
【平成20年度実績報告書から抜粋】

1 内容 2 内容 3 内容 4 内容

名称 地域リハ出前講座 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座 講演会
延べ回数 9 1 1

延べ参加者数 349 200 40
対象 地域高齢者 家族、当事者 家族、当事者
名称 実技講座 地域リハ講演会 地域リハ懇談会

延べ回数 1 1 1
延べ参加者数 36 45 30

対象 医療・介護従事者 医療・介護従事者 医療、介護従事者
名称 摂食嚥下講演会 地域リハ研究会 PT・OT・STの会

延べ回数 2 1 1
延べ参加者数 229 54 72

対象 医療・介護従事者 医療・介護従事者 PT・OT・ST
名称 ADL評価法講習会 市民公開講座 研究会・懇話会等 研修会・講演会

延べ回数 1 1 4 2
延べ参加者数 400 150 690 150

対象 医師、コメディカル 一般都民 医師、行政、マスコミ等 区職員、都民
名称 講演会・事例発表検討会 研修会 リハビリ出前相談

延べ回数 1 7 4
延べ参加者数 219 289 73

対象 訓練士,看護,ｹｱﾏﾈ,介護職等 ｹｱﾏﾈ,看護,介護職等 ｹｱﾏﾈ、看護、介護、PT等

名称 研修会 研修会 出張研修会
延べ回数 2 1 3

延べ参加者数 83 198 91
対象 看護,ｹｱﾏﾈ,ﾍﾙﾊﾟｰ,訓練士等 看護,ｹｱﾏﾈ,ﾍﾙﾊﾟｰ,訓練士等 看護、ｹｱﾏﾈ、病院職員等

名称 地域ﾘﾊ連絡会特別講演 地域リハフォーラム 地域ﾘﾊ支援研修会
延べ回数 1 1 1

延べ参加者数 72 84 80
対象 医療・介護従事者 地域のﾘﾊ関連事業者 医療、介護従事者
名称 看護技術講習会 摂食嚥下リハ研修 呼吸リハ研修 研修会・講演会

延べ回数 2 2 2 5
延べ参加者数 62 120 154 417

対象 看護師、介護師 歯科医師,看護,ｹｱﾏﾈ,訓練士等 看護,訓練士,介護職等 看護,訓練士,介護職等

名称 学術講演会 HNA講習会 研修会特別講演 学術集会
延べ回数 3 3 1 1

延べ参加者数 324 152 154 154
対象 医師,看護,訓練士等 医療・介護従事者 医療、介護従事者 医師、看護、訓練士等

名称 地域リハ支援事業研修

延べ回数 2
延べ参加者数 117

対象 介護従事者
名称 三鷹武蔵野勉強会 PTOT実技研修 急性期リハ見学 脳卒中ﾊﾟｽ運用検討会議

延べ回数 32 1 1 4
延べ参加者数 640 30 30 120

対象 医師、PT、OT PT、OT PT、OT、ST PT、OT、ST
名称 技能講習会 公開市民講座 事例検討会 地域ﾘﾊ従事者の交流会

延べ回数 4 1 1 1
延べ参加者数 705 148 123 68

対象 医療・介護従事者 医療・介護従事者、都民 医療、介護従事者 医療、介護従事者
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医療圏 病院
回
数
計

区中央
部

慈恵 11

肩関節のリハビリテーション、
神経筋疾患の呼吸リハビリ
テーション

地域の医療・介護・行政施設
に勤務する訓練士が一同に
会し、回復期病院見学後、グ
ループ討議

「認知症を防ぐ方法」「寝たき
りにならない方法」「心と体の
元気教室」「足腰の衰えを防
ぐ方法」等

区南部 荏原 3 介助法に関する実技研修

「高次脳機能障害の対応-脳
と心のリハビリ-」

世田谷区総合福祉センター
講演会「高次脳機能障害どの
ように対応するか」

高次脳機能障害講演会
「地域リハビリテーション支援
医師」についての紹介

「脳卒中で倒れたら-地域で
生活するまでのリハビリテー
ション」

「循環器ﾌｫｰﾗﾑ2008（脳卒中
ﾘﾊ」「高度先進ﾘﾊ研究会（ﾘﾊ
医学の最前線）」「脳卒中診
療体制構築研究会」等

区西南
部

JR

区西部 慶応 8
ADL評価法（FIM）について
の講習
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区東部 都リハ 3
「摂食嚥下リハビリテーション
初級編」

摂食嚥下障害の対応、評価

区西北
部

豊島 12

講演「終末期リハ」、各区の地
域ケア・リハ取組紹介、支援
センター活動紹介、体操ビデ
オの上映・貸出

「アセスメント力を高める（ケア
マネ対象」「嚥下（介護従事者
対象）」等

在宅リハビリ、パーキンソン病
事例、脳梗塞後遺症等

「認知症のチームケア」講演
等

訪看、地域包括、病院にOT
が出張し、移動・移乗等に関
する研修を実施

地域の介護事業者、家族会
等の交流会

事例検討会

摂食嚥下障害者でも楽に食
べられる食事に関する講義・
実習、障害の評価・診断法

講演・講義・実技、医療機器
の取扱に関する実演等

区東北
部

柳原

西多摩 大久野 11
ナーシングバイオメカニクスの
概念の実際（講義及び実技
講習）

3
講演「地域リハビリテーション
の理解」

南多摩 永生 8

「喉頭・咽頭全摘出術後に気
管-食道シャント術を受けて（2
回）」「今求められる医療・福
祉の連携」

北多摩
西部

村山 2
在宅でできるリハビリテーショ
ン、ベッド・車椅子間の移乗と
歩行介助等

北多摩
北部

多摩北 7
高次脳機能障害、気管切開、
摂食嚥下障害等に関する講
習

北多摩
南部

武蔵野
赤十字

38
文献抄読、症例検討、伝達講
習

平均

区職員（中野、世田谷）・一般
都民対象の研修・講演。「高次
脳機能障害とは？」「高次脳機
能障害を理解しよう」

「高次脳機能障害の診断と治
療」「『HNA』理論によるトランス
ファー（3回）」等

「暮らしに息吹を～今求められ
るリハビリテーション・ネットワー
ク」一般演題16題、施設紹介
12題、シンポジウム

脳卒中地域連携診療計画書
運用に関する検討

講演「在宅脳卒中患者への長
期的な関わり方と可能性」、パ
ネルディスカッション「リハビリ
手帳」

主な内容

新人PT、OTを対象とした急
性期リハの見学・体験実習（1
人あたり週5回実施）

回復期病院リハスタッフの、
急性期リハ見学（週1回×4
回、2人4時間ずつ）

脳卒中の予防、治療 「地域連携パスの現状」

動作介助法に関する講習
（ホールドアンドカバー法、ス
ライド法等）

「高次脳機能障害の診断と治
療」

地域リハビリテーション支援センターの人材育成支援実施状況 資料４ 


