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急性期編

例：脳卒中を発症した場合
身体機能

〈急性期の理学療法〉

急性期

生活期

脳卒中
の発症

麻痺に対する治療。痛み治療。
患部を保護する日常生活の指

診断・治療

導。手術後の管理。廃用症候群
の防止（筋力低下の防止、関節

使用方法の指導。

急性期
（手術直後や発症後早期の安静

が必要とされる時期）でも、積極的な
理学療法の介入はその後の順調な回

通所リハビリテーション施設
病院、診療所、介護老人保健施設
訪問看護ステーション
介護療養型医療施設、在宅など

主に医療保険

復に繋がります。重篤な患者さんが
24時間体制で治療を受ける集中治療

主に介護保険など

室などの場面においても、理学療法士

時間

は活躍しています。

急性期では疾患の不安定性から理学
療法などのリハビリができないケース
もあり、またできても再発、心肺停止、
誤嚥など厳格なリスク管理が必要で
す。そのため毎日、主治医、看護師との
連絡のなかで患者さんの新しい情報を
共有し、患者さんの状態や治療方針な
どを理解できる専門的な医学的知識が
求められます。これらの医学的情報をも
とに、患者さんのバイタルサインを十
分にチェックしたうえで、早期からの座
位、起立訓練などを実施していきます。

急性期とは …

安全管理 は絶対

急性期とは︑手術直後や発症早期で病状の不安定な時期の

最 近では ︑急 性 期 か

ら無理のない範囲で

可能な限り体を動か

すことがその後の機

能回復に大変良いこ

国の政策により在院日数の短縮や早
期退院が推進されるようになったことで
急性期から自宅退院になるケースも増
えてきています。
しかし、病気になって間
もない患者さんやそのご家族さんは自
宅に帰るにあたって不安が大きいこと
も少なくありません。そのため、理学療
法士は病気から生じた障がいに関して
患者さんへの教育・指導や、家族さんへ
の介護指導、病気再発の予防のための
教育などを積極的に行って安心して在
宅復帰ができるように支援しています。

とが医学的に証明さ

れ ︑脳 血 管 障 害 や 骨

折などの整形外科疾

患のリハビリは急性

期より開始すること

が重要であることが

一緒に前を向きましょう

ことを指します︒理学療法士は病状の安定や疾病の治癒を目

慢性期医療

的に︑病 態の急 変などに対するリスク管 理を行いながら︑理

急性期医療
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学療法を行います︒

急性期地域連携パス ・慢性期地域連携パス
・退院時共同指導

重症の患者さんが 時間体制で治療を受けている集中治療

療養病床・介護保
険施設在宅ケア
での機能の向上
と維持

室や機能低下などを予防する観点での理学療法士の病棟配置

急性期疾患に
よる機能低下の
回復目的

など︑
急性期に理学療法士が関わる仕組みが設けられ︑
その後

通常一週間以内
で行われる急性期
疾患治療

の順調な回復に繋げています︒

生活期ケア

急性期リハビリテーションの重要性

地域包括ケア
回復期ケア

ひと昔前までは︑脳血管障害で片麻痺などの障害を発症し

高度急性期
急性期ケア

た患 者さんは︑まず一般病 院に入院し︑安 静︑加 療の後にリハ

寄り添う医療

ビリテーション
︵ 以 下 ︑リハビリ︶専 門 病 院に転 院してから︑

支える医療

認識されるようにな

早期の理学療法、作業療法
などのリハビリを実施するこ
とにより、患者さんの将来の
社会復帰を目標とした治療
が、入院初期から並行して行
わ れることが 可 能となりま
す。そして、
より高い回復レベ
ルで次の段階ヘバトンタッチ
ができるように回復、改善さ
せることが、急性期医療にお
ける理学療法の役割といえ
ます。

命を救う医療

りました︒

はやく から支える

病院機能と医療の流れ

ゆっくりとリハビリをしていくという考え方が一般的でした︒

急性期のリハビリテーションが生命予後を延ばす！
！
また︑
近年では呼吸器疾患や心臓疾患︑
がんの患者さんにも

早期からリハビリを実施することの効果が実証され︑その重

要性が再認識されています︒

急性期リハビリにおける理学療法士の役割

回復期や維持期の施設にスムーズに引き
継ぐことも急性期の重要な役割です。現在、
長崎県では脳卒中と大腿骨頸部骨折に関し
ては
「地域連携パス」
を用いて施設間での連
携強化を図っています。また、他の疾患で
あっても急性期で行っていた理学療法など
のリハビリの内容を書面などにて連絡し、転
院先でも円滑にリハビリが行われるようにし
ています。さらに、長崎県理学療法士協会で
は急性期・回復期・維持期の理学療法士が合
同で参加できる勉強会を企画するなどして、
一人の患者の今後について顔の見える連携
が図れるように取り組んでいます。

