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地域医療の相互理解 
• 社会資源を有効に活用するためには、お互いの役割
を理解が必要。 

• 相手を知る。 
• そのためには自分をよく知ってもらうことが大切。 
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上手に歩け
るようになり

ますように。 
つま先を上げ
てつまづかな
いように。 

膝を伸ばして
歩幅を広く。 

筋力をつけて安
定した歩行へ。 



リハビリテーションの定義 
世界保健機関（WHO）1981年  

リハビリテーションは、能力低下やその状態を改善
し、障害者の社会的統合を達成するためのあらゆ
る手段を含んでいる。  

リハビリテーションは障害者が環境に適応するた
めの訓練を行うばかりでなく、障害者の社会的統
合を促す全体として環境や社会に手を加えること
も目的とする。  

そして、障害者自身・家族・そして彼らの住んでい
る地域社会が、リハビリテーションに関するサービ
スの計画と実行に関わり合わなければならない。 
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IC-IDH国際障害分類（ＷＨＯ 1980） 
International Classification of Impairment, Disability and Handcap 

機能障害 
Impairment 

心身機能・身体構造 
Body functions  

& Body structures 

ICF 国際生活機能分類（WHO 2001） 
International Classification of Functioning, Disability and Health 
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能力障害 
Disability 

社会的不利 
Handicap 

健康状態 
Health condition 

活動 
Activity 

参加 
Participation 

環境因子 
Environmental factors 

個人因子 
Personal factors 

背景要因 

機能障害 活動制限 参加制約 

疾病・変調・傷害・妊娠・ストレスなど 

環境悪化 

参加制約 活動制限 

疾病・変調・傷害・妊娠・ストレスなど 

機能障害 

環境悪化 
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疾病および関連保健問題の 

国際統計分類（国際疾病分類）
（ICD:International Statistical 

Classification of    Diseases and 

Related Health Problems, tenth） 

国際生活機能分類 

（ICF） 

・プライマリーケアに対
する国際統計分類
（ICPC） 
 

・外因に対する国際分
類（ICECI） 
 

・解剖、治療の見地から
見た化学物質分類シス
テム（ATC）/一日使用薬
剤容量（DDD） 
 

・障害者のためのテクニ
カルエイドの分類
（ISO9999） 
 

・看護の分類（ICNP） 

・国際疾病分類腫瘍学
第3版 

（ICD-O-3） 
 

・ICD－10精神及び行
動障害の分類 

 

・国際疾病分類歯科学
及び口腔科学への適用
第3版 

（ICD-DA） 
 

・国際疾病分類-神経疾
患への適用 

（ICD-10-NA） 
 

・国際生活機能分類－
小児青年版 

（ICF-CY） 

中心分類 派生分類 関連分類 

I医療行為の分類 

（ICHI） 
（作成中） 

世界保健機関国際分類ファミリー概念図 
World Health Organization 

 Family of International Classification(WHO-FIC) 



リハビリテーションの種類 
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医学的リハビリテーション： 

理学療法・作業療法・言語聴覚療法等により身体機能等の回復を目指すリ
ハビリテーション 

教育的リハビリテーション： 

就学前教育・義務教育・高等教育等により能力の向上を目指すリハビリ
テーション 

職業的リハビリテーション： 
職業訓練・職業適応等により職業能力の向上を目指すリハビリテーション 

社会的リハビリテーション: 

自らの人生を主体的に生きていくための社会生活力を高めることを目指す
リハビリテーション 



理学療法（Physical Therapy） 

 麻痺や筋力、関節の運動、痛みなど、人間の体の物理的機能の回復を促す
療法 

 起き上がりや立ち上がりなどの起居動作訓練 

 座位・立位バランス訓練 

 歩行など下肢機能の回復 

 呼吸機能訓練および喀痰吸引 

 痛みに対し電気・温熱などの物理療法を実施 
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作業療法（Occupational Therapy） 

 人が普段行う「行為」の回復を促す療法 
（例えば食事を行おうとするときは、その物の認知、行為の手順、手の正確な操作、精神
的な動機などが関与する。） 

 上肢機能や精神機能の回復を担当 
 移動、食事、排泄、入浴等の日常生活活動に関するＡＤＬ訓練 
 食事訓練を実施する際などの喀痰等の吸引 
 家事、外出等のＩＡＤＬ訓練 
 作業耐久性の向上、作業手順の習得、就労環境への適応等の職業関連活動の訓練 
 福祉用具の使用等に関する訓練 
 退院後の住環境への適応訓練 
 発達障害や高次脳機能障害等に対するリハビリテーション 
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対応する神経細胞が違う 

サケ  酒  

言語聴覚療法 
Speech and Language Therapy 

 コミュニケーション機能（「話す」「聴く」「読む」「書く」）の回復を促す療法  

 高次脳機能障害（失語、失認、失行、記憶障害、注意障害、遂行機能障
害、社会的行動障害など）のリハビリテーション 

 摂食・嚥下障害のリハビリテーション 
 喀痰吸引 

さけ  sake  
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IADL手段的日常生活活動 APDL日常生活関連活動 ASL社会生活行為訓練・指導 

心身機能・身体構造 
Body functions  

& Body structures 

健康状態 
Health condition 

活動 
Activity 

参加 
Participation 

環境因子 
Environmental 

factors 

個人因子 
Personal factors 



環境整備 
福祉用具・住宅改修 
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心身機能・身体構造 
Body functions  

& Body structures 

健康状態 
Health condition 

活動 
Activity 

参加 
Participation 

環境因子 
Environmental 

factors 

個人因子 
Personal factors 



コミュニケーション機器 

• パソコン 

• 携帯電話 

• スマートフォン 

• タブレットPC 
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心身機能・身体構造 
Body functions  

& Body structures 

健康状態 
Health condition 

活動 
Activity 

参加 
Participation 

環境因子 
Environmental 

factors 

個人因子 
Personal factors 



いくつわかりますか？ 
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身体障害者標識 聴覚障害者標識 
盲人のための 

国際シンボルマーク 
耳マーク 

ほじょ犬マーク オストメイトマーク ハートプラスマーク 

いくつわかりましたか？ 

障害者のための 

国際シンボルマーク 


