
 

 

 

 

光風台病院リハビリテーション科 

 

実 習 の手 引 き 

オリエンテーションガイド 

(平成 29 年度改訂版) 

〒851-2215 長崎県長崎市鳴
なる

見
み

台２丁目 45-20 

TEL 095-850-0001 FAX 095-850-1010 

http://www.kfdh.org/ 

E-MAIL：koufudaireha@kfdh.org 

 

 

目次 

1. アクセス 

（1）自家用車の場合 

（2）公共交通機関利用の場合 

2. 病院概要沿革 

（1）沿革 

（2）リハビリテーション科 

3. 実習の流れ 

4. 提出物について 

（1）個人情報に関する契約書について 

（2）デイリーノート 

（3）レポート 

① ケースレポート 

② 経過記録 

③ 課題レポート 

5. 実習開始に際しての確認事項 

更衣室、実習時間、昼食、持参するもの、実習初日の心得 

＜留意事項＞ 

＜備考＞ 

 



-- 1 

1. アクセス 

（1）自家用車の場合 

・長崎自動車道⇒長崎多良見 IC⇒長崎バイパス⇒川平有料道路⇒井手園交差点⇒ 

新長崎漁港（三重・畝刈）方面⇒鳴鼓トンネル⇒光風台団地北側より入る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ 病院駐車場利用について 

・乗用車の乗り入れは、当院指定書類（任意保険・自賠責保険の写し）提出の上、 

個人の責任において認める 

・必ず指定された位置に駐車すること 

・二輪車についても同様 

・自転車の乗り入れは禁止する 

 

 

（2）公共交通機関利用の場合  

 JR 長崎駅より、長崎バス 約 45 分 

   １番系統 ・樫山
かしやま

行  

   １番系統 ・豊
ほう

洋台
ようだい

行 

   １番系統 ・光風台経由 桜の里ﾀｰﾐﾅﾙ行 

  「鳴
なる

見
み

台口」または「光風台」下車 徒歩 5 分 

 ◆長崎バス 095-826-1112 http://www.nagasaki-bus.co.jp/ 

  

 

マザリーホーム 
光風台 
 

鳴見台小 

光風台バス停 

鳴鼓トンネル 

ダンクユー 

● 

病院本館 

←学生駐車位置 

←ロータリー 
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２. 病院概要 

 (1) 沿革                                 

平成 4年 医療法人恵会創設  

平成 14年 通所リハビリセンター、 居宅介護支援事業所開設 

   平成 25 年 サービス付き高齢者向け住宅「マザリーホーム光風台」開設 

<概要> 

理事長   中里和子 

院 長   中富昌夫 

診療科目  内科・内視鏡（外科）・整形外科・皮膚科・泌尿器科 

リハビリテーション科・小児科（発達外来）・放射線科・歯科 

病床数   １５０床(一般病棟４６・療養病棟５０・障害者病棟５４) 

   

(2) リハビリテーション科 

  ●対象疾患および患者層：中枢神経疾患、脊椎および四肢の変性疾患が主、7 割は 70 歳以上 

   脳血管リハⅠ、運動器リハⅠ、呼吸器リハⅠ、集団コミュニケーション療法 

 

●リハビリテーション科定数 

 理学療法士：9 名      リハビリ助手：4 名 

 作業療法士：10 名      事務員：1 名 

 言語聴覚士：7 名             

 