急性期に安静臥床期間が長いほど︑患者さんは体力が低下

チームで…地域で… 繋ぐ

し︑
筋力の低下や感染症にかかるリスクが増え︑
退院して元の

生活に復帰するのに時間がかかってしまいます︒そこで︑理学

療法士は全身状態を管理しながら︑可能な限りの運動を実施

することで︑
早期に離床ができるように介入していきます︒

特に︑
救急救命処置や手術の直後などは︑
意識障害が高度で

血圧や心拍数の変動が激しい場合も多いので︑バイタルの厳

密なチェックは不可欠です︒モニターを監視し︑全身状態に配

慮しつつ︑
理学療法の観点で認識した情報を医師や看護師︑
作

業療法士等に提供し︑
チーム一丸となって治療にあたることが

重要です︒

急性期の
理学療法士の役割

機能維持・向上
生活の質の維持・向上

機能回復

病院・診療所
（入院・通院）

が固くなることの防止、呼吸機
能 の 維 持 等 ）。ポジショニング
（床ずれの防止）。杖や装具等の
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回復期

疾患の進行や合併症を防ぎます
合併症の発症は患者さんの早期の退院や社会
復帰を遅らせる要因となります。特に誤嚥性肺炎
などの嚥下障害に始まる肺炎や摂食障害から起こ
る栄養状態の悪化は、
リハビリの介入効果を半減
させてしまいます。そこで、
院内で職種を越えて構
成される栄養サポートチームや褥瘡チーム、
摂食・
嚥下、
誤嚥性肺炎予防チームなどに理学療法士も
積極的に参加し、専門職の立場から意見交換を行
い、
患者さんの合併症の予防のために貢献してい
ます。また、
筋力低下や関節が固くなるなどの廃用
症候群の予防を他職種と協働で図っていくこと
も、
急性期で働く理学療法士の重要な役割です。

2

介護予防の
現場 Report!!

地域包括ケアシステムの導入に備えて、地域社会に
おける介護予防事業の確立が急務となっています。
そこで今回、長崎市での介護予防事業の最前線で関
わっている理学療法士の方に、介護予防の現場の声
をお聞きしました。

歳以上の元気な高齢者︵一次予防高齢者︶
を

現在の長崎市での介護予防の
取り組みについて教えてください
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予防事業で理学療法士は
何をしているのですか？

対象とした生涯元気事業を行っています︒現在介護認定を
包括支援センターとの連携も大事なポイントです︒対象者の

わかりやすくお伝えできるよう︑グラフやイラストなど工夫

基本的なことかもしれませんが︑

予防事業で理学療法士は
何をしているのですか？

をわかりやすくお伝えすることだと思います︒

別なことはしません︒
普段病院︑
施設で実施している理学療法

ングよく伝えることを心掛けています︒予防事業では何も特

状態の変化を理学療法士の視点から予後予測も含め︑
タイミ

を凝らします︒
さらに対象者だけでなく︑
その地域にある地域

を受け実施しています︒
生涯元気事業︵一次予防事業︶
は月に2回︵隔週︶地域のふ
れあいセンターや公民館で約2時間程度の運動を中心とし
たプログラムを行っています︒
運動機能向上事業︑認知機能向上事業︵二次予防事業︶
は
通所型の事業で︑自宅までの送迎付きの事業になります︒週
動機能低下のリスクが高い方︑認知機能向上事業はうつ・閉
﹁あいさつ﹂
です︒
初めて行くところ

に1回2時間程度のプログラムで︑運動機能向上事業は運
じこもり・認 知 機 能の低 下のリスクが高い方 が対 象になり

から見れば理学療法士の存在はま

らうかに気を遣います︒
地域の方々

では第一印象をいかに良く持っても

前に各エリアの地 域 包 括 支 援センター担 当 職 員 ︑対 象 者 ︑
だまだ未知数です︒
何をしている人

2つの事業とも半年で1クールとなっており︑
クール終了

ます︒

事業所で半年間を振り返る評価会議を行います︒半年間で

そして︑理 学 療 法 士である前に

できるよう心掛けています︒

なのか︒
そこをわかりやすくお伝え

の地

元 気になれば修 了 ︑もう少し続けた方 がいい方は継 続とい
域 包 括 支 援センターがあり︑高 齢 者 が主 体となって実 施す
我々も地域住民です︒地域住民と

