
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

PT・OT・ST等対象の症例発表会等

かかりつけ医への知識・技術情報提供

PT・OT・ST等対象の症例発表会等：1～2回
　【テーマ】地域で支える自立支援

かかりつけ医への知識・技術情報提供

　【テーマ】①脳卒中リハ②呼吸器疾患リハ

PT・OT・ST等対象の症例発表会等

かかりつけ医への知識・技術情報提供

PT・OT・ST等対象の症例発表会等：2～3回
【テーマ】疾患別リハ、がんのリハ、先端的リハ医療

かかりつけ医への知識・技術情報提供：2～3回
【テーマ】疾患別リハ、がんのリハ、先端的リハ医療

PT・OT・ST等対象の症例発表会等：2回 PT・OT・ST等対象の症例発表会等:7回
【テーマ】歩行、摂食嚥下、作業科学、リスク管理等

かかりつけ医への知識・技術情報提供：1回
【テーマ】地域の関係職種と医師との協働

訪問・通所リハ
分野への支援

リハ従事者・ケアマネの交流の場の設定

ケアマネジャーへの研修

ケアプラン相談支援
電話対応（月・水・金 17:00～18:00）

リハ従事者・ケアマネの交流の場の設定

ケアマネジャーへの研修

ケアプラン相談支援
医療機関（協力施設含む）や各医師会の訪問看護ス
テーション等にて随時受付

リハ従事者・ケアマネの交流の場の設定

※上記PT・OT・ST等対象の事例検討会と重複

ケアマネジャーへの研修：9回
テーマ①移乗基礎動作 ②摂食嚥下 ③福祉用具

ケアプラン相談支援
電話対応（月～土 9:00～17:00）

リハ従事者・ケアマネの交流の場の設定：2～3回

ケアマネジャーへの研修：2～3回

ケアプラン相談支援
外来や研修会開催時などに個別に対応

リハ従事者・ケアマネの交流の場の設定：4回

ケアマネ研修：4回
【テーマ】脳卒中、廃用症候群、嚥下障害等

ケアプラン相談支援
メール、FAX、インターネットにて随時受付

リハ従事者・ケアマネの交流の場の設定：2回
【テーマ】住宅改修、福祉用具の選定等

ケアマネジャーへの研修：2回
【テーマ】嚥下、栄養、高次脳機能障害

ケアプラン相談支援
電話、FAX、メールにて受付（月～土　9:00～17:00）

地域リハ関係者
との連携強化

港区地域リハビリ推進会議：1回 地域協議会：1回 区西南部地域リハ支援センター幹事会：3回

　　（座長、スーパーバイザーとして）
　 普及事業協議会：1回

区東北部地域リハビリテーション協議会：1回

若手PT/OT
実務研修受入

【予定人数】2名
【研修内容】
①各診療部門の見学・臨床体験と事例検討
②臨床体験レポートの作成

【予定人数】18名
【研修内容】
①見学（施設、各部門の療法・評価、カンファレンス、
　 ミーティング、勉強会等）
②講義（急性期リハ、SCU病棟専従業務、他）
③症例検討会、地域支援に関するワークショップ

【予定人数】24名
【研修内容】
①見学（ケース帯同、カンファレンス、ミーティング、他）
②講義・演習（当院取組概要とチームアプローチ、他）
③ケースディスカッション、ワークショップ等

