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第 2 回君津圏域多職種症例勉強会 

平成 27 年６月 18 日 

君津市生涯学習交流センター 

《グループワークのテーマ》 

「普段、リハビリテーションとの連携について困っていること」 

１グループ 

・予防プランが多くリハビリとの連携もあまり経験がない。 

・なかなか利用者のリハビリに取り組むのが難しい。個別のニーズに合わせて、 

中々相談や連携がしにくい ⇒ ＴＥＬで気軽にできる体制があれば 

・現状では、訪問リハの対応が難しい。訪問看護と一緒でないと加算にならない。 

・ＨＯＴ使用者もいる。退院後、リハとどう連携していいかわからない。 

・外来リハ中心。スポーツ障害も多い。 

・サービス担当者会議にも積極的に参加し、自宅での段差などにも注目している。 

・在宅でのリハに力を生活に密着したリハを心掛けている。 

 

・連携パス（情報共有） 

・温度差（セラピスト・家族・本人） 

・ＰＴ・ＯＴの家族調査（回復期・通所リハ 担当者会議参加） 

・退院後電話相談室 

・退院前カンファレンス（病院・施設・家族の調整） 

↑連携取りにくい（日時的に） 

・リハプログラムが、多職種・本人が理解、模倣が難しい（写真・動画などもあると良い） 

 

２グループ 

CM：骨折して訪問を頼んだが現場を見ることがない。担当者会議以外で実際にみる場面。 

OT：病院からだと退院後の様子がわからない。 

福祉用具：外出時に福祉用具を持っていくことがあり連携を取っていた。 

NS：病院からの情報があると助かる。週２回リハに通っているけど… あんまり。 

  ：骨折してそのまま退院となりそうだけど、回復期に行って良くなった（知的障害）。 

関わり方のアプローチも教えてもらえた（連携して良かったこと）。 

CM：資源が少ないリハをできないことが多い。デイサービスにすらいけない。 

CM：回復期で３時間のリハ ⇒ 在宅ではリハの時間が短い。 

フォローアップが少ない。在宅に帰った後がなくなる。 

➢回復期３時間リハをいやるけど… 退院後、能力が下がるのをどう防ぐ？ 

OT：家に帰ってからリハをやらない。やる気を引き出せるものがあれば… 

月１回でも評価をする機会を！ モチベーションを出せるものを… 

  ：帰ってからもフォローしてもらったこともあった。 
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  ：家族が本当に望んでいるか。家族が寝たきりを作ってしまう。 

３グループ 

＜リハがいてほしい場面＞ 

・機能訓練士がいないために、生活面でのリハビリができない。 

・痛みなどがあるとどこまでやっていいのかわからない。 

・優先順位がわからない。怪我をさせられないので安全を優先してしまう。 

・病院というだけで連携等しにくい。 

・入院中は、退院までのプログラムはこなせるが退院後は楽な方に行ってしまい ADL は低下してしまう。 

・デイケアでも時間等、短くクオリティーが下がってしまうので困る。 

・利用時間の長いデイケア等は利用してもらえない事もある。 

・家に帰るまで回復期病院でどこまでやってもらえるか、連携をとっていくかが課題。 

・病院に聞きにいく事が難しく、サマリー等で判断しないといけないので大変。 

・施設に入所してしまうと用具等、準備ができない事もあり、介護保険でレンタル等できない事も多い。 

・リハビリとの連携をとり、老健でのスキルアップもしたい。 

・急性期から回復期への連絡をとる事こともない。急性期は何をやっているのかわからない事も多い。 

・リハビリへの壁をとっていければと良いと…。 

・病院リハから訪問リハにかわると考え方が違ったりする事もある。 

退院時に必要なものが退院後使用する事がなくなると訪問リハから怒られる事も多い。 

・リハビリを相談できる窓口があれば安心して聞く事ができる。 

 

