
区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部

東京慈恵会医科大学附属病院 荏原病院 初台リハビリテーション病院 慶應義塾大学病院 豊島病院 いずみ記念病院

地域リハビリ力の
向上

慈恵リハビリテーション研究会
（28/4/6他、計10回）

区中央部地域リハビリテーション合同研修会
（28/9/29他、計6回）

地域リハ講演会・症例検討会
（29/1/23）
　講演会「地域に根差したリハビリテーション
          　　～ソロモン諸島での経験～」
　症例検討会・グループディスカッション
　　「思い込みの強い完璧主義的性格で、この先
　　　ずっとリハが必要だと信じているケース」

第3回西南部地域リハビリテーション講演会
（28/5/20）
　テーマ「地域包括ケアについて」

第3回区西南部地域リハビリテーション研究大会
（29/2/18）
　講演「老いても病んでも家族の愛を壊さずに
　　　　～北欧で、そして独り暮らしの母を看取って
　　　　　気付いたこと～」
　シンポジウム「区西南部地域における接触嚥下の
　　　　　　　　　　現状と課題」

PT/OT/ST対象の症例発表会（計10回）
　テーマ：筋電図、キネオロジー・重症筋無力症・
            栄養・呼吸・がんのリハ、摂食嚥下、
            高度先進リハビリ医学、革新的ニューロリハ

かかりつけ医対象の研修会（計10回）
　テーマ：筋電図、キネオロジー・重症筋無力症・
            栄養・呼吸・がんのリハ、摂食嚥下、
            高度先進リハビリ医学、革新的ニューロリハ

生活期のリハ・ケア推進シンポジウム (28/11/12)
　テーマ：高齢者の活動・参加を高めるために！
　～リハ・ケア職に求められる地域貢献・地域連携～
　参加者：64名

研修会（計3回）
　①板橋区のリハビリテーションの現状と地域連携
　　　の在り方について(28/5/13)
　　　参加者：83名
他2件

PT/OT/ST対象の症例検討会（6回）
①簡単で分かりやすい歩行観察のポイント(28/4/22）
　　参加者：57名
②片麻痺患者の上肢機能を姿勢評価から考えてみる
　（28/5/13）参加者：38名
他４件

かかりつけ医対象の研修会（28/6/10）
　テーマ：メンタルヘルスアプローチとリハビリの協働
　　　　　　～健康で働き、生活するために～
　参加者：38名

訪問・通所リハ
分野への支援

医療と介護の合同研修会(28/9/20)

出前講座（28/5/16他、計5回）

講演会、ケアマネ・リハ関連職種交流会（計2回）
　①大田区（28/11/25）
　②品川区（29/2/17）

地域リハ講演会
　①「運動器リハの最新知識」（28/9/8）
　②「『意志と生活行為と人生』を蘇らせる作業療法の
　　　真髄」（28/10/11）

事例検討会
　①渋谷区（28/9/15）　②世田谷区（28/11/9）
　③目黒区（28/12/12）　　　　　参加者：3区計192名

ケアマネ・訪問介護員対象の研修会
　テーマ：①移乗動作基礎②接触嚥下③福祉用具
　（各テーマにつき渋谷区・世田谷区・目黒区で1回、
　　計9回）

リハ従事者・ケアマネ交流会（計2回）

ケアマネ研修（計7回）
　テーマ：筋電図、キネオロジー・重症筋無力症・
            栄養・呼吸・がんのリハ、摂食嚥下、
            高度先進リハビリ医学、革新的ニューロリハ

研修会
　①「おいしく食べるために」みんなに知ってほしい
　　　口腔ケア、食べる姿勢のポイントなど
　　　（28/7/14、28/9/29）
　②「誰にでもわかる生活期の栄養評価とアプローチ」
　　　（28/11/10）

板橋区地域リハビリテーションサービス調整会議
 （28/9/6他3回）

研修会
　①高次脳機能障害への理解と対応のポイント
　　（28/5/27）
　　　参加者：48名
　②簡単でわかりやすい歩行観察のポイント

地域リハ関係者
との連携強化

港区地域リハビリテーション推進会議 地域協議会（28/6/13） 区西南部地域リハ支援センター幹事会
（①28/4/15　②28/10/13　③29/3/17）

①新宿区地域リハ連絡会
②新宿区リハ連携検討会への参加
　　（座長・スーパーバイザーとして）
③区西部リハ連絡会
④区西部圏域連絡会

①区西北部リハビリテーション協力施設連絡会議
   （28/4/27 他9回）
②板橋区高齢者等地域リハビリテーション連携会議（2
回）
③板橋区リハビリテーションネットワーク会議（4回）

