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1.「表紙のイラスト」
障害をもつ方々の作品（油絵，水彩画，版画，
切り絵，貼り絵，写真など）をお送りくださ
い．サイズはA3判以内，表紙の体裁の都合上，
横長の作品をお願いいたします．

2.「ボクの工夫・私の工夫」
リハビリテーションの日常臨床に役立つ “ち
ょっとした工夫” を広く募集します．写真（２
枚以内）に簡単な解説（200字程度）を付け
てください．

3.「新刊紹介」
会員・関係者が出された新刊書籍の書評を
400字詰原稿用紙2枚におまとめください．
タイトル推薦の場合は書籍見本1冊をお送り
ください．

4.「読者の声」
リハビリテーション全般に関する会員の皆様
のご意見を募集いたします．400字詰原稿用
紙2枚におまとめください．

原稿の送付先

編 集 後 記

　2020年冬号（第174号）をお届けいたします．本号
の巻頭号では，千葉県千葉リハビリテーションセンター
（以下，千葉リハ）の吉永勝訓先生に「地域包括ケア時
代における総合リハビリテーション」をテーマにメッセ
ージをいただきました．千葉リハでは小児領域および脊
髄損傷，高次脳機能障害へのリハビリテーションに力を
入れており，重症心身障害児の施設を医療型障害児入所
施設に統合し，未就学児と重度心身障害者を対象とした
通園施設を立ち上げ，人工呼吸器の方も在宅生活を提案
し，訪問看護師をはじめ地域で支えるスタッフへの研修
も開催するなど在宅生活をサポートするための積極的な
取り組みについて語られています．
　さて，特集1は昨年金沢で開催されたリハビリテーシ
ョン・ケア合同研究大会での斉藤正身会長による講演
「地域共生社会に向けたリハ・ケアの課題と展望」が掲
載されています．地域共生社会の理念や地域リハと地域
包括ケアシステムのあり方，地域リハ活動支援事業にお
けるリハ専門職の派遣における課題点などが述べられて
います．また，斉藤会長が理事長を務める医療法人真正
会の先駆的な取り組みも紹介されています．
　特集2は 2019年 12月 7日に開催された第1回リハ
ビリテーション研修会「令和時代に求められる医療とリ
ハビリテーション～次期診療報酬を見据えて～」のレポ
ートです．江澤和彦先生からは医療・介護保険動向から
見るこれからの方向性について語られ「尊厳の保障」に
基づいた医療・介護・福祉サービスの提供を強調されま
した．近藤国嗣先生からは全国リハビリテーション医療
関連団体協議会から出された診療報酬改定の要望事項9
項目 26 点について解説されました．浜村明徳先生は
2018年度の老人保健健康増進等事業「地域におけるリ
ハビリテーションの活動促進を目指した調査研究事業」
の報告がされております．
　好日では，「ALSに対するリハビリの効果について」
をテーマに一般社団法人日本ALS協会の深瀬和文理事に
ご執筆をいただきました．自身の経験から早く適切なリ
ハビリを行うこと，また継続してリハビリを行うことが
患者の状態を維持するために必要であることを述べられ
ております．また，自身が生活を送る北海道のリハビリ
の地域格差の解消として展開している「家庭でできるリ
ハビリキャラバン」も紹介されています．この他にも潮
流を読む，学会紹介のREPORT，病院紹介，新刊紹介な
ど読みごたえのある内容となっております．
　この冬は例年になく暖冬で冬らしくない天候が続いて
います．雪不足は十分に解消されることなく，春めいて
いくのでしょうか．2019年12月以降，中国湖北省武漢
市を中心に発生し，短期間で世界に広まった新型コロナ
ウイルス “COVID-19” が原因とされている肺炎の話題
が後を絶ちません．石けんやアルコール消毒液などによ
る手洗いの励行や咳エチケットなど一般的な予防対策を
講じながら一日も早い事態の収拾を願うばかりです．

　最後に，当協会顧問の山鹿眞紀夫先生（熊本リハビリ
テーション病院 名誉顧問）が，令和2年1月28日にご
逝去されました．広報委員会担当理事として，協会誌の
編集に長い間お力添えをいただきました．広報委員一同，
生前の先生の心温まるご指導に感謝し，ここに謹んでお
悔やみを申し上げます．
 （春日居サイバーナイフ・リハビリテーション病院 内山量史）



事務局からのお知らせ

１. 登録内容に変更・追加があった場合の手続き
　登録内容のご変更やご追加がある場合，変更手続きをおこなってください．

※ メールアドレスは複数件ご登録いただけます．研修会のお知らせやリハ協ニュースなど，
最新情報を都度メール配信しておりますので，ご興味のある会員施設職員様はぜひご登録
ください．

２. 調査協力のお願い
◆会員施設調査
　リハビリテーションを取り巻く状況はここ数年で大きく変化し，当協会の役割も随時見直
しが求められています．会員の皆さまにとって有益な団体であり，且つ国民あるいは関係機
関に対して適切な情報を発信するため，当会では今年度も会員となられている医療機関・施
設の実態を把握すべく，会員施設調査を実施しております．

