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ニュース
ちばりは

　今回は、皆様に当センターのことを知ってもらう、リハビリ
テーションのことを知ってもらおうと「動いて実感！感じて納
得！リハビリテーション」と題して、これまでの公開講座と趣
向を変え、体験型の公開講座としたところ、大変ご好評をいた
だきました。
　当日の模様は、千葉テレビのニュースでご紹介いただいたほ
か、翌日の朝日新聞でも取り上げていただきました。
　多くのご参加をいただき本当にありがとうございました。

講演「リハビリテーション概論
　　　およびセンター概要について」

【第１２回】

千葉リハビリテーションセンター公開講座を開催

リハビリ食を食べてみよう！
（嚥下障害を中心に食形態のご紹介、試食）

コミュニケーションツールを
体験しよう！

（コミュニケーションツールのご紹介、体験）

介護体験をしよう！
（患者体験、更衣体験、おむつ交換体験）

車いすを体験しよう！
（車椅子の駆動体験や訓練士による実演）

体験・実演の様子をご紹介

（平成２４年７月２１日）

千葉県千葉リハビリテーションセンターの理念と基本方針 

  

「 誰 も が 街 で 暮 ら す た め に 」 
Everybody will be in own town 

－私たちは障害児・者の自立と社会参加に向けて良質な医療と福祉を提供します－ 

 

○ 利用者の意思と個性を尊重し、専門職の協働による包括的リハビリテーションを実践します。 

○ 日々の研鑽により自らの人間性と専門性の向上を図り、安全で質の高いサービスを約束します。

○ 地域の各機関との連携を図り支援し、また研究・開発や専門職育成に努めます。 
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チーバくんも参加しての開会式

　当日は、各種展示コーナーを
設け、当センターのご紹介をさ
せていただいたり、センター見
学ツアーとして「運転シミュ
レーター」「三次元動作解析装
置」「理学療法・作業療法の訓
練室」「福祉用具展示室」な
ど、普段一般の方々にはご覧い
ただけない当センター内を見
学・体験していただきました。
　

介助犬の紹介

福祉用具展示室の見学 三次元動作解析装置の見学

運転シミュレーターの体験 理学療法室・作業療法室の見学

人工関節センターの展示紹介

補装具製作施設の展示紹介

　更生園や高次脳機能障害支援センターでは、喫茶
店の出店や園芸療法で育てた苗の販売などを行いま
した。

センター公開講座

来年も
趣向を凝らした体験型の
公開講座を企画中です。
是非、お越しください！
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センター夏祭り

「24時間テレビ３５　愛は地球を救う」のドラマスペシャル

「車椅子で僕は空を飛ぶ」の撮影に全面協力

　人気グループ「嵐」の二宮和也さんと女優の上戸彩さんが共演
した日本テレビ系「24時間テレビ３５　愛は地球を救う」のドラ
マスペシャル「車椅子で僕は空を飛ぶ」が8月25日に放映されま
した。
　センターは、ロケ地としてセンター１F運動訓練室等を提供した
り、車椅子生活の演技指導などにも全面的に協力させていただき
ました。
　放映に先だって、8月19日にセンター大ホールにおいて二宮さ
んと上戸さん出席のもと完成披露試写会が行われ、撮影にたずさ
わったセンター利用者・職員との交流も行われました。

　第22回センター夏祭りが8月24日に開催され、夏のひとときを楽しくすごしました。
　今年は「緑区吹奏楽団」の皆様や「千葉ちゅらはま三線倶楽部」の皆様のご協力によ
り、素敵な演奏や舞踊をご披露いただきました。会場においでの方々も美しい音色や優美
な舞をゆったりと楽しんでおいでになったようです。そして、太鼓や盆踊り、お神輿、カ
ラオケ大会などでは利用者の皆様と職員が一体となって盛り上がり、恒例の仮装大会では
「アンパンマンとゆかいな仲間達」（２BCのアイドルチーム）が優勝しました。
　ご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました。
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車のご利用
・千葉東金道路　大宮インターから約１０分
・京葉道路　松ヶ丘インターから約２５分

電車・路線バスのご利用
・ＪＲ千葉駅東口から千葉中央バス
　のりば２「千葉リハビリセンター」行
　約４０分
・ＪＲ外房線鎌取駅北口から千葉中央バス
　のりば２「千葉リハビリセンター」行
　約９分

