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１ 調査概要 

 

 

１.１ 調査目的 

 

 (1) 背景 

地域包括ケアシステムの構築を進めるにあたり，国はリハビリテーション職と地方

自治体等の連携により、介護予防・日常生活支援総合事業（地域リハビリテーション

活動支援事業等）を通じて、地域リハビリテーションを推進している。 

こうしたリハビリテーション職のニーズ拡大、養成校の増加に伴い、リハビリテー

ション職は年々増加しているが、その多くは都市部のリハビリテーション病棟を有す

る医療機関に集中しており、リハ職の地域偏在が課題となっている。 

一方、人口減少等の影響でリハ職の受け皿となる医療機関数の増加は見込まれない

ことから、リハ職の供給過多の問題も中長期的には潜在している。 

介護分野（通所介護等）においては、要支援・要介護認定者の機能回復や要介護度

の改善に向け、生活機能向上連携加算等を通じてリハ職との連携が必要とされるが、

リハ職を配置している事業所は限定されている。 

国では、国民のQOLの向上や、増大する社会保障費の抑制に向けて、健康日本21の

推進や、介護・フレイル予防対策、国民の健康寿命延伸を図るヘルスケア産業の創出

を図っている。 

こうした動きの中で、北海道内の一部の医療機関や民間事業者（団体）では、リハ

職の専門性を生かしながら、地域リハビリテーションを保険外サービスにより対応

（対応検討）する動きがみられる。 

 

(2) 目的 

本調査研究は、地域のリハビリテーション職の専門性を活かし、地域のヘルスケア

関連事業者などと連携し、一次・二次予防（介護・フレイル予防）、三次予防（退院

後のリハビリテーション等）など、地域のリハビリテーションやヘルスケアを推進す

る新たな保険外サービス創出を通じた上記の課題解決（リハ職の地域偏在、要介護度

改善効果の追求、リハ職・地域ヘルスケア専門家の新たな活動領域拡大等）に向けた

調査研究を行い、その成果をもとに地域特性に応じたモデル構築を行い、道内各地へ

の横断的展開を促進することを目的とする。 

また、広大・分散型の特性を有する北海道においては、円滑なサービス提供に向け

て、ICTの有効活用も併せて検討する。 

なお、より個別・具体的な調査研究を遂行するため、都市部（札幌市）及び地方部

（オホーツク管内等）をおもな対象地域として社会実装を実施する。 

  

 

１． 調査概要 １ 
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１.２ 調査内容・方法 

 

 (1) 検討委員会の設置 

本調査研究事業を円滑に遂行しかつ効果的なものするため、学識経験者、有識者、

事業者（団体）等から構成される検討委員会を設置し、調査研究の企画・実施にあた

り、ご助言をいただいた。 

 

① 検討委員名簿 

所属・役職 氏名 備考 

北海道理学療法士会 副会長 杉原 俊一 理学療法士 

（委員長） 

北海道作業療法士会 副会長 吉岡 英章 作業療法士 

医療法人財団老蘇会 中村 明子 保健師 

医療法人秀友会介護保険相談センター管理者 藤田 修一 社会福祉士・ 

主任介護支援専門員 

一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団  

総括課長  

佐竹 恵治

   

健康運動指導士 

スポーツデータバン株式会社 取締役 石塚 大輔  

北海道科学大学保健医療学部 

理学療法学科 准教授 

加藤 士雄 理学療法士 

 

② 検討委員会の開催概要 

【第1回検討委員会】 

１．日  時：令和元年９月２日（月）19:00～21:00 

２．場  所：TKPガーデンシティPREMIUM札幌大通 ミーティングルーム６Ａ 

（札幌市中央区南1条西1丁目8番地2） 

３．次  第 

（１）開会 

（２）本研究事業計画について 

（３）意見交換 

◆ リハ職の専門性を活かした高齢者の介護予防の推進に向けた現状と課題 

◆ 今後必要なサービスモデル 

（４）今後のスケジュールについて 

（５）閉会 
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   【第2回検討委員会】 

１．日  時：令和元年12月18日（水）19:00～21:00 

２．場  所：TKPガーデンシティPREMIUM札幌大通 ミーティングルーム７Ａ 

（札幌市中央区南1条西1丁目8番地2） 

３．次  第 

（１）開会 

（２）本調査研究事業の中間調査結果報告（事務局） 

（３）意見交換 

①リハ職との連携強化による虚弱高齢者の介護予防推進モデル（たたき台） 

②リハ職との連携による高齢者の介護予防推進に向けた実施体制の確保に向

けた課題 

（４）今後のスケジュールについて 

（５）閉会 

 

【第３回検討委員会】 

 新型コロナウィルスの影響を鑑み、書面により開催した。おもに今年度の調査結果

を踏まえた次年度の調査研究計画についてご確認・ご意見をいただいた。 

 

(2) 事業の実施 

① 道内自治体を対象とした調査 

道内自治体を対象に、介護・フレイル予防や、地域リハビリテーションの推進に向

けたリハビリテーション職との連携や事業の実施状況・課題、課題解決に向けた関連

保険外サービスの創出ニーズ等を把握した。（アンケート調査・ヒアリング調査） 

 

② 道内リハビリテーション職を対象とした対象とした調査 

道内で医療機関、介護事業所等に所属するリハビリテーション職を対象に、リハビ

リテーション職の過不足状況や、介護・フレイル予防、地域リハビリテーションの推

進に向けたリハビリテーション職の専門性を生かした関連保険外サービスの創出ニー

ズ等を把握した。（アンケート調査・ヒアリング調査） 

 

③ 道内介護事業者等を対象とした調査 

道内の通所介護事業所等を対象に、リハビリテーション職の過不足状況や連携ニー

ズ、介護・フレイル予防や、地域リハビリテーションの推進に向けたリハビリテーシ

ョン職の専門性を生かした関連保険外サービスの創出ニーズ等を把握した。（アンケ

ート調査・ヒアリング調査） 
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④ モデル地域における社会実装 

札幌市やその他地域（オホーツクエリア）を対象に、介護・フレイル予防や三次予

防（リハビリテーション）を目的として、リハビリテーション職と地域のヘルスケア

関連事業者、地方自治体等が連携したサービスを検討し、地域住民を対象に社会実装

を実施した。 

 

⑤ 先進事例ヒアリング等調査 

リハビリテーション職の専門性を生かした保険外サービスを創出・展開している事

業者や専門家を対象に、サービス提供モデルや、地方自治体や医療・介護事業者等と

の連携状況、サービス利用を促進するための取組や課題等を把握するためのヒアリン

グ調査を実施した。 

 

※ 当初予定していた「サービス創出に向けた研修」は、新型コロナウィルスの影

響により開催を中止した（3月23日開催予定） 
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１.３ 調査結果の概要 

 

(1) リハビリテーション職の専門性を活用する上での課題 

① リハビリテーション職の地域偏在 

北海道における理学療法士不在市町は61（34％）、同作業療法士は92（51％）、言

語聴覚士は124（69％）となっており、おもに都市部の医療機関にリハビリテーショ

ン職は集中しており、地域偏在がみられている。 

 

② 通所リハ・訪問リハ事業所の数は限定的 

介護分野においてリハビリテーション職の多くが従事している通所リハビリテーシ

ョン事業所がない道内自治体は115（64%）、同じく訪問リハビリテーション事業所

は87（49％）となっており、①と同様に地域偏在がみられている。 

 

③ 通所介護事業所におけるリハビリテーション職との連携は限定的 

アンケート結果によると、常勤のリハビリテーション職がいる通所介護事業所は1

5.9％に過ぎない。 

平成30年度の報酬改定で、通所介護事業所において外部のリハビリテーション職と

の連携により個別機能訓練計画を作成する「生活機能向上連携加算」が加わったが、

アンケート結果によると、同加算届出事業所数は7.0％に過ぎず、多くは札幌市内事

業所となっている。 

また、同加算の算定における課題、算定予定がない理由としては、「算定要件が厳

しい」（28.7％）、「機能訓練指導員以外の看護職や介護職員、生活相談員等が多忙

で、対応しきれない」（23.9％）が多くなっている。 

 