【予定人数】4名
【研修内容】
脳卒中リハ、心臓リハ、呼吸リハ、がんリハ、
運動器リハ等における評価・訓練に関する実務研修

【予定人数】12名
【研修内容】
①急性期病院で疾患とリハの知識を学ぶ
②各診療科医師による疾患等の講義とリハの実施

【予定人数】24名
【研修内容】
①回復期リハを主軸に実施予定
②介護保険事業所にて、急性期及び維持期との
   連携を重視した研修

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等対象の症例発表会等

かかりつけ医への知識・技術情報提供

　フォローアップ研修会への講師派遣：3回

PT・OT・ST等対象の症例発表会等：計3回

かかりつけ医への知識・技術情報提供

PT・OT・ST等対象の症例発表会等

【テーマ】まちづくり、地域コミュニティづくり、
　　　　　 地域包括ケア等

かかりつけ医への知識・技術情報提供

PT・OT・ST等対象の症例発表会等

　 1回

かかりつけ医への知識・技術情報提供

  ついて」：1回

PT・OT・ST等対象の症例発表会等

かかりつけ医への知識・技術情報提供

PT・OT・ST等対象の症例発表会等：3回
【テーマ】
①姿勢制御と運動学習
②摂食嚥下
③リハビリにおけるリスク管理

訪問・通所リハ
分野への支援

リハ従事者・ケアマネの交流の場の設定

ケアマネジャーへの研修

ケアプラン相談支援
電話・メール・面談等にて受付（平日8:30～17:15）

リハ従事者・ケアマネの交流の場の設定

ケアマネジャーへの研修

　 【テーマ】脳卒中、廃用症候群、摂食嚥下

ケアプラン相談支援
当センターでの直接受付（月～土　9:00～17:00）

リハ従事者・ケアマネの交流の場の設定

ケアマネジャーへの研修

  （八王子介護支援専門員連絡協議会との共催）

ケアプラン相談支援
地域ケア会議やケアマネ交流会にリハ専門職を派遣

リハ従事者・ケアマネの交流の場の設定

ワーク」参加：6回

ケアマネジャーへの研修：5回
【テーマ】車椅子と入浴介助について、他

ケアプラン相談支援
電話・メール・FAX（平日9:00～17:00）

リハ従事者・ケアマネの交流の場の設定

ケアマネジャーへの研修

ケアプラン相談支援

ケアマネジャーへの研修；3回
【テーマ】
①肩関節疾患の診断と治療
②脳血管疾患　③運動疾患

ケアプラン相談支援

　 実施

　リハビリテーション科において随時受付

地域リハ関係者
との連携強化

区東部地域リハビリ連絡協議会 幹事会：2回 南多摩介護と医療をつなぐ会：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：2回

幹事会：2回

若手PT/OT
実務研修受入

【予定人数】10名
【研修内容】
理学療法科、作業療法科、地域リハビリテーション科
において、各科で設定したテーマに関する講義・見学・
症例検討等を実施

【予定人数】9名
【研修内容】
①医療・介護計画の動向等に関する講義
②研修（高次脳機能障害、入院～退院プロセス）
③カンファレンスへの出席
④装具作成の見学

【予定人数】4名
【研修内容】
①永生会のリハ概要紹介
②急性期リハ、回復期リハ、通所リハ、訪問リハ、
　 地域包括ケア等の見学・体験

【予定人数】24名
【研修内容】以下4領域での臨床を経験
①回復期リハ病棟
②地域包括ケア病棟
③脊髄損傷専門病棟
④整形外科病棟

【予定人数】3名
【研修内容】
①スタッフに同行して病棟における訓練見学・実施
②脳卒中センター等での訓練見学・実施
③リスク等に関するディスカッション
④カンファレンスに出席

【予定人数】3名
【研修内容】
①急性期リハの基本的な流れや役割
②事例を通じたリハの基本知識の確認
③基本的な評価方法・治療技術の確認
④リハ関連業務の見学

平成２９年度　地域リハビリテーション支援センター支援事業について　（１/２）

○実施計画（必須の役割）
資料９



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

担当区との協力による介護予防講座、セミナー、
講演等

なし なし 【新宿区、杉並区、中野区】
リハビリテーション連携検討会への協力

【板橋区】
おとしより保健福祉センターに対する助言

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に当センター
担当医師が参加

なし なし

  参加

なし

高次脳機能障害の
リハビリ事業
への支援

外来にて適宜対応 各区の連絡会に当センター担当医師が参加 区西南部高次脳機能障害者支援センターへの協力

【渋谷区】
自立支援協議会就労支援専門部会の会議参加

区西部高次脳機能障害者支援地域ネットワーク連絡
会

高次脳機能障害支援普及事業 【足立区、葛飾区】
各区障害福祉センター開催の講演会・事例検討会へ
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

区民も参加可能な介護予防講座の開催 地域リハ推進広域派遣アドバイザー事業 地域リハ推進広域派遣アドバイザー事業 広域派遣アドバイザー設置 地域リハ推進広域派遣アドバイザー事業 行政が実施する介護予防事業への支援
（リハ専門職の活用等について）

地域で特にニーズの
高いテーマに関する
研修等

　 ケアマネへの助言・支援

なし

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】
在宅リハビリテーション支援事業の受託

【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】
地域包括支援センターの介護予防事業等を実施

実施予定あり（内容については今後検討予定） 圏域内6市で実施する包括補助事業に対し、
リハ関連職種による協議会形式の団体設立を補助

なし

脳卒中医療
連携推進事業への
支援

なし 西多摩医療福祉連携研究会　研究発表会への協力 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宰

北多摩南部脳卒中地域連携診療計画書の運営を
支援

北多摩北部医療圏脳卒中ネットワーク委員会
急性期部会に出席

高次脳機能障害の
リハビリ事業
への支援

東京都高次脳機能障害支援普及事業 西多摩高次脳機能障害支援センターにて対応 南多摩高次脳機能障害支援センターにて対応 ・北多摩西部高次脳機能障害支援普及事業受託
・国分寺市障害者センター高次脳機能障害関係機関
 連絡会への参加

北多摩南部高次脳機能障害支援普及事業 高次脳機能障害の専門外来実施

介護予防における
地域リハビリ
促進事業への支援

地域リハ推進広域派遣アドバイザー事業 各職能団体との連携により、各専門職が介護予防事
業に参加できる体制構築を目指す

地域リハ推進広域派遣アドバイザー事業 各自治体の介護予防事業に関する相談対応、
計画立案への参加

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、車いすデータベース運営）

平成２９年度　地域リハビリテーション支援センター支援事業について　（２/２）

○実施計画（選択する役割）


