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第 54 回 開催要綱

高知県リハビリテーション研究大会 

「生きづらさに寄り添い、多様性を 

認め合う当事者主体の地域づくり」

～開催趣旨～ 

地域福祉計画や地域包括ケア、生活困窮者自立支援、母子健康（子育て世代）包括支援、家庭

内暴力・虐待、更生保護、ひきこもり支援などにおいて、保健・医療・福祉・教育・就労・司法

等の垣根を越える連携、あるいは高齢者・障害者・児童等の各福祉分野相互間の連携が求められ

るようになっているが、あらためて、その意味を問い直したい。 

 連携の目的との関係においては、連携の形（体制や関係図式、概念図）だけを作って満足して

いる場合も見られるように、誰のための、何のための連携なのか、実際に機能するのか、あるい

は、個別ケースに即してどのように連携すればよいのか、ということを具体的に明らかにする必

要がある。 

連携の方法との関係においては、「連携」と言いながら、バトンタッチに終わっていないか？

自分の病院・施設・事業所・機関では手に負えそうもないから、あとは任せたよ、とバトンタッ

チしているにすぎない場合であっても、「連携」と称していないだろうか？それは、「連携」とい

う名の下に、押しつけあいをしているに過ぎないバトンリレーであり、寄り添い続けながら相互

に分担・協力する伴走型支援とは異なる。

当事者（住民・患者・利用者・要支援者）を中心にして、自己決定に基づく価値ある生き 

方（単なる欲求充足でもなく、専門職や家族のパターナリズムによる生き方の押しつけでもなく）

を実現していくためには、どういう手立てやステップが必要か？専門職には、どういう支援がで

きるのか？どういう連携をした結果、当事者の生活がどう変わり、地域がどう変わっていったの

か、という事例報告を軸に議論を深めたい（試行錯誤していることも含む）。たとえば、認知症

高齢者、精神障害者、ひきこもり当事者、家庭内暴力・虐待の被害者・家族、刑余者等の当事者

一人ひとりが、それぞれの不安や悩み、苦しさ、生きづらさに直面しながらも、その人らしい生

き方を見つけ、取り戻し、やり直しができる環境・関係づくりをどのように進めていけばよいの

か？という当事者中心の地域づくりのあり方を探る。 

当事者の意思を尊重しながら、住民誰にとっても安心でき、役割を果たし、生きがいが感じら

れる地域づくりを進めていくためには、専門職だけではなく、当事者や住民自身も、自分たちが

できること、したいこと、しなければいけないことの意思決定・実行・振り返り・修正のプロセ

スに主体的に関わっていくことが重要なポイントになるが、そのような当事者・住民主体の地域

づくりを進めるための条件についても討議していきたい。

◆開 催 日  ●令和４(2022)年 11 月８日（火）～30 日（水）

第 54 回高知県リハビリテーション研究大会～演題動画発表視聴～  
※期間中、参加者が各自視聴。（動画 URLは初日にお知らせ）

●令和４(2022)年１１月２7 日（日）10：00～15：00

第 54 回高知県リハビリテーション研究大会  【Zoom 開催】
第１部 各演題について掘り下げ議論する 
第 2 部 パネルディスカッション「生きづらさに寄り添い、多様性を認め合う当事者主体の地域づくり」

※当日までに招待メールを送信します。
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11 月 27 日は、スマートフォンアプリ「UD トーク」を使って字幕配信を行います。 

◆主 催    高知県リハビリテーション研究会 

～高知県に地域リハビリテーション※の理念を普及させる～ 

・大 会 長  宮本 寛 （高知県リハビリテーション研究会 会長） 

・実行委員長  田中きよむ（高知県リハビリテーション研究会 理事） 

◆参 加 費  会員・非会員 １，０００円 （学生は無料） 

◆参 加 方 法  下記の URL または、右の二次元コードからお申込み下さい。 

https://rihaken4.wixsite.com/54taikai

～ URL 及び二次元コードからの申込みが難しい場合 ～ 

別紙 参加申込書により、10 月 28 日（金）までに、事務局あてに FAX 又は E メールでお申し込み 

ください。お申込みいただいた後、事務局から参加費の振込先口座をメールでお知らせしますので、 

ご入金ください。（原則、ご入金後の返金はできませんのでご注意ください。） 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【11 月 27 日の日程】 

9:30～  ZOOM 入室可能 

10:00～10:05  開会 

開会挨拶 宮本 寛 （第 54 回高知県リハビリテーション研究大会長） 

10:05～12:00 第１部 各演題について掘り下げ議論する 

※演題発表者が３つのカテゴリーに分散出演しディスカッション。

① 10:05～10:40 「障害をもつ人の理解」

② 10:40～11:15  「当事者を中心とする地域連携」

③ 11:15～11:50 「在宅生活への支援」

④ 11:50～12:00 まとめ 

（休憩） 

12:30～14:45  第 2 部 パネルディスカッション 

「生きづらさに寄り添い、多様性を認め合う当事者主体の地域づくり」 

○コーディネーター 田中きよむ（高知県立大学社会福祉学部教授）

○パネラー
・長野敏宏 氏（NPO 法人ハート in ハートなんぐん市場 理事

公益財団法人正光会 御荘診療所 所長（精神科医）） 

・濵田知加 氏（保健師、障害児の家族）

・公文一也 氏（高知県安芸福祉保健所 健康障害課 主幹）
・千頭賢子 氏（社会福祉法人高知県社会福祉協議会

地域生活定着支援センター専門職員） 

14:45～15:00  閉会 

審査結果発表  

 閉会挨拶 田中きよむ（第５4 回高知県リハビリテーション研究大会実行委員長） 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※≪地域リハビリテーションとは≫ 