う形で再度市への申請を行います︒
また長崎市には
る 自 主 グルー プや サロンの 立 ち 上 げの 支 援 を 行っていま

して自 分の地 域を知り︑課 題は何
か︒どのようなことが必 要とされ

す︒さらにその自 主 グループや予 防 事 業をサポートするボ
ランティア養成も行っています︒

ているのか︒
そこを知った上で理学療法の知識︑専門性がど
のように活かせるのかを意 識しながら地 域へ出ています ︒
地域の方々に顔を知ってもらい︑馴染んでもらい︑話が弾ん
でいる中︑﹁実は私︑理学療法士なんです﹂︒というのが理想
です︒

現状での問題点・今後の課題等が
ありましたら教えてください

﹃普段よく見かける道路の排水溝の蓋 は穴が
大き く ︑杖 だと引っ掛かり 骨 折しそうになり
ま す ︒でも ︑病院で見た蓋は 穴が小さく 細か

月下旬

大村市在住Ｉさん
︵男性︶

くなっていました！これだと安全に歩けま す ︒

年

ありがとうと言いたいです！﹄
平成

10

て開 発されているようです︒
こんな やさしい 理由が
あったのですね
グレーチングに限らず︑
いろんな場所で誰にとっても
やさしいユニバーサルデザインが増えてきているように
も感じます︒今回のお便りから︑改めて使う人の事を
思いやる大切さに気づかされました︒
ありがとうござい
ました
皆さんの周りにもユニバーサルデザインがあるかも
しれないですね！

うに︑
ユニバーサルデザイン
︵※︶
の考え方を取り入れ

引っ掛かりにくくて︑
どんな人にも安全な形になるよ

﹁グレーチング﹂
というそうです！現在は︑杖や車輪が

そこで︑
どんなものか少し調べてみました！この蓋を

２７

長崎市においても介護予防事業が周知されていない現状が
あります︒例えば病 院から退 院し在 宅での生 活になる際 ︑比
較的軽度な方でも介護保険認定を受ける方が多くいます︒勿

ź
ƕ
Ɩ
ƃ
ƴ
ƍ
ƕ
写真引用）
株式会社カワグレホームページ

論︑必要に応じた介護保険サービスの提供は必要だと思いま
すが︑
一つの選択肢として︑また地域資源として予防事業があ
ることを啓発していく必要があると思います︒
また︑予防事業
す︒
日々の業務の合間に出ていくことは難しい現実ですが︑今

に従 事できるリハビリ専 門 職の確 保 が難しい現 状もありま
回の改定で
﹁地域リハビリテーション活動支援事業﹂が新設さ
れ︑リハビリ専門職が地域に出ていく機会が多くなると思い
ます ︒
この機 会を有 効 活 用し︑予 防 事 業においても理 学 療 法

ǙȕÁǪȜǙ

※ユニバーサルデザインとは︑﹁文化・言語・国籍の違い︑老若男女といった差異︑障害・能力の
如何を問わずに利用することができる施設・製品・情報の設計︵デザイン︶﹂
のこと︒

！
！

士 が積 極 的に前に出ていけるよう︑組 織としても動いていく

ƀ
൹
ǀ
従来

！
！

必要があると思います︒当事業所で良ければいつでも見学︑相
！
！

ユニバーサルデザイン
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談受け付けております︒
ぜひ一緒に地域に出ていきましょう

理学療法士 飯野 朋彦氏

?

上事業を実施しています︒
いずれも長崎市からの事業委託

受けていないが︑将来認定を受ける恐れがある高齢者︵二次

です︒対象者の方に効果が
います︒
それは︑﹁効果の見える化﹂

士が得意としている評価ですが︑
少し工夫が必要だと考えて

実践︒運動機能に関わる講話などが主になります︒理学療法

ており︑役割としては対象者の評価︑運動プログラムの立案︑

予防︑
二次予防事業いずれも理学療法士の配置が必須になっ

予防事業では治療することはありません︒
長崎市の場合︑
一次

は医師の指示のもと治療介入を行うことが主になりますが︑

端的にいうと
﹁触れない理学療法﹂
になります︒
病院︑
施設で

?