（センター⇔ＪＲ鎌取駅　循環運行）

①センター送迎バス発着場所について
　 鎌取駅発・・・鎌取駅北口ロータリー付近
　  （専用のバス停はございません）
　 センター発・・センター正面玄関前
②車椅子ご利用の乗車定員について
　 中型バス（黄色）・・・・２名
　 マイクロバス（水色）・・３名
③日曜・休日は運休となります。
④道路混雑等により遅延する場合があります。

無料送迎バスのご案内

センター案内図
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テーマ「ふれあおう！回復期の仲間たち２０１２」
日時：平成24年9月8日（土） 9：00～17：00
場所：ホテルプラザ菜の花
【開催状況】
(1)各職種部会での発表
  医師、看護職、介護職、理学療法士、作業療法士、言語聴
覚士、医療ソーシャルワーカー、事務職ごとの部会での実践
発表等と活発なディスカッションが行われました。
(2)特別講演
  「地域包括ケアシステムの中で回復期リハが期待されるこ
と」
　齋藤正身 先生（医療法人真正会　霞が関南病院　理事
長）
(3)シンポジウム
  「カンファレンス（連携と質を高めるためには？）」

　全体の参加人数： 430名

テーマ「脊髄損傷者の生活を豊かに」
日時：平成２４年１１月３日（土・祝日）
　　　１３：１５～１５：４５
場所：千葉県千葉リハビリテーションセンター
　　　　２階大ホール
講演１
　脊髄損傷者の社会復帰後の健康管理について
　田中宏太佳先生
　（中部ろうさい病院　第二リハビリテーション科部長）
講演２
　車椅子クッションの自己管理について
　田中康之・川上貴弘・北郷仁彦
　（千葉リハビリテーションセンター
                               理学療法士）

第１０回脊髄損傷リハビリテーション講習会 千葉県回復期リハビリテーション連携の会全県大会

ご報告開催予定

<  当センターが当番病院として開催しました。

たくさんの参加をいただき本当
に
ありがとうございました

ぜひご参加ください！！

JR鎌取駅北口発 千葉リハビリテーションセンター行き

時 平日 土曜日

８ １０ ３０ ５０ ３０ ５０

９ １０ ３０ ５０ １０ ３０

１０ １０ ３０ ５０ ２０ ４０

１１ １０ ３０ ５０ ００ ２０

１２ １０ ３０ ５０

１３ １０ ３０ ５０

１４ １０ ３０ ５０

１５ １０ ３０ ５０

１６ １０ ３０ ５０

１７ １０ ４０

千葉リハビリテーションセンター発 JR鎌取駅北口行き

時 平日 土曜日

８ ０３ ２３ ４３ ２３ ４３

９ ０３ ２３ ４３ ０３ ２３

１０ ０３ ２３ ４３ １３ ３３ ５３

１１ ０３ ２３ ４３ １３

１２ ０３ ２３ ４３

１３ ０３ ２３ ４３

１４ ０３ ２３ ４３

１５ ０３ ２３ ４３

１６ ０３ ２３ ４３

１７ ０３ ３３

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

　

千葉リハビリテーションセンター理学療法士
田中 康之　 川上 貴弘　北郷 仁彦

◆問い合わせ・申し込み先◆
 〒266‐0005

千葉県千葉市緑区誉田町1丁目45番2

 千葉県千葉リハビリテーションセンター
　 地域連携部　地域支援室

 ℡043-291-1831　FAX043-291-1847

この講習会は(一社)日本損害保険協会の助成を受けて実施しています。

中部ろうさい病院　第二リハビリテーション科 部長

田中 宏太佳　先生

１４：４５～１５：４５

車椅子クッションの
自己管理について

13:15～15:45

１３：１５～１４：１５

脊髄損傷者の
社会復帰後の健康管理について

独立行政法人労働者健康福祉機構

第10回 脊髄損傷リハビリテーション講習会

平成２４年11月3日　㈯
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至千葉 ＪＲ 外房線

大網街道

大網街道
至大網

千葉外房有料道路至Ｒ１２６ 至茂原

千葉県千葉
リハビリテーション

センター

千葉県立
千葉聾学校

袖ヶ浦
カンツリークラブ

千葉県
こども病院

国立病院機構
下総精神医療
センター

ＪＲ 鎌取駅

北口

日時

受付
企業展示開始

会場：千葉リハビリテーションセンター　大ホール

１講演

主催：千葉県千葉リハビリテーションセンター　　助成：（一社）日本損害保険協会

２講演

参加費
無料

講演


