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　新型コロナウイルス感染症が世界に拡大し、2年以上が経過しました。その間にウイルスは次々
に変異し、現在日本では変異型のオミクロン型が主流となっております。感染状況も第1波、第2
波、第3波、…第7波と感染者が増加していく中で、様々な治療薬やワクチンが開発されましたが、ウ
イルスの終息の目途はまだ立っておりません。しかし一方で、人類は決してとどまることなく、これま
での経験を活かしながら「withコロナ」の新たな時代へと進みつつあります。IoTの普及によりオン
ラインによる会議や研修会で、どこからでも場所を選ばずに参加できる、新しい形のつながりがで
きました。皆様におかれましても、感染防止を考慮した新しい生活様式や、新しいスタイルの働き
方が当たり前になってきているのではないでしょうか。3年前、大人数で行っていた歓迎会や忘年
会が、どこか懐かしく感じられます。一日でも早くコロナウイルスが終息し、対面で人と人とがつな
がる社会に戻れることを切に願っております。

　さて、今回の巻頭言は理学療法士である私が担当することになりましたので、リハビリテーショ
ンの話題について少しだけ触れていきたいと思います。

　私が新人だったころ脳卒中の理学療法といえば、「ファシリテーションテクニックを駆使して患者
の麻痺を良くする」という考えが当たり前でした。私自身も当たり前のように○○法と呼ばれる手技
（主義？) を学ぶために、研修会に参加しては効果があると信じて、患者さんとのリハビリで○○
法を実施していました。あの頃は「自分が麻痺を良くしたんだ」という勘違いと自己満足の世界に
陥っており、患者のQOL(生活の質)やADL(日常生活動作)にはほとんど目を向けていなかったこと
を思い出します。しかし、2009年頃より理学療法の世界にEBPT(Evidence-based Physical 
Therapy：根拠に基づく理学療法)という言葉が広がり、エビデンスのある理学療法が求められ、ま
た同時にアウトカムが求められるようになりました。2016年には回復期リハ病棟の施設基準にも
FIMの実績指数によるアウトカム評価が導入され、「早く良くして、地域(家)に帰す。」という機能が
求められています。

　このような時代の変化に乗り遅れないように、当院では2018年10月からウェルウォーク
WW-1000(以下WW)を導入しました。WWはトヨタ自動車と藤田医科大学が共同開発したリハビ

リテーションを支援するロボットです。脳卒中などで麻痺した下肢をアシストしつつ、正面のモニ
ターで自分の歩く姿や歩行距離、荷重量などさまざまな情報を映し出すことができます。従来のリ
ハビリで行ってきた脳卒中患者の歩行練習は熟練の技術と経験が必要であり、限られたセラピスト
しか実施できなかったのが現状でした。しかし現在はWWによる多様なアシスト機能を利用するこ
とで、若手のセラピストでも安全でとても効率のよい歩行練習が実施できるようになりました。結
果的にWWによって比較的早期に安全なリハビリが実施できたことで、WW導入前と導入後のリハ
ビリの効果を検証すると、WW導入後の方がADL(日常生活動作)の改善が大きく、在宅復帰率も向
上したという結果になりました。当院にはその他に自動車運転再開を支援する、HONDAドライビン
グシミュレーターを導入しております。ドライビングシミュレーターで運転能力を評価し、当院敷地
内での実車訓練や自動車学校との連携を通じて、社会復帰に向けた支援を実施しております。

　当院リハビリテーションはエビデンスに基づいた医療をベースに、より最先端のリハビリテーショ
ンを導入し、地域に貢献できるリハビリテーションを目指しております。今後とも当院リハビリテー
ションをよろしくお願い申し上げます。

リハビリテーション部部長
兼 経営戦略室室長 川上  剛

巻頭言

地域に貢献できる
リハビリテーションを
目指して
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ホームページをリニューアルしましたホームページをリニューアルしましたホームページをリニューアルしました

　当院は、患者様とそのご家族ならびに関係者の方々に向けて当院がヘルスケア病院として、医
療・リハビリ・在宅医療・在宅サービスの連携で患者様を支えていることを広く知っていただくた
めに令和４年２月よりホームページをリニューアルしました。

令和４年２月より

ホームページのトップに出てくる「すべての人に明るい未来を」は春風会の
基本理念にもある隣人を愛する心を基本に、患者様やご家族をはじめ関係者や当

院で働く全職員に明るい未来を提供したい願いが込められています。

関連施設一覧のページでは
法人別、施設別で構成され、
地域の皆様に当グループの
医療と介護のネットワークを
分かりやすくご紹介しています。

看 護 部看 護 部

リハビリテーション部リハビリテーション部

　看護部のページでは、看護単位や教育体制の
紹介などをご覧いただけます。また看護職員採
用やリクルートの部分では若い世代を中心に業
務改革、企業体質を改革しており「働いている
人の満足度が上がれば、患者様の満足度もあが
る」という考え方を基に、田上記念病院は変化
し続けていることがご覧いただけると思いま
す。