予防高齢者︶
を対象とした運動機能向上事業や認知機能向

長崎市では

?
?
医療法人 友愛会
介護老人保健施設 にしきの里

4
5

65
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って人いませんか？
理学療法士ってどんな仕事？

ஜᐽ
࠹ࠬ

Stiff neck and shoulder

資格のこと？ 学校のこと？

理学療法士とは、病気やケガ、

生のうちから病院や介護保険施

やクリニック、介護保険施設での

本全国には約250校あります。

設などで実習をすることは、理学

長崎県内の養成校
（4校）

4年制大学

●

て勤務する方もいます。

国立大学法人 長崎大学
住所：長崎市坂本1-7-1

※修士課程・博士課程もあり、
より専門的な知識を
習得できます

異なりますので、お問い合わせ頂

4年課程の専門学校

くか、オープンキャンパスにお気

住所：長崎市上銭座町11-8

軽に参加してみてはいかがでしょ

学校法人 岩永学園 こころ医療福祉専門学校

高校卒業

3年課程の専門学校

●

学校法人 向陽学園 長崎リハビリテーション学院
住所：大村市赤佐古町42

大学／専門学校
Q &A

一 生活習慣を見直す（食事や睡眠など）
二 体を温める

三 姿勢を正す(猫背はよくない）
四

適度な運動・
ストレッチ・体操

運動学、理学療法評価学
● 整形外科、
内科、脳外科など疾患学
● 病院での見学、
体験実習（３〜４週）
●

国家試験

"
"

●
●
●
●

自分自身が部活で怪我をしてリハビリを受けた…
家族がリハビリを受けて、必要性を感じた！
家族に看護師などがいた影響で！
！
国家資格だし、漠然としてるけどやりがいもありそうだから！

