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飯南町における訪問リハビリテーションの展開

発 表 者 森山 智博 （島根県：飯南町立飯南病院）

共同研究者 安田 一平、長岡 嵩斉、嘉田 将典、森田 尚美、岩崎 孝美、加瀬部 初恵、
小玉 千恵、三上 隆浩、安田 勲、萬代 惠治

・ アンケート結果から、介護従事者の知識と

技術の向上が認められた。

【結語】

今後も、地域リハビリテーションにおける他

分野・他職種連携を図りながら、地域の介護予

防に取り組んでいきたい。

よろしくお願い致します。

今回の発表にあたり動画を使用しています

が、ご本人の許可を頂いております。
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飯南町は島根県の南東部に位置し、人口５，４０６

人高齢化率３９．９％と高齢化率のとても高い町で

す。
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平成２２年より訪問看護ステーションにて訪問

リハビリテーションを開始しました。２年が経

過し、実績・内容・課題などについて症例を交

えて報告致します。
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平成２２年４月から平成２４年３月までの訪問リ

ハビリテーション件数の推移はスライドの通り

です。開始１年後より平均して１か月８０～９０件

訪問していました。
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訪問形態別割合では、全利用者の約半数の方

へリハビリテーションを提供できています。
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対象者介護度別内訳では比較的介護度の低い

方へ提供しています。介入により介護度上昇を

防止できているのではないかと考えます。
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対象者疾患別内訳では脳血管疾患と特定疾患

が全体の約７割を占めている状況です。
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エリア別対象者内訳では飯南町全域にわたり

提供しています。飯南町と隣接する地区への訪

問も行っています。
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訪問リハビリテーションの内容ですが、病院

でのリハビリテーションと大きく違う点とし

て、実際の生活場面で必要な動作を行うことが

できる点だと考えます。そして重要となるのは

多職種連携となります。
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実際訪問リハビリテーションを行った症例を

紹介いたします。症例８８歳、女性、要支援２の

方です。平成２４年４月８日発症の右内包ラクナ

脳梗塞。
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入院中に転倒もあり、自宅退院に向け本人・
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家族ともに転倒に対する不安をかかえられてい

たことから訪問リハビリテーション介入の話が

始まり、退院翌日より転倒予防を目標とし訪問

リハビリテーション開始。退院前に院内リハビ

リテーションスタッフより身体状況・家屋状

況、家屋改修の必要性、福祉用具レンタルなど

申し送りがあり、病院から訪問サービスへのス

ムーズな連携が図れました。
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訪問リハビリテーション介入月は５回の転倒

がありました。退院前の歩行を見てもらいます。

交互型歩行器を利用した歩行ですが、歩行スピー

ドもゆっくりであり歩行器を十分に持ち上げる

ことができず、両下肢すり足となりやすい歩行

となっています。方向転換動作もゆっくりとなっ

ています。

続いて T字杖２本を利用した歩行を見てもら

います。椅子から立ち上がる際も若干介助が必

要であり、先ほどの交互型歩行器での歩行より

不安定感が強く、さらにスピードの遅い歩行と

なっています。そして常に軽介助が必要です。
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訪問リハビリテーション介入２か月目には転

倒回数が５回から３回へ減少、３か月目には３

回から０回となり、目標達成となりました。退

院後３か月の歩行を見てもらいます。歩行レベ

ルも、T字杖１本での歩行へと改善しています。

段差がある部分に関しては伝い歩き様ですが、

安定して行えています。退院時よりも歩行スピー

ドも向上しています。ある程度の距離はフリー

ハンドでの歩行も可能となりました。続いて床

上動作を見てもらいます。自宅生活において床

上生活が中心となるため、退院時には不十分で

あった床上動作を介入当初より毎回練習してい

ました。
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考察として訪問リハビリテーション介入によ

り在宅における身体能力・動作能力は転倒回数

減少からも向上していると考えられます。しか

し訪問リハビリテーション終了後のフォロー

アップが課題としてあげられます。
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今後の展開として文献等においても訪問リハ

ビリテーションの効果が最も高いとされるのは
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慢性疼痛が消失した訪問リハビリの一症例

発 表 者 三好 拓也 （北海道：鹿追町国民健康保険病院）

共同研究者 白川 拓

退院直後の介入であるとされている。今回の症

例のように病院から訪問サービスへの連携が

しっかり図れ、早期に訪問リハビリテーション

介入は今後も継続して行っていく必要がありま

す。同時にその他多職種との密な連携も必要で

す。飯南町の地域高齢者が、出来るだけながく

在宅で「自分らしく」生活できるようリハビリ

テーション専門職の立場から取り組みを進めた

いと考えます。

ご清聴ありがとうございます。
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結果

患者情報、８０代女性、信仰宗教の信徒。独居で

息子、嫁らが生活の援助をしている。X年１２月

２７日、腰椎圧迫骨折で市内の整形外科へ保存療
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