、失語症とか体力の問題がありますので、週 1 から 2 回の外来訓練と

いうものを行って、何とか今はもう日常会話がほぼ、家族内ですけども自立。さらに、こ

の方は毎日、日記をつけていますので、それで単文レベルでの日記が可能となっておりま

す。 

もう 1 回整理しますと、記憶障害や注意障害などの高次脳機能障害者が入院中できてい

た動作が、退院後できなかったことはよく経験しましたけど、介助者にとってはなかなか

理解できない障害であります。この症例の高次脳機能障害を理解している、さらに直接在

宅と関わることで、家族の理解がスムーズに与えられたと。次の症例もありますので、こ

のへんは目を通しておいてください。とにかく回復期だけでなく、その退院した後の訪問

リハビリ等のリハビリが必要であるという経験でした。 

事例 2 は、10 年前の症例ですが、嚥下障害に対してのアプローチを紹介したいと思いま

す。症例 1、79 歳の男性で、脳幹部小脳、ワーレンベルグのある患者さんです。バルーン

カテーテル法を行った時の状況ですが、引き抜き法でバルーン拡張法というか、引き抜き

法を行いました。こういう形で上の方が飲み込みをやっていますが、ほとんど飲み込めず

ここに駐留したままの状態ですね。この方に入院中引き抜き法を指導して、本人に在宅で

引き抜き法ができるように指導しました。そういう形で在宅での訓練を一定期間してきま

して、結果、VF ではかなり貯留もなく飲み込めました。この結果がよかったもので、引き

抜き法は中止して 1 年間たってもその経過としては、残っている、経口摂取が可能であっ

たということです。 

症例 2 については、今度は老々介護の症例を紹介します。非常に重度の嚥下障害、飲み

込みが非常に悪い上に、全盲で介助を要する状態でした。その介助指導で奥さんに介助指

導を入院中に、早い時期から行い、この奥さんも結構お年を召されていましたが、こうや

って奥さんが介護する。この時は胃ろうでなく経管のチューブが鼻に残っていますけど、

こういう形で指導しました。それでなんとか在宅で、この時はもう胃ろうを作っているの

ですが、ちょっと当時は ST が訪問の所属になっていませんでしたが、訪問看護ステーショ

ンのほうからのナースの指導で行っております。 

結果でもやはり、嚥下造影でもあまり改善はされてなかったけれど、訪問看護とかデイ



29 

 

ケアで関わることで、在宅が可能であったということです。この方においてもやはり 2 症

例ともそうですが、非常に老々介護の状態で嚥下障害が重度であると。そういう状態でも

訪問リハとか、訪問リハがなくても、デイケアとか訪問看護を含む訪問リハビリによって、

なんとか在宅生活がつなげられたという症例です。 

結論と今後の対策です。高次脳機能障害者と嚥下障害者では回復期リハビリ、退院後、

リハビリ算定限度日を超えても専門的リハビリの支援は不可欠です。在宅では専門的スタ

ッフがいても介入でなく、家族や多職種を支え交えての濃密な支援が必要である。さらに

在宅が安心して行えるようになるためには、複数回の入院リハビリも必要である。今後の

対策としてリハビリの算定限度日を厳守して介護保険をきちっと優先するにしても、利用

できるものは全て利用するという考え方で、さまざまなマンパワーを考慮していきたい。 

それには多相性、多面性展開を心掛けて、今後のリハビリっていうものを、リハビリ職

種に限定したものでなく進めていきたいと思っております。時間を超過しましたが、あり

がとうございました。 

 

[橋本座長] 

どうもありがとうございました。それでは、本当に 12～3 分しか時間が残っておりませ

んが、演者の皆さん、壇上にお願いいたします。 
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【パネルディスカッション】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 [橋本座長] 

10 分くらいしか時間が残っておりませんので、申し訳ありませんが、会場の皆さんのほ

うから何か、ご質問とかご意見ありますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

[会場] 

シンポジストの方々ありがとうございました。理学療法士をしております。私が悩んで

いるところで一つおききしたいことがあります。今の講演の中でも昨日の講演でも、看取

りの講演でもあったのですが、コミュニティに対してどうアプローチしていくか、地域モ

デルで変えていかなきゃいけないということが昨日、話の中で出ておりました。 

今日も先生方が地域に対してアプローチをしていかなきゃいけないと言われています。

私自身は療養で働いているのですが、在宅に行けないという方は家族の受け入れ、サポー

ト自体がうまくいかない方々が多いという印象があります。その中で、どうにかしていき

たいと思うことが私自身もありまして、一セラピストとして、職場のある地域にどのよう

に働きかけていったらいいのか、教えてください。よろしくお願いいたします｡ 

 

[橋本座長] 

 はい、ありがとうございます。 

 

[酒向氏] 

