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・研修会の開催
日時：平成24年６月14日
場所：都立大塚病院（協力施設）
内容：医療連携研修会
　　「脳卒中後遺症に対するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
　　　　　―回復のﾒｶﾆｽﾞﾑとﾆｭｰﾛﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ」
講師：リハビリテーション科医師　稲田　晴生
参加人数：66名

日時：平成24年11月15日
場所：豊島病院
内容：医療連携講演会
　　「誤嚥性肺炎の対策
　　　―当院における医科と歯科のアプローチ」
講師：リハビリテーション科医長　中島 英樹
      歯科口腔外科部長　市川 雄二
参加人数：100名

豊島区南大塚２-８-１

4 順天堂大学医学部附属練馬病院/病院

練馬区高野台３-１-１０

案内等の配布、協議会への参加

施設名称/施設種類

所在地

協力の内容

東京都立大塚病院

研修会の実施、案内等の配布、協議会への参加

平成２３･２４年度地域リハビリテーション支援事業実施報告書
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事業実施地域　※区市町村名を記入してください
二次保健医療圏内 二次保健医療圏外

Ⅰ　事業実施体制等

地域リハビリテーション支援センター名（運営医療機関名）　／　二次保健医療圏名
1

板橋区、練馬区、北区、豊島区

連携施設の有無 有　　・　　無

東京北社会保険病院/病院

案内等の配布、協議会への参加
有
の
場
合

3

協力施設の有無 有　　・　　無

北区赤羽台４－１７－５６ 

施設名称/施設種類

公益財団法人東京都保健医療公社豊島病院／区西北部二次保健医療圏

連携施設

施設名称/施設種類

協力の内容

協力施設

Ⅱ　事業実施内容等（必須の役割）※全センター共通

取組内容

・研修会の開催
日時：平成23年７月７日
場所：都立大塚病院（協力施設）
内容：医療連携研修会
　　「リンパ浮腫のリハビリテーション」
講師：リハビリテーション科医師　荒川　わかな
参加人数：106名

生活支援に関するリハ・ケア事例検討会

所在地

協力の内容

所在地

（２）かかりつけ医へのリハビリテーション知識･技術情報提供

平成23年度 平成24年度

135名
内訳　PT 25人 OT 20人 ST 12人　介護支援専門員 38
人 看護師 8人　院内職員16名　他　120人

名称
回数

開催年月日
及び場所等

平成23年12月10日
帝京平成大学池袋キャンパス

平成24年12月22日
板橋区立グリーンホール

テーマ：つなげる　ひろげる　ささえあう
～高次脳機能障害者の支援～
第１部　基調講演「誰にでもわかる高次脳機能障害者
への生活支援のポイントとその効果」
講師：帝京平成大学大学院　臨床心理学研究科教授
中島恵子先生
第２部　事例発表・意見交換
区西北部リハビリテーション・介護従事者（4名）

テーマ：チームで取り組む認知症ケア
第１部　基調講演「認知症の人の暮らしを支える地域
包括ケアシステム」
講師：東京都健康長寿医療センター研究所　研究部長
粟田　主一先生
第２部　事例発表・意見交換
区西北部リハビリテーション・介護従事者（4名）

平成23年度

1回

1　地域リハビリテーション力の向上
（１）ＯＴ･ＰＴ･ＳＴ等対象の症例発表会（検討会）

内容

参加者数

平成24年度
生活支援に関するリハ・ケア事例検討会

1回

239名
内訳　PT 25人 OT 20人 ST 12人　介護支援専門員 38
人 看護師 8人　院内職員16名　他　120人
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別紙１

内容
・23年度区西北部地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援事業実績報告
・24年度区西北部地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援事業実施計画
・今後の進め方等について意見交換

①板橋区における在宅ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの現状及び問題点に
ついて意見交換
②24年度区西北部地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援事業実績報告
　25年度区西北部地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援事業実施計画
　区西北部における地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実施状況