区東北部地域リハ支援協議会（29/3/17）

若手PT/OT
実務研修受入

29年度より実施 29年度より実施 第1期　28/9/26/～10/7（PT5名、OT2名）
第2期　29/1/16/～1/27（PT6名、OT3名）

第1期　28/10/31～11/7、11/28～12/2（PT2名）
第2期　28/12/1～12/14（ST1名）
第3期　29/2/6～2/17（OT1名）

第1期　28/10/3～10/17（PT3名、OT1名）
第2期　28/11/7～11/18（PT4名、OT1名）
第3期　28/12/5～12/16（PT4名、OT4名）
　

29年度より実施

区東部 西多摩 南多摩 北多摩西部 北多摩南部 北多摩北部

東京都リハビリテーション病院 大久野病院 永生病院 村山医療センター 武蔵野赤十字病院 多摩北部医療センター

地域リハビリ力の
向上

PT/OT/ST対象の症例検討会（4回）
①進行性難病の在宅支援に必要な多職種連携を
    考える（28/5/26）参加者：68名
②多職種連携における高次脳障害の方への
　　余暇活動支援（28/8/24）参加者：50名
他２件

かかりつけ医対象の研修会（3回）
①墨田区在宅リハビリテーション支援事業サポート医
　 研修会（29/2/27）
　　テーマ：墨田区在宅リハビリ支援事業の実際
他2件

第35回東京都理学療法学術大会（28/6/19）
（東京都理学療法士協会主催、支援センター後援）

市民公開講座（28/10/15）
　テーマ：「こころと体の健康～いつも地域で健康に
　　　　　　　暮らすために～」
　

南多摩地域リハビリテーションフォーラム2016
（28/11/19-20）

東京都北多摩西部医療圏
地域リハビリテーション支援事業講演会（28/6/10）
　テーマ：「地域包括ケアシステムの構築に向けて
　　　　　　～東京都理学療法士協会の取り組み～」

症例検討会
①協力施設等との症例検討会（2回/月、1症例/回）
　　参加者：約30名/回
②二次医療圏域内での症例検討会（7症例）
　　参加者：106名
②東京都理学療法士協会との症例検討会（56症例）
　　参加者：約150名

技術研修会（計3回）
①テーマ：歩行における上肢機能（28/9/17-18）
②テーマ：PT/OT/STに向けた「急性期～在宅でもでき
　　　　　　るシーティングを含めた接触嚥下に対する
　　　　　　支援技術～」（28/11/13）
③テーマ：理学療法・作業療法に活用するための
　　　　　　脳画像の見方（28/12/3-4）

症例検討会（28/11/10）
　テーマ：神経伝導検査　手根管症候群を中心に

訪問・通所リハ
分野への支援

研修会
（上記 PT/OT/ST対象の症例検討会と重複）

ケアプラン相談支援（月～金8:30～17:15）
　相談支援受付実績25件

多職種交流会(28/11/18)
　テーマ：訪問リハの活用方法、事例紹介
　参加者：54名（ケアマネ、リハビリ従事者）

ケアマネ研修（計3回）
　①脳卒中のリハ（28/7/13）参加者：24名
　②廃用症候群のリハ（28/9/14）参加者：24名
　③接触嚥下のリハ（28/12/15）参加者：15名

医療サポート研修会（28/12/14）
　テーマ：骨折のリハビリテーション
　参加者：116名（ケアマネ）

研修会
　①移乗動作の介助方法～楽な介助のコツと原理～
　　　(28/11/29)　参加者：22名
　②簡単にできる嚥下障害への対応
　　～嚥下とポジショニング～
　　　（29/2/22）　参加者：21名

東京都理学療法士協会主催リハ支援センター共催
北多摩ブロック多職種連携セミナー開催

ケアマネ研修（計3回）
　①脳出血を中心とした頭部画像診断の基礎
（28/6/17）
　②神経疾患の画像診断（28/9/30）
　③下肢の外傷と疾患について（29/2/16）

地域リハ関係者
との連携強化

なし ①多職種交流会(28/11/18)
②西多摩地域リハ支援センター懇談会(28/10/15)

南多摩　医療と介護と地域をつなぐ会
（28/6/14他、計8回）

北多摩西部医療圏地域リハビリテーション支援事業
幹事会（①28/7/20 ②29/2/15）

武蔵野市PTOTST協議会（1回/月、計10回） 幹事会
（①28/5/19②28/11/17）

若手PT/OT
実務研修受入

28/11/28～12/9（PT7名、OT3名） 第1期　28/9/26～10/7（OT1名）
第2期　28/11/28～12/9（PT1名、OT1名）
第3期　29/1/23～2/3(PT2名)

29年度より実施 （1）理学療法士
　　　第1期　28/10/17～10/28(3名)
　　　第2期　28/11/7～11/18（2名）
　　　第3期　28/12/5～12/16（3名）
（2）作業療法士
　　　28/11/28～12/9（1名）

29年度より実施 第1期　28/11/28～12/9（PT1名）
第2期　28/12/5～12/16(PT1名、OT1名)