●各部署の特長 

入 
 

院 

2 階 
亜急性期に対応、身体・精神機能レベルを可及的迅速に向上させるための評価及び

訓練を行う。 

3 階 
療養病棟としての位置づけであり、リハビリテーションの強化を目的として心身機

能、能力維持・改善を目指し、在宅復帰(施設入所)の支援を行う。 

4 階 
障害者病棟として、特定疾患・脳血管疾患等へのアプローチを実施し、在宅復帰と

充実した院内生活を目標に援助を行う。 

外 

来 

外来 整形外科疾患における術後のフォローアップや慢性疼痛の緩和を主目的とする。 

訪問 在宅生活における生活の質の向上を主目的とする。 

通所 円滑な在宅生活を確立するために、ADL 向上に特化したプログラムを提供する。 

小
児
発
達
外
来 

外来 

幼児～高校生までを対象に、専門的手技や遊びを取り入れながら療育・治療、家族

指導などを行う。また、他療育機関との連携や学校、幼稚園、保育園などへ訪問し、

対象児の生活により密接した療育を行う。 

発達外来では小児科医の指示のもと、専従セラピストによる検査測定を行い、療育

へとつなげていく。 

助手 入院・外来患者様の物理療法並びに訓練補助、介護保険事務等を行う。 

事務 
外来受付、診療報酬関係書類作成、カルテ管理、スタッフスケジュール管理 

内外線電話対応、消耗品管理、メッセンジャー業務等を行う。 

総轄 
運営管理、院内各部署との円滑な連携維持、スタッフ業務管理ならびにサポート、

外部との折衝等を行う。 
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３. 実習の流れ (例)  

  1W 2W 3W 4W 5W 6W 7W 8W 

見学実習 見学・体験               

評価実習Ⅰ 検査測定・プレ症例発表           

評価実習Ⅱ 症例評価・関連他部門研修・プレ症例発表     

長期実習Ⅰ 初期評価 訓練経過・関連他部門研修 最終評価 症例発表 

長期実習Ⅱ 初期評価 訓練経過・関連他部門研修 最終評価 症例発表 総括 

※クリニカルクラークシップ形式の実習においては適宜指示する。 

 

 

４. 提出物について 

(1)  個人情報に関する誓約書について 

・学校が指定する書式がある場合はそれに従い、特別に指定がない場合は当院が用意する書式に 

同意のもと署名・捺印を行なうこと。 

 

(2) デイリーノート 

・A4 キャンパスノートに筆記する。 

・実習ならびに自己学習内容を記載し、翌朝 CV 宛提出。 

 

(3) レポート 

① ケースレポート 

 ・レポートの形式に関しては、各部門の指導担当者の指示に従う。 

 

② 経過記録 

 ・SOAP形式での記載とする。 

・立案した計画に挙げた訓練に対し、その日実施したものを個別に記載する。  

 

③ 課題レポート 

  ※SV・CVが必要と判断した状況下で適宜出題する。 

・自己の研鑽が目的である。提出枚数は特に指定しない。 

・表紙を付けること。 

・参考文献を用いた場合は、以下の方式で記載すること。 

[著者・筆者]:[書名・タイトル]、[出版社・雑誌名]、[版数・巻数]、[ページ範囲]、[発行年] 
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５. 実習開始に際しての確認事項 

   

(1) 更衣室  

・男性は、リハビリテーション科男性スタッフ更衣室内ロッカーを貸与する 

・女性も同じく、リハビリテーション科女性スタッフ更衣室内のロッカーを貸与。ロッカーの鍵

ならびに更衣室の出入口のタッチパネル錠の取り扱いについては、実習初日、SV 他、女性担

当者から説明を受けること 

   

(2) 実習時間 

平日 9:00~17:30。実習開始・終了時刻は SV の指示に従うこと。 

     (8:55 に朝礼、17:20 に終礼を実施。基本的に参加すること) 

土曜 9:00~12:15。学生は SV から特別な指示（小児リハ見学・レポートチェックが主）がな

い限り休みとする。 

  

 (3) 昼食 

・持参もしくは弁当を外注（学生は 9:00 までに注文書に記入すること） 

※院内売店においてもパン等の軽食が購入可能 

  

 (4) 持参するもの 

    実習着、実習靴、名札、A4 キャンパスノート、A4 コピー用紙、A4 クリアホルダー、 

    メモ帳、筆記用具、印鑑、訂正印、その他評価器具等学校から指定されたもの。 

※冬～春季は、黒・紺など派手にならない程度のジャージ、カーディガン等、上着の着用を 

認める。（外出を伴う研修を実施。この時期は実習用として持参することが望ましい） 

 