４グループ 

CM：医療機関によって対応が違う。 

デイサービスでやることを続けたいのに、君津中央病院やさつき台病院はリハサマリーをすぐくれる

けど、他の病院はくれない（いいように思っていない）⇒お金にならないから？どうして？ 

めんどうくさいから？情報網がない⇒ 実際に見に行くのが良い！！でしょ⇒時間調整できるよ。 

・リハはいったいどんな勉強してきたの？⇒リハの差をなくした方が良いでしょう！！ 

生活期：さつき台病院は家の情報を知って書いてくれる（ｻﾏﾘｰ）ので良いが、文面だけではわかりづらい。 

➢患者様の情報を的確に伝えられればお互い良いと思うのに…。 

＊どのように伝えるかを考えた方が良い。 

「リハ」といったすばらしい商品があるのに生かしきれてない。 

事例）パーキンソン病で方向転換困難な方が北海道に行った事例。 

⇒動画でまとめてくれて分かりやすかった。サマリーの代用になるでしょ。特定の人しか見れないよ

うにしてクラウドにあげた（個人情報としては良いのか？）。 

デイサービスの職員は、CM から情報がくる。 

 

＊どの事業所がどんなことに力を入れてやっているのか知らない。知っていればそこに相談や連絡ができる。 

➢知れる機会が必要。マップ作り？？ 

５グループ 
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＊医療福祉間の風通し＊ 

◎訪問介護：PT と会わない。 

全介助で端坐位はとれるが、どの程度まで介助していいのか？ 

⇒安全確保のため全部やってしまう。おむつ交換時、どのくらいの ROM があるのか？ 

今まで入院していたわけでなく、在宅生活で介助が一杯一杯で、訪問介護が介入した場合… 

これでいいのかと思いながら、DVD を見たり、元々介護者が行っていた方法… 

PT は入っているが… 情報がない。 

CMが中心となるが、あまりCMも間をつないでくれない方も… CMによって温度差がある。 

 

◎PT：聞いてほしい。 

利用者にとってよいことをすることが大事。 

入院中に介護方法を教わってくるが、自宅退院後、家族がいいよと言われると、歩かせることなど

もしなくなってしまう。 

外来リハ（受診）に同行し、出向いていく。介護に必要な部分を聞くことも必要。 

ヘルパーとして何か出来るものがあればしてあげたい。 

 

・大動脈瘤の人、マッサージをしてほしいと → どこまでやっていいのかわからない。 

・生活期は、連絡があればリハスタッフが行くこと可。 

PT：デイサービス・介護スタッフの困っていることを知りたい。 

 

◎医療・福祉：情報が生活期まで下りてこない。さつき台病院からは来ている。 

内容（リハ的）がリハスタッフでない人では、わからないと思われる。 

⇒介助量 → どこを介助するのかなど、詳しい記載だとわかりやすい。 

チェック式が増えている。簡易的になっている。 

・病院に直接連絡して、バイタルがどの程度でやっていたのか？聞いてみないとわからない。 

 

＊結果：思い切って聞いてみよう！！ 

 

６グループ 

・デイケア・デイサービスでのリハビリ。要支援の方のリハビリ etc。 

・医療側としての意見（歩けるようになるのか。歩くリハビリをした方がいいのか etc）が欲しい。 

＊定期的な連携がない。 

・そもそも連携がない。 

・あまり連携についてはない。 

・介助方法を PT・OT に聞くことはある。高次脳機能についても指導がある。 

・書類がないことがある（CM で止まることがある）→ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽでどうリハをしたらいいのか分からない。 

・自宅で家族がどうリハをすればよいのか分からない。ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽでやるだけでねていることもある。 

・在宅でのリハ内容に疑問があることがある（マッサージしているだけ） 

・クリニックから CM や生活期に連絡することはあまりない。 

お互い

遠慮 
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・サマリーの書き方、用紙に問題がある（専門的で分からない）。 

＊すべての障害に連携パスのようなものがあるといい。 

・共通言語がない（どこまで落とし込んで話すか）→生活期の人たちにも知ってもらいたい。 

⇒書類のやり取りだけでは難しい。連絡を取り合えるといいかな。 

・医師との連携も形になっていない → 周りが動いて率先していくといいのではないか。 

・プロがどういった視点・テクニックで携っているのかを知りたい。 

・ケアやリハが、本人が本当に望んでいることなのだろうかと思う。 

・リハビリは苦しいものという他職種の思い込み？がある。 

・医療側から手を差しのべてほしい。 

・生活する中でのリハビリはやっているが、それ以上はできない。 

・病気に対しての知識が少ない。 

・回復期から生活期において、“本人のニーズ”ややる気、しっかり伝達し家族を教育していく。 

 

＊生活期では、生活の中で楽しくリハビリを取り入れたい。そこを急性期・回復期と連携したい。 

＊顔を合わせて話し合うことが必要。 

＊現状の問題を話し合う。 

＊生活期の人たちの質の向上 Base up 

 