④ 通所サービスC・訪問サービスCの実施自治体は限定的 

介護予防・日常生活支援総合事業の枠組みで、リハビリテーション職の専門性を活

用する事業として、通所サービスC・訪問サービスCがあるが、アンケート結果によ

ると通所サービスC、訪問サービスCを実施している道内自治体はそれぞれ19％、1

0％となっている。 

リハビリテーション職と連携した事業の実施課題としては、「そもそもリハビリテ

ーション職がいない・少ない」（50.8％）、「庁内のマンパワーが少なく企画・実施

することができない」（31.7％）が多くなっている。 

また、ヒアリング結果によると、自立支援型ケアマネジメントを導入している実施

自治体は3割程度にとどまる。 

 

(2) リハビリテーション職の専門性の活用可能性 

① 高齢者の介護予防に関心があるリハビリテーション職の存在 

アンケート結果によると、道内のリハビリテーション職の９割以上が、「高齢者の
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介護予防」に貢献できるとしており、５割～６割近くが「すでに取り組んでいる」

「条件が合えば積極的に関わりたい」としている。 

 

② 遠隔ICTの活用や多職種連携等に前向きなリハビリテーション職の存在 

アンケート結果によると、遠隔ICTを活用した高齢者の評価や指導や、保険外サー

ビスの提供等について一定程度のリハビリテーション職や自治体が「推進すべき」と

している。 

 

③ 身体機能評価と運動プログラム作成における遠隔ICTの可能性 

佐呂間町住民等を対象に、高齢者の介護予防を目的として，遠隔医療システムを導

入する可能性について検討した。 

運用の結果，遠隔医療システムを用いて対象者の身体機能を面談や動作などから評

価し，個人に合わせた運動プログラムを構築できる可能性が示された。 

 

④ リハビリスキルを習得したい在宅ケア専門職の存在 

ヒアリング結果によると、自立支援型の在宅ケアを推進するため、リハビリテーシ

ョン職にすべて依存するのではなく、一定程度のリハビリスキルの習得し日常業務に

活かしたいと考えているケアマネージャーや訪問看護師、通所看護師、ケアマネージ

ャーが存在する可能性がある。 

 

⑤ 総合事業における成果 

奈良県生駒市、大阪府寝屋川市、愛知県豊明市などは、リハビリテーション職が所

属する医療機関との連携を図りながら、地域リハビリテーション活動支援事業、通所

C・訪問Cサービスを組み合わせた事業展開や、多職種連携カンファレンス等を通じ

た自立支援型ケアマネジメントの成果を上げている。 

 

(3) リハビリテーション職の専門性の活用に関連し、踏まえる必要がある制度動向 

① 令和2年度診療報酬改定 

ア 入退院支援の推進（総合機能評価加算の創設） 

入退院支援加算について、高齢者の総合的な機能評価を行ったうえで、その結果

を踏まえて支援を行う場合の評価を行う。 

 

 イ 地域包括ケア病棟における適切な在宅復帰支援の推進 

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料について要件を見直す。（地域包括ケ

ア病棟入院料の施設基準において、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の設

置、患者の入棟時に測定したＡＤＬスコアの結果等を参考にリハビリテーションの

必要性を判断する等）。 
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 ウ 医療的ニーズの高い利用者への訪問看護の提供 

理学療法士等による訪問看護について、週４日目以降の評価を見直し、訪問看護

計画書及び訪問看護報告書について、訪問する職種又は訪問した職種の記載を要件 

 

② 平成30年度介護報酬の概要 

 

ア リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充 

アウトカム評価を介護予防訪問リハビリテーションにも設ける。（事業所評価加

算） 

介護予防通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション加算（生活行為向

上リハビリテーション実施加算）の新設する。 

 

イ 外部のリハ職等との連携による通所介護等の自立支援・重度化防止の推進 

通所介護等において、通所リハ事業所等のリハビリ専門職等と連携して作成した

計画に基づく介護を評価する（生活機能向上連携加算）。 

 

ウ 通所介護への心身機能の維持に係るアウトカム評価の導入 

通所介護事業所において、自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該

事業所を利用した者のうち、ＡＤＬ（日常生活動作）の維持又は改善の度合いが一

定の水準を超えた場合を新たに評価する。 

 

エ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

フレイル等高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するた

め、後期高齢者の保健事業について、後期高齢者医療広域連合と市町村の連携内容

を明示し、市町村において、介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と

一体的に実施する。 

 

オ 保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金 

令和２年度は、公的保険制度における介護予防の位置付けを高めるため、保険者

機能強化推進交付金に加え、介護保険保険者努力支援交付金（社会保障の充実分）

を創設し、介護予防・健康づくり等に資する取組を重点的評価により配分基準のメ

リハリ付けを強化する。 
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(4) 調査結果を踏まえた次年度の事業の方向 

方向性 理由（調査結果から） 

医療機関所属のリハビリ

テーション職との連携 

① 高齢者の介護予防に関心の高い医療機関所属のリハ職の存在 

② 通所介護等において、外部の医療リハ職との連携により生活

機能向上を図る枠組み（加算）の存在 

③ 医療機関と連携した総合事業（通所C・訪問C等）の先進事例

確認 

高齢者の保健事業と介護

予防の一体化推進 

① フレイル健診を含めて保健事業と連携することで、介護（フ

レイル）予防が必要な高齢者の円滑な把握の可能性が高まる。 

② 糖尿病等の生活習慣病患者・予備群への生活習慣改善、運動

促進の観点から、リハ職の専門性の活用も必要。 

遠隔ICTの効果的な活用 ① リハ職不在の地域において、外部のリハ職を活用する上で不

可欠な仕組み。 

② 本年度の実証で対象者の身体機能を面談や動作などから評価

し，個人に合わせた運動プログラムを構築できる可能性を確

認。 

地方自治体との連携 ① 高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進、総合事業の活用

等を想定した場合、地方自治体との連携は不可欠。 

② インセンティブ制度の拡充など、リハ職の専門性の活用ニー

ズはさらに高まる可能性 

人材育成を通じた自立支

援型在宅ケアの推進 

① 診療・介護報酬や、総合事業など制度の枠組みの活用だけで

は広がりに限界 

② 自立支援型在宅ケアの推進に向けては、リハ職の主体性＋在

宅ケアを推進する専門職のリハビリに関連したスキル向上によ

る、全体的な底上げも必要。 

 

 

【次年度のモデル検討】 

１．リハ職が不足する地域のクリニック・自治体と外部のリハ職との連携による高齢者の保

健事業及び介護予防の一体的推進に向けたモデル研究 

 

２．医療機関のリハビリ

テーション職の専門性を

活かした高齢者の自立支

援促進モデル 

（1）退院後の高齢者の生活機能を継続的にフォローできる体制

整備に向けたモデル研究 

（2）医療リハ職等を通じた在宅ケアを推進する専門職のリハビ

リスキル向上に向けたモデル研究 
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２ 道内自治体を対象とした調査 

 

 

２.１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」をもとに、おもにリハ職と連

携した事業を中心に整理する。 

 

（1）介護予防・日常生活支援総合事業の概要 

団塊の世代が７５歳以上となる2025年に向け、介護保険制度の持続可能性を高め、

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続

けることができるよう、地域の多様な主体・人材を活用し、医療・介護・予防・住ま

い・生活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現する

ために、高齢者の介護予防の推進が重要となっている。 

介護予防は、高齢者が要介護状態等となることの予防や要介護状態等の軽減・悪化

の防止を目的として行うものである。これまでの介護予防の手法は、心身機能を改善

することを目的とした機能回復訓練に偏りがちであったが、生活機能の低下した高齢

者に対しては、リハビリテーションの理念を踏まえて、「心身機能」「活動」「参

加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることが重要である。 

以上の背景を踏まえ、国は平成27年4月から平成29年度末の3年間を移行期間とし、

従来の介護予防事業を見直し、地域の実情に合わせ、介護予防の機能を強化した介護

予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の実施を定めた。 

新しい総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業で構成さ

れており、内容は以下の通りである。 

 

 介護予防・日常生活支援総合事業の構成例 

大分類 対象 小分類 具体的な内容 

介護予防・生活支

援サービス事業 

要支援者・

基本チェッ

クリスト該

当者 

訪問型サービス 

①訪問介護 

②訪問型サービスA 

③訪問型サービスB 

④訪問型サービスC 

⑤訪問型サービスD 

通所型サービス 

①通所介護 

②通所型サービスA 

③通所型サービスB 

④通所型サービスC 

その他の生活支

援サービス 

①栄養改善の目的とした配食 

②住民ボランティア等が行う見守り 

１． 道内自治体を対象とした調査 ２ 
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③訪問型サービス、通所型サービス