地区医師会、回復期リハ病院、
行政担当、関係団体

①通所介護、訪問介護、訪問看護、地域包括支援セン
ター、介護老人保健施設、回復期リハ病院、行政担当
②地区医師会、回復期リハ病院、行政担当、関係団体

回数 1回 2回

開催年月日
及び場所等

平成24年３月28日（豊島病院）
①平成24年11月７日（豊島病院）
②平成25年３月11日（豊島病院）

参加団体

３　地域リハビリテーション関係者との連携強化

（１）地域協議会（連絡会）の設置

平成23年度 平成24年度

名称 区西北部地域リハビリテーション協議会
①板橋区地域リハビリテーション連携会議
②区政北部地域リハビリテーション協議会

内容

相談件数
主な相談内容 実績なし 実績なし

①1.脳卒中とは/ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝとは
　　　講師：豊島病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科　中島英樹
　2.ﾘﾊｽﾀｯﾌと考えるﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの注意点
 　　　講師：豊島病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科  榎戸淳(PT)、
　　　　　　　中澤史江(OT)、平井素子(ST)
②1.脳卒中に関して
　　　講師：豊島病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科　中島英樹
　2.失語症者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
　　　　豊島病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科　平井素子(ST)
　2.北区の社会資源の現状と課題について
　　　　北区高齢福祉課王子高齢相談係　木之瀬淳子

参加者数 ①86名②

相談受付方法
受付日･時間

・リハビリ相談の一環として受付
・ＦＡＸ、メールにより相談内容連絡
・随時受付

・リハビリ相談の一環として受付
・ＦＡＸ、メール、地域リハビリテーションHP
内フォームより相談内容連絡
・随時受付

（３）ケアプラン相談支援

平成23年度 平成24年度

回数 2回

開催年月日
及び場所等

①平成24年７月７日（豊島病院２階大会議室）
②平成25年２月28日（北区赤羽会館大ホール）

平成23年度 平成24年度

名称 実績なし 平成24年度ケアマネジャー研修会

（２）ケアマネジャーへの研修

（１）リハ施設従事者とケアマネジャーとの交流の場の設定

平成23年度 平成24年度

取組内容 実績なし

日時：平成24年７月７日
（第1回ケアマネジャー研修会実施後）
場所：豊島病院
参加者：ケアマネジャー20名、
　　　　リハ施設従事者8名

２　介護リハビリテーション分野への支援
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平成23年度 平成24年度

取組内容 実績なし 実績なし

実績なし

支援内容 実績なし

平成23年度 平成24年度

支援内容

・豊島区高次脳機能障害者支援連絡会参加
　（平成23年７月29日、平成24年３月13日）
・板橋高次脳機能障がい関係者連絡会参加
　（平成23年９月26日）

平成23年度 平成24年度

取組内容

（３）福祉用具･住宅改修等の相談への対応に係る支援

実績なし 実績なし

（２）直接住民と接する相談機関への支援

３　高次脳機能障害のリハビリテーション事業への支援

板橋区脳卒中懇話会　リハビリ部会参加（平成
24年８月21日、平成24年９月12日、平成24年11
月２日）

平成23年度 平成24年度

取組内容

○出張研修会の実施（計４回）
【対象者】
　ケアマネジャー、ヘルパー、生活支援員、
　社会福祉士、相談員等
【内容】
(1)平成23年９月27日
　 介護支援事業所光陽苑（練馬区）
 『在宅ﾘﾊﾋﾞﾘを行うための医学的基礎知識』
   参加人数21名
(2)平成23年10月６日
   ケアステーションオープラス（豊島区）
 『利用者のADL向上とﾍﾙﾊﾟｰの負担軽減』
　 参加人数７名
(3)平成23年10月31日
　 訪問介護ひまわりサービス（板橋区）
 『在宅ﾘﾊﾋﾞﾘを行うための医学的基礎知識』
   参加人数25名
(4)平成23年11月14日
　 介護の福まね嬉（板橋区）
 『嚥下アップを図るための訓練など』
   参加人数10名

・豊島区高次脳機能障害者支援連絡会参加
（平成25年２月20日）
・板橋高次脳機能障がい関係者連絡会参加
（平成24年５月28日、平成24年９月24日、
　平成25年１月29日）