障害のある子供や成人・高齢者とその家族が、住み慣れたところで、一生安全に、その人らしくいきいきとした

生活ができるよう、保健 ・医療・福祉・介護及び地域住民を含め生活にかかわるあらゆる人々や機関・組織が

リハビリテーションの立場から協力し合って行なう活動のすべてを言う。（「日本リハビリテーション病院・施設

協会」の定義より） 
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演題名 「障害者施設や介護施設を利用している視覚障害のある高齢者の多様性

と、その多様性に起因する多様なニーズを理解するために知っておくべき基礎

知識について」 

発表者名   吉野 由美子  所属：視覚障害リハビリテーション協会 

共同演者名  金平 景介   所属：公益財団法人 高知県身体障害者連合会  

 

「本文」 

「目的」 

視覚障害がありそのことで日常生活に支障を来している方の約 9 割は、何らかの

形で視覚を使って物を見ることが出来るが、その見え方は、障害の原因となった眼疾

患によって 100人 100通りと言われるほど違う。しかし、この違いは、外から見える物

ではなく、大変に分かりづらい。また、一般には、そのような見え方についての啓発も

されていないために、ほとんど知られていない。 

 見えにくさが違えば、日常生活の中での困りごとも違い、うけたい支援も違う。 

 本発表では、眼疾患との関係で様々に違う見えにくさと、それによって引き起こされ

る日常生活における困りごとについて、しっかり理解していただくことを目的とする。 

 「方法」 

1 原因となる眼疾患によって起こる「中心暗点」や「視野狭窄」「羞明」等のイラストを

列記し、説明を行う 

2 見えにくくなったことを高齢視覚障害者が訴えない理由について述べる 

3 視機能低下による行動の変化についての知識がなかったために、認知症と誤解

された事例などを紹介する。 

上記のことにより、見えにくさと行動の変化についての関連を理解することの重要性

を述べる。 

 「今後に向けて」 

1 見えにくさと困りごとへの理解が進むことによって、支援する側が、見えにくさにつ

いての関心を持つようにする。 

2 ルミエールサロンや高知市障害福祉課に配置されている視覚リハビリテーション

（ロービジョンケア）の専門家と連携を図って、見えにくさに配慮した施設の環境改

善や、利用者向けの日々のプログラムの改良について、見えない・見えにくい利

用者の評価や、その能力に即した意見を出してもらい、支援の仕方を改善して行

く。 

3 見えない・見えにくいという障害についての知識をさらに学び、日々の仕事に役立

てられるように、ルミエールサロンなどがおこなっている研修に、施設職員や家族

など支援者が参加して、知識をさらに深めるようにする。 

 

3



演題名 「あるデイサービス施設（リハ特化型）における見えにくい高齢利用者に対する環境

改善の取り組み過程とその効果、今後の課題についての一考察」 

発表者名   吉野 由美子  所属：視覚障害リハビリテーション協会 

共同演者名 舟越 智之 所属：通所介護施設（歩行訓練特化型デイサービス）エバー

ウォーク両国店 

  

「本文」 

  「目的」 

1 介護保険制度で運営されているデイサービス施設で見えにくい（ロービジョン）利用者の見

えにくさ故の困りごとを職員の方達が聞き取り、掲示物や表示などを見えやすいように環

境改善を行った過程について述べる。 

2 実際に現場で行われた環境改善の方法について、写真等を使って具体的に説 する。 

3 環境改善の結果とその波及効果について考察する。 

 

 「環境改善前の状態」 

１ その日の運動スケジュールがホワイトボードに細い黒のマジックペンよよって手書きで書

かれていた。良い方の視力が０．１５の当該利用者は、それが判読できなかった。 

２ サーキットトレーニングの種目の順番が、毎回不定期に変わっていて、予想を立てること

が出来なかった。 

３ 器具などの置き場所が突然変えられてしまい、置き場所を予想することが出来なかった等 

 

 「環境改善の方法」 

当該利用者が、自分がどのように見えにくくて困っているかを説明し、見えにくさの 

ある人が見えやすくなるための基礎的な考え方を説明した。 

 職員が、その話を聞き取り、職場のみんなでユニバーサルデザインの知識のある 

職員を交えて話し合って、改善を行った。 

 「改善点」 

１ １日のスケジュールボードは、名前を太字で印刷、種目別に色分けした縁取りを付けた。 

２ 引導種目は、時計前らに行うことにした。 

３ トイレなどの表示はおおきくした。機会などの使用説明は、必要な部分のみ強調して説明

した。 

 

 「環境改善の効果」 

１）ロービジョンがある利用者は､種目の移動時に職員に聞くことなく、スムーズにトレーニング

できるようになった。 

２）掲示の改善をおこなう前は、10 人ぐらいの利用者が種目移動に迷っていたが、3 人ぐらい

しか迷わなくなった。迷っている 3人ぐらいの人は､認知症等の要因があると推測された 

3） 職員は、理由者がスムーズに移動出来るようになったので、種目ごとの誘導の仕事から

解放されて、本来の仕事に避ける時間が増えた。 

４） 環境改善は、当該利用者だけでなく、他の利用者の役にも立ち、職員に取っても有益な

効果があった。 
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演題名 「高度化ピックスの検証」 

ーー 私たちのことを抜きに決めないで ーー 

 

発表者  藤原義朗（高知県視力障害者の生活と権利を守る会） 

共同演者 井上芳史、永田征太郎、生田行信、山崎辰雄（以上、守る会） 

 

はじめに 

高知県視力障害者の生活と権利を守る会（以下、守る会）では、1987 年より「街づくり

調査活動」をはじめ、1997年には「音響信号機の住民視認性アンケート」を行った。 

結果は、「予測の付くリズミカルな音は耳に馴染みやすい」というものであった。 

2022年３月、高知市内のある信号機で、それまでの音響が消され、「高度化ピックス」と

いうスマホで音をキャッチする方式になった。 

今回、信号音及び高度化ピックスについて検証したので報告する。 

 