(5) 実習初日の心得 

・当日のみ、スーツ着用のこと。以降は、学生らしく医療人として良識に照らした服装・髪型で

通学すること 

・当日 8:30 までには、リハビリテーション科受付前（新館）に到着しておくこと 

・当日朝の段階で、ある程度今後の昼食の形態を決定しておくこと 

・指定の提出書類については当日回収するので、必ず持参すること 

・当日、部長が宿舎名称・住所・部屋番号および緊急連絡先の確認と交換を実施するので、メモ

にひかえて持参すること（CV においては電話番号のみ交換） 

・実習の詳細については、当日オリエンテーションを実施する。質問等があれば事前に準備して

おくこと 
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＜留意事項＞ 

① 時間内・時間外に係らず、事故等の緊急時、自身の体調不良時には事由を明確にし、速やかに

SV に連絡・報告すること。 

② １～２日間のリハビリ室内での見学後、各病棟に配置する。SV・CV のみでなくスタッフとも

積極的にコミュニケーションを取るよう心がけること。 

③ リハビリテーション科勉強会・院内勉強会などは SV・CV の許可の下、積極的に参加すること。 

④ 期間中に、関連他部門（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・介護保険関連職種等）による

研修・レクチャーを実施することがある。 

⑤ リハビリ室内の清掃は終礼後に実施。整理整頓は努めて行うこと。 

⑥ 実習終了前に、実習感想文（180 字程度）を提出すること。 

（院内外広報誌向けに使用することがあるので SV の指示に従うこと） 

 

＜備考＞ 

言語聴覚療法学生へ向けて 

言語聴覚療法における評価・臨床実習について 

 1．評価実習 

     標準失語症検査または標準ディサースリア検査 

 2．臨床実習 

・必ず実施する検査 

標準失語症検査、標準ディサースリア検査、遠城寺式乳幼児発達検査 

・上記以外に当院が有する検査器具 

       改訂版長谷川式簡易知能評価スケール、構音検査、WAIS-Ⅲ、レーヴン色彩マトリックス 

検査、コース立方体組み合わせテスト、BIT 行動性無視検査、新版 K式発達検査、WISC-IV、 

LC スケール、LCSA、PEP-Ⅲ、嚥下造影検査 

   ※上記検査について評価・分析方法を学習しておくこと 

※尚、スクリーニング検査は自作したものを初日に持参してくること 

 

 

臨床実習総轄責任者 

白川 和彦 

    

理学療法士 SV  白川 和彦 

作業療法士 SV   松富 啓晃 

言語聴覚士 SV   岡 眞由美 

 

 

 

 

 

 

上記不在時連絡担当 

 

部長   白川 和彦 

主任   山中 淳一 

本田 友美 

副主任   岡 眞由美 
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番号 ランク 名称 住所 備考

① ○ レオパレス滑石Ⅰ 長崎県長崎市滑石１－２８－３　 スーパーあり。通学路にコンビニあり。
② ○ レオパレス滑石２１ 長崎県長崎市滑石１－３０－１３ スーパーあり。通学路にコンビニあり。
③ ● レオパレスＩ　Ｋ　Ｉ　２ 長崎県長崎市滑石３－３８－１７ 極めて急坂、暗い。女性には不向き。
④ ○ レオパレス道ノ尾Ⅲ 長崎県西彼杵郡長与町高田郷５９－８ 駅周辺、平地。スーパーあり。
⑤ ● レオパレス道ノ尾Ⅱ 長崎県西彼杵郡長与町高田郷２９１－３ 交通の便かなり悪い。
⑥ ○ レオパレスＴＡＭＡＫＩⅣ 長崎県長崎市多以良町２１６０－６４ バス停近い。平地。郊外。
⑦ ● レオパレスソワ　メゾン長崎 長崎県長崎市京泊２－９－６３ 交通の便、悪い。

○：範囲内　　　　　●：難あり

光風台病院周辺宿舎（レオパレス２１）に関する情報

①

②

④

③

⑥

⑤

⑦

滑石（なめし）

道ノ尾（みちのお）

赤迫（あかさこ）

畝刈（あぜかり）

多以良（たいら）

高田郷（こうだごう）

京泊（きょうどまり）

西北（にしきた）

柳谷（やなぎだに）

住吉（すみよし）

長与町（ながよちょう）

西彼杵郡（にしそのぎぐん）