４　地域で特にニーズの高いテーマに関する研修等

平成23年度 平成24年度

Ⅲ　事業実施内容等（選択する役割）

（１）地域のリハビリテーション従事者の研修･援助

実施自治体名

１　区市町村による在宅リハ支援事業への支援

平成23年度 平成24年度

実績なし 実績なし

２　脳卒中医療連携推進事業への支援

支援内容
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（６）その他、地域のリハビリテーションの推進に必要な事業

平成23年度 平成24年度

取組内容

平成23年度 平成24年度

取組内容

○区西北部地域リハビリテーションマップの作
成
リハビリテーション実施機関の情報が検索でき
るウェブサイトの構築のため、掲載予定の医療
機関、老人保健施設、訪問介護ステーション等
について施設の情報を収集し、整備した。来年
度の運用にむけて、作成を継続していく。

○区西北部地域リハビリテーションマップ
（ウェブサイト）の運用

・平成24年５月に区西北部地域リハビリテー
ションマップの公開を開始した。その後もマッ
プの充実を目指し、随時施設情報を追加し、運
用している。
・ウェブサイト上での出前相談、研修会の申し
込み受付を可能とし、研修会で使用した資料等
も閲覧できる体制を整えた。

○リハビリ出前相談
【対象者】ケアマネジャー、ヘルパー、
          本人、家族等
【内容】平成23年９月12日
        居宅介護コモンズ（北区）
       『高次脳機能障害・失語症』

○リハビリ出前相談
【対象者】介護職員
【内容】平成24年９月17日
      　パル板橋デイサービスほっとすまいる
　　　　（板橋区）
　　　　『下肢筋力の低下に対する
　　　　　　機能訓練計画について』

平成23年度 平成24年度

取組内容

【講師派遣】
　東京都北区通所サービス事業者連絡会・記念
講演会（平成23年７月21日　於　北とぴあ）

【連絡会等参加】
・板橋区言語聴覚士連絡会
　（平成23年５月17日、９月27日）
・事業者交流会
　（平成23年11月22日、板橋区）
・板橋区PT・OT・ST連絡会
　（平成24年３月19日）

【講師派遣】
・板橋区医師会学術講演会
　『在宅での実践ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ』
　（平成24年11月29日 板橋区立ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ）
・研修会
　『事例から学ぶ脳卒中のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ』
  （平成25年１月31日
    板橋区おとしより保健福祉ｾﾝﾀｰ）

【連絡会等参加】
・板橋区言語聴覚士連絡会
  （平成24年５月22日、平成24年10月16日、
    平成25年２月19日）
・板橋区PT・OT・ST連絡会
  （平成25年３月13日）

（５）連絡会･事例検討会の実施

（４）地域の関係団体の支援
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地域リハビリテーション支援事業を進める上での問題点、今後の対応等

（１）特に問題点があればご記入ください。

地域リハビリテーションに関する窓口が明確でない区があった。（豊島区・練馬区）

（２）取り組んでよかったこと、他の支援センターにも薦めたい取組があればご記入ください。

（３）今後の対応

・次の３年間で課題に思っていることはありますか、目標はありますか。

リハビリテーション担当者と在宅療養担当者との連携強化

・連携施設・協力施設（病院）を募る予定はありますか。

・地域において特に支援のニーズを感じる事柄がありますか。

ケアマネジャー向けの研修の充実、懇親会等の情報交換の場の設定

（４）その他何かございましたら、ご記入ください。

・各支援センターで共通に取り組んだ方がいいと思われる事柄がありますか。調査等「その他地域のリ
ハビリテーションの推進に必要な事業」で実施したことも含めて答えてください。

　当初から協力して事業を実施してきた板橋区のおとしより保健福祉センターを、改め
て協力施設として指定することを検討中。

・区西北部４区で順次「生活支援に関するリハ・ケア事例検討会」を開催した。
・24年度に新たな事業としてケアマネジャー向け研修会を２回開催できた。
・「区西北部地域リハビリテーション協議会」を開催し、各地域関係者が現状・問題点
について共通認識を持つことができた。
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