　リハビリテーション部のページでは、「ウェルウォークWW-2000」
をはじめとしてさまざまな先端的リハビリテーションのご紹介を動画
を交えて行っています。

すべての人に明るい未来を
～The future that is bright for all people～

医療法人 春風会田上記念病院
https://tagamikinen-hp.jp/
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さらなるサービス向上を
目指して
「ウェルウォークWW-1000」から
「ウェルウォークWW-2000」へ！！

報告｜リハビリテーション部

　医療法人春風会 田上記念病院では、2018年10
月からトヨタ自動車と藤田医科大学が共同開発し
た脳卒中などによる下肢麻痺のリハビリテーション
支援を目的としたロボット「ウェルウォークWW-
1000」を導入しておりましたが、2022年2月より
「ウェルウォークWW-2000」に変更されていると
お聞きしております。
　今回、リハビリテーション部 田中 精一科長にお
話を伺いました。

まず、「ウェルウォーク」とはどのようなロボットなの
でしょうか
－－－ウェルウォークは主に脳血管疾患での下肢麻痺
などによる歩行障害に対するリハビリテーション支
援ロボットです。従来のリハビリでは下肢に装具を
装着し、平行棒や杖などを支持物として歩行練習を
行っていました。ウェルウォークの大きな特徴は下
肢に「ロボット脚」を装着し、患者様はトレッドミルの
中を前面に設置したモニターを見ながら歩行練習
を行います。セラピストは患者様の身体機能に合わ
せてタッチパネルモニターを操作してロボットのア
シストの程度や歩行速度、患者様へのフィードバッ
ク方法などを設定します。転倒防止のためのハーネ
スや支持物となる手すりも設置されているため、従

来のリハビリよりも転倒のリスクが少なく安全かつ
効率的なリハビリテーションを提供することが可能
です。

「ウェルウォークWW-1000」と「ウェルウォーク 
WW-2000」の違いを教えてください。
－－－「ウェルウォークWW-2000」に追加された主な
機能としては、①歩行分析・ガイド機能、②ゲーム機
能、③歩行中のデータの蓄積及び活用があります。
①3Dセンサにより歩行分析し、異常歩行の発生を
リアルタイムに検知します。症状の解決方法を複数
提示し、より適切な練習を提供できるようなサポー
ト機能を備えています。②姿勢ゲームと東海道五十
三次ウォークの2種類が搭載されました。これはロ
ボット練習だけでなくトレッドミル練習時にも使用
可能であるため、多くの患者様のモチベーション向
上、歩行練習量増加に繋げられる機能となっていま
す。③患者様毎に詳細な歩行練習結果、ロボット設
定の記録がデータ管理され、リハビリスタッフはそ
のデータを利用し練習の過程と結果を確認する事
が出来ます。

「ウェルウォークWW-2000」を使用するには、資格
が必要と聞いているのですが本当でしょうか

－－－導入時にウェルウォークリーダー研修を受講す
る必要があり、当院では私含めて3名が受講しまし
た。導入後についてはリーダーの指導や確認の元、
患者様を担当している理学療法士が使用していま
す。当院ではほぼ全ての理学療法士が使用可能で
す。

「ウェルウォークWW-2000」はどのような患者様
に対して用いるのでしょうか
－－－脳梗塞、脳出血などの脳血管疾患による運動麻
痺のある患者様や、頭部外傷や重度の脳血管障害
により意識障害のある患者様にも2名体制でウェル
ウォークを使用しています。また、整形外科疾患や
廃用症候群の患者様に対してはトレッドミル練習と
して使用しています。

「ウェルウォークWW-2000」を用いるとどのくら
い改善されていますでしょうか
－－－先行研究によりますと、ウェルウォークを使用す
ると歩行自立までの期間が従来の運動療法よりも
短くなるという点が明らかとなっています。また私
見ですがウェルウォークで歩行量が増加すること
で、歩行以外のADL動作への影響や患者様の意欲
が向上するなどの効果もあると感じています。

現在までに「ウェルウォークWW-1000・WW-
2000」を使用して何名の患者様にリハビリを支援
されてきましたでしょうか？
－－－これまでに50名ほどの患者様にウェルウォーク
でのリハビリを実施しています。ウェルウォークに限
らずですが、一番は安全にリハビリが提供できるこ
とが大事だと思っています。そういった意味ではこ
れまでウェルウォーク実施中の転倒、機器の故障に
よる患者様への事故事例は発生していません。患
者様の安全を第一に考えることは、これからも継続
していきたいと思います。