に準じる自立支援に資する生活支援

（訪問型サービス・通所型サービス

の一体的提供等） 

介護予防ケアマネジメント 

一般介護予防事業 一般高齢者 

①介護予防把握事業 

②介護予防普及啓発事業 

③地域介護予防活動支援事業 

④一般介護予防事業評価事業 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

出典：厚生労働省資料に基づき作成 

 

（2）介護予防・生活支援サービス事業について 

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応

するため、介護予防訪問介護等のサービスに加え、住民主体の支援等も含め、多様な

サービスを制度（総合事業）の対象として支援する「訪問型サービス」、「通所型サ

ービス」、「その他の生活支援サービス」及び「介護予防ケアマネジメント」から構

成される。 

 

① 対象者 

介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、要支援者と「事業対象者」からな

る。要支援者は改正法による改正前の要支援者に相当する者である。「事業対象者」

は要支援者に相当する状態等の者で、基本チェックリストの該当者である。基本チェ

ックリストは、従来の２次予防事業対象者の把握事業のように、市町村から被保険者

に対して積極的に配付するものではなく、支援が必要だと市町村や地域包括支援セン

ターに相談に来た者に対して、要支援認定ではなく、簡便にサービスにつなぐために

実施するものである。 

 

② 事業内容  

ア 訪問型サービス 

訪問型サービスは、要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供

し、従前の介護予防訪問介護に相当するもの（訪問介護員等によるサービス）と、そ

れ以外の多様なサービスからなる。 

従前の訪問介護相当のものについては、訪問介護員等による短時間の生活援助とい

ったサービス内容も想定される。 

多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住

民主体による支援、保健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定
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し、主に以下のようなサービス類型が想定される。 

 

多様なサービスについて 

サービス類型 説明 

訪問型サービスＡ 主に雇用されている労働者により提供される緩和した基準によるサ

ービス 

訪問型サービスＢ 有償・無償のボランティア等により提供される、住民主体による支

援 

訪問型サービスＣ 保健・医療の専門職により提供される支援で、３～６か月の短期間

で行われるもの 

訪問型サービスＤ 介護予防・生活支援サービスと一体的に行われる移動支援や移送前

後の生活支援 

出典：厚生労働省 

 

また、実施する際の参考として、以下の典型的な例が提示されている。 

 

 訪問型サービスの典型的な例 

基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス 

サービス

種別 
①訪問介護 

②訪問型サ

ービスA

（緩和した

基準による

サービス） 

③訪問型サ

ービスB

（住民主体

による支

援） 

④訪問型サー

ビスC（短期集

中予防サービ

ス） 

⑤訪問型サ

ービスD 

（移動支

援） 

サービス

内容 

訪問介護員による身体

介護、生活援助 
生活援助等 

住民主体の

自主活動と

して行う生

活援助等 

保健師等によ

る居宅での相

談指導等 

移送前後の

生活支援 

対象者と 

サービス 

提供の考 

え方 

〇既にサービスを利用

しているケースで、 サ

ービスの利用の継続が

必要なケース 

〇以下のような訪問介

護員によるサービスが

必要なケース 

（例） 

・認知機能の低下によ

り日常生活に支障があ

る症状・行動を伴う者 

〇状態等を踏まえなが

ら、住民主体による支援

等「多様なサービス」の

利用を促進 

・体力の改善

に向けた 支援

が必要なケー

ス 

・ADL・IADLの

改善に向 けた

支援が必要な

ケース 

※3～6ケ月の

短期間で行う 

訪問型サー

ビスBに準

じる 
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・退院直後で状態が変

化しやすく、専門的サ

ービスが特に必要な者 

等 

※状態等を踏まえなが

ら、多様なサービスの

利用を促進していくこ

とが重要。 

実施方法 事業者指定 
事業者指定

／委託 

補助 

（助成） 
直接実施/委託 

基準 予防給付の基準を基本 
人員等を緩

和した基準 

個人情報の

保護等の最

低限の基準 

内容に応じた

独自の基準 

サービス 

提供者

（例） 

訪問介護員（訪問介護

事業者） 

主に雇用労

働者 

ボランティ

ア主体 

保健・医療の

専門職 （市町

村） 

※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 

出典：厚生労働省 

 

イ 通所型サービス 

通所型サービスは、従前の介護予防通所介護に相当するもの（通所介護事業者の従

事者によるサービス）と、それ以外の多様なサービスからなる。 

従前の通所介護相当のものについては、サービス内容や想定される状態の違い等に

対応して、生活機能向上型のサービス内容のものとそれ以外のものの２つの種類が想

定される。 

多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住

民主体による支援、保健・医療の専門職が短期集中で行うサービスがあり、主に以下

のようなサービス類型が想定される。 

 

サービス類型 説明 

通所型サービスＡ 主に雇用されている労働者により提供される、又は労働者とともにボ

ランティアが補助的に加 

わった形により提供される、緩和した基準によるサービス 

通所型サービスＢ 有償・無償のボランティア等により提供される、住民主体による支援 

通所型サービスＣ 保健・医療の専門職により提供される支援で、３～６か月の短期間で

行われるもの 
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通所型サービスの典型的な例として、以下が提示されている。 

 

通所型サービスの典型的な例 

基準 現行の通所介護相当 多様なサービス 

サービス種別 ①通所介護 

②通所型サー

ビスA（緩和

した基準によ

るサービス） 

③通所型サー

ビスB（住民主

体による支

援） 

④通所型サービ

スC（短期集中

予防サービス） 

サービス内容 

通所介護と同様のサー

ビス 生活機能の向上

のための機能訓練 

ミニデイサー

ビス  

運動・レクリ

エーション 

等 

体操、運動等

の活動など、

自主的な通い

の場 

生活機能を改善

するための 運

動器の機能向上

や栄養改 善等

のプログラム 

対象者とサービ

ス提供の考え方 

〇既にサービスを利用

しており、サービスの

利用の継続が必要なケ

ース  

〇「多様なサービス」

の利用が難しいケース

 〇集中的に生活機能

の向上のトレーニング

を行うことで改善・維

持が見込まれるケース

  

※状態等を踏まえなが

ら、多様なサービスの

利用を促進していくこ

とが重要。 

〇状態等を踏まえながら、住

民主体による支援等「多様な

サービス」の利用を促進 

・ADLやIADLの

改善に向けた支

援が必要なケー

ス 等 

※3～6ケ月の短

期間で実施 

実施方法 事業者指定 
事業者指定／

委託 
補助（助成） 直接実施／委託 

基準 予防給付の基準を基本 
人員等を緩和

した基準 

個人情報の保

護等の最低限

の基準 

内容に応じた独

自の基準 

サービス提供者

（例） 

通所介護事業者の従事

者 

主に雇用労働

者＋ボランテ

ィア 

ボランティア

主体 

保健・医療の専

門職 （市町

村） 

※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 

出典：厚生労働省 
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イ 介護予防ケアマネジメント 

介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが要支援者等に対するアセス

メントを行い、その状態や置かれている環境等に応じて、本人が自立した生活を送る

ことができるようケアプランを作成するものである。 

介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、高齢者の自立支援やセルフケア・

セルフマネジメントの推進が重要である。 

高齢者にセルフマネジメントのプログラムを提供するには、専門機関、専門職によ

る教育的な働きかけやツールの提供が効果的と考えられる。具体的には、地域住民に

対するセルフマネジメント講習の実施や、地域包括支援センターや保健師・看護師、

ケアマネジャー等が、高齢者との接する中で、適宜、その役割を担う体制が期待され

る。 

ＡＤＬ・ＩＡＤＬの自立支援に向けた介護予防ケアマネジメントは、必要に応じて

地域リハビリテーション活動支援事業を活用し、日常の環境調整や動作の仕方などの

改善の見極めについてアドバイスができるリハビリテーション専門職等が、ケアマネ

ジメントのプロセスに関与していくことが望ましい。さらに、この場合は、訪問で居

宅での生活パターンや環境をアセスメントし、通所では訪問で把握した生活行為や動

作上の問題を集中的に練習するなど、訪問と通所が一体的に提供されることが効果的

である。具体的には、以下の取組が考えられる。 

 

    ⅰ 通所型サービスＣや訪問型サービスＣを組み合わせる 

      ⅱ 地域リハビリテーション活動支援事業による生活環境のアセスメントと他の通

所型サービスや一般介護予防事業を組み合わせる 

 

