
在宅における
小児のリハビリ

ーソフィアメディセミナーー

スマイル訪問看護ステーション

理学療法士 直井寿徳



リハビリじゃない！

脳性まひをはじめとする、先天性の疾患に対
するリハ職が行なっている行為はリハビリ
テーションではありません。

リハビリの「Re]は再びー「habilis」適した、の
意味なので「再び」ではないので練習といって
います。



スマイル訪問看護ステーションの紹介

• ２０００年１２月、小児の訪問を主に行うことを目的
に会社設立。

•訪問域 東京都：足立区全域、近隣地区
•手段 車、バイク、自転車、公共機関
•スタッフ 看護師６名、PT２＋３名、OT３＋２名

相談員１名、保育士１名、所長１名、社長１名

その子とその家族が楽に楽しく過ごせるように
お手伝いができるといいと考えています。



訪問範囲
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小児の訪問は

子育て支援である。



ヘルパーさんと看護師で
暑けりゃプールに入ります。

呼吸器使用で何かがあった
時には看護師が対応します。



お母さんとヘルパーさんで

気切をしててもうつ伏せをとっちゃいます。



練習ではなくて日常生活の一部へ
訪問では必ずお母さんに一緒に遊んでもらいます。

一緒に座ったり、一緒に本を読んだり、一緒にまま
ごとしたり。

お着替えの時にも練習の要素が入るように助言し
やってもらいます。

抱っこしようとする時にも練習の要素を取り入れ、
やってもらいます。

私の思う理想は「こんにちはと訪問したら、お母さん
と何して遊んでるの？ちょっと見せて、上手だね、今
度はこうしてみようか、それではさようなら」



ちょっとした工夫をしていますが、
どこでしょう？



お風呂の入り方
基本的にはお家の方が行なっているやり方を踏襲します。

が、

効率の悪いやり方であれば提案をしていきます。

いきなりの変更はだめです。

また、成長に合わせて入浴補助具の導入は不可欠です。

シャワーチェアなど

福祉との連携は必須となります。しかし訪問入浴が入ると
ヘルパーさんの人数が減らされるなど制度も知っておきま
しょう。

相談支援員さんと仲良くなりましょう。



お風呂の入り方
身体を洗う際に部位を言ってあげましょう。

触ることで感覚され部位も覚えられます。

介助しながら自分で洗う機会を作ってください。

それが運動療法になります。

温まっているときにおもちゃ等で遊びたいですね。

浮力と水深を使っても運動療法になります。ただ遊ぶ時間
にもなります。ひらがなや数字を覚える時間にもなります。



着替えの時に

別紙



現代っ子なのでWiiします。
普通に遊ぶ、普通に暮らすです。



さて、これは何をしてるでしょう？

正解は



子ども達は

みんなわかっています。

みんな伝えています。



脳性まひ 痙直型四肢まひ ３３歳
特別支援学校卒業後 医療型の通所施
設に週４日通っている。ストレッ
チャー型の車いすを使用。
家では大型のクッションマットに仰向
けでいる。
左凹の強度な側弯、顔面は強く左後ろ
を向いてしまう。
経鼻栄養、酸素投与されている。
評価：左体幹を縮めて安心する肢位を
作ろうとしてしまう。
方針：もう少し楽に家で過ごせない
か。
練習：ハンドリングで楽な姿勢を見つ
けることから始めた。
あるがままの姿勢（SNP）をとり
左の体幹凹部を支えるとやや落ち着
き、座位練習もできた。

第42回日本重心学会
２０１６．９



症例２

あるがままの姿勢（SNP）を保
持できるダーメンコルセットハ
イブリッドプラスを作製した。

強く左体幹を縮める必要が無く
なったためリラックスし笑顔と
なった。
母も簡単に座位をとらせること
が出来るようになった。四肢も
だらんとし頭部も右への回旋が
可能となった。コルセットを外
しても左体幹を縮めることなく
楽に過ごせるようになり当初の
目標はクリアした。