今後、「ウェルウォークWW-2000」を使用した田上
記念病院の将来像を教えてください
－－－リニューアルした当院のホームページには「す
べての人に明るい未来を」というメッセージが表示
されています。リハビリにおいては、病気や障害を
抱えている患者様がリハビリの対象者となります。
そのような患者様と明るい未来を目指して、決して
楽ではないリハビリを患者様と一緒にデザインして
いくのが我々リハビリテーション専門職です。ウェ
ルウォークを通じて歩行できる喜び、活動できる喜
びを患者様と一緒に、全ての病院職員と共感出来る
病院となれたら最高だと思います。

田中 精一
リハビリテーション部科長

【資格】理学療法士
脳卒中認定理学療法士
3学会合同呼吸療法認定士

【趣味】子供と遊ぶこと。猫の世話。 
【好きな言葉】一期一会

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
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　令和3年10月より当院では、長期間、直接面会が出来ずにいる患者様
とご家族の不安や心配を少しでもやわらげ、安心して療養生活を送って
いただくことを目的としてリモート面会を開始しました。ご利用条件等
は病院ホームページをご確認ください。

リモート面会をしています

　2021年12月13日（月）から2021年12月18日（土）にかけてベストスマイル賞を開催いたしまし
た。
　ベストスマイル賞とは、職員同士の投票により、患者様・ご家族様、職員に対して笑顔で気持ちよ
く接している、患者様への対応も手本になる方を選出し、表彰する制度です。2021年は5名の方が
選出され表彰されました。
　今回、表彰された職員以外にもたくさんの職員が投票されていました。
　病気になることで患者様の気持ちも暗くなりがちですが、入院生活を明るく過ごしていただきた
いと職員も明るく元気に頑張っていきます。

ベストスマイル賞開催！！

地域連携加算に係る
医療安全病院間相互チェックを
受審いたしました

■リモート面会の曜日と時間帯
月曜日･水曜日･金曜日 (祝日を除く)
　15：00～16：00の間で最大10分間のご予約を行って
　下さい。
■予約受付電話番号
　099-282-0051 
■電話予約受付時間
　月～金 9：00～17：00（土日祝日除く）
■担当
　針山・上野

リモート面会予約案内

報告

　昨年10月と12月に当院の連携病院である鹿児島市立病院さんと鹿児島医療センターさん
より、医療安全病院間相互チェックを受審いたしました。

　相互評価を実施することにより、双方の医療機関における医療安全推進と医療の質の向上を目的に実施
しております。

1：インシデント報告件数は病床数の約5倍が望ましいと言われているが、約1000件/年の報告件数(当院
の病床数は199床）となっており、報告の文化が醸成されていることが読み取れる。看護部以外の職種
の報告件数も増加しており、活動の成果が現れている

2：訪問時、全てのスタッフが笑顔で挨拶されており、接遇に対する教育がしっかりなされていると感じ
た。 

1：患者さまの薬剤アレルギーを回避するために、処方オーダー時、アレルギーに気づくシステムを構築し
てはどうか。        

2：トイレで患者さまが鍵をかけた際に、外からすぐに開けることは可能か。また、その方法を職員は認識
しているか。        

1：患者さまの薬剤アレルギーを回避するために、処方オーダー時、アレルギーに気づくシステムを現在、
構築中です。

2.患者さまが使用する全てのトイレで、患者さまが鍵をかけた際に、外からすぐに開ける方法を、病院全
職員が理解し実践することができます。

　今回ご指導いただいた内容を病院全体で一丸となり、
　改善活動を取り組んでおります。
　一つずつ、丁寧に、確実に安全環境を整備して
　おります。

医療安全相互チェックとは

内田 ももさん

池村 彩野さん

坂口 真理さん

中村 恵子さん

山田 由香さん
　　　　　　　（順不同）

2021年ベストスマイル賞 受賞者

【評価いただいた内容】

【指導いただいた内容】（一部を抜粋）

【指導いただいた内容の改善活動】（一部を抜粋）
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介護老人保健施設
ナーシングホーム田上苑
〒890-0032
鹿児島市西陵6丁目21-18
TEL：099-283-0120
○介護老人保健施設（老人保健施設）
○短期入所療養介護（ショートステイ）
○通所リハビリテーション（デイケア）