（3）一般介護予防事業 

① 対象者 

 一般介護予防事業は、市町村の独自財源で行う事業や地域の互助、民間サービスと

の役割分担を踏まえつつ、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることな

く、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの

場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハ

ビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態にな

っても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を目指すことを目的として、

総合事業に位置づけるものであるので、対象者は第１号被保険者の全ての者及びその

支援のための活動に関わる者となる。 

 

② 事業内容 

一般介護予防事業は、「介護予防把握事業」「介護予防普及啓発事業」「地域介護
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予防活動支援事業」「一般介護予防事業評価事業」「地域リハビリテーション活動支

援事業」から構成される。 

特に、地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア

会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等

の関与を促進する「地域リハビリテーション活動支援事業」が一般介護予防の一つと

して、新たに設置された。 

 

 

出典：厚生労働省 

 地域リハビリテーション活動支援事業の概要 

 

(3) 総合事業においてリハ職との連携により期待される効果 

地域ケア会議やサービス担当者会議にリハビリテーション専門職等が定期的に関

与することにより、①日常生活に支障のある生活行為の要因、②疾患の特徴を踏ま

えた生活行為の改善の見通し、③要支援者等の有する能力を最大限に引き出すため

の方法、等について検討しやすくなり、自立支援のプロセスを参加者全員で共有

し、個々人の介護予防ケアマネジメント力の向上につながる。 

住民運営の通いの場にリハビリテーション専門職等が定期的に関与することによ

り、①身体障害や関節痛があっても継続的に参加することのできる運動法の指導、

②認知症の方への対応方法等を世話役に指導、③定期的な体力測定、等について実

施し、要介護状態になっても参加し続けることのできる通いの場を地域に展開する

ことができる。 

通所サービスや訪問サービスにリハビリテーション専門職等が定期的に関与する

ことにより、①日常生活に支障のある生活行為を改善するための効果的な運動プロ

グラムの提案、②介護職等への助言、等を実施し、通所や訪問における自立支援に

資する取組を促すことができる。 



 

 

- 16 - 

 

２.２ 関連制度の整理 

 

(1) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

高齢者の保健事業と介護予防等との一体的な実施を効果的かつ効率的に進めるため 、

広域連合においては、域内の構成市町村と十分に協議した上で、広域計画に構成市町村と

の連携に関する事項を定め、当該広域計画に基づき、高齢者保健事業を市町村に委託する

ものである。 

フレイル状態あるいはフレイルのおそれがある高齢者の抽出と、保健事業、介護予防を

一体的な実施に当たり、保健師や管理栄養士等とリハビリテーション職との連携による対

象者の評価やプログラムの策定などの可能性があると考える。 

 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の概要 

 

出典：厚労省資料をもとに弊社で作成 

 

(2) 保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金 

令和２年度は、公的保険制度における介護予防の位置付けを高めるため、保険者機能強

化推進交付金に加え、介護保険保険者努力支援交付金（社会保障の充実分）を創設し、介

護予防・健康づくり等に資する取組を重点的評価により配分基準のメリハリ付けを強化す

るとしており、「リハビリ職等と連携した効果的な介護予防の実施」などに積極的に取り

組む自治体の増加が期待される。 
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保険者機能強化推進交付金の概要 

 

出典：厚労省資料 

 

(3) 令和2年度診療報酬改定 

① 入退院支援の推進（総合機能評価加算の創設） 

入退院支援加算について、高齢者の総合的な機能評価を行ったうえで、その結果を踏

まえて支援を行う場合の評価を行う。 

 

 ② 地域包括ケア病棟における適切な在宅復帰支援の推進 

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料について要件を見直す。（地域包括ケア病

棟入院料の施設基準において、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の設置、患者の

入棟時に測定したＡＤＬスコアの結果等を参考にリハビリテーションの必要性を判断す

る等）。 
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出典：厚労省資料 

 

③ 医療的ニーズの高い利用者への訪問看護の提供 

理学療法士等による訪問看護について、週４日目以降の評価を見直し、訪問看護計画

書及び訪問看護報告書について、訪問する職種又は訪問した職種の記載を要件 
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２.２ 道内自治体を対象とした調査結果 

 

介護予防・日常生活支援総合事業を中心としたリハビリテーション職との連携状況

や課題等を把握するため、道内179自治体の介護保険担当部署を対象に、郵送配布・

回収によるアンケート調査を実施した。（有効回答数は120件） 

さらに、アンケートの結果に基づき、リハ職と連携し、多様なサービスを実施中、

あるいは実施に向けて検討中の自治体（北見市、釧路市、旭川市）に限定し、高齢者

の介護予防を目的とした事業の内容や課題等について、ヒアリング調査を実施した。 

 

(1) アンケート調査結果 

① 介護予防・生活支援サービス事業について 

自治体独自の多様な訪問型・通所型サービスが十分実施されておらず、リハ職との

連携を中心とした訪問型サービスCと通所型サービスCに取り組んでいる自治体が限

られているということがわかった。 

訪問型サービスについて、「現在実施している」は「訪問介護相当型」が92.5％と

最も高く、次いで「訪問型サービスA」が21.7％、「訪問型サービスC」が10.0％の順

番となっている。そのうち、「訪問型サービスC」は「実施していない・実行意向は

ない」が7割近くなっている。 

 

 

通所型サービスの実施について、「現在実施している」は「通所介護相当型」が9

3.3％と最も高く、次いで「通所型サービスA」が35.0％、「通所型サービスC」が19.

2％となっている。そのうち、「通所型サービスC」は「実施していない・実行意向は

ない」が6割となっている。 
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②  地域リハビリテーション活動支援事業について 

リハ職は地域ケア会議等への参加が中心で、ケアマネジャー等との連携や同行訪問

が少ないことがわかった。 

地域リハビリテーション活動支援事業の実施について、「現在実施している」は

「地域ケア会議にリハ職が参加」が53.3％と最も高く、次いで「リハ職が住民の通い

の場への参加や地域展開を支援」が47.5％となっている。 

一方、「リハ職の事業所派遣等における自立支援」は「実施していない・実行意向

はない」が半数を超えている。 
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③ リハ職との連携における課題について 

リハビリテーション職の不足と自治体職員の企画・実施力の不足が課題となってい

ることがわかった。 

高齢者の介護予防等を目的としたリハ職と連携した事業の実施に向けた課題につい

て、「そもそもリハビリテーション職がいない・少ない」が50.8％と最も高く、次い

で「庁内のマンパワーが少なく企画・実施することができない」が31.7％となってい

る。 

一方、自由回答では、「派遣に携わるリハビリテーション専門職の日程調整等は、

すべて委託事業者が担っているため本質的な要因は不明で、派遣に携わる専門職が一

定の人物に偏るなど、地域リハビリテーション活動支援事業に関わる専門職が少ない

ことから、地域からの需要が増加傾向の中、将来的に派遣するリハビリテーション専

門職の確保に課題が出てくる」という懸念もあった。 

 

 

  

④  医療機関との連携について 

道内自治体は医療機関との連携が不足であることがわかった。 

医療機関と連携した介護予防・生活支援サービス事業対象者の把握に向けた実施状

況について、「実施していない」が71.7％と最も高く、次いで「虚弱の疑いがある高

齢者に関する情報提供を依頼している」が15.0％、「特定健診や基本健診と合わせて

基本チェックリスト等を実施している」が10.0％となっている。 
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⑤  自立支援・重症化防止に係る評価指標の達成状況に関する自己評価 

自立支援・重症化防止に係る評価指標の達成状況を5段階で評価すると、いずれの

項目とも「３」の割合が最も高いが、①ＰＤＣＡサイクルの活用による保険者機能の

強化、②ケアマネジメントの質の向上、⑤介護給付適正化事業の推進については、

「１」、「２」の割合が高くなっている。 

 

 

 

16.7 

18.3 

6.7 

7.5 

14.2 

8.3 

18.3 

15.0 

14.2 

12.5 

19.2 

12.5 

41.7 

35.0 

44.2 

41.7 

39.2 

50.0 

15.8 

18.3 

20.8 

24.2 

18.3 

19.2 

5.8 

10.8 

12.5 

12.5 

6.7 

7.5 

1.7 

2.5 

1.7 

1.7 

2.5 

2.5 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

①ＰＤＣＡサイクルの活用による保険者機能の強化

②ケアマネジメントの質の向上

③多職種連携による地域ケア会議の活性化

④介護予防の推進

⑤介護給付適正化事業の推進

⑥要介護状態の維持・改善の度合い

自立支援・重症化防止に係る評価指標の達成状況に関する自己評価（N=120、単一回答）

0 1 2 3 4 5 無回答
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⑥  高齢者の保健事業と介護予防の一体化の実施 

