
平戸市は長崎県の最西端に位置し、人口約3万5千
人（35365）、高齢化率33.0%、少子化も進んだ市で
す。当院は昭和62年から障害児のリハビリテーショ
ンに取り組んできました。

この図は、当院通院児を対象としています。ここ数
年はやや減少傾向で、それに伴い脳性麻痺などの疾
患が多くなっており、精神運動発達遅滞などの疾患
の割合が少なくなっています。
これは、障害児に対する意識の向上、近隣医療機関
の専門職の増加もあり、積極的な受け入れが可能に
なり、昭和62年から当院が取り組んできた結果が、
地域へと拡がったのではないかと思われます。

平成15年の支援体制から変化したことは、

保健所の事業が細分化され、県としては支援重視と
なってきており、市や町での対象児把握を強化する
形となっています。
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国民健康保険 平戸市民病院 
 
◆診療科目 
  内科・外科・小児科・整形外科・眼科・ 

  耳鼻科・リハビリテーション科 

◆病床数 
  １１０床 

  （一般５８床、療養型５２床うち、介護型１３床）  
◆１日平均外来患者数 
  ２２５人  
◆職員数 
  医師 １１名  看護師 ７０名   

  その他 67名 （ＰＴ ５名、 ＯＴ １名） 

平戸市保健センター  
◆健康づくり推進班  
◆保健サービス班（健康管理センター） 
 
◆職員数 
  事務職員 ８名（嘱託１臨時３） 

  医師    １名（兼務） 

  保健師   ８名 

  栄養士  １名     

  看護師   ３名（嘱託１） 
 

◆社会福祉協議会 
  ホームヘルパー ３名  
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①平戸市は長崎県の最西端に位置し、人口約３万５千人、高齢化率 
33.0％、少子化も進んだ市である。当院は昭和62年から障害児のリ 
ハビリテーションに取り組んできた。②当院リハビリテーション科通院 
児の疾患別年次推移では、ここ数年の対象者はやや減少傾向で、 
それに伴い疾患別分類では脳性麻痺などの疾患が多くなっており、 
精神運動発達遅滞やダウン症などの疾患の割合が少なくなってい 
る。これは、障害児に対する意識の向上、近隣医療機関の専門職の 
増加もあり、積極的な受け入れが可能になったためではないかと考 
えられる。県北療育支援体制はＨ15年③からＨ24年④へ変化した。 
県としては支援重視となってきており、対象児把握は市や町で強化 
する形となっている。⑤の巡回療育相談内訳でＨ20年からの急激 
な減少は、医療機関へ繋がっている場合や進学などに伴い対象者 
の整理を行ったためと考える。平戸市としては相談支援ファイル「ま 
どか」の推進を行っている。（参考資料あり）⑥は、Ｈ15年から変化し 
た点、当面の課題を表にしている。⑦⑧⑨は、当院に通院していた 
児の紹介である。過去を振り返った時や今現在思うことなどをそれぞ 
れまとめている。 
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H20年からの急激な減少は、医療機関へ繋がってい
る場合や進学などに伴い対象者の整理を行ったため
と思われます。
また、協力機関も増えています。
同時に、平戸市としては相談支援ファイル「まど
か」の推進を行っています。

H15年の問題点はご参照下さい。
H15年から変化した点として、
平戸市としては
・相談支援ファイルの発行の継続
・就学指導コーディネーターの配置
巡回療育相談としては
・地域完結型へ移行。県としては支援を重視
・窓口（訪問活動）は市や町へ移行
当院としては
・PT の2名増員
・必要に応じ、教育機関からの見学受け入れ、保育

園訪問の実施
教育機関としては
・特別支援学級であっても、児に合わせた対応や心

掛けの視点がより強くなった
医療機関としては
・近隣医療機関の積極的な受け入れ
が挙げられます。
当面の課題としては
・引き続きマンパワーの充実を図る
・保育園、教育機関との連携強化
・医療機関、行政との連携強化
・行政との地域包括ケア支援体制（地域ケア会議）

の確立、整備
・継続的な把握、フォロー
・相談支援ファイルの活用
・専門職の行政への配置
などが挙げられます。その他はご参照ください。
当院に通院していた児の紹介をします。

22歳、混合型四肢麻痺、現在車椅子使用。週1回、
訪問リハビリを継続しています。
ホームヘルプサービスを利用しながら一人暮らし。
障害者就労支援センターを利用しています。
○高校の時に一人で帰省する練習をしたから出掛け