●

2（3）年生

みんな一緒の目標なので頑張っています！
！

●

ますます難しくなってきたよ〜！身体や病気って複雑〜

4年生（最終学年）

●

4年生

①両手をバンザイ

顎は引いておく

③両腕を耳に近づける
●

首

②両肩を天井方向へ
引き上げる

高校までの授業と違い身体のコトなど新しいことも多くて
覚えるのが大変
（汗）

●

肩
腕の関節を伸ばしきらないで
（力を入れすぎない！）

1年生

勉強って
どんな感じ？

実践的な病院での実習（8週程度×2回）

ߤࠕƤ݊գƤਗ਼ಙƃơƟżƝƏƁ®®

簡単ストレッチ

STUDENT VOICE

目指した
きっかけは？

重要な内容など特別講義、卒業研究

理学療法士

手を少し
下にずらす

このときも腕の関節には力を
入れすぎない

はじめての病院での実習は緊張しました！

大変な仕事だなって改めて感じています！

④肩をゆっくり元に戻す
●
●
●
●

実習先で実際の患者さんに関わり責任の重さを実感
指導してくれる先生って凄くて尊敬しています！
！

医師や看護師などチーム医療で、
たくさんのことを学べました！
国家試験受かるためにみんなで頑張ってます！

引き上げる！

これを２〜４回繰り返す

３カ所とも首の真ん中まで5回

2・3年生

国家試験の対策

その
その
その
その

住所：長崎市愛宕1-36-59

一般教養
● リハビリテーション学
● 一般医学、
解剖学、生理学など

●

解消法

学校法人 玉木学園 長崎医療技術専門学校

●

●

うか？

※夜間部もあります

1年生

●

1つです。
各学校で特色や雰囲気などが

●

高校卒業から
理学療法士に
なるまでの流れ

療法士養成課程における特徴の

肩こり と は ？

表しなければなりません。現在、日

﹁ 肩こり ﹂は︑日 本 国 民 の有 訴 率のなかで男 性では2 番

ビリを行う専門職です。主に病院

目︑女性では1番目に多く訴えられると言われています︒

るよう工夫されています。また、学

肩こりは原因を問わず︑僧帽筋を中心とした肩甲帯筋群

大学や専門学校などの養成校を卒

チームでメディカルトレーナーとし

7

を生かしたカリキュラムが組まれ

などを用いながら患者さんのリハ

勤 務しており、中にはスポーツ

僧帽筋

のうっ血・浮腫により生じたこり︑はり︑
こわばり︑重圧感︑

ておりますが、一方各学校で特色

痛みなどの総称をいいます︒

ができます。

肩こりのうち︑病 気や骨の異 常などの場 合もあるので︑

療法や、電気刺激や温熱刺激など

注意も必要です︒
ここでは病気ではない肩こりについてお話

門科目、臨床実習などが定められ

しておこうと思います！

こにいても理学療法士として仕事

原 因 は？

して、治療体操に代表される運動

① 姿 勢・体 型 ② 運 動 不 足 ③ 自 律 神 経 ④ライフスタイル

一般教養科目、専門基礎科目、専

︵生活リズム・食べ物・ストレス︶などが挙げられ︑
これらが

家試験に合格すると日本全国ど

続いて肩 周 辺の筋の持 続 的な緊 張による疲 労や筋の血 行

加齢に伴う身体機能の低下に対

不良が生じてしまうと︑肩こりになりやすくなります︒

養成校のカリキュラムとしては

国家試験を受験するにためには、

解消に！
！

今 回は誰でも一 度は感じた事の
あるだろう
「肩こり」について紹介
したいと思います！
！

どんなことを学ぶの？

理学療法士は国家資格であり、国

を利用した物理療法、徒手的治療

肩こりの

もう少し
下にずらす

（逆サイドも同様に）

6

地域の ︑
… 理学療法士の …

未 来へ

440名が
参加！！

第27回
長崎県理学療法

学術大会
in 佐世保

平成28年2月20日
（土）
、21日
（日）
会場：アルカスSASEBO

他職種と協力して
地域 とつながる関わりを

以前から、
積極的な 活動・参加 へのアプローチに

取り組んできましたが、
まだまだ活動・参加につなが

るケースは少ないように思います。今回、
自立支援と

は何か、
もう一度考える必要があると再認識しまし

た。
また、
その人らしい具体的な目標設定を行うため
には、
利用者・家族の興味・関心の捉え方、
課題を他職
アプローチの結果、活動から参加につながるた

めの『場所』が重要であると考えます。今後、その

に行っていくことも必要だと思いました。
その中で理学療法士・作業療法士・言語聴覚士そ
れぞれの専門性についても考えていく必要があると
感じました。

輝ける理学療法士へ…

少しでも早く…

今こそ専門性を考えて

できることから実現する

【基調講演】
下釜豊広 大会長
（訪問看護ステーションかしまえ、理学療法士）

高齢者や障がい者が尊厳を持って、
可能な限り住み慣れた環境の中で、
そ
の人らしい生活を送ること・その人が輝
ける居場所づくりこそが地域包括ケア
システムです。
その中心として支えるこ
とが理学療法士の使命であり、
その
「役割」や「責任」
「可能性」
を共有で
きる大会を意識して、今大会を企画し
た経緯や想いを述べられました。
理学療法士がリーダーやコーディ
ネータとして活躍するために、専門知
識のみでなく、幅広い視野を持ち生き
延びることを真剣に考える機会になれ
ば幸いです。

一般社団法人

長崎県作業療法士会
長崎県言語聴覚士会

１日目

① 講演1『これからの訪問リハ』
（有）
足柄リハビリテーションサービス 代表取締役

露木 昭彰

氏

② 講演2『地域包括ケアシステムにおけるセラピストの役割』
大東市保健医療部 高齢支援課

逢坂 伸子

氏

③『活動・参加につなげる訪問リハを考えよう』
（公社）
長崎県理学療法士協会 おおさと整形外科 永木 照彦 氏
（−社）
長崎県作業療法士会 訪問看護ステーション東長崎和仁会
城戸よしみ 氏

2日目

①『介護報酬改定における現場の動向』

（一社）
長崎県作業療法士会 介護老人保健施設 フォンテ 永石 博範

氏

②『明日から使える生活行為向上マネジメント
（概論）』
（一社）
長崎県作業療法士会 貞松病院

村木 敏子

氏

③『明日から使える生活行為向上マネジメント
（応用）』
（一社）
長崎県作業療法士会 貞松病院

【市民公開講座】

高木綾一 氏
株式会社Work Shift 代表取締役
関西医療大学保健医療学部 助教

井口 茂 氏
長崎大学医歯薬学研究科
保健学専攻 教授

地域で活躍をしなければならない
理学療法士自身が、今の時代や未来
で輝けていますか？そのような問いか
けで始まった講演は、理学療法士の
専門性は地域で役に立つ知識と技
術であり、
その責任を担うと共に可能
性も有するという強いメッセージを頂き
ました。理学療法士のことだけでなく、
社会全体や地域、他職種のことなど、
たくさんの経験や歴史、データを踏ま
えて、
これから私たち理学療法士が考
えるべき
『未来』
のひとつの方向性を、
ご提示頂きました。