高齢者の保健事業と介護予防の一体化に関する実施状況については、「国の動向に

ついて情報収集している段階」が65.0％で最も多くなっている。 

 

 

  

65.0 

15.0 

7.5 

16.7 

8.3 

4.2 

12.5 

0％ 50％ 100％

国の動向について情報収集している段階

広域連合からの情報収集や意見交換等を実施している

基本方針等の策定に向けて準備を進めている

事業内容について検討を進めている

既に関連した取組を実施している

その他

特に何も実施していない

高齢者の保健事業と介護予防の一体化に向けた実施状況（N=120、複数回答）
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(2) ヒアリング調査結果 

介護予防・日常生活支援総合事業の実施に当たり、事業対象者の選定はそれぞれの

実情を踏まえ、独自の方法で実施していることが多く、対象者の発掘に課題を感じて

いない自治体が多くなっている。また、基本チェックリストの実施方法について、医

療機関に配架した試みもあったが、回答率が低かったという声があった。 

介護予防・生活支援サービス事業について、全体から見ると、サービス利用者の卒

業後の出口が課題となっている。サービス内容別でみると、道内で実施されている通

所型サービスCは基本的には、旧二次予防事業から移行したものが多数である。 

一方、訪問型サービスCは実施率が低くなっており、その背景に対象者の発掘や実

施方法などに対して困惑している理由がある。通所型サービスBについて、釧路市は

平成29年度から「おたっしゃサービス」という住民主体のサービスを盛んに実施して

おり、リハ職を実施団体に派遣する場合もあるが、各団体における利用頻度の差があ

る。 

一般介護予防事業について、リハ職による協力は主に地域ケア会議への参加や通い

場での指導、地域担い手育成講座の講師等となっている。また、介護職員へのリハ職

による技術的な助言などの事業を検討している動きもある。 

道内自治体が実施する高齢者の介護予防において、リハ職は一般社団法人リハビリ

テーション専門職協会（以下HARPと略す）からの派遣が大多数である。派遣先の地

域での業務は、所属機関の方針によって、所属機関の勤務と認められる場合もあれ

ば、個人が休暇を活用している場合もある。 

全体としては、リハ職との連携において、①派遣されるリハ職人員の固定化、②リ

ハ職の関与による効果の明確化の2点が課題である。 

 自治体と医療機関の連携や保健事業と介護予防事業の一体化について、医療関係や

介護関係、高齢者関係などはそれぞれの対応部署が異なるため、現在は関連部署にお

ける情報の収集及び共有の段階に留まっている。 
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３ 道内リハビリテーション職を対象とした調査 

 

 

３.１ アンケート調査の結果 

 

（1）アンケート調査の概要 

理学療法士協会と作業療法士協会の協力を得て、道内医療機関や介護施設・事業所

等に所属するリハ職を対象に、高齢者の介護予防に向けた取組意向や課題等について

アンケート調査を実施した。有効回答数が1006件で、そのうち、理学療法士が686

件、作業療法士が320件であった。 

 

 

 

調査の結果、道内のリハ職は、高齢者の介護予防に関わりたいとの意向は高いもの

の、そのための「時間の確保」や「新たなスキルの習得」、「医師の指示がないため

自分で主体的に動く必要がある」、「収益が減る」などが課題となっている。 

一方、遠隔リハや多職種連携等については、比較的前向きな意見が多いことがわか

った。 

 

（2）道内リハビリテーション職の所属先や将来の過不足の状況 

リハ職は、所属機関からみれば、病院や診療所、地域としては都市部に集中してい

る。また、現状と10年後のリハビリテーション職の過不足の状況を比較すると、都市

部のリハ職の方が、過剰となるとの意識が高い。 

 

① 所属機関 

主たる職場について、「病院」が65％と最も高くなっており、「介護保険診療の施

１． 道内リハビリテーション職を対象とした調査 ３ 
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設やサービス事業所」が20.0％となっている。 

 

 

 

 

さらに、「介護保険診療の施設やサービス事業所」を主たる職場とした回答者に限

定し、その具体的な職場を調査した結果、「介護老人保健施設」と「介護老人福祉施

設」が半分近くとなっている。 

一方、「訪問リハビリテーション」と「通所リハビリテーション」がそれぞれ15％

に留まっている。 
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② 所属地域 

職場の所在市町村について、札幌市が39％と最も高くなっている。また、半分以上

が札幌市、旭川市、函館市という3大中核都市に集中している。 

 

 

 

現在と今後10年後におけるリハビリテーション職の過不足状況について、地域別で

見ると、「とても不足している」の割合は、札幌市・旭川市では今後10年後の割合が

やや上昇する反面、函館市では現状13.6％→10年後4.5％と減少するとしている。 

一方、これらの市以外の「その他」では9.4％→18.1％と増える傾向にある。 

また、「その他」と比べ、これら３市の方が「やや過剰である」と回答した割合

が、現在5.4％→10年後14.6％（札幌市）、同2.6％→18.2％（旭川市）、同6.8％→13.

6％（函館市）と増加している。 
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③ 職種における過不足状況 

職場におけるリハビリテーション職の過不足状況について、全体的に理学療法士よ

り、作業療法士のほうがやや不足している状況となっている。 

「とても不足している」や「やや不足している」について、理学療法士は、現在5

1.6％→10年後45.8％と緩やかに減少しているが、作業療法士は、現在65.0％→10年後

66.0％と微上昇している。 

一方、「やや過剰である」や「とても過剰である」について、理学療法士は、現在

8.0％→19.3％と倍以上上昇し、作業療法士は、現在1.3％→10年後8.1％に上昇する。 
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（3） 介護予防・日常生活支援総合事業等に関する取組 

地方自治体が実施する介護予防・日常生活支援総合事業等の実施経験の有無につい

て、「経験なし」が半数以上となっている。 

また、介護予防・生活支援サービス等より、地域リハビリテーション活動支援事業

に関わった経験のほうが多くなっているおり、そのうち、「サービス担当者会議への

参加」が37.4％と最も高くなっている。 

一方、すべての取組内容において、関心がある割合が高くなっており、特に、「訪

問型サービス」に関心がある割合が45.3％と最も高くなっている。 
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地域リハビリテーション活動支援事業に関連する取組について、職種別でみると、

「地域ケア会議への参加」を除き、作業療法士より、理学療法士の方が経験ありの割

合が高くなっている。 

一方、関心の有無について、「多職種カンファレンスへの参加」を除き、理学療法

士より、作業療法士の方が関心ありの割合が高くなっており、「地域ケア会議への参

加」においては、作業療法士の関心が特に高くなっている。 

 

 

 

介護予防・生活支援サービス等における取組について、職種別でみると、具体的な

取組内容を問わず、これまでの経験割合は、理学療法士の方が高くなっている。 
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（4） 高齢者の介護予防への取組に関する意識 

高齢者の介護予防等の推進に向けた意識について、医療保険診療の関連施設が主た

る職場として勤務しているリハ職に限定し、「リハ職として貢献できる領域かどう

か」を設問したところ、対象者を問わず、「とてもそう思う」と「まあそう思う」と

回答した人が9割以上となっている。 

 

 

 

 

また、高齢者の介護予防等への関わりについて、全体から見れば、5割～6割近くが

「すでに取り組んでいる」「条件が合えば積極的に関わりたい」としている。 

詳細をみると、「既に取り組んでいる」項目は、「要介護認定者の維持・改善」が

19.5％と最も高くなっている。「条件が合えば積極的に取り組んでいきたい」や「条

件が整えばある程度関わっていきたい」については、「虚弱高齢者の介護予防」が7

8.3％と最も高くなっている。 
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職種別でみると、全体的には大きな差はみられていない。 

 

 

 

 

（5） 医療保険診療以外の取組における課題 

 リハ職として保険診療以外の高齢者の介護予防等に取り組む場合の課題について、

「現在の業務に手いっぱいで時間を割くことが難しい」が52.7％と最も高く、次いで

「新たなスキルを習得しなければならない」が43.1％、「医師の指示が必要ではない

ため、自分でイニシアティブを取る必要性がある」が42.3％となっている。 
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職種別でみると、「現在の業務に手いっぱいで時間を割くことが難しいこと」や

「新たなスキルを習得しなければならないこと」は、理学療法士より、作業療法士の

ほうが課題と回答した割合が高くなっている。 
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（6）新たな取組の推進について 