ることができるようになったと思います。
◎みんなと一緒にすべての授業を受けたかったです。

22歳 
混合型四肢麻痺 
Ｈ3年～Ｈ18年まで当院通院。 
現在車椅子使用。 
1回/週、訪問リハビリ継続（高
校1年より）。 
朝・夕ホームヘルプサービス
利用しながら一人暮らし。 
障害者就労支援センターを利
用している。 

 過去について 
大変だったこと 
・子どもの頃は、自分一人では何もできず 
 に両親にすべて身の回りのことをしても 
 らっていたので大変でした。 
辛かったこと 
・リハビリはすごくきつかったし、特に立位 
 訓練や歩行訓練、それから足の手術後 
 のリハビリはとてもきつかったです。 
・子どもの頃は、よく病気をして入院してい 
 たので、長い入院の時は家になかなか帰 
 ることができずとても辛かったです。 
困ったこと 
・小学校入学の最初の頃は、周りの人にお 
 願い事をすることがほとんどできなかった 
 ので、どうしたらいいのかすごく困ってい 
 ました。 
・小学校入学の頃は、親と離れるのはと 
 ても不安でした。 
良かったこと 
・養護学校（特別支援学校）でいろんな身 
 の回りの訓練をしてきたことが今の生活 
 にすごく役立っていると思います。 
医療側に対して 
・手術の後のギブス固定がきつかった。 
・子どもの頃は、自分のペースで訓練をし 
 てほしいと思っていました。 
 

 現在について 
大変なこと 
・高校を卒業してから働く大変さや一人暮らしの大変さが 
 すごくわかりました。今、パソコンで図書管理の仕事をし 
 ていますがすごく大変です。 
辛いこと 
・ヘルパー利用の決まりがあることです。 
困っていること 
・高校卒業してから体重が増えているので困っています。 
充実していること 
・ヘルパーさんとコミュニケーションをとるのもすごく楽しい 
 し、いろんな支援を使って出掛けるのも楽しいし、いろい 
 ろな勉強も出来ているので充実した生活を送っていま 
 す。 

ケース1 

○高校の時に実家に一人で帰省する練習をしたから 
 一人で出掛けることができるようになったと思います。 
○先生方や周りの人たちのお陰で一人暮らしができる 
 ようになりました。 
 

◎学校の時はみんなと一緒にすべての授業を
受けたかったです。 

※写真掲載については、本人の同意を得ています。 

訪問リハビリ中 

ひとりで切符の購入 

車中の様子 

小学生の頃→ 

⑦ 

問題点（Ｈ15年） 変化 当面の課題（Ｈ24年） 

 
・マンパワー不足、充実が必要。 
 
・通院時間、通院アクセスの問題。 
 
・医療側と本人、父母側のニーズの相違、 
 共有化が必要。 
 
・専門機関が遠く、早期対応が困難。 
 
・離島のため最新技術取得が困難、経験不足。 
 
・環境整備の遅れ、地域社会の理解が乏しい。 
 
・特殊学級対応のため、孤立する場面がある。 
 
・成長に伴い、両親の負担が大きい。 
 
・技術（治療・機能訓練・支援）の向上。 
 
・介助・介護技術の伝達活動。 
 
・知的・情緒障害児への関わりを深める。 
 
・教育機関との定期的な連携。 
 
・地域包括ケア支援体制の確立。 
 

平戸市 
・整備の検討、実施対応が早くなった。 
・「連携」「理解」の視点が出てきた。 
・申請後の補助具、福祉用具の対応が早
くなった。 
・相談支援ファイル発行の継続。 
・就学指導コーディネーターの配置。 
 
巡回療育相談 
・地域完結型へ移行。県としては支援を
重視。 
窓口（訪問活動）は市や町へ移行。 
・診断がついている場合は医療機関での
経過観察へ（医療機関へ繋げる作業）。 
・小児科巡相形態の変化。 
 ①医師相談+専門職相談（ＰＴ、ＯＴ、Ｓ 
 Ｔ）となり、巡回回数の調整を図ることと 
 なった。（Ｈ25年度より） 
 ②今後、地域の医療機関での発達外来 
 を検討している。 
 
当院 
・ＰＴ2名の増員。 
・必要に応じ、教育機関からの見学受け
入れ、保育園訪問の実施。 
 
教育機関 
・「連携」「理解」の視点が出てきた。 
・特別支援学級であっても、児に合わせ
た対応や心掛けの視点がより強くなった。 
 
医療機関 
・近隣医療機関の積極的な受け入れ。 
 
 