世田谷記念の酒向です。在宅に帰っていただく時に大事なのは、先生がおっしゃられまし

たように、ご家族がおうちに帰ってきてほしい、患者様も帰りたいということが決まって

いれば非常に重症な方でもおうちに帰ることは、可能だと思います。 

しかし、ご家族がおうちでは無理だという気持ちが非常に強いと、おうちに帰ってからの

生活が、継続性が厳しくなってきます。患者様ご家族のバックグラウンド、経済的状態、

感情的状態、そういったことに基づいて話が変わってくると思います。 

ですから、患者様もご家族も帰りたいという場合は、例えば FIM が 40 以下の重症な患者

様で、25 以下の方であれば FIM は 10 点ぐらいしかあがりません。26～40 ぐらいの間なら

30 点ぐらいあります。しかし、どのくらい上がったかということが、在宅か、自宅か施設

かということではなくて、基本やはり、ご家族の気持ちだと思うんですね。その時に可能

な範囲、最初は無理だとおっしゃられていても介助力を分散するメニューを作って、そし

て外泊訓練をすることによって、なんとかいけるというふうになる方もいらっしゃいます。

しかし、そこのところが、ご家族の気持ちが緩むまで、みんなでアプローチすることがで
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きるかどうか、それに尽きるのではないでしょうか。 

 

[会場] 

ありがとうございます。確かに、セラピストとして働きかけ、今後退院した後のサポー

トをどういうふうに組み立てていけばいいのかについて毎回悩むところで、他の職種の方

とも協力していかなければいけないと思います。ありがとうございました。 

 

[木戸氏] 

そこで大事なポイントは、家族もやはり情報不足ということです。先ほど酒向先生がお

っしゃったのですが、まずこちら側が情報提供しないと、分散させることも含めて、情報

提供しなきゃいけない。その情報提供を怠ってしまうと、やはり、こんな介助料では大変

だとなると思いますね。 

僕が今進めているのは、この人がこの地域でひとり暮らしだったらどういうサービスの

利用ができるのかを、徹底的に経済的な支援、本人の考え方も含めて、1 人で生活していく

んだったらどうやったらできるんだろうということを、まず考えてみるといいと思います。

それに家族が上乗せしていくというふうにすると、家族の負担もかなり軽い負担という形

になるのではないでしょうか。 

 

[会場] 

 はい、ありがとうございます。自分の中でもリハビリの中だけでなくいろんな知識を入

れて、サービスはどういうものがあるのかというのも把握した中で、進めていけたらいい

なと今、ちょっと思いました。ありがとうございます。 

 

[橋本座長] 

 ありがとうございました。大変大事な、ポイントを突いた質問、ありがとうございます。

介護保険のほうで、これからのことになると思うのですが、先ほど質問がありましたよう

に、地域への働きかけをセラピストとしてどうしていけばいいかということで、今まで、

保健所や社会福祉協議会などに病院のセラピストが時々腰痛体操の講習だったり嚥下の講

習だったりということで、時々は今まで地域のほうへ出ていってしていたということがあ

るんですが、今後、それをもう少し活発にしていけるような、例えば診療報酬的なところ

も考えていただけるみたいなような話も出ております。 

ですから、今、病院や施設におられるセラピストの方々がもっと地域へどんどん出て行

けるようなシステムをつくっていきたいということも話し合われていると聞いております。

他にご質問は。はい、どうぞ。 

 

[会場] 
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初めまして。私は山口県の下関市、28 万人いる市にあります病院に勤務しています。当

院は昨年、400 人の患者さんの 48％が急性期からのダイレクト入院でした。今年も 10 月末

時点でもう 5 割を超えています。急性期からダイレクトに来ますので、職員は慢性期・療

養型にいるという感覚でアグレッシブさはないのですが、ほとんど亜急性期の患者さんが

リハビリしていることを考えると、非常に重要だなという思いがあります。 

従って、運動量、介助量をぐっと増やすと、ADL が上がったと、やはりかなりの数がい

ると考えると、厚労省はどうしても改善しないと点数上げないよって感覚があるわけです

けど、改善する例があるということを少し考えると、今後の展開はどう考えていけばいい

のか、時々悩むことがあります。何かコメントをいただければと思っております。 

 

[酒向氏] 

ありがとうございます。先生、おっしゃられる通りで、回復期の適用以外で、廃用がか

なりある患者様は、回復期病棟に入れませんけれど、機能は上がっていきます。我々の病

院では療養病床がありますので、療養病床で受け入れして、そちらのほうでリハビリをや

ってという形で、回復期病棟の適用でない患者さんも療養病床でお受けしてやっていると

いうことがあります。 

また、回復期リハビリテーション病棟で 6 カ月間やって、その状態で精神状態が不安定

でなかなか能力が発揮できない方を、療養で受け入れして、そこで精神状態を落ち着けて、

そしてリハビリをすることによって、機能がよくなって高次脳機能も上がってという症例

もあります。ですから先生がおっしゃられるようなことは、今、非常に必要とされており

ますので、そこをどういうふうに行政と話して、体制にしていくか、それが今後の本当に

大事な課題だと考えています。ありがとうございます。 

 

[木戸氏] 