第42回日本重心学会
２０１６．９



楽に過ごせることを母が実
感し、次には手を使って楽
しい時間を過ごさせたいと
の要望が出た。
コルセットを通所で使える
ようになったら訪問は一時
終了とする。

母が具体的な目標を持ちそれに
対して家族、ヘルパーと一緒に
一つ一つ積み上げてきた。当初
の目標をクリアすると次の目標
へと変化している。

第42回日本重心学会
２０１６．９



利用者さんからの
具体的な目標 必要なハンドリング

クリアしたため
新たな具体的な目標

顔見知りの連携

ハンドリングを基に
した毎日のケア

ハンドリングを基に
したコルセット

新たな具体的な目標



利用者の現況ー年齢別ー

２００７

列1 未就学

小学生

中学生

高校生

卒後

６０歳以上

２０１４．１１

列1

Ｎ＝１５４ ｎ＝２１９



訪問リハの実際
－１－

心がけていること

•特別な時間ではなく、生活の中で効率の良
い動きや楽な姿勢を取り入れていくこと

•明るく楽しく

•療育という観点

•家のルールを知ること



療育とは・・高木憲次 人と業績より

• 「療育とは、現代の科学を総動
員して不自由な肢体を出来る
だけ克服し、それによって幸に
も恢復したら『肢体の復活能
力』そのものを（残存能力では
ない）出来る丈け有効に活用さ
せ、以て自活の途の立つように
する」「不自由の軽減、克服を
目的として医学的治療を主とし
て加えるかたわら、教育・生活
指導・更生（訓練）指導をほどこ
し、職能を授与するとともに、職
業指導を含めた社会的指導に
至る迄の一貫した治療体系の
実施と、そのための施設、ス
タッフの拡充をはかる。」

心身障害児総合医療療育センター
療育の碑



訪問リハの実際
－２ー

リハ内容

•家族が簡単にポジショニングできることが大
切。
•施設での治療を家の中でどう活用できるか
•キャリ－オーバー
•手をかけないでいられること
•家の中での福祉機器の使い方
•福祉機器の調整を家族ができるように
•家にあるおもちゃで家族との遊びの提案



訪問と施設でのリハの違い

•施設での利点

・ものが豊富にある。

（本人にあったサイズ
のものを練習のために
用意できる。）

（装具など試すことが
容易に出来る。）

・いざというときのマン
パワーを確保しやす
い。

•訪問の利点

・実際の生活を見るこ
とが出来る。

（家の中での様子。地
域の特性。住環境な
ど）

・実際の場面でのアド
バイスが出来る。

・飾らない態度



場面での役割の違い
•医療での練習とは

子ども自身の運動や姿勢を変えること。（質）

•学校、通園での対応は

毎日の関わりで積み重ねていくこと。（量）

•家での練習とは

どうやったら生活がしやすくなるか実践すること。
（実践）

スマイルでは「子どもと家族が楽に楽しく生活できる
ようにサポートする」を大事にしています。



以前の講義での質問から

幼児さん 気切、呼吸器使用 お風呂のため訪問

２階建て 居住空間は２階 お風呂は１階

お母さんが１Fでお風呂の用意をしている間に看護
師が服を脱がす。

質問内容：服を脱がせる際に泣くのだがどうしたら
良いか？



訪問の一場面

特別支援学校６年生 訪問級 気管切開 呼吸器使用 経
鼻栄養 超重症児 瞬きもできない 介護用ベッドにて仰向
け、側臥位をとる

不動による股屈曲、膝伸展の可動域制限を防ぐ。

→数を数えるのが好きなので口を動かすよう促しながら行
う。

胸郭の柔軟性の確保。

→最近はうつ伏せをしながら。

が、意外と抱っこをするだけでほわーと力が抜けた。

→医療ではなく子育て、子どもとの付き合い方



抱っこ

•子ども達が抱っこされる回数は健常であっても障
害があっても生涯抱っこ数はそんなに変わらない
かもしれませんが、小さいときに抱っこされる回数
は重度ほど少なくなっているかもしれません。

•小さいときの抱っこほど親子関係や特に子どもに
とって

大切なことだと感じます。

私たちが関わってていても医療が必要な子どもである。



ケースを通して

診断名：二分脊椎

２４才 週５通所

身体状況：気管切開、胃瘻

夜間呼吸器使用、酸素

不完全まひ

MMT；上肢2レベル、下肢
左2‐右0

四肢痙性あり。

右凹の強い側弯あり。

右凹の側弯部に褥瘡



ケースを通して：いのちをまもる

•右凹の側弯が強く褥瘡
が悪化。

SNPを意識して

介護用ベッドの頭と足を
逆にして膝部分のギャッ
ジを使って右体幹の側
屈部分を広げる。



Shape as Natural Posture

• その子のあるがままの姿勢

•各姿勢において過度な修正をしない中間位をとる
姿勢



ケースを通して：いのちをまもる

•右凹の側弯が強く褥瘡が悪化。

ポジショニングを設定。



ケースを通して：いきいきとくらす

通所に通うためにベッド
上のポジショニングを再
現した。

通所職員とも確認し生活
の広がりを見せた。



ケースを通して：いきいきとくらす

• ストレッチャーから車いすへ

褥瘡が良くなってきたため座位練習開始した。



ケースを通して：えがおをつくる



ケースを通して：えがおをつくる

•ストレッチャーから車
いすへ

お母さんにも日頃から
の対応が必要なことを
伝える。

実際に家でできる、お
母さんができることを
確認できる。



ケースを通して：えがおをつくる

•ストレッチャーから
車いすへ

一人で座る。



ケースを通して：くらしをささえる
•ストレッチャーから車いすへ

座位ポジションが決まったた
め
SNPを意識したDHPの作製を
進めた。
現在はコルセットをつけてのる
車いすの作製中。
車いすが出来たらどこに行こ
う。
何をしようとお母さんは考え
中。