・専門知識、技術の向上。 
・ニーズの共有化。 
・引き続きマンパワーの充実を図る。 
・機能・能力評価、介助方法の伝達。 
・保育園、教育機関との連携強化。 
・医療機関、行政との連携強化。 
・行政との地域包括ケア支援体制（地域ケア会
議）の確立、整備。 
・当院の環境整備の検討。 
・継続的な把握、フォロー。 
・相談支援ファイルの活用。 
・専門職の行政への配置。（ＰＴ、ＯＴ、ＭＳＷな
ど） 
 
 
○親としての要望 
・継続して成長を診てくれる主治医がほしい。 
・より専門的な治療を受けたい。 
 
 
○教育機関から 
・特別支援学級で対応できる数に限りがある。 
・児童に対する専門的知識不足による不安。 
・安全面での不安。 
 
 
○リハビリテーション科として抱えている問題 
・学習障害などに対応する環境面が整っていな
い。 
・書類作成の問題。 
・複合的に問題を抱えている児に対しての対応。 
・専門分化することでの医療・療育・教育機関、
行政との連携。 
 

⑥ 

巡回療育相談内容別内訳 
 
 

 医師・理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士 
保健師・社会福祉職・心理職 

こども医療福祉センター 

県北保健所 

作業療法士・保健師・ 
栄養士・社会福祉職 

協力機関 

管内市町・医療機関・ 
幼稚園及び保健所・ 
学校・福祉事務所・教育委員会・ 
佐世保市子ども発達センター・ 
児童発達支援センター事業所 

巡回療育相談 

相談支援ファイル 

乳児期・幼児期の様子 
健診・保育・学歴・療育・ 
医療の記録 
相談の記録 

小学校移行期 
中学校移行期 
高校移行期 

相談機関一覧 

子ども一人ひとりの成長を 
みんなで支援するためのファイルです。 
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22歳、右片麻痺　独歩。現在、大手企業勤務。
年に1回、専門病院へ通院しています。
○リハビリで、同級生が3人もいたこと。心強かっ

たし楽しくリハビリができたと思います。
◎生まれつきということで、自分の中で恥ずかしい

気持ちや悲しいことや辛いことなどありました。
コンプレックスでもありました。彼氏に、自分
のことを伝えるということが大変でしたが、普
通に受け入れてくれました。それからは気持ち
が楽になり、以前よりも気にすることがすごく
減りました。そのことがすごく嬉しいです。

22歳、痙直型四肢麻痺、現在ロフストランド杖、
車椅子を使用。車の運転も行い、車の設計に携わっ
ています。
○普通学校へ行き、みんなと同じ環境で育ち、たく

さん学んだ事、友人に出会えた事は良かったと
思います。

◎人は、偏見や思い込みで何に対しても壁を作りま
す。その壁を取るには理解をしていただくしか
ありません。障害を知ってもらうのではなく、理

解してもらう活動をするべきだと思います。そ
していつか障害者と健常者という分ける呼び方
が人の個性となった時、みなさんの障害者に対
する壁がなくなると思います。

という声が彼らから寄せられました。

【おわりに】地域療育の歩みを見直したことで様々
な問題・課題が挙がりました。以前に比べ、親の専
門思考が見られるようになり、複数の医療機関を受
診する状況となっています。しかし、情報交換の場
が不十分となってきているため、児や児を取り巻く
関係者の連携の充実を図るコーディネーターが必要
であり、成人してからも、生活面や身体面などの問
題に対して継続的なフォローも課題となりました。
変わらない課題もありますが、時間の経過とともに
新たな課題が出てきました。それに対して医療職と
して常に意識し柔軟に対応しなければなりません。
今回、社会人となった彼らを紹介しました。成長に
伴う多くの問題を彼らひとり一人が乗り越えて今を
作り上げていることを、関わることができた PT と
してとても感謝しています。
僻地のため専門機関までの距離が遠く、定期的なリ
ハビリの継続が困難であること、教育現場がバリア
フルであることなどから、状況によって遠隔地の施
設入所を余儀なくされていました。そのような意味
からも、当院の果たしてきた役割は大きいと思いま
す。
地域の学校への働きかけを行っていく中で、周囲の
考えるマイナス面に惑わされず、もう一歩踏み込ん
だ考え方をしなければならなかったことも認識させ
られました。彼らが話してくれた地域との関わりが