８グループ 

①CM：在宅でのリハ指導を現実的なものにして欲しい。 

②CM：退院時、考えている目標と生活期での目標（必要なものに差が出てくる） 

③NS：生活期→回復期への情報のバックがない 

④CM：リハやりたいけど、家族と本人の食い違いがあって、リハをやりたいけどできない 

⑤PT：病院でできていたリハが自宅ではなできない。 

→できない理由を深くして、CM・家族などのチームで声掛けが必要。リハの為のリハではいけない。 

⑥CM：リハが必要であるのに、在宅に帰ってきて寝たきりや生活に困っているパターンが多くあるように

感じる。 

⑦他職種が話し合う場が少ない。今回のような機会が多くして知り合いを多く作りたい。 

⑧ﾍﾙﾊﾟｰ：「これをこうすればいいのに」と思うことはあるけど、「こわい」「これでいいのかな？」という気

持ちがあり、なかなか言いにくい ⇒ CM にまず、相談するのが良いか。 

⑨気軽にリハに相談できない。 

⑩病院によって、CM に対しての対応の仕方が違う。 

→サマリー・カンファレンスについても、「急性期」「回復期」「生活期」、院内でも「リハスタッフ」によっ

て違う。 

 

９グループ 

・急性期の敷居が高く、低く出来るよう取り組んでいる。 

・リハがうまく行われている。認知症の関わりも進んでいる。リハが途切れなくなっている。 
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在宅の人もどんどん病院の人に聞いても良いのでは？ 

・さつき台病院ができる前の急性期→在宅の時と何か変化はあるのか？ 

⇒今までは、「これ以上よくならない」と言われていた。リハの意識づけが大事だと思う。 

在宅だとどんどん意識が薄れてしまう。 

・リハに対する意識が在宅に帰って薄れているのは確か。 

「散歩が怖い」「近所の子供が危なくて怖い」「動かす必要性はわかっているけど、なかなかうまくいかない」 

マヒが軽く済んだ方は、できることが多いけど、家族が心配している。 

・デイでは、動ける方が多い。リハの情報は浸透しない事も多い。 

・デイは、やっぱり動ける方と、自分の意思をはっきり伝える事ができている。 

家族・ケアマネからの情報が中々おりてこない。 

・急性期・回復期からの情報はどこまで届いているのか…？ 

よくあるのは、相談院で止まってしまう事が多いのでは？ 

・専門職がいれば評価ができるが、デイサービスでは看護師が行っている。 

・看護サマリーの方がよく読むかも… 

・正直… 退院した患者の話を、病院の人に聞きづらい。 

・電話でもいいからどんどん聞いてほしい。 

・実際の在宅では、徘徊の経路を把握して先回りしている。 

・デイ・訪問と病院との連携。 

・退院後の担当者会議へ、リハが参加できるとありがたい！！ 

10 グループ 

・退院後のリハビリの相談ができる。   料金・デイサービスの経費 

・デイサービスに行った際のリハビリ。 

・訪問リハビリ… スマイル・パープルなど 

利用したい。 

・君津中央病院の場合…外来リハは、送迎がない。 

１人でこれる。 

 

＜伝えて欲しい事＞ 

・退院後のリハビリ 

・退院後の環境設定を一緒に考えて欲しい。 

・CM 病院に足を運ぶ 

 

 

自宅に帰ってからのフォロー 

・リハに対する期待度 

・情報共有のツールが欲し 

 

 

11 グループ 

①地域の資源を知る 

・どこにどんな資源があるのか分からない 

⇒情報共有 

・地域のリハビリがどんな物があるのか 

分からない。 

 

②連携に必須の情報 

・退院後のリハビリ 

・退院後の環境設定 

・顔の見える関係 

地域ごとの差もある（往診） 

地域のニーズがとても多い 
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包括：退院後、リハ意欲がおちてしまう… デイもリハに特化したところ少ない。 

＊①本人の意欲の継続。 相談する。資源・環境。 

 ↳ 連携 （リハケア） 

一度生活期に戻ると次の手段がない。 

急性期：急性期（リスク管理）でのリハのゴールが回復期のおかげで早まった。 

その後、退院したあとどうなったのか？ 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ：ショートステイ（リハがないので）で寝たきりの人がいて、固まってしまう。 