研究と結果 

1．音響信号機近くの住民（約 100人）への音視認性アンケートを行った。 

９割以上の人は、「音に困っていない。音発生時刻を延ばしてもかまわない」であり、そ

の他の人は「わからない」とのことであった。また、1名の方から「家族に音過敏の人が

いる」という答えもあった。 

２．視覚障害者１０人で、高度化ピックスで渡れるかどうか検証した。 

結果、スマホの音使用で渡れる者はいなかった。 

 

考察 

○視覚障害者からの反対運動の中で、高度化ピックスが強行導入された。 

○信号音は、アンケートでは耳に馴染みやすいとの結果が今回も得られた。 

○音過敏の人がいることも分かった。 

○利用者の意見が反映される街づくりをしていきたい。 

 

§高度化ピックス（警察白書より） 

歩行者等支援情報通信システム 

（Pedestrian Information and Communication Systems） 

Bluetoothを活用し、スマートフォン等に対して歩行者用信号情報を送信するとともに、

スマートフォン等の操作により青信号の延長を可能とし、視覚障害者や高齢者等の安

全な交差点の横断を支援するシステム 
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高次脳機能障害のある方の生きづらさに寄り添う 

〜相談支援専門員としての関わりを通してみえてきたこと〜 

 

平谷尚大 岡村忠弘 福岡知之 津野雅人 氏原真澄 濱口宝大 岡山勝 岡村雅美 片岡貴子 西森有里 

片岡保憲 

 

特定非営利活動法人 脳損傷友の会高知青い空 

 

【はじめに】 

今回、発症から約 20 年が経過して初めて高次脳機能障害と診断された事例を担当する機会を得た。本

発表では本事例と関わる中でみえてきた、高次脳機能障害のある方が地域で生活していく中で感じて

いる生きづらさについて、象徴的なエピソードの一部に考察を加えて以下に紹介する。 

【事例紹介】 

本事例は、約 20年前の交通事故によりびまん性軸索損傷と診断された 40歳代の男性である。退院後、

自動車整備士として復職したが、復職後十数年が経ち、次第に就労継続困難な状態となり、2021 年に

退職した。その後、当法人の運営する高知県高次脳機能障害支援拠点センター青い空に母親と２人で

相談に来られ、神経心理学的検査の結果により、本事例は発症から約 20 年が経過して初めて高次脳機

能障害と診断された。 

【友人との関係】 

本事例は、私たちと関わる少し前から、飲食店で働く数名の友人たちと行動を共にしていた。以前か

ら金銭管理に支援が必要な状態であったが、当時は病識もなく支援者もいない状況であったため、支

払い可能な金銭を持ち合わせていないにもかかわらず友人の店で後払い（いわゆるツケ払い）での飲

食を繰り返した。時間の経過に伴い、次第に後払いの金額も大きくなったが、誘いを断ることが出来

ず、本事例は大きな借金を抱えることになった。その後、借金の返済を求められたが、本事例には支

払いの能力がないため親族が一部の返済を済ませ、その他にも一見不当な、様々な方法を用いて借金

を返済することとなった。友人たちとの関わりによって、結果として大きな借金を抱え、親族にも迷

惑をかける状態となったにもかかわらず、本事例は数名の友人のことを「いい人」や「大事な友だち」

だといい、その後も交友関係について考え直すことはなかった。 

【行為主体感の変容】 

行為やそれによって引き起こされる結果を自己に帰属できる意識のことを行為主体感という。行為主

体感の生成に影響を与える因子としていくつかの要素が想定されているが、その中のひとつに、個人

のこれまで生きてきた「経験」やその人のもつ「個性」が影響するという報告がある（林田,2019）。

本事例において、「友人としての振る舞い」という行為に対する「金銭の要求」という結果との間に

は、一般的な認識からすると許容できない差異がある。通常、私たちはその差異に対して違和感を感

じ、違和感を感じることで例えば友人としての関係を考えなおしたり、距離を取るといった行動を起

こすが、本事例は、その差異に気づいていない。その要因として、発症後から長い間、障害を持ちな

がらも社会の中で生きてきた本事例の経験や個性が行為主体感に影響を与える事で、行為と結果との

間に生じる差異に気がつきにくい状態となっているのではないかと考えた。 

【私たちの取組み】 

上記仮説に基づき、本事例の経験が変化することによって正しく現状を認識することが可能になるの

ではないかと考え支援を行った。具体的には、①高次脳機能障害当事者・家族会への参加の提案、②

就労継続支援 B 型事業所への通所、③相談支援専門員としての人間的な関わりなどを通して、本事例
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が安心して生活することのできる社会的なつながりを構築し、新たに構築された社会的なつながりの

中で様々な経験を重ねることができるよう支援を行った。 

【本事例の現在と今後】 

新たに構築された社会的なつながりの中で様々な経験を重ねることで、本事例は友人たちとの関係性

を考え直すようになり、連絡を取る機会は減少した。また、県外に引っ越し、新たな環境で生活をし

たいという願望を持つようになり、現在は家族や他の支援者と協力しながらその準備に取り組んでい

る。 
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① 演題名 「高次脳機能障害者の生活のしづらさに寄り添う」 

 