おわりに 

 地域療育の歩みを見直したことで様々な問題・課題が挙がった。以前に比べ、親の専門
思考が見られるようになり、複数の医療機関を受診する状況となっている。しかし、情報交
換の場が不十分となってきているため、児や児を取り巻く関係者に対してのコーディネー
ターが必要であり、成人してからも、生活面や身体面などの問題に対して継続的なフォロー
も課題となってきた。変わらない課題もあるが、時間の経過とともに新たな課題が出てき
た。それに対して医療職として常に意識し柔軟に対応してなければならない。 
 今回、社会人となった彼らを紹介した。成長に伴う多くの問題を彼らひとり一人が乗り越え
て今を作り上げていた。彼らの人生にＰＴとして関わることができたことをとても感謝してい
る。 
 僻地のため専門機関までの距離が遠く、定期的なリハビリの継続が困難であること、教
育現場がバリアフルであることなどから、以前は状況によって遠隔地の施設入所を余儀な
くされていた。そのような意味からも、当院の果たしてきた役割は大きいと考える。 
 地域の学校への働きかけを行っていく中で、周囲の考えるマイナス面に惑わされず、もう
一歩踏み込んだ考え方をしなければならなかったことも認識させられた。彼らが話してくれ
た地域との関わりがいかに大切なことなのかを改めて考えさせられ、リハビリテーションの
原点である「ノーマライゼーション」を実践する努力を今後も怠ってはいけない。 
 今後も陰ながらではあるが、彼らに寄り添い、必要な時に微力ながらも必要な手を差し伸
べられる存在でありたい。 
 

ケース3 

22歳 
痙直型四肢麻痺 
Ｈ6年～Ｈ21年まで当院リハ通院 
現在ロフストランド杖歩行+車椅子 
使用。車の運転も行っている。 
仕事：車の設計 

 過去について 
大変だったこと 
・学校生活において、自分の動作能力に合わせ 
 て常に工夫をしていたことです。 
辛かったこと 
・友達、家族や周りの人に荷物を持ってもらった 
 り、抱っこをしてもらわないといけないことがあ 
 り、申し訳なく感じていました。 
困ったこと 
・疾患により、細かい作業ができず、それを「やる 
 気がない」と誤解されることです。 
・初対面の人に障害を理解してもらえるか、説明 
 に困ることがありました。 
要望 
・いろいろな公共施設（学校など）をユニバーサル 
 にしてほしいです。 
医療側に対して 
・自分の障害についての知識や情報が欲しかっ 
 たです。 
 

 現在について 
大変なこと 
・仕事をして疲れていてもストレッチや 
 体をほぐしたりしています。 
・仕事と体、どちらとも考え生活をして 
 いかなくてはならないことです。 
辛いこと 
・今の身体機能が低下したらどうなる 
 のかは不安です。 
充実していること 
・仕事、遊びに関しては健常者と同じ 
 ように行えていると思います。 
 同僚と仕事の話をしたり、友人とドラ
イブ、ショッピングなどです。 
  

○大変ではありましたが、普通学校 
 へ行き、みんなと同じ環境で育ち、 
 たくさん学んだ事、友人に出会え 
 た事は良かったと思います。 
○22年生きてきて出会った人たちと 
 の関わりが今の自分を作ったと思 
 います。大きな経験はあったかわ 
 かりません。ただ一つひとつの経 
 験が積み重なり、成長したと思い 
 ます。 
 

◎人は、偏見や思い込みで何に対して 
 も壁を作ります。その壁を取るには理 
 解をしていただくしかありません。なの 
 で障害を知ってもらうのではなく、理解 
 してもらう活動をするべきだと思いま 
 す。そしていつか障害者と健常者とい 
 う分ける呼び方が人の個性となった 
 時、みなさんの障害者に対する壁がな 
 くなると思います。 ※写真掲載については、本人の同意を得ています。 

仕事場面 

仕事場面 
小学生の頃↓ 

⑨ 

22歳 
右片麻痺 独歩 
Ｈ4年～Ｈ21年まで当院リハ通
院。 
中学の時、少し不安定となる。 
高1の時、筋筋膜延長術施行。 
現在、某大手企業勤務。 
専門病院1回/年通院。 
筋緊張に対する薬の処方あり。
現在は使用していない。 
リハビリ継続困難で筋緊張コント
ロールができていない。 
 