長崎県内全域に渡り、
地域でのリハ
ビリテーションに携わってきた経験と実
績から
「これからの高齢者支援〜10年
先を見据えて〜」
をテーマにご講演頂
きました。
団塊の世代が75歳以上になる２０２
５年に向け地域包括ケアシステムの構
築が急がれている中、県内でのこれま
での取り組みを紹介して頂きました。
こ
れからはセラピストとしての関わりだけで
なく、
介護の担い手が不足するという課
題に、
地域や家族と共に向き合う必要
性も教示されました。
また、10年と言わ
ず少し
（一歩）
でも早く実現できること
から実践するという行動力に、強いリー
ダーシップを感じました。

開会式：塩塚 順 会長

露木 昭彰

村木 敏子

氏

事業報告者／永田春輔（訪問リハビリテーション銀屋）

氏

った
高い資質を持
！
務！
人材育成が急

✚ฬ߇ୃੌ㧋
ℂቇ≮ᴺ჻ߪฬ㧋

長崎県 地域医療介護総合確保基金
介護人材確保対策事業

平成27年度

地域包括ケアに資する
地域リハビリテーション
専門職認定研修会
地域医療に欠かせないリハビリテーション専門職の人材育成を主目的として、他団
体と協働して開催されました。

■

日 時／平成27年11月28日(土)〜29日
（日）
平成28年2月13日
（土）
〜14
（日）

■

会 場／長崎大学文京キャンパス 水産学部

■

参加資格／各団体からの推薦者

※日本理学療法士協会の定める地域包括
ケアおよび介護予防推進リーダー取得
（見込み）
者など

【協働事業】
ナガサキリハビリテーションネットワーク
（公社）長崎県理学療法士協会
（一社）
長崎県作業療法士会
長崎県言語聴覚士会

⡯⒳߿⚻㛎ߩ၂ᩮࠍ߃ߡ
ᵴ⊒ߥᗧ឵㧋

内容は、地域リハや高齢者の医学的特徴に対する知識や概念の確認・共有を目的と

引き継がれる

﹃ 交流 ﹄と
﹃ 育成 ﹄

運営すること

この学術大会は年度ごとに県内各
地で︑その地 区の多くの理 学 療 法 士
が︑大 会の企 画や運 営に尽 力し開 催
されています︒ 会 員や地 域に貢 献で
きるものにしたい その一心で一致団結
して取り組みます︒この機会は︑普段
経 験できない様々な 事 を 学ぶ︑数 少
ない機会でもあります︒

釜山との交流

今回も友好関係を結んでいる釜山
物 理 療 法 士 協 会から2 名の理 学 療
法士に︑
ご講演頂きました︒理学療法
手段の臨床的な研究の紹介などの内
容であり︑参 加 者 も 興 味 深 く ︑通 訳
を介しての質疑応答など貴重な機会
となりました︒何より驚いたのは︑開
会 式でのLee 会 長の挨 拶が
﹃ 全文
日本 語 ﹄
で通 訳 無しで釜 山の理 学 療
法士事情など丁寧にお話し頂きまし
た︒本当に驚きました！

若い理学療法士の経験として

今回も多くの理学療法に関する疑
問や︑実 際の経 験を踏まえた話 題 提
供 など 演 題の発 表がありました︒
経験年数が1〜3年目の若い理学療
法 士にとって緊 張する場 面もありま
すが︑様々な 経 験 をもつ他 施 設の理
学 療 法 士からアドバイスなどがもら
える︑育 成・交 流の場として活かして
頂けると幸いです︒

大会準備委員長
北村雅志
︵佐世保中央病院︶
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主 催／ 公益社団法人
長崎県理学療法士協会

ような場を知ることや、場づくりを地域住民と一緒

〜その人が輝ける居場所づくりを目指して〜

大会長挨拶

■

訪問リハ三士会合同研修会

種で確認する作業が重要だと改めて感じました。

地域包括ケアにおける
理学療法士の可能性

日 時／平成27年 10月24日(土)
10月25日(日)
■ 会 場／東彼杵総合会館
■

した講義や、長崎各地での事例の紹介、実際の地域リハの現場を想定したデモンスト
レーションや討議などが活発に行われました。
参加者は、初めての取り組みで各団体の推薦が必要なこともあり、離島も含め各地
域から十分に経験を持った方も集まりました。比較的経験の少ない理学療法士の参加
者は、ある意味『大御所』
ともいえる先輩方からの
「生の声」
を聞き、大変参考になった
そうです。
2025年の超高齢化社会に向けて準備される
「地域包括ケアシステム」
構築へ向け
て、人材育成は急務です。この事業は3年間継続が決定され、
より多くの広くの地域社
会で活躍できるリハ専門職を育成していきます。
8