提出〆切：令和 2年 3月 13 日（金）

◆令和元年度 回復期から生活期までのリハビリテーションの効果に関する実態調査
　平成 28年より「回復期から生活期までのリハビリテーション効果に関する実態調査」を行っ
ていますが，本年度も地域リハビリテーションの質の向上に寄与すべく，同調査を実施いた
します．本調査結果については，当会ホームページへの掲載とあわせて，リハビリテーシン・
ケア合同研究大会での報告を予定しています．

提出〆切：退棟後 3ヶ月調査→ 2月 21 日（金），退棟後 6ヶ月調査→ 5月 22 日（金）

　いずれも【協会ホームページ＞会員調査の入力はこちら（右側バナーの上から 4つ目）】か
らご回答ください．正会員の皆様からのご協力をよろしくお願いいたします．

●変更手続き
　① 当協会ホームページ〔https://www.rehakyoh.jp/〕の右上「お問い合わせ・変更届」
をクリック．

　②必要事項をご入力のうえ，「変更届」から変更項目にチェックを入れてください．
　③変更内容の欄に，修正前と修正後の情報をご記入ください．

一般社団法人　日本リハビリテーション病院・施設協会　事務局
〒 101-0035　東京都千代田区神田紺屋町 14　千代田寿ビル 304
 E-mail：member@rehakyoh.jp　TEL：03-6260-8146
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小路多仁子「胡蝶蘭」
デイサービスが華やかになるようにと，胡蝶蘭の造花を作製していただきました．
以前は薔薇の造花も作製していただき，趣味でさまざまな手芸などにも取り組まれて
います．



32020.冬

地域包括ケア時代における総合リハビリテ
ーション

　千葉県千葉リハビリテーションセンター（以下，
千葉リハ）は1981年に千葉県が設置した，いわゆ
る総合リハセンターです．一般に総合リハセンタ
ーでは，入院や外来での医学的リハから，福祉施
設における社会リハや職業リハ，障害者に適した
スポーツの指導といった幅広い分野の活動を行っ
ており，1970年頃から1990年代にかけて国や自
治体が全国十数カ所に設置しましたが，2000年以
降はあまり開設されていません．
　私は1980年に医学部を卒業後しばらくして，患
者の機能障害だけでなく生活や就労など社会参加
にかかわる総合リハに興味をもちリハ医になりま
した．そのような中，高齢化や寝たきり問題が
徐々に深刻化し，2000年には介護保険の導入，回
復期リハ病棟の設置，国から都道府県への地域リ
ハ推進事業実施要綱提示など，国が高齢化対策と
してリハを活用する姿勢が明確になり現在に至っ
ています．そして2005年には地域包括ケアシステ
ムが提唱され，2014年に法的に定義されました．
　千葉リハの理念は「誰もが街で暮らすために」
であり，それに加え2015年からの5年間のテーマ
として「地域包括ケア時代をリードする総合リハ
センターへ」を掲げています．国が提唱する地域
包括ケアシステムが徐々に構築される中で，障害
児・者を対象にした千葉リハも殻を破って “地域
で支える時代” に向けた新たな取り組みを提案・
実行しよう，ということです．
　千葉リハでは小児療育，および脊髄損傷と高次
脳機能障害へのリハに特に力を入れています．小
児部門は，2012年に肢体不自由児と重症心身障害
児の施設を医療型障害児入所施設に統合するとと
もに，未就学児と重度心身障害者と対象とした通
園施設を立ち上げました．未熟児死亡率の減少な
どにより利用者の重度化は深刻で，今では約30台

の人工呼吸器が動いています．県内の他重心施設
を合せても新たに入所できる重症心身障害児は毎
年わずかであり，社会的に厳しい方以外は人工呼
吸器の方も含めて在宅生活を提案しています．そ
の代わりに千葉リハでは在宅生活をサポートする
ための取り組みを積極的に展開し，8週間の親子
入園7組や，短期入所に約20床を充てています．
通園や短期入所は高齢者におけるデイサービスや
ショートステイに匹敵しますので，在宅生活で必
要なサービスは重度障害児でも高齢者でも共通し
ています．また，地域では在宅診療や訪問看護等
において，障害児も高齢者と同じ方が対応するこ
とが多く，千葉リハでは以前から行っている学校
教員や施設職員への研修に加え，在宅診療医師，
訪問看護師などを含め地域で支える方々を対象に
現在９種類の研修を行っています．
　一方，高次脳機能障害については県の支援拠点
機関であり，小児・成人病棟，外来でのリハ，障
害者支援施設での自立訓練や就労移行支援に加え，
高次脳機能障害支援センターではグループ訓練や
各市町村・家族会等へ職員を派遣し，同障害者の
地域定着を目指しています．また在宅頸髄損傷者
や重心児・者を対象としたアウトリーチの試行を
開始しました．千葉県では地域リハ支援体制事業
が継続しており，千葉リハが県支援センターも務
めていて県の地域包括ケア関連施策にもかかわっ
ています．
　国は高齢者だけでなく障害者や小児，生活困窮
者なども含めた「地域共生社会の実現」を提唱し
始めました．現在，千葉リハが目指している方向
は新しい時代に適応できる提案であり，障害児・
者に対する総合リハセンターの役割は今後，改め
て重要になってくると考えています．

吉永勝訓
千葉県千葉リハビリテーションセンター
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※このページ以降の誌面をご覧いただく場合は、 

当協会への入会が必要です。 

 

 

ご入会のお手続きは下記へ 

↓ 

【入会について】 

https://www.rehakyoh.jp/join.html 
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