〒890-0033 鹿児島市西別府町1799番地
TEL：099-282-0051  FAX：099-282-6600
地域連携室  TEL：0120-83-0051  院長：中村浩一郎
メールアドレス　info@shunpukai.com

内科，循環器内科，消化器内科，脳神経内科，血液内科，
アレルギー・膠原病内科，心療内科，泌尿器科，
リハビリテーション科，歯科

介護付有料老人ホーム
クレセール天保山
〒890-0056
鹿児島市下荒田2丁目39-1
TEL：099-806-0033

介護支援事業  はるかぜ
〒890-0056 鹿児島市下荒田2丁目39-1
TEL：099-812-4305

グループホーム（認知症対応型共同生活介護／介護予防）
はるかぜグループ

（
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特
養
）

特別養護老人ホーム  やすらぎの里（社会福祉法人松恵会）
〒899-5543 鹿児島県姶良市下名2992
TEL：0995-65-1641

特別養護老人ホーム  松恵園（社会福祉法人松恵会）
〒890-0033 鹿児島市西別府町1920
TEL：099-282-7520

医療法人 春風会

田上記念病院

診療科目
●お車でのご来院　鹿児島ICより松元方面へ約5分
　　　　　　　　　鹿児島中央駅より約15分
●バスでのご来院　鹿児島中央駅からご利用の場合：
　　　　　　　　　南国交通バス／鹿児島中央駅東口18番乗り場
　　　　　　　　　【池田高校前】行き、【石谷】行き、【下入佐】行き、
　　　　　　　　　【飯牟礼郵便局】行き、池田高校前バス停下車　徒歩約5分

交通アクセス

午前／9：00～12：30　午後／2：00～5：30
診療時間

アウトモービレルッソアウトモービレルッソ池田小学校池田小学校

池田高校池田高校

池田高校前バス停留所池田高校前バス停留所

鹿児島県道鹿児島東市来線鹿児島県道鹿児島東市来線

鹿児島市方面▶鹿児島市方面▶

◀伊集院・東市来方面◀伊集院・東市来方面
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医療法人春風会
田上記念病院

特別養護老人ホーム
松恵園
特別養護老人ホーム
松恵園

松恵園居宅介護支援事務所松恵園居宅介護支援事務所

西別府町西別府町

回復期リハ病棟診療統計データ（2022年1月～2022年6月）
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退院先割合

疾患別退院患者割合

脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血の
シャント術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多
発性神経炎、腕神経叢損傷等の発症または手術
後、義肢装着訓練を要する状態（高次脳機能障害
を伴った重度の脳血管障害、重度の頸髄損傷、頭
部外傷を含む多部位外傷の発症又は手術後）

大腿骨、骨盤、脊髄、股関節又は膝関節、2肢以上
の多発骨折

外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症
候群

大腿骨、骨盤、脊髄、股関節又は膝関節の神経、筋
又は靱帯損傷

在宅（GH・
特養含む）
73.1％

42.3％

11.5％

46.2％

急性期への転院
15.4％

療養型病棟
1.9％

死亡退院
9.6％

※死亡・急性期への転院を除く在宅復帰率…94.8％

回復期リハビリテーション病棟 退院患者データ

回復期リハビリテーション病棟実績

入院時FIM（平均）

退院時FIM（平均）

FIM利得（平均）

実績指数

在院日数

在宅復帰率

48.9 59.5

当院 全国

79.4 83.9

30.5 24.4

47.6 52.9

97.2 83.1

脳血管系

50.0 71.4

当院 全国

86.3 96.7

36.4 25.3

42.1 43.6

75.3 55.0

整形外科系

58.4

当院 全国

79.3

20.9

39.4

55.8

廃用症候群

50.5 65.3

当院 全国

84.2 89.8

33.7 24.5

42.7 45.2

81.2 67.3

94.8 79.0

全体

全国データは回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査報告書を引用(一般社団法人回復期リハビリテーション病
棟協会2022年2月3日発行)
※実績指数：回復期リハビリテーション病棟における直近の実績指数（平成28年3月4日保医発0304第3号）別添1第 1章第2部第3節A308（12）イに示す方法で算出

※FIM（機能的自立度評価表）：実際に行っている日常生活動作の能力を評価したものです。全18項目を介護量に応じて完全自
立～全介助までの7段階で評価します。点数が高いほど自立度が高くなります。
※FIM利得：日常生活動作能力の改善値を示しています。（退院時FIMー入院時FIM＝FIM利得）

60.3

88.3

28.0

33.4

62.0

　全国平均

　2022.1月～2022.6月

79.165.646.224.091.0

93.790.744.336.585.9

67.0

49.4

在宅復帰率在院日数実績指数FIM利得退院時FIM入院時FIM
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