② 発表者   和田  寿美（近森リハビリテーション病院 公認心理師）  

共同演者 石元 美知子（高知リハビリテーション専門職大学 作業療法学専攻助教） 

瓜生  浩子（高知県立大学 看護学部教授） 

③ 本文  

〇はじめに 

高次脳機能障害は目に見えにくい障害と言われるように、周囲も高次脳機能障害者本人（以下、当事者とす

る）も障害に気づきづらく、社会生活の始まりから様々な困難さに直面する。しかし、周囲からはそれが理解さ

れにくく、適切な支援が得られないばかりか、トラブルに発展したり、当事者の孤立につながることも少なくな

い。今回、当事者および家族が感じている高次脳機能障害により生じた『生活のしづらさ』について明らかに

し、当事者の視点から生活への影響とそれを踏まえた支援のあり方を考察したので報告する。 

〇方法 

高知県下の当事者とその家族の会の参加者を対象に、2019年7月から9月に開催されたのべ5回のミーティン

グにおいて、グループ面接を実施した。面接内容を遂語録にし、“社会の中で感じている生活のしづらさ“に関す

る内容を抽出して、段階的にカテゴリー化を繰り返した。本研究は高知県立大学研究倫理委員会の承認を得て行

い、参加者全員に書面と口頭で本研究の概要と倫理的配慮について説明し、個別に研究協力の同意を書面により

得た。また、発表内容から個人が特定されないように処理を行った。 

〇結果 

高次脳機能障害者の生活のしづらさとして、『記憶にとどめられない』『変化への適応の難しさ』『コミュニ

ケーションの行き違い』『行動コントロールの困難さ』『障害を理解してもらえない』の5つが抽出された。そ

の具体的な内容を下記の表に示す。 

＜表 高次脳機能障害者の生活のしづらさ＞ 

記憶にとどめられない 変化への適応の難しさ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの行き違い 行動コントロールの困難さ 障害を理解してもらえない 

・覚えられないので日常生

活の行動に支障が生じる 

・少し前の出来事も忘れて

引き出せない 

・知識の習得が難しく学習

に支障が生じる 

・記憶を補うツールをうまく

使いこなせない 

・新たな人に出会うと不安に

なり混乱する 

・流れが乱されると対応でき

ず混乱する 

・自分の気持が相手にうまく

伝わらない 

・相手の発言の意図を的確

に受け取れない 

・余裕がないと話を聞けない 

・周囲の人との関係づくりに

苦労する 

・自信がなく不安になる 

・同じ行動を脈絡なく続ける 

・欲求を抑えられずに行動

する 

・感情を抑えられず物に当

たる 

・思い込みで行動し間違う 

・人の行動が気になって乱さ

れる 

・障害の本質が理解されず

適切な対応が得られない 

・期待する支援が得られな

い 

・見た目が普通なので障害

と認識されない 

・障害者として特別視された

くない 

○考察 

当事者は、“記憶”“変化への適応”“コミュニケーション”“行動コントロール”などに難しさを抱え、日

常生活の様々な場面や社会活動において苦労していた。また、自分なりに対処しようと努力や工夫を行うものの

うまくいかず、混乱したり、自己の障害をコントロールできない不安や自信のなさを抱えていた。このような当

事者の不安で混乱している状況は、この障害の見えなさゆえに周囲に伝わりにくいだけでなく、自己の状況を的

確に伝える困難さにより誤って受け取られやすい。そのため、周囲から当事者の困り事に本当にフィットしたサ

ポートが得られず、当事者は“障害の本質が理解されない”“期待する支援が得られない”と感じていた。 

特に、当事者が抱える生活のしづらさには対人関係の中で生じるものが多く、当事者を取り巻く人を含む環境

が、良くも悪くも当事者に影響を与えると言える。したがって周囲の人には、うまくできないという結果だけに

とらわれず、当事者なりの努力を認め、結果に至るプロセスの中で当事者自身が感じている困り事を敏感にキャ

ッチして取り除いたり、当事者が力を発揮できるような方法を共に考え、手助けしていくことが求められる。 

また、当事者は支援を求める一方で、障害により“特別視されたくない”という思いも持っていた。障害は当

事者の一部分であり、当事者は生活のしづらさを抱えているだけである。社会で生活する一員として、共に働く

仲間として当事者を位置づけ、相互に理解を深めようとする周囲の意識や関わりも重要であると考える。 

○結論 

高次脳機能障害者は、障害からくる様々な生活のしづらさに直面するが、それを的確に伝えられない困難さも

抱えている。当事者を取り巻く環境は重要な要因であり、当事者の視点に立った理解と支援が求められる。 

8



比較のない世界の魅力 

 

特定非営利活動法人 脳損傷友の会高知青い空 

 

岡村 忠弘 福岡 知之 津野 雅人 平谷 尚大 氏原 真澄 岡山 勝  

濵口 宝大 岡村 雅美 片岡 貴子 西森 有里 片岡 保憲 

 

 

辻野さんは、就労支援事業所で、箱を止めているテープをカッターナイフで切るという

流れ作業に従事している。仕事を続けるうちに、辻野さんの作業机だけ徐々に膨らんでき

た。机の間にはカッターの刃がびっしりと挟まっていた。辻野さんはカッターの切れ味が

悪くなると刃を折り、机に差し込んでいたのだ。机から刃が飛び出しているところもあ

り、危険だと支援者に止められても、辻野さんは机に刃を差し込み続けた。その作業を 6

年 6 か月続けた辻野さんの作業机の中を、支援者がどうしても見てみたくなり、レントゲ

ン撮影で可視化した。今、そのレントゲン写真はカッター机とともにアールブリュット展

覧会などで展示されている。 

支援を続ける中で、私は障害者の芸術文化に触れた。その出会いは私に様々な気づきを

与えてくれた。私自身、今までにあまり意識してこなかった「普通」や「平均」という言

葉の意味を考えるようになった。私たちは「普通」をどのように判断しているのか。人生

や生き様に「普通」や「平均」といったものは存在するのか。そんなことを考えるように

なった。 

机に刃を差し込み続けるという辻野さんの行為は、普通ではない行為と位置づけられる

のかもしれない。しかし、今となって私は、この行為を辻野さんの生き様であるとすら思

うようになった。医療従事者時代の私は、臨床や研究を通して、ヒトを量や時間などで推

し量ってきた。比較や分類をし、眼前に生々しく突きつけられる病態をなんとか解釈し、

折り合いをつけようとしてきた。 

でも今は、障害者の芸術文化に触れることで自分の中にある価値観が大きく変化してい

る。比較のない自由な世界観が私を魅了し続けている。 
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日中・夜間の排泄方法を再検討したことで自宅生活が継続できているケース 