ケースを通して：くらしをささえる

• ストレッチャーから車いすへ

コルセット着用で一人で座れ
るようになりました。



側弯児の座位

•顔を正面に向かせて座らせよう
とする。

•片坐骨に荷重される。

•不安定になる。

•不快になる。

•短縮側をより短縮する。

•側弯の増強。



側弯児の座位時のSNP

•骨盤を真っ直ぐに座らせる。
•両坐骨に荷重される。

•支持面が広くなり安定する。

•不快になる。

•短縮側をより短縮する。

•側弯の増強。



側弯児の座位時のSNP

•骨盤を真っ直ぐに座らせる。
•両坐骨に荷重される。

•支持面が広くなり安定する。

• リラックスする。

•短縮側をより短縮する。

•側弯の増強。



側弯児の座位時のSNP

•骨盤を真っ直ぐに座らせる。
•両坐骨に荷重される。

•支持面が広くなり安定する。

• リラックスする。

•短縮側を適当な量サポートする。

•側弯の増強。



側弯児の座位時のSNP

•骨盤を真っ直ぐに座らせる。
•両坐骨に荷重される。

•支持面が広くなり安定する。

• リラックスする。

•短縮側を適当な量サポートする。

•余計な力が入らない。→側弯の維持。

→側弯修正への動き



SNPを意識したコルセット＝
ダーメンコルセットハイブリッドplus（DHP）

•以前発表された、半硬性コル
セット（DH）に側弯に合わせた
クッション材を入れた。



▪地域を支えてきたのは福祉の力→生活を支えている力

▪ずかずかと新参者が入り込んでもその子とその家族が
ハッピーにはなれない。

▪医療者が地域で活躍するためには医療を振りかざすこ
とではない！

▪家が病院または訓練室になってはいけない！

▪訪問者も家族もそれをわかってなくてはいけない。

▪小児のリハについて考えていること



▪早期介入、早期治療は子どものためには必要なことで
あると思います。

▪しかし医師からの指示でリハが始まり、医療者の方針
で進むことが多いと感じます。

▪ともすると親は置いてきぼりになってしまい依存的に
なっていきます。

▪そうなると必要なことを選択できなくなり、リハを
やっていることで安心してしまいます。

▪そうした終了できない患者さんを作り、そうしたセラ
ピストになっていないでしょうか？



▪その子とその家族の生活がイメージできるような対応
をすべての医療者が出来るように教育する必要がある
と考えています。

▪具体的には



本人 家族

乳児期 安心できる居場所があり（安定し
た生活リズム、落ち着いた環境
等）、

愛情を受けて育っていかれるよう
に配慮する。

子供の生きる力や可能性に気付き、
育児を通じて親としても育っていく
ように気づかう。

幼児期 全体的な発達援助。
基本的な筋緊張を把握し今後
起こりうる変形などを予測す
る。
必要であればストレッチは励
行する。
楽しい時間を過ごす。遊びの
中にひらがなを取り入れなが
ら実施する。
小学校への準備

子どもへの関わり方を知る。
訓練ではなく遊びや生活の中に
必要な運動を取り入れられるよ
うになる。
必要であればストレッチは母も
実践できるよう指導。

小学生 運動、知的発達の援助。
効率の良い身体の使い方を覚
える。
二次障害への対応。

将来を見据えて日々、関わる。
子どもにとって何が必要かが判
るようになる。



本人 家族

中学生 運動、知的発達の援助。
出来るADLの確立。

将来を見据え、必要なことを
実践できる。

高校生 運動、知的発達の確実性。
社会に向けての活動性を向
上する。

社会の中で子ども、家族が自
立していく。

青年期 生活ペースを作り、健康を
維持する。

その子とその家族が「楽に楽
しく」過ごせる。そのために
必要なことを選択できる。

壮年期 健康維持を考える。 社会資源を上手に使う。



宣伝・・・



スタッフ募集中

 一緒に子ども達の笑顔を見つけませんか？

 理学療法士・看護士・言語聴覚士 急募

 連絡先 ０３－５８３８－２８２５

http://www.smile-st.net



プロの障がい児者モデルを
サポートしています。

小児の訪問の実際を見学したい方、絶賛募集中で
す。

見学料、1日：３000円（見学に答えてくれたケースへモ
デル料としてお渡しします。）

スマイル就職希望の見学は無料です。