 

ケース2 

 過去について 
大変だったこと 
・大変だと思ったことはありません。 
 今思えば、毎回病院まで連れて行くお母さ 
 んの方が大変だったと思います。 
辛かったこと 
・高校2年生の時、初めて手術をした後から 
 動けるようになるまでのベッド生活が辛かっ 
 たです。 
 手術をしたところも痛いし、何よりトイレへ行 
 けなくてベッドの上でしないといけない時は 
 とてもとても辛かったし、悲しかったです。 
良かったと思うこと 
・同じ年齢の子がいたことです。 
・リハビリの先生みんながやさしかったこと。 
 お陰で楽しくリハビリができました。 
 

 現在について 
大変なこと 
・友達と買い物したり、出かけたりした 
 時や会社の活動があった時などすぐ 
 に足が疲れていつもより緊張がひど 
 くなります。 
辛いこと 
・ヒールがある靴が履けないため、お 
 しゃれな靴や可愛い靴でも限られる 
 こと。 
困っていること 
・靴を買い替えるペースが早いこと。 
 靴を買っても買っても右足の方がす 
 ぐに擦れたりしてだめになることです。 
充実していること 
・仕事は大変だけど、周りの方に恵まれ 
 ていて頑張れます。仕事の同期や彼 
 氏と遊ぶことが楽しいです。 
 仕事もプライベートも充実していると思 
 います。 

○リハビリで、同級生が3人もい

たこと。心強かったし楽しくリハビ
リができたと思います。 
 

◎今まで、生まれつきということで、自分の中で恥ずかしい
気持ちや悲しいことや辛いことなどありました。コンプレック
スでもありました。 
彼氏に、自分のことを伝えるということが大変でしたが、普
通に受け入れてくれました。それからは気持ちが楽にな
り、以前よりも気にすることがすごく減りました。そのことが
すごく嬉しいです。 ※写真掲載については、本人の同意を得ています。 

休日の一場面 
⑧ 
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いかに大切なことなのかを改めて考えさせられ、リ
ハビリテーションの原点である「ノーマライゼー
ション」を実践する努力を今後も怠ってはいけな
いと感じました。
今後も陰ながらではありますが彼らに寄り添い、必

要な時に微力ながらも必要な手を差し伸べられる存
在でありたいと思います。

　在宅呼吸ケア白書2010では、在宅酸素療法（以
下 HOT）を導入している患者の多くが「療養生活
で教えてほしい項目」に、「日常生活動作の息切れ
を軽くする工夫」を一番にあげている。この項目は、
HOT 導入時に多職種が介入し教育を行っている。
当院では、看護師による教育の他に、理学療法士・
作業療法士による呼吸指導や ADL 動作指導など日

常生活に直結した教育を行っている。
　しかし、在宅呼吸ケア白書の結果からは、病院で
の指導内容を在宅生活に反映できていない可能性が
考えられる。

　以上の背景から、今回の目的は、病院での患者教
育に、在宅での患者教育を加え、指導内容を在宅生
活に反映し、自覚症状の改善を図る事である。

在宅酸素療法を導入した慢性呼吸不全患者
に対する１ヶ月間の退院後訪問リハビリ

テーション指導の効果 

香川県 三豊総合病院企業団 リハビリテーション科 
津川義弘 木村啓介 
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南木伸基 山地康文    

 在宅酸素（以下HOT）を導入している患者の多くが
「療養生活で教えてほしい項目」に、「日常生活動作の
息切れを軽くする工夫」などをあげている 
                (在宅呼吸ケア白書2010) 

 
   指導内容が在宅生活に十分に反映できていない 
 
   
  

はじめに 

目的 

指導内容を在宅生活に反映し、自覚症状の改善を図る  

病院での患者教育  在宅での患者教育  

H23年8月～H24年4月にHOTを導入した15例 
    

対象 

訪問指導の希望 あり（実施群） なし（非実施群） 

人数 11 4 

年齢 78.2 ± 7.7 76.5 ± 5.0 

 
疾患内訳 

間質性肺炎3例 
肺結核後遺症7例 

肺癌術後低肺機能１例 

肺気腫1例 
間質性肺炎1例 

肺結核後遺症2例 
 

%VC 65.7 ± 25.7 48.8 ± 7.1 

%FEV1.0 71.3 ± 20.1 60.7 ± 17.9 

演  題

287

在宅酸素療法を導入した慢性呼吸不全患者に対する
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