～介護負担軽減・自立支援に着目して～ 

                    白菊園病院 理学療法士 宮元 洸 

【はじめに】 

自宅介護において主介護者が介護負担を感じる日常生活動作項目の一つに排泄が挙げられる。介助必要度や失

禁の有無などに加え、不規則に生じる生理的現象のために昼夜を問わず 24 時間における対応を行う必要性があ

る。今回自宅退院時に想定していた排泄方法が自宅退院後主介護者の介護負担となっていたため、日中・夜間の

排泄方法を再検討することで退院後早期から検討していた施設入所を見送り自宅生活が継続できているケース

を経験したので報告する。 

【経過・症例紹介】                

80 歳台男性 要介護：３ 20☓☓年脳梗塞再発後、急性期・回復期リハビリテーション病棟入院を経てご希望

であった自宅退院となる。既往歴・合併症：脳動脈瘤・脳底動脈狭窄（両片麻痺）高血圧症・嚥下障害・構音障

害。主介護者である妻と二人暮らし。ベッド周辺の動作は環境調整によって自立。左プラスチック短下肢装具装

着し手すりなどをつたっての移動が可能だが、主な移動は車いす介助。日中の排泄は尿便意ともに明確だが、移

動や下衣操作等に介助を要す。夜間は失禁状態でオムツ対応だが漏れによる汚染が相次いでいる状況であった。

主介護者は特に排泄介助に負担を感じていたが、排泄というデリケートな問題であることを理由に担当理学療法

士の介入や提案に対し遠慮することも目立った。また退院後早期から施設入所を検討していたために、新たな目

標設定や環境調整等の提案にも協力が得られにくい状況であった。 

【アプローチ・取り組み内容】 

 夜間排泄：オムツ・パット交換介助の方法及び実際の状況を確認し、必要に応じ介護指導を実施。その後オム

ツ対応での継続した介護は難しいと判断し、朝日産業株式会社制：ダンディユリナー（以下 装着式男性用集尿

器）を提案し導入。 

 日中排泄：自宅トイレでの排泄における一連動作の分析を実施。これに基づき方法や環境設定の再検討を必要

とする項目を本人及び主介護者と共有。福祉用具の変更や手すりの設置等を行い、加えて実際の排泄動作及び関

連動作の練習等を行った。 

【結果】 

夜間は装着式男性用集尿器を使用することで大きな漏れや汚染等なく過ごすことができ、主介護者の精神的負

担や実際の介護負担軽減が図れた。また、日中自宅トイレでの排泄についても移動を含め自立を達成することが

出来、自宅退院から約 2 年が経過しようとしているが施設入所することなく現在も自宅生活が継続できている。 

【考察】 

介護者意識の継時的変化について、脳卒中患者家族介護者の心理面は「在宅への準備期・思考の転換期」から

「実践から得られる成功体験・満足体験を経ての導入期」「将来への肯定的ビジョンの獲得と現状への適応を開

始する適応準備期」などへと変化すると述べられている 。本ケースの主介護者に関しては「導入期」もしくはそ

れ以前の過程で精神的・身体的負担が予想を超えて大きく、早期に施設入所の検討をせざるを得ない状況となっ

ていたことで、新たな方法や目標に向けた転換などへの受け入れが難しく、協力が得られにくかったと考える。 

【まとめ】 

当初想定されていた排泄介助方法では主介護者の負担が大きかった。方法の見直しを含め自立支援や介護負担

軽減に向けた取り組みを行うことで自宅での生活が継続できている。自宅退院後に明確になる問題もある一方、

入院中のケア対応そのものを自宅で介護者が実施できるのか、また現実的であるかという点も踏まえ今後院内ス

タッフとの検討を行う必要性を感じた。また訪問リハビリの介入ケースのその後の状況報告などを積極的に行な

い、スタッフへのフィードバックを行うことで情報の共有を図り今後のより良いリハビリテーション・ケアの選

択・導入に繋がればと考える。 
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間歇的挿入による経管栄養法について 

                    医療法人 地塩会 南国中央病院 

                             看護師  谷 円香 

 

 はじめに、当院回復期リハビリテーション病棟では持続的経鼻経管栄養法（以下 CNG 法）

と間歇的挿入による経管栄養法（以下 ING 法）を行っている。ING 法を行うにあたり、そ

の効果を十分に理解し実施する必要がありまた、マンパワーも重要となる。 

 そこで、ING 法を行っている病棟看護師が感覚的に感じている効果を検証し ING 法実施

にかんする根拠を理解したうえで実践することが大切ではないかと考えた。ING 法の有用

性を理解することで私たち看護師はどうするべきかを考え自分の役割を果たせる看護を行

うことを目的とし、ING 法を行う効果、メリット・デメリットを検証することにした。 

 対象として、2014 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までの 5 年間に当院回復期リハビリ