もう一つ大事なことは数値化です。差し戻しがあったりします。その場合にきちっと、

これがよくなっているんだというところを数字として提示していかなきゃいけないのです

が、なかなかその ADL の評価だけだとその数字として乏しいことがあります。 

ADL のバーセルインデックスよりも FIM の点数のほうが細かくなっていて、「この部分

が改善していますよ」とか、そういう精神上あるいは失語症の評価とか、客観的な評価、

机上のデータが中心になるかもしれませんけど、評価としてこの部分がよくなっています

ということが提示できるのが、ある程度、入院時のその廃用も含めてですけども、予後の

予測の中できちっと数字化できるものを準備しておくことが必要なんじゃないでしょうか。 

 

[橋本座長] 

 ありがとうございます。はい、半田先生、よろしくお願いいたします。 
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[半田氏] 

2～3 あります。1 つは、どこに居住しているかによって医療サービスの方法が決まって

しまっている。例えば 1 カ月ほど前、フランスに行ったのですが、人口膝関節は日帰り手

術なんですよ。その日に帰っちゃう。家にいるから維持期リハか、そうじゃないんですよ。

急性期リハを通院でやるのです。3 時間リハを通院でやっているんですね。そういう柔軟性

が私はないような気がします。 

それと、診療報酬上、今後どうするかという時に、疾患別のリハビリテーションの概念

が強くなりすぎているのではないか。例えば、運動器何十点です。算定日数、何日です。

小指一本折っても運動器の点数が取れるんですよ。90 歳の人が大腿骨頸部骨折で認知症が

あっても同じ点数なんですよね。そうすると、そこに矛盾感があるのです。 

我々リハ職からすると、障害から見るという部分が必要になってくると思います。運動

器、脳血管、これだけの区分ではどうしても表現できないものが多々できているなという

ふうに思っております。 

そういう意味では厚労省で診療報酬のつくり方を抜本から考えてみる必要があると思い

ます。今の形を前提にするのではなくて、リハビリということを前面に出した診療報酬体

系、これを考えてみる必要があります。 

 

[橋本座長] 

 はい、ありがとうございます。もうお一方。どうぞ。 

 

[会場] 

貴重なご講演ありがとうございます。群馬県伊勢崎市の病院および介護保険、老人保健

施設で理学療法士をしています。酒向先生に一点ご質問です。現在、健康医療福祉都市構

想を掲げていらっしゃると思うのですが、その中でリハビリのセラピストについて、先生

が求められている役割などがございましたら、教えていただければと思います。 

 

[酒向氏] 

ありがとうございます。健康医療福祉都市構想の基本は社会参加であり、社会貢献です。

慢性期リハビリに直結しているわけです。それをどういう形で提供するか、というのが国

の体制の中でできているわけではありません。 

現在、社会参加リハビリは体制としては難しい状態で、自費になることもあるかもしれ

ませんし、NPOがそのような活動をする、または、何らかの体制に乗せていくことが必要

と思われます。核として、屋外での社会活動リハビリというのが、特に都市構想では重要

になってきます。しかし、まだ、今はそういう分野がまだ脚光を浴びておりませんし、体

制づくりもできていません。 

でも、それは今後つくられていくところだと思いますので、まだ今、明確に申し上げる
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ことはできませんが、必ず、それが根付いていくと思います。 

 

[会場] 

ありがとうございました。 

 

[橋本座長] 

 ありがとうございます。もう時間になりましたが、一言だけ千野先生、何か今回のテー

マについてお願いします。 

 

[千野氏] 

私は慢性期のリハビリについてお話しさせていただきました。いろいろとリハビリ医学

の基礎的なものも変わってきますし、それに併せてこれから医療保険と介護保険のマージ

ングというか区分けが始まると思っています。 

リハビリの分野で、機能回復すること、これは我々の主眼とするところですが、その裏

に介護の、介護領域っていうんですか、介護がやりやすくなる、これも一つの評価法とし

てエビデンスをつくることがこの領域に課せられています。特に、日本は高齢化社会で介

護、高齢者が増えて介護しなければならない高齢者が増えていくわけです。 

生きる、アクティブな活動と同時に、逆に介護される人たちは介護する側がどれだけ、

介護量が楽になるかと、この評価が今はないんですね。その辺りをこれから早急に構築し

ていく必要があるのかなと、最近思っているところであります。以上です。 

 

[橋本座長] 

 ありがとうございました。慢性期リハビリテーションというのは先ほど半田先生もご指

摘になったように、「どういったことが慢性期リハビリテーションなのか」というようなこ

ともありますし、地域ケアというところで、私たちはすごく地域へ、在宅へというのがす

ごく大事と認識はしておりますが、それぞれの機関、それぞれの職種の方が、果たして在

宅ケアに対してリハビリがどれほど重要かということを、私たちと同じステージで、同じ

感覚で認識していただいているかどうかは、まだちょっと足りないところがあると時々感

じております。 

ですから、もっと慢性期リハの必要性、それから在宅でのリハビリテーションの必要性

ということをエビデンスも加えながら訴えていかなければいけないかなと思っております。 

本日は時間が足りない中、大変貴重なご講演、たくさんの先生方、ありがとうございま

した。フロアの皆さんも本当にありがとうございました。これで終わらせていただきます。 

 

（了） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