ADL 落としたくない。 

包括・CM：脊柱＋認知症の方の、訪問リハの指示をもらいたい。 

↳ Dr は訪問リハの内容がわかっていない。Dr の問題。 

デイサービス管理：介護保険の枠で、週３回利用しても・・・ 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ：デイ＋訪看、連携の難しさ、リハケア外来 CM＋家族は話を聞く。 

Pt：Pt モチベーション↓。筋力低下。ジムで運動。家庭でやれるような運動… 限界もある。 

 

＊②設備：マッチしたところに、十分にサービスがない。 

新しい施設：もっとお金がかからずリハできる場所があると良い。 

 

12 グループ 

包括：退院時カンファレンスに呼ばれるといいけど。なんと自宅後のリハの導入がうまくいかない。 

本人・家族が必要性を感じていない。 

特養：症状が起きてからの対応が遅くなる。変化がみつけにくい。１人いるけど対応困難。 

CM：さつき台病院で状態を確認しながら在宅に結びつ行けられる。 

外泊で退院前に評価してサービス計画できる。 金銭面・メンタル的に受け入れられない事がある。 

さつき台とは OK。 さつき台以外は、連携が取れているか？ 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ：その人の状態に合わせて歩いたり、体操している。 

リハビリカードがあり、実施したらサインをする。看護師が多い。医療依存度が高い。 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ：訪問看護・訪問リハが入れない。 リハは、分院に通院。通院で疲れる。月２回が限度。 

リハの指導は受けられない。リスクがあり、家族に説明している。 

包括：神経難病の方に訪問リハを導入しようとしたが断念。 

主治医と訪問リハの事業所がちがう。リハを優先すると主治医の変更が必要になる。 

在宅環境でリハを行いたい。 自立支援をしていくのは、対面していない環境で維持できるか 

在宅になってから若い人は気分のムラが多いので維持が大変。 

回復期：在宅に向けて役割作り、家族の協力を促すがうまくいかないこともある。 

＊報告書は、文章だけでなく図や現場で伝える。ケアマネ→デイスタッフに伝えやすい。 

デイでどのくらい動かしていいのか分からない。後付けで気軽。 

13 グループ 

・リハビリの内容を口頭で伝えるのは難しい⇒ 担当者会議で一同に会して共有すると良い 

リハの現場に行き専門職の説明を聞き実際に見る 
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・デイに PT・OT 来てくれた？⇒ やっていいのか？疑問もあったが本人の意欲を生かしたいとの思い。 