テーション病棟に入棟・退棟した脳卒中患者で、入棟時に ING 法または CNG 法を実施し

ていた 62 症例（急性期への転院・死亡・状態悪化の症例については除外）とし ING 法を行

っている患者と CNG 法を行っている患者の FIM 運動項目・認知項目、藤島グレード、転

帰先、肺炎発症者数を比較し統計を行った。 

 結果、FIM 運動項目・認知項目、藤島グレードについては ING 法を実施した患者は優位

に改善を認めた。転帰先については CNG 法の患者は 88％が療養型病院への転院となって

おり自宅または在宅系施設への退院はわずか 12％であった。比べ ING 法の患者は 53％が

自宅または在宅系施設へ退院している結果であった。肺炎発症者数については統計的に有

意差を認めなかったが ING 法を行っている患者の方が肺炎を発症した割合が少ない傾向と

なった。 

 ING 法の実施によりチューブが留置されていないことで身体が動かしやすい、咀嚼運動

により大脳が活性化され運動理解などが得られやすいことで FIM の改善率が高く、結果

ADL が向上することで在宅復帰に繋がったのではないかと考えられる。経口摂取移行率が

高い理由としては、食事毎にチューブを挿入することで間接的嚥下訓練となっていること

や、チューブ留置による口腔・咽頭・食道の廃用が進行しにくいこと、頸部周辺の可動性を

得やすいなどの理由が考えられる。また ING 法で口腔・咽頭が衛生的に保たれることや、

座位で実施することで逆流リスクが少ないこと、口腔・咽頭機能の廃用予防と改善に繋がっ

ている点で肺炎発症者数が少ない結果になったと考えられる。 

 おわりに、回復期リハビリテーション病棟では「自宅へ帰る」ということを大前提とし看

護・リハビリテーションをおこなっており、その中で ING 法が有効な手段であると考えら

れる。この検証結果を共有していくことで私たち看護師は ING 法を行うことを「単なる業

務の一つ」という意識のみではなく「患者様がより回復できるように」という意識をもち

日々患者様と関わり看護を行っていきたい。 
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【地域で支える長寿時代の在宅生活】 ～死ぬまで自分でトイレに行くために！～ 

NPO法人ありがとう 理事長・看護師 前田栄子 

田中貴大・石野宏季 

【自己紹介】 

「NPO 法人ありがとう」は、現在、高知市横浜西町にて「看護小規模多機能型居宅介護事業所ありがと

う」「デイトレあっぱれ」「訪問看護センター輪看（りんか）」の３つの事業を展開しています。私は准看護師と

して 34年間、県立病院に勤めました。地域で、温もりのある看護をしたい！という想いで 53歳の時に退職し

「デイサービスあっぱれ」を設立しました。その後、介護現場で 10 年目となる平成 25 年に「NPO 法人あり

がとう」として看護小規模・訪問看護を開始。66 歳で看護師免許を取得し、71 歳の今も現役で現場を走り

回っています。 

【事例紹介】 

 A さんは、間質性肺炎にて入院、気管切開されました。肺の炎症が強くなり、余命２ヶ月と宣告され、自宅で

の看取りを希望されたため、ストレッチャーにて自宅へ退院となり、同時に看護小規模・訪問看護の利用開始

となりました。 

【リハビリテーション】 

 A さんの希望を尊重する形で関わりをはじめました。まず、体調をみながら５分間の車椅子乗車から始めま

した。少なかった食事量が増加するにつれ、徐々に体力がついてきました。退院直後から A さんはとても前向

きで、スタッフからも「格段に笑顔が増えた」という声がありました。自宅・家はなによりの薬です。そうするうち

に、ご本人からトイレへ行きたいという希望が出てきましたので、ポータブルトイレや車椅子への移乗訓練、下

肢の訓練も行っていきました。最終的には歩行器を使用してトイレまで行くことができるようになりました。 

【家族との連携】 

 退院・利用開始当初からご家族（息子さんご夫婦）に積極的に関わって頂きました。息子さんと協力して自

宅の改修を行いました。最初は訪問看護が関わり、お嫁さんに吸引やオムツ交換の指導を行いながら、自宅

で多くの時間を過ごして頂きました。お嫁さんの介護疲れにも配慮して、通いサービスの調整を行いました。 

【モチベーションの維持】 

 A さんは、少しずつではありますが、体力が増し、トイレに行きたいという希望が聞かれ、目標をもってリハビ

リテーションに取り組むことができました。職員とコミュニケーションをとる中で、信頼関係を築くことができ、そ

れが日々の暮らしを活き活きとさせることに繋がったと感じています。なにより、特に A さんの原動力になった

のは、障害の子供さんに対する心配と責任感、「自分が元気にならないかん！」という強い思いです。A さんは

どんな指導や声掛けに対しても常に前向きでした。やはり、家族との絆が何よりのモチベーションになってい

ると感じています。 

【終わりに】 

 私は現在、横浜西町にて、地域の人々が集える場所・居場所づくりを計画しています。高齢者の方、子供た

ち、地域の方が集い、声を掛け合える場所になることを目指しています。今後は、関わりのある医師を巻き込

み、地域の方々が健康相談できる「地域の保健室」を作るのが私の夢です。 

12



協賛広告
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高知県リハビリテーション研究会の概要 

          ～高知県に地域リハビリテーションの理念を普及させる～ 

 

１ 設立経緯 

   一病院内で始まった勉強会の取り組みが病院外へ、そして県下的な取り組みへと広がり、

平成元年に任意団体として設立し、平成５年からは会員組織に移行しました。 

 

（１）目 的 

   本会は地域リハビリテーションの理念に基づき、高知県下の保健・医療・福祉の向上に

寄与する。 

 

（２）事 業 

①高知県のリハビリテーションの普及、啓発活動に関する事業 

②地域のリハビリテーションのシステムに関する研究事業 

③ホームページによる情報発信 

④その他、本会の目的のために必要な事業 

 