「遠隔リハビリテーションの導入など、リハ職の地域偏在の課題解決や、より円滑

な高齢者の介護予防の推進に向けた取組について、全体からみると、「積極的に推進

すべきである」と「ある程度推進すべきである」と前向きな考えを持っている人が6

割以上となっている。 

そのうち、「対象者の「心身機能」「活動」「参加」に焦点を当てたリハビリテー

ションを多職種の連携により行う」は「積極的に推進すべきである」が63.8％、「あ

る程度推進すべきである」が29.1％と高くなっている。 
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３.２ ヒアリング調査の結果 

 

（1）ヒアリング調査の概要 

道内自治体やリハビリ業界における現状や課題について把握するため、一般社団法

人北海道リハビリテーション専門職協会（HARP）にヒアリング調査を実施した。 

HARPでは、リハ職のいない地域における高齢者の介護予防等を推進するため、課

題を解決するため、市町村が相談できる窓口担当セラピスト（理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士）を配置し、複数名の担当セラピストを派遣できるよう体制を整えて

いる。 

地域医療介護総合確保基金を始め、道や各市町村と協力し、地域ケア会議アドバイ

ザー養成研修や地域包括ケアシステムにおける介護予防アドバイザー養成研修、介護

予防事業等における訪問アドバイザー養成研修を基本とする研修会や地域への専門職

の派遣事業を実施している。 

 

 

 

出典：HARPパンフレット 

 

 

（2） 各自治体における介護予防事業について 

HARPが配置している市町村相談担当のリハ職と市町村との連絡や連携頻度等には

温度差があり、連携体制が不完全な地域もある。また、自治体内部の人事異動による

影響を回避するため、市町村の組織として円滑な連携ができるような連携体制が必要

である。 

昨年調査したところ、自立支援型マネジメント地域ケア会議を実施している市町村

が32％に留まっていたが、そのうち、実施率が高いのは規模の比較的小さい町であっ

た。規模の小さい町の方が、関係者の情報共有や活動内容の調整等がしやすいメリッ
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トがあるのではないか。 

自治体と医療機関における情報の共有が必要である。特に自治体は、医療機関が関

与する虚弱高齢者の支援体制が十分ではないという課題がある。自治体は医療機関に

積極的にアクセスし、地域における介護予防の取組等の情報を提供しながら、医療機

関から入院患者等の虚弱高齢者の情報収集し、シームレスな支援体制を整備すること

が求められる。 

自治体は、積極的に介護予防を実施している地域住民に対して表彰をするという制

度を導入したほうが望ましい。地域住民の積極性を向上させることによって、本人の

健康が維持でき、介護保険の負担が減少し、地域貢献による住民のやりがいにも繋げ

ることができる。 

 

（3）地域におけるリハ職の活躍について 

地域で高齢者の介護予防を効果的に実施するには、リハ職の関与が不可欠であり、

また、リハ職自身も高齢者の介護予防に関わりたい意向がある 

医療機関に勤務しているリハ職は、入院・通院患者といった限定された範囲の人に

サービスを提供するのが基本であるが、地域に出れば、対象者の範囲が広がる。 

既存制度の枠組みでは、医療と介護が分断されている状況にあるので、患者の退院

後の状況を気にしているリハ職が多数である。 

また、急性期入院を終え、再発リスクがあるにも関わらず、退院したケースが一定

数存在している。 

このことから、退院後の虚弱高齢者へのアプローチは、リハ職の役割が期待でき

る。 

実際に地域に出ているリハ職は、地域住民との関わりにより、地域における介護予

防の活動への興味が上昇したという結果もあった。 

リハ職が地域の介護職員と連携し、地域医療と介護をシームレスに捉える必要があ

る。患者は退院して帰宅の直後にリハビリテーションを始める必要があるにも関わら

ず、セルフケアに取り組まなかったり、介護サービスが開始するのが、1週間後や2週

間後となっており、その間に身体機能が大幅に低下するケースも多い。 

また、訪問介護では、完全にヘルパーに任せるより、利用者の自立を目指し、ある

程度共同でやったほうが望ましい。 

それらを踏まえて考えると、リハ職はケアマネやヘルパー、訪問看護師などの介護

職員と連携した方が、介護予防の効果がより期待できるようになると考えられる。 

北海道は地域が広いので、「遠隔リハビリテーション」の導入は非常に期待できる

と考えられる。利用者を対象としたものだけではなく、テレビ会議システムとして、

現地での打ち合わせ、地域ケア会議の参加ができればより円滑な取組に寄与すると考

える。 
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４ 道内介護事業所を対象とした調査 

 

 

４.１ リハビリテーション職が関連した介護保険制度の整理 

 

介護保険制度において、リハ職の配置が要件となっていたり、リハ職との連携による

介護予防の推進が求められる介護保険制度動向や北海道における状況について整理し

た。 

 

(1) 通所リハビリテーション 

通所リハビリテーションは、「居宅要介護者について、介護老人保健施設、病院、診

療所その他厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の

維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必 

要なリハビリテーション」であり、従事者としてリハビリテーション職の配置が義務

付けられている。 

医師（専任の常勤医師）の配置が義務付けられているため、運営主体は医療機関や老

人保健施設となっている。 

おもな加算のうち、高齢者の介護予防や自立支援に係るものとして、「リハビリマネ

ジメント加算」「短期集中個別リハビリ実施加算」「生活行為向上リハビリ実施加算」

がある。 

 

【通所リハビリテーションの人員・設備基準】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 厚生労働省資料 

 

１． 道内介護事業所を対象とした調査 ４ 
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【通所リハビリテーションのおもな加算】 

リハビリテーシ

ョンマネジメン

ト加算 

リハビリ計画を作成 

• 定期的にリハビリ会議を開催 等 

 

Ⅰ： 330単位／月 

Ⅱ：６月以内850単位／月 

６月以降530単位／月 

Ⅲ：６月以内1120単位／月 

６月以降800単位／月 

Ⅳ：６月以内1220単位／月 

６月以降900単位／月 

（介護予防通所リハ） 330単位／月 

短期集中個別リ

ハビリ実施加算 

• １週間につきおおむね２日以上、１日４０

分以上のリハビリ実施で算定 

• 退院日または認定日から起算して３月まで 

110単位／日 

生活行為向上リ

ハビリ実施加算 

・生活行為に関する目標を設定し、実現にむ

けて計画的にリハビリを実施した際に算定 

• リハビリマネジメント加算の算定が前提 

• 起算日から６月まで算定 

３月まで2000単位／月 

３月以降1000単位／月 

６月以降－15％減算 

（介護予防通所リハ） 

３月以内900単位／月 

３月超、６月以内450単位／月 

(2) 訪問リハビリテーション 

訪問リハビリテーションは、「居宅要介護者について、その者の居宅において、その

心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業

療法その他必要なリハビリテーション」であり、リハビリテーション職の配置が義務付

けられており、設備基準として「病院、診療所又は介護老人保健施設であること」とさ

れている。 

おもな加算として「事業所評価加算」、「短期集中リハビリテーション加算」、「リ

ハビリテーションマネジメント加算」等がある。 

 

【訪問リハビリテーションの人員・設備基準】 
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【事業所評価加算】 

自立支援、重度化防止の観点から、介護予防通所リハビリテーションにおけるアウトカム

評価として設けられている事業所評価加算を、介護予防訪問リハビリテーションにおいても

創設する。（120単位／月） 

 

【その他の加算】 

リハビリテーションマネ

ジメント加算 

リハビリ計画を作成 

• 定期的にリハビリ会議を開

催 等 

 

Ⅰ： 230単位／月 

Ⅱ：280単位／月 

Ⅲ：320単位／月 

Ⅳ：420単位／月 

（介護予防訪問リハ）230単位／月 

短期集中リハビリテーシ

ョン加算 

• 認定日又は退院（退所）日

から３月以内 

200単位／日 

生活行為向上リハビリ実

施加算 

生活行為に関する目標を設定

し、実現にむけて計画的にリ

ハビリを実施した際に算定 

• リハビリマネジメント加算

の算定が前提 

• 起算日から６月まで算定 

３月まで２０００単位／月 

３月以降１０００単位／月 

６月以降－１５％減算 

（介護予防通所リハ） 

３月以内900単位／月 

３月超、６月以内450単位／月 

 