NPTAの活動

Nagasaki Physical Therapy Association

地域の
スポーツ
にも貢献！

ࠬ࠻࠶࠴࠙ࠜࡒࡦࠣ
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8月30日
（日）
に西彼総合体育館
で第3回長崎県理学療法士協会杯
中学女子バスケットボール長崎西彼
地区大会が行われました。

傷害／1名

（足関節捻挫）
保護者、監督と連携し、
円滑に対応することが
できました。

選手への講習や相談コーナーは大きな問
題なく円滑に進めることができましたが、試
合間の選手への対応など新たな課題もでて
きています。今後はこのような課題の検討を
行ないながら、選手、監督、保護者への傷害
予防の重要性を啓発
していきたいと考え
事業報告／
ています。
濱崎凌
（長崎北病院）

健康まつり
私達、理学療法士協会か
らは体 力 測 定を実施し、
長与町民の皆さまの健康
チェックを行いました。

ストレッチ講習やウォーミングアッ
プ講習を通して、傷害予防の重要

選手へのストレッチ講習

性を理解していただくこと。

選手へのウォーミングアップ講習
監督・保護者の相談コーナー
傷害発生時の対応

地域に出向いて

長与町

活動の趣旨

[内容]

日時／平成27年10月25日
（日）
会場／長与町ふれあいセンター

[参加人数]
選手／100名
監督・保護者／50名
スタッフ／18名

は

日時／平成27年12月12日（土）13：30〜16：00

日時／平成28年1月23日（土）

会場／五島市 松山住民センター

会場／諫早市健康福祉センター

講師／高木治雄

氏

（貞松病院 リハビリテーション科

副科長 理学療法士）

身体も生活も
支える！
！
脳卒中の装具療法
〜急性期・回復期から生活期まで

近年、補装具や継手の種類が増加

事業報告／飯野朋彦
（介護老人保健施設にしきの里）

長崎市

秋フェス

日時／平成27年11月1日
（日）
会場／メルカつきまち5階
ホール・会議室

「防ごう！ロコモーティブシ
ンドローム」
をテーマに体
力測定・機能低下予防のア
ドバイスを行いました。

様々な質問、悩み相談が

動できたことは良い経験と

あり、地域の方々の健康に

なりました。また、街づくりに

たいする熱心さや意識の高

対する想いに驚き、地域活

さを目の当たりにして理学

動の重要性を感じました。

療法士としての役割の重要
さを実感しました。

せや 意 見 交 換 の 場にもな

特に、日常業務でも機能

り、有意義な時間を過ごせ

低下の予防について指導し

ました。

ていくことが重要であると
感じました。

これからも長崎西彼地区は地域活動に参加し、他職種と協力しながら健康に対する取り組みをしていきますので、
皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願いします。

氏

（貞松病院 リハビリテーション科 副科長 理学療法士）

見て・聞いて・触って
…学ぶ！
！
脳卒中に対する治療用
装具を用いた理学療法

寒波による天候が心配される中、平成27年度第2

回学術研修会が開催されました。県北や県央地区な
どからたくさんの参加者にご来場いただき、研修会
では活発な質疑応答が成されました。

し、様々な症状やニーズに応じて装

具 の 作 成 が 可 能となってきていま

す。今回、装具療法について臨床と研
生をお招きし、
ご高話頂きました。

脳卒中の装具療法に用いられる下

肢装具の、継手の種類や役割につい

て、従来のものから、触れる機会が少

なかったGS装具についての理解を
深め、脳卒中の病態を再確認しなが

ら、実際の臨床に必要な各病期・重症

度毎の、選定のポイントや適合確認、

メンテナンス、治療プログラムについ

参加者の取り組む姿勢か

て理解を深めました。

ら、
普段から現場で多くの葛
藤があり関心が強い分野で
ある事が感じ取れました。
また装具製作所の方の御厚
意で実際に装具を触れ体験する機会もあり、その
場で意見交換も出来て充実した内容だったのでは

ߑҔࡑ
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と思います。
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≮↪ⵝౕߣߒߡߩᣂߚߥ⠨߃ᣇࠍቇ⠌ߒߦౕⵝޔ
ኻߔࠆࠗࡔࠫࠍ⋥ߔߎߣ߇᧪ߚޕ