・病院の指示で来た⇒ 加算は？自宅へ訪問であればあるがデイだとないと思う。 

＝特殊なケースではないか？通常病院のセラピストが退院後の生活の様子を見ることはない。 

もし見に行き、在宅（介護）で受けているリハの様子を見たり情報交換できるシステムがあれば良いが 

・病院は、指示したことだけやればいいというスタンスだったが、竹内先生は「言って欲しい」「聞いて欲

しい」と言ってくれる。医療への質問、要望を言える。 

・本人の意欲・具体的目標、スタッフの意欲・医療からのバックアップ ⇒ 成功 

・左に意識が向く（左半側空間無視）ケースで、あえて右から声掛けする理由？ 

⇒刺激を与える。右を向かせるため自分が右が見えてないことに気付いてもらう。 

・専門のセラピストの指導を受けたデイスタッフがリハを行うことのリスク。責任が誰が負うのか 

→解決はしていないが、予め危険性・注意点について指導を受けることで危険を防いでいる。 

・リハとリスクは背中合わせ。リスクについての説明と同意（経口摂取の訓練＝誤嚥性肺炎のリスク） 

【まとめ】Dr のリーダーシップにより、リハ専門職と在宅介護のスタッフとの連携を阻んでいた。 

垣根がとり外された＝恵まれた環境による効果的なリハの実現。 

退院後へ、バトンタッチ（終わりではない）するのではなく、関わるスタッフみんなが一丸となって、

情報共有・協力できる体制が必要。 

薬剤による能力低下・回復の遅れが出る場合がある。薬剤師に相談を…チーム作りができないか？ 

医療機関ごとの差がある。＊病院へ遠慮なく連絡を入れて垣根を外し連携につなげていく必要あり。 

14 グループ 

デイ：課題 本人の意欲低下・拒否が強いのでリハに参加してもらえない。 

工夫→ 他の利用者に声掛けをしてもらっている。 

CM：本人主体。CM の思い。 

・PT・OT が近くにいるので情報をもらえる。 

・家族と本人の意向が合致していないケース。 

・退院後、日が経ってしまうと病院の時のように維持ができない。病院では専門職がいるが…。 

・家で簡単にできるリハビリを教えてもらうが、なかなかできない。 

保険者：介護予防。２次予防。 

入院→ 在宅へ戻った時、中断、回数が減ってしまう。モチベーション。通所事業が切れてしまう。 

課題 本人・家族・支援者側の思いのすりあわせ ⇒ ＊重度化する前に！！ 

PT：外来 ちょっとしたことで転んでしまう。慢性的な痛みをどうしたらとっていけるのか？ 

上手くいく人→ リハビリ以外でも運動している。 情報があれば支援しながら紹介できると思う。 

退院後、状況を確認すると運動していない。家族・CM と退院前から相談していたが、本人だけだとや

らない。  ＊訪問リハを受けていればいいが“レベルでない人”“デイに行かない人”をどうするか？ 

課題 その人（個々）にあったことを提供していくには？ 情報提供 

福祉用具：リハに行って「歩きたい」意欲が強い。近くのスーパーに歩行器で行ってますとの言葉 

気持ちを変えていく。モチベーションを上げるのが難しい。 

課題 どうやって進めれば意欲の向上につながるのか？ 

病院介護：行先がはっきりしている方、家族の受け入れ、リハビリに意欲がわかない。 

リハの Dr がくればやるが… いないと、その場しのぎ 
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課題  院内のリハから、在宅にどうつなげるか？どう継続しているか？ 

CM がどういう連携をとっているのか？ 

やらされた感 ・目標が明確になっていると頑張れる。 

・自分たちのモチベーションもあげたい。 

・達成できる目標。 

PT：リハケア外来、退院後も本人・家族・CM 等で場をもった。 

どんなところ？地域がら？家の中が見えない。生活期に、どういったものが必要？ 

デイに行く人、拒否。クリニックとの連携が少ない。方向性の幅が広がるのでは？ 

今回の症例では、スタッフ・家族のモチベーション、やりがいがあると連携がスムーズになるのかも… 

連携自体が乏しい。退院時に情報提供。フォロー。 

デイ：食事前の歌の体操の拒否。気持ちよく参加してもらうには？ 

理解度が高いからこと行わない人が多い → 目標。低い目標。 

したいけれど意欲が折られてしまうと意欲を失う（危ないから歩いてはいけない）。 

動ける人を抑制してしまうのはどうか？ 

【まとめ】①情報共有：病院と CM・サービス事業、本人と家族に対しての情報共有。 

介護予防、状態に限らず自ら介護予防に努めていく。色んな情報を提供していく。 

②本人の意欲：支援者側のモチベーションをあげる。成功体験を重ねていく。 

・本人が達成したいという目標、支援者側ではなく、どうしたら本人側にできるか 

・目標をあきらめず、生活期になったら目標が変わる。 

多職種の話を聞いて、内容をまとめる。 

15 グループ 

・さつき台病院のリハだけは特別連携をとってくれる。他には望めない。 

・CM は医療連携室を通してなので直接 PT と関わることができない。 

・ケアマネが退院後の施設を決める。 

・使っているデイサービスがどこまでやってくれるか。 

・デイ職員：スタッフによってリハビリの必要性の意識が違う。リハビリの専門家がいないので正しくやれ

ているか迷う。 

・どこまで良くなっているか進捗状況がわからない。 

・退院後からリハビリメニューが変わらず維持できれば良いのか？ 

向上させるにはメニューの質も上げていかないといけないのではないか？見直しが必要かと思う。 

・リハ加算をつけるためにリハビリ会議をしているが有効な内容になっていない。 

・介護保険だけでなく。医療保険のマッサージ・柔道整腹師 etc 活用してほしい。 

・病院でリハをやってくれてレベルが上がっても退院後の受け皿がない（家族の介護力） 

・目先のリハも大事だが先のことも含めて、目標立てしていくことが大事。 

本人のモチベーションを上げる努力をしていきたい。 

・生活に直結した目標：例）孫の結婚式は車いすではなく歩いて参加したい。妻と直売所に行ける。 

・リハの内容を楽しく：北島三郎すきなら歌いながら足踏み 

＊本人のやる気を出すためには、関わるスタッフも楽しく。 

OT：料理・選択などの家事。視野狭窄等の改善。 