(3）訪問看護 

訪問看護は「疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に

対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助」であ

り、サービス提供は病院・診療所と訪問看護ステーションから行うことができる。 

人員基準は、「保健師、看護師又は准看護師（看護職員）常勤換算で2.5以上」だが、

訪問看護ステーションのみリハビリテーション職が、「その訪問が看護業務の一環とし

てのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させ

るという位置づけ」で訪問することが可能となっているが、平成30年度の介護報酬改定

では、看護職員と理学療法士等の連携が十分でない場合があることを踏まえ、評価の見

直しを行われた。（302単位／回→296単位／回） 

 

【訪問看護の人員・設備基準】 
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(4) 通所介護 

通所介護は、「要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能

の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利

用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神

的負担の軽減を図るものでなければならない。」と基本方針で定められている。 

人員基準に「機能訓練指導員１以上」の配置義務があり、その職種としては、（理学

療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧

師）とされている。 

 おもな加算のうち、高齢者の介護予防や自立支援に係るものとして、「個別機能訓

練加算」「生活機能向上連携加算」「ADL維持等加算」がある。 

 

【通所介護の人員・設備基準】 

 
 

【個別機能訓練加算】 

個別機能訓練

加算Ⅰ 

通所介護を行う時間帯を通じて、常勤・専従の機能訓練

指導員を１名以上配置し、複数の種類の機能訓練の項目

を準備し、他職種が共同で個別機能訓練計画書を利用者

ごとに作成した上で、当該計画に基づき、身体機能向上

（座る・立つ・歩く等ができるようになる）を目指すこ

とを中心に機能訓練を行っている場合 

46単位／日 

個別機能訓練

加算Ⅱ 

専従の機能訓練指導員を１名以上配置し、他職種が共同

で個別機能訓練計画書を利用者ごとに作成した上で、当

該計画に基づき、生活機能向上（トイレに行く、自宅の

お風呂に1人で入る、料理を作る、掃除・洗濯をする

等）を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指

導員が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を行って

いる場合 

56単位／日 
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【生活機能向上連携加算】 

自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、生活機能向上連携加算を創設し、通

所介護事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメン

トをすることを評価するもの。 

 

○ 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施してい

る事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（原則と

して許可病床数200床未満のものに限る。）の理学療法士・作業療法

士・言語聴覚士、医師が、通所介護事業所を訪問し、通所介護事業所の

職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること 

○ リハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を

３月ごとに１回以上評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを

行うこと。 

200単位／日※ 

※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位／月 

 

【ADL維持等加算】 

自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ＡＤＬ

（日常生活動作）の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価するもの。 

○ 以下の要件を満たす通所介護事業所の利用者全員について、評価対象期間

（前々年度の１月から12月までの１年間）終了後の４月から３月までの１

年間、新たな加算の算定を認める。 

○ 評価対象期間に連続して６月以上利用した期間（注１）（以下、評価対象

利用期間）のある要介護者（注２）の集団について、以下の要件を満たす

こと。 

① 総数が20名以上であること 

② ①について、以下の要件を満たすこと。 

ａ 評価対象利用期間の最初の月において要介護度が３、４または５であ

る利用者が15％以上含まれること 

ｂ 評価対象利用期間の最初の月の時点で、初回の要介護・要支援認定が

あった月から起算して12月以内であった者が15％以下であること。 

ｃ 評価対象利用期間の最初の月と、当該最初の月から起算して６月目

に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Index（注３）を測定しており、

その結果がそれぞれの月に報告されている者が90％以上であること 

ｄ ｃの要件を満たす者のうちADL利得（注４）が上位85%（注５）の者に

ついて、各々のADL利得が０より大きければ１、０より小さければ－１、

０ならば０として合計したものが、０以上であること。 

加算（Ⅰ） 

３単位／日 

 

加算（Ⅱ） 

６単位／日 
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【通所リハとの比較による利用者の日常生活自立度の改善状況に関する調査研究】 

 

通所リハビリテーションと通所介護を比較した場合、通所リハビリテーションの方が、リ

ハビリテーション専門職が多く配置され、日常生活自立度や要介護度に改善がみられ、その

差はリハビリテーション専門職の配置の差とも考えられる、との調査研究も存在している。 

 

介護保険制度の見直しに関する意見（平成28年12月9日社会保障審議回介護保険部会） 
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４.２ 北海道の状況 

 

（1）通所型サービスについて 

前述のとおり、総合事業対象者の多くは、現行通りの通所介護（あるいは基準緩和型

A）を利用している。 

また、通所リハ事業所は道内で277か所で、うち74か所は札幌市内に集中し、同事業所

がない道内自治体は64％となっている。 

道内の通所介護事業所(752）のうち北海道理学療法士会会員の所属事業所は42事業所

（全体の5.5％）に過ぎない。 

平成30年度の報酬改定で、通所介護事業所において外部のリハ職との連携により個別

機能訓練計画を作成する「生活機能向上連携加算」が加わったが、道内の同加算の届出

事業所数は42事業所（全体の5.5％）に過ぎず、うち20事業所は札幌に集中している。 

 

 

 
 

 

（2）訪問型サービスについて 

訪問リハ事業所は道内で208か所で、うち61か所は札幌市に集中しており、同事業所が

ない道内自治体は49％となっている。 

道内の訪問看護ST(537）のうち北海道理学療法士会会員の所属事業所は86事業所（全

体の17％）に過ぎない。 

訪問介護については、平成30年度の報酬改定で、外部リハ職との連携により訪問介護

計画を作成する「生活機能向上連携加算」が加わった。 

一方、道内の訪問介護事業所（1716）のうち、同加算の届出事業所数は67事業所（全

体の3.9％）に過ぎず、うち21事業所は札幌に集中している。 
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道内の介護予防給付サービス受給者数（H31.9 ） 
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４.３ 通所介護事業者を対象とした調査結果 

 

(1) アンケート調査結果 

① 概要 

道内の通所介護事業所を対象に、アンケート調査を実施した。その結果、リハビリ

テーション職の確保が難しいなどの理由で、リハビリテーション職を雇用していない

のが大半であり、また、マンパワーや加算点数が少ないなどの理由で、「個別機能訓

練加算」は4割以上、「生活機能向上連携加算」と「ADL 維持等加算」は7割以上が

「加算していない」や「加算の予定はない」となっている。 

一方、利用者生活機能向上に向ける取組やITを活用した新たな取組について、前向

きな意見が多くなっている。さらに、リハ職と連携し、軽度な高齢者を対象とする介

護予防について、必要性を感じつつ、加算が少ないことやハードルが高いことを懸念

する声も多数である。 

 

② リハ職の雇用と課題 

機能訓練指導員としてリハビリテーション職の雇用について、「リハビリテーショ

ン職は雇用してない」が7割近くとなっている。 

 

 

 

 

一方、利用者への効果的な機能訓練の実施に向けた課題について、「機能訓練指導

員を専任で配置する余裕がなく、他の業務との兼務で機能訓練に専念できない」が3

5.3％と最も高くなっており、「リハビリテーション職を雇用したいが確保すること
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ができない」が29.0％、「リハ職以外が機能訓練指導員を担っており、リハビリや機

能訓練に関する専門知識が不足している」が27.8％となっており、リハビリテーショ

ン職の確保には課題を大きく感じている通所事業所が9割以上となっている。 

 

 

 

③ 加算の算定状況と課題 

加算の算定状況について、「個別機能訓練加算」は「算定していない」が42.7％と

なっており、「生活機能向上連携加算」は「算定していないし、算定する予定はな

い」が72.4％、「ADL 維持等加算」は「算定の予定はない」が78.3％となっている。 
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また、以上の加算状況を踏まえ、「課題となっていること」や「算定していない理

由」について、「個別機能訓練加算」は「機能訓練指導員以外の看護職や介護職員、

生活相談員等が多忙で、対応しきれない」が28.5％と最も高く、次いで「加算点数が

少ない」が26.5％、「機能訓練指導員が多忙で、対応しきれない」が23.7％となって

いる。 

「生活機能向上連携加算」は「算定要件が厳しい」が28.7％、次いで「機能訓練指

導員以外の看護職や介護職員、生活相談員等が多忙で、対応しきれない」が23.9％、

「現在の機能訓練指導員が多忙で、対応しきれない」が21.5％となっている。「ADL 

維持等加算」は「算定要件を満たすこと」が45.2％、「加算点数が少ないこと」が29.