●

ᕆᕈᦼ࿁ᓳᦼ㨨↢ᵴᦼߦ㑐ࠊࠆߘࠇߙࠇߩ
ࡇࠬ࠻ห჻߇ㅪ៤ࠍ࿑ࠅޔ↪⠪᭽߇ࠃࠅࠃ↢
ᵴࠍㅍࠇࠆࠃ߁ߦ⎇㐭ߒߚޓޕ

●

報告者：木場宗也（リハビリセンターふくえ）
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講師／高木治雄

究分野でご活躍されている、高木先

住民の皆さまと一緒に活

また、同職同士の顔合わ

Seminar
脳卒中の装具療法 今？

報告者：牧野真也（宮崎病院）
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チーム医療に貢献でき、高い指導能力を持てる資質を求めて…
文部科学省「課題解決型高度医療人材養成プログラム」採択事業

高度リハビリテーション専門職の養成
長崎地域包括ケアシステムを活用したプログラム

長崎県は老年人口割合が高く、有人離島数も多いことから、地域で高齢者・障害
者を包括的にリハビリテーション及びケアするシステムの構築が求められていま
す。
また、長崎県では理学療法士と作業療法士の数は毎年増加しており、病院や施
設の中だけではない、
これら専門職の職域の拡大が必要と考えられています。
しかし、経験のある指導者が不足している現状があります。加えて、地理的不利
が影響し、現職者を対象とした卒後教育も進んでおらず、
スキル向上に課題もみら
れます。本事業は学内教育と卒後教育の２つの視点から構成され、臨床教育・実践
の充実と地域包括ケアへの貢献を目指しています。臨床−大学−地域の相互作用
に基いた、一貫した教育システムを構築していきます。

長崎地域リハビリテーション広域支援センター（事務局：長崎大学医学部保健学科）
を窓口とした医療機関および介護保険施設や保健、福祉、教育などのネットワーク

長崎大学

⇒医学科との共修（他職種連携を意識）

学生

臨床実習の
充実化

リカレント
（卒後）教育

高度リハビリテーション専門職
養成教育プログラム

実習先

「ぴーかんてらす」
へ情報を

お寄せ

「理学療法士協会 広報誌」
リニュー
アルに伴い、理学療法士や市民のみ
なさまに向けたコーナーも充実させ
ていきたいと考えています。
◎日常のうれしいできごと

臨床指導者養成
教育コース

教員
教

発刊以来、
まだまだ少ないですが多方
面の方々から
「広報誌見たよ！「
」 いい
ね！」
などうれしい励ましのお声を頂戴し
ています。誠にありがとうございます。
その中でも今回、1通の本広報誌への
お便り
（5ページで紹介）
を頂きました。
ありがたく読ませて頂き、編集員一同
大変励まされ、勇気づけられました。私
たちは、
このような広報誌を通じた
「出
会い」
を大切にしたいと思っています。
今後も多くの方々のご意見ご感想を
きっかけにたくさんの
「出会い」
があれ
ばと思っています。

ください!!

保健学実践教育
研究センター

学内教育

うれしい
「出会い」

読者のみなさま

長崎地域包括ケアシステム

チーム医療実践教育・臨床実習推進
プログラム

編 集 後 記

（120時間）

実習内容を評価・
改善

地域包括ケア
人材養成コース

（120時間）

地域ケア会議参加
ケアマネジメント

◎日頃取り組んでいるリハビリにまつ
わること

◎私の○○自慢
…など、皆様からのさまざまなお便りを

ドシドシお寄せ下さい!!

お便りの送り先

本事業の効果として
❶地域包括ケアの中でチームアプローチを実践できる理学・作業療法士の輩出
❷質の高い臨床実習指導者の輩出

〒851-0103 長崎市中里町96番地
和仁会病院（担当：大石）
FAX／095-837-1230
メール／nptakouhou@gmail.com

❸地域包括ケアをマネジメントできる高度な理学・作業療法士の輩出
などが期待できます。

ぴーかんてらすは、
デジタルブックでも
ご覧になれます!

【実施主体】 長崎大学医学部保健学科理学療法専攻、作業療法専攻
【実施期間】 平成26年〜平成30年の5年

●パソコンからのアクセス

ぴーかんてらす

理学

http://www.nagasaki-ebooks.jp/
●nagasaki

e-booksのサイトの右上の検索窓に
「ぴーかんてらす」
と入力するとデジタルブック
ページにジャンプします！

●携帯・スマートフォンからの

アクセスは、右のQRコード
から！
！