平成２８年度　地域リハビリテーション支援事業について　（１/２）

○必須の役割
資料８



区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部

東京慈恵会医科大学附属病院 荏原病院 初台リハビリテーション病院 慶應義塾大学病院 豊島病院 いずみ記念病院

区市町村による
包括補助事業への
支援

出前講座の開催 なし なし 【新宿区】
リハビリテーション連携検討会への協力
（スーパーバイザーとしての参加、マニュアル・資料作
成、研修会開催等）

なし なし

脳卒中医療
連携推進事業への
支援

脳卒中連携パスの計画管理病院としての役割を担う 区南部圏域脳卒中医療連携推進幹事会への参加 なし 【新宿区、杉並区、中野区】
大都市圏脳卒中診療連携体制構築事業
「リハナビ東京」の構築・運用の検討

【板橋区】脳卒中懇話会リハビリテーション部会にオブ
ザーバーとして関与

なし

高次脳機能障害の
リハビリ事業
への支援

当院外来で高次脳機能障害患者診療を実施 【大田区、品川区、目黒区】
高次脳機能障害支援普及事業「専門的リハビリテー
ションの充実事業」連絡会の開催等

なし 区西部高次脳機能障害者支援地域ネットワーク
連絡会の開催

【板橋区】協議会参加、事例検討会
【北区】支援連絡会参加、講演会共催
【豊島区】支援連絡会参加、研究会
【練馬区】研究会

【足立区、荒川区、葛飾区】
講演会、症例検討会への講師派遣

介護予防における
地域リハビリ
促進事業への支援

広域派遣アドバイザー事業の実施 品川区が主催する講演会の後援となり、人的・物的支
援を実施

なし 【新宿区、杉並区、中野区】
圏域連絡会の開催、介護予防関連職種対象の研修会
等

なし なし

地域で特にニーズの
高いテーマに関する
研修等

なし

　（HP活用相談支援）

区東部 西多摩 南多摩 北多摩西部 北多摩南部 北多摩北部

東京都リハビリテーション病院 大久野病院 永生病院 村山医療センター 武蔵野赤十字病院 多摩北部医療センター

区市町村による
包括補助事業への
支援

【墨田区】リハビリプログラムの提供
　　　　　（墨田区から墨田区医師会へ事業を委託、
　　　　　　当院が実務を実行）

【西多摩保健所】
在宅神経難病患者やその家族に対する
リハビリテーション技術の提供など

【福生市、青梅市、あきる野市、日出町】
各市町の介護保険課や障害福祉課からの在宅療養
患者の対応等の相談支援及びコーディネート、
講師派遣など

【八王子市】ケアカフェ八王子の開催支援（全11回） なし 【調布市】「からだと用具の総合相談室」立ち上げ支援
【武蔵野市】介護予防モデル事業の支援
【三鷹市】住宅改修等アドバイザー派遣事業を実施

なし

脳卒中医療
連携推進事業への
支援

なし 　なし 南多摩脳卒中医療連携協議会 北多摩西部保健医療圏脳卒中医療連携協議会
リハ部会の開催事務局として主催

北多摩南部保健医療圏リハビリテーション実施機関
名簿Web化に協力

北多摩北部医療圏脳卒中ネットワークにおける
研修会の開催を支援

高次脳機能障害の
リハビリ事業
への支援

【墨田区、江東区、江戸川区】
高次脳機能障害連携委員会を設置
定期的な委員会の開催と検討、患者及び家族向けの
特別訓練プログラムの開催等を実施

西多摩医療圏認知症疾患医療センター他3事業による
一般市民向け参加型イベント・公開講座開催

南多摩高次脳機能障害支援センターによる高次脳機
能障害リハ事業への支援

「東京都高次脳機能障害支援普及事業 ケース検討会への参加 なし

介護予防における
地域リハビリ
促進事業への支援

【墨田区、江東区、江戸川区】
「地域リハビリテーション推進広域派遣アドバイザー
設置事業」の受託

【日の出町】偶数月15日にイベント開催
                 （「はじめよう!健康づくり」）
【福生市】イベント共催（28/8/20）
　　　　　　　　（「はじめよう!介護予防」）

地域リハビリテーション広域派遣アドバイザー事業 地域リハビリテーション専門人材育成研修
（受講者1名、12/17～12/18）

【三鷹市】住宅改修等アドバイザー派遣事業
【府中市】元気高齢者の支援・総合事業対象者の支援
【小金井市】通所介護事業所における基準サービス
　　　　　　　利用者の評価
【武蔵野市】パーキンソン病友の会 体操教室開催

なし

地域で特にニーズの
高いテーマに関する
研修等

　（南多摩福祉機器展開催、車いすデータベース運営）

平成２８年度　地域リハビリテーション支援事業について　（２/２）

○選択する役割