（３）年 表 

  平成 元年 世話人会が発足 

        １２月に第１回高知県リハビリテーション研究大会を開催 

  平成 ５年 会員組織に移行 

        研究委員会活動を開始（在宅支援システム検討委員会・施設内ケア検討委員

会・身障住宅等検討委員会） 

  平成 ７年 リハ研大会を年２回開催 

  平成１２年 全国大会（第２３回総合リハビリテーション研究大会）の開催 

  平成１４年 高知県地域リハビリテーション支援センターの指定（平成１８年まで） 

平成１６年 高知県介護支援専門員現任研修（施設研修）の受託（平成１７年まで） 

  平成２０年 高知県地域ケア体制整備推進シンポジウム開催事業の受託・開催 

  平成２２年 高知県地域医療提供モデル事業（県補助事業）の実施（平成２５年まで） 

  平成２７年 高知県医療・介護・福祉ネットワークづくり事業（県補助事業）の実施 

（平成２８年まで） 

 

２ 会員数 

   約１２０名（令和４年３月） 

 

※地域リハビリテーションとは、障害のある子供や成人・高齢者とその家族が、住み慣れたところで、一生

安全に、その人らしくいきいきとした生活ができるよう、保健 ・医療・福祉・介護及び地域住民を含め生

活にかかわるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行なう活動のすべ

てを言う。（「日本リハビリテーション病院・施設協会」の定義より） 
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高知県リハビリテーション研究大会の歩み 

高知県リハビリテーション研究会が、リハビリテーション等に関する研修と研究を目

的に開催している大会で、研究・実践活動発表を主な内容とするものや、そのときどき

のテーマに即した講演等を主な内容とするものなど、毎回、県内の保健・医療・福祉関

係者等が業種や職種を越えて会する大会となっています。 

最近では、地域リハビリテーションの観点から、多様な業種・職種が連携して、

様々なテーマに取り組んでいます。 

回 開催年月 大会テーマ等 開催地 実行委員会 
参加人

数 

１ 
H 元年１２月 

(1989) 
社会復帰をめざして 高知市 世話人会  

２ 
 H２年１２月 

(1990) 
在宅か施設か病院か 高知市 世話人会  

３ 
 H３年１２月 

(1991) 

生活障害を考える 

～介護と自立～ 
高知市 世話人会  

４ 
 H４年１２月 

(1992) 

いま、地域は変われるか 

～豊かな地域ケアをデザインする～ 
高知市 世話人会  

５ 
H５年１２月 

(1993) 

動き始めた地域！ 

～老人保健福祉計画のより良い実現をめざして～ 
高知市 

伊野町グル

ープ 
 

６ 
H６年１２月 

(1994) 
ノーマライゼーションを考える 高知市 

日高地区グ

ループ 
 

７ 
H７年 ５月 

(1995) 
見つめ直そう！生活の質 高知市 

中央地域グ

ループ 
 

８ 
H７年１２月 

(1995) 

ケアって何？ 

～生活に根ざしたシステムを考える～ 
高知市 

中芸地区グ

ループ 
 

９ 
H８年 ５月 

(1996) 

地域は変わったか 

～ケアの現場より発信する～ 
高知市 

高吾北グル

ープ 
 

10 
H８年１２月 

(1996) 

チームでケアする 

～豊かな生活をめざして～ 
高知市 

香美郡グル

ープ 
 

11 
H９年 ５月 

(1997) 
やりゆうかね、生活支援 高知市 

高幡地域グ

ループ 
 

12 
H９年１２月 

(1997) 

とびだせ！障害者 

～障害者プラン実現に向けて～ 
高知市 

中央地域グ

ループ 
 

13 
H１０年 ５月 

(1998) 

あたりまえの生活を実現するために 

～公的介護保険のもたらすもの～ 
高知市 

中央地域グ

ループ 
 

14 
H１０年１２月 

(1998) 

健やかな生活をめざして 

～公的介護保険と私たち～ 
高知市 

芸西・安芸グ

ループ 
 

15 
H１１年 ５月 

(1999) 

地域にネットワークを 

～介護保険の準備はできていますか～ 
宿毛市 

幡多地域グ

ループ 
 

16 
H１１年１２月 

(1999) 
介護保険制度のゆくえ 土佐市 

高知リハ学

院 
 

17 
H１２年１０月 

(2000) 

２０世紀のリハビリテーション白書 

～２１世紀につなぐもの～ 

（第２３回総合リハビリテーション研究大会） 

高知市 

総合リハ研

究大会実行

委員会 

 

18 
H１３年 ５月 

(2001) 

広げよう交流の輪!! 

～ともに暮らせる地域づくりを目指して～ 
安芸市 

安芸地域グ

ループ 
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19 
H１４年 １月 

(2002) 
考えよう ２１世紀の縁（ネットワーク）のカタチ 高知市 理事会  

20 
H１４年 ６月 

(2002) 

保護より機会を！ 

～高知のリハビリテーションの質を問う～ 
高知市 

中央地域グ

ループ 
 

21 
H１４年１２月 

(2002) 

介護の名のもとに役割を失った高齢者たち 

～今、あらためてケアとは～ 

中土佐

町 

高幡地域グ

ループ 
 

22 
H１５年 ６月 

(2003) 

主役は誰？ 

～自己決定（私らしさ）への支援～ 
高知市 理事会  

23 
H１５年１２月 

(2003) 
バトン～連携～は上手くわたっているか！？ 高知市 

中央地域グ

ループ 
 

24 
H１６年 ５月 

(2004) 
見直そう！地域の底力 高知市 理事会 ２９２ 

25 
H１６年１２月 

(2004) 

わたしたち癒してますか？癒されていますか？ 

～いま、考えるケアから感じるケアへ～ 
窪川町 

高幡地域グ

ループ 
３９３ 

26 
H１７年 ５月 

(2005) 

気づきからの広がり 

～支援の可能性～ 
高知市 理事会 ４２６ 

27 
H１８年 ３月 

(2006) 

求められるバトン《連携》とは！？ 

～今、その連携を考える～ 
佐川町 

高吾北地域

グループ 
１９１ 

28 
H１８年 ６月 

(2006) 

新たな波 現場は今 

～どうなる？！利用者支援～ 
高知市 理事会 ２３４ 

29 
H１８年 12 月 

(2006) 

栄養さえとったらえいが？食べれたらえいが？ 

～ＱＯＬの向上は口の健康から～ 
高知市 食を考える会 ２１２ 

30 
H１９年  ６月 

(2007) 

在宅ケアはどこまで可能か 

～ともに考えよう療養病床のこれから～ 
香美市 理事会 ２５５ 

臨時 
H１９年 ９月 

(2007) 

在宅ケアはどこまで可能か 第２弾 

～在宅生活を可能にする施設ケアの在りようと地域の意識づくり、受け皿づくり～  
高知市 理事会 ２１６ 

31 
H１９年１２月 

(2007) 

在宅ケアはどこまで可能か 第３弾 

～私の暮らす場所はどこ？在宅復帰を支援する施設ケアを考える～ 
田野町 

安芸広域 

グループ 
２１２ 

32 
H２０年 ６月 

(2008) 

障害のある人の生活支援  

～生活支援は新鮮に、美味しく、あたたかく～ 
高知市 理事会 ２５５ 

33 
H２１年 ３月 

(2009) 

在宅ケアはどこまで可能か 第４弾 

「幡多はウチらでつくらないかんけん～多様化する在宅をどのように支えるか～」  
黒潮町 

幡多地域グ

ループ 
２９１ 

34 
H２１年 ７月 

(2009) 

昼から（ぶっちゃけ）生トーク 

 ～在宅ケアの多職種連携～ 
高知市 理事会 ９８ 

35 
H２２年 ２月 

(2010) 

あきらめたらいかん!！ 

～原点に返って、自信を持って、元気になる方法をさぐる～ 

高知市 

(春野町) 
理事会 ２０８ 

36 
H２２年 ７月 

(2010) 
これからの日本の地域ケアについて 高知市 理事会 １６５ 

37 
H２３年 ３月 

(2011) 
通所サービスの未来を語る 高知市 理事会 ２０１ 

38 
H２３年 ９月 

(2011) 

これでえいかね？！通所サービス 

～利用者の声から～ 
高知市 理事会 ２８１ 

39 
H２４年 ７月 

(2012) 

東部発 家でくらす！地域でくらす！ 

～私たちが望むこれからの在宅支援～ 
田野町 

安芸広域 

グループ 
１８３ 

40 
H２４年１２月 

(2012) 

障害のある人のライフサイクルをつなぐ 

～こんなまちに住みたいねぇ～ 
高知市 理事会 １９２ 

41 
H２５年 ７月 

(2013) 

私にもできることがある 

～地域とつながりながら生きる～ 
高知市 理事会 ２０４ 

42  
H２５年１２月 

(2013) 

災害に備えて “各専門職の立場から考える” 

～今、私たちにできること、すべきこと～ 
南国市 

南国市 

グループ 
１３７ 
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43 
H２６年 ７月 

(2014) 

高知家で支える視覚障害リハビリテーション ～知っちゅう？

見えない見えにくい人の生活のヒントやコツがあるがやき～ 
高知市 理事会 ２６９ 

44 
H２７年 １月 

(2015) 

生きるを支えるケア 

 ～在宅やち、施設やち、ありのままに自分らしく生きようよ～ 

土佐 

清水市 

幡多地域グ

ループ 
１０６ 

45 
H２７年 ７月 

(2015) 

自分たちでつくる地域包括ケア 

～こんながやったらえいにねえ～ 
高知市 理事会 １４５ 

46 
H２８年 ３月 

(2016) 

みんなで共有、高齢者・障害者の活動・参加につなげる裏ワ

ザ！ 
高知市 理事会 ６１ 

47 
H２８年 ７月 

(2016) 

若年性認知症になっても社会とつながって生きる 

～本人が語る過去、現在、そして未来～ 
高知市 理事会 ３３１ 

48 
H２９年 ３月 

(2017) 
食への気づきから始まる、生活を支援するネットワーク 高知市 理事会 １２４ 

49 
H２９年 ７月 

(2017) 

社会資源だョ！全員集合！ 

 ～明日からでも使える！つなげる！私にも出来る！互助機能の百科事典～ 
高知市 理事会 １９４ 

50 
H３０年 2 月 

(2018) 
高知県の未来をみんなで語ろう！リハ研に全員集合 高知市 理事会 １１５ 

51 
H３０年１２月 

(2018) 
高知家でつくりあげる地域包括ケア 高知市 

理事会 

ケアマネ協 
１２５ 

52 
R 元年１１月 

(2019) 
性と生の多様性 ～みんなで LGBTｓについて学ぼう～ 高知市 

理事会 

当事者ほか 
１６２ 

53 
R ３年１１月 

(2021) 
「人生会議」って知っちゅう？～超本気で生きるを考える～ 

オンラ

イン 

理事、取組地域(中芸、

安芸、土佐町、仁淀川町) 

１８６ 
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高知県リハビリテーション研究会
事務局：社会福祉法人高知県社会福祉協議会 福祉研修センター
〒７８０ー８５６７
高知市朝倉戊３７５－１ 県立ふくし交流プラザ内

ＴＥＬ ０８８－８４４－３６０５
ＦＡＸ ０８８－８４４－９４４３
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