5％となっている。 
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④ 介護予防における取組について 

利用者の生活機能の向上に向ける取組について、取組の内容を問わず、「現在取り

組んでいる」や「条件が整えば今後取り組みたい」と回答した通所事業所が半分を超

えている。そのうち、現在取組中の内容は、「社会参加や家での役割等、社会的な役

割を視野に入れた機能訓練を実施している」が39.6％と最も高くなっている。「条件

が整えば今後取り組みたい」は「機能訓練指導員がサービス担当者会議に参加して、

機能訓練の目標や計画づくりに関わっている」が36.2％と最も高くなっている。 
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ITを活用した新たな取組について、半数以上が興味を持っている。具体的には、

「インターネットを活用し、リハビリテーション職が遠隔によって利用者の評価や計

画作成、個別訓練の方法等についてアドバイスができる仕組み」は5割以上が、「利

用者の身体機能や疾病履歴等のデータを元に、リハビリテーション職が監修した個別

の運動プログラムが自動作成できるシステム」は6割以上が「関心がある」や「ある

程度関心はある」と回答した。 

 

 

 

リハビリテーション職との連携により、個別性を踏まえた機能訓練等を実施する対

象者として、要支援者や要介護１の軽度者を重点対象とすることについて、「高齢者

の介護予防を推進する観点から、要支援者・要介護１など軽度者を対象とすべきであ

る」や「要支援者・要介護１など軽度者を対象とした方が実施効果は得られやすい」

と思っている回答者が8割程度となっているが、「要支援者・要介護１など軽度者を

対象としたいが、加算がないなど、実施のハードルが高い」と思っている回答者が7

割を超えている。 
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(2) ヒアリング調査結果 

① Cinderella Trainers社（札幌市） 

既存事業であるリハビリ特化型デイサービスの集客拡大とともに、シニア向けフィ

ットネスの開始に向けた準備を進めている。 

デイサービスについては、定員10名であり、この集客拡大を図りたい。 

これまでのデイサービス利用者の8割が包括支援センターのケアマネからの紹介、残

り2割がサ高住や家族からの紹介による。利用者の大半が70代であり、上は90歳まで利

用者がいる。送迎車も広告媒体として使うことを考えている。 

現状のデイサービスの利用者が40名、これを3倍にまで拡大していきたいと考えてい

る。 

デイサービスについては、火曜の利用者は０であるなど、週の真ん中は利用率が低

いため、集客拡大 or シニア向けフィットネスによる補填を考えているが、利益率は

デイの方が高いので、なるべくデイを入れるのが良い。 

シニア向けフィットネスについては時間割、値段設定を検討している段階。早けれ

ば9月にスタートしたいと考えている。 

既に今のデイサービス利用者の中に4名、利用したいという声がある。 

シニア向けフィットネスにでは、デイサービスで使用している車両があるのでこれ

を送迎に有効活用することで他社と差別化できないかと考えている。 

シニア向けフィットネス事業等の拡大を目指し、ドライバー兼補助ができる人を募

集している。10月にはトレーナー人材も募集する予定。 

クラウドファンディングもプロモーション手段の一つとして実施を検討している。 

自社の考えとして、シニアフィットネス、デイサービスを通じてコミュニティを作

っていきたいという思いがある。カーブスのようなイメージ。これを大事にしていき

たい。 

 

（今後の展開） 

まずは既存のデイサービス事業の利用拡大を図りたい。現在、リハビリ特化型デイ

サービスという売り出し方にしているが、同様の競合他社も多く、差別化ができてい

ない。 

参考事例としてリハビリ型デイサービス「レコードブック」という競合他社も出て

きている。筑波大学の協力を得て開発した科学的根拠に基づく運動プログラムを売り

にしている。 

まずは自社サービスの差別化要素の定義、整理をするとともに、プロモーション手

法の検討を通じて支援してほしい。 

現時点で考えている差別化要素は、①シニア向けフィットネスの提供（送迎付

き）、②トランポリンなどバンジーフィットネスなど珍しいコンテンツがあること 

これまで自社のみで事業展開を進めており、同業他社の仲間や相談できる経営者が

いるとありがたい 
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② 株式会社ルシファ 

当社ではリハビリ特化型デイサービス事業を行っている。当社代表は理学療法士であ

り、約20年、整形外科にて、リハビリテーションとスポーツトレーナー業務に携わり、

トレーナーとしてトリノ、バンクーバー オリンピックにも帯同した実績を有している。 

そのためこれらの専門性からスポーツトレーニングを活かした機能訓練特化型デイサ

ービスを提供できることが強みであり、2012年から会社を設立し、リハビリ特化型デイ

サービスと身体機能改善によりデイサービスを卒業した人を対象とした自費のサービス

を提供している。 

デイサービスはリハビリやレクリエーション、入浴など各所様々な特徴がある。当社

のデイサービスは短時間のリハビリ特化型であり、その特徴はリハ専門職により３ヶ月

ごとに利用者の体力測定と身体機能評価をおこない、個別運動プログラムを提供してい

ることである。 

デイサービスの利用者の増加（現在230名）にともない、運動プログラムを処方するリ

ハスタッフの作業量が増え残業が恒常化しており、またプログラム作成にかかる時間が

増え、リハスタッフが利用者と接する時間が減ってきており、サービスの質の維持が課

題となっている。また、短時間デイサービスの介護報酬は年々減額されており、スタッ

フの増員は経営上難しい状況である。 

具体的には利用者の体力、身体機能の状態に応じて提供する運動プログラムを作成す

る際の負担（利用者の状態の把握とそれに応じたプログラムの検討）が大きく、これに

よりスタッフが利用者への運動プログラムの提供やコミュニケーションに割く時間が限

られる、残業が恒常化するなどの課題が生じている。 

今後、新規事業として、当社のようにリハビリ特化型デイサービス事業を運営してい

る事業者向けに、利用者に最適な運動プログラムを自動で作成するシステムを開発・提

供することで、自社の業務負荷の低減、他のデイサービス事業者の業務負荷低減に貢献

したいと考えている。 

これは当社においても同様であり、優秀なリハスタッフを継続雇用するためには、そ

れらの業務負荷を低減し、本来業務である利用者への運動プログラム提供に集中できる

環境を構築することが急務である。 
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４.４ 訪問看護ステーション等と連携したモデルに関する意見交換 

 

訪問看護ステーションの訪問看護師がリハビリテーション職と連携し、利用者のセル

フケア等を促進するモデルの可能性や課題等について、当事業研究会委員の中村明子氏

（医療法人財団老蘇会保健師）に加え、田上幸輔氏（医療法人財団老蘇会ソーシャルワ

ーカー）、三上 寛正氏（新さっぽろ訪問看護ステーション椿 所長）による意見交換

会を実施した。（1月30日（木）16：00～） 

提示したモデルは第2回研究会で検討した下記資料である。 
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おもな意見は以下のとおり。 

 

・訪問看護師はリハビリのことはあまり詳しくなく、評価の仕方もざっくりしていること

が多い。 

・札幌市の障がい者の事業では、リハ職が訪問看護ステーションと連携している。 

・訪問看護においてリハビリの利用者が結構増えている。 

・訪問看護といいつつ、実際は「訪問リハ」の内容を実施しているステーションは多いの

ではないか。 

・これからは病院経営もますます厳しくなるため、必然的にリハビリテーション職が介護

分野に入ってくるのではないか。 

・利用者側のことを考えると、訪問看護師以外にリハ職などが訪問することは嫌がるので

はないか。長く関わっている訪問看護師のことなら、高齢者はいうことを聞くかもしれ

ない。 

・現在、介護保険の対象とならない虚弱高齢者・フレイル高齢者の対策が宙ぶらりんな状

態である。 

・リハビリのスキルを習得したい看護師は結構いると思う。そのため、リハ職が一定期

間、看護師やケアマネジャーなど在宅ケアを推進する専門職向けに研修をやったらどう

か。その方が、根本的な解決に繋がるかもしれない。 

・在宅ケアチームが連携してケアをするが、生活の場に別の事業所等からそれぞれ派遣さ

れるため、情報共有・連携がしづらい。目的に対するサービスがばらつき、利用者の混

乱を招いたり、生活＜療養になり病院（病室）の延長になる可能性もある。 

・在宅ケアチーム全体のリハビリスキルの底上げにより、「共通理解」が得やすくなり、

「連携しやすく」なる。 

・リハビリや介護予防を必要する高齢者をいかに確保できるかが課題であり、病院と連携

し、退院後からアプローチできればやりやすいのではないか。 

・在宅ケアチームのキーパーソンのリハビリスキルが高いと、退院時カンファレンス等に

おいても、その人らしいリハビリテーションを考えやすくなるのではないか。 

・医療機関に都度依頼するのは非効率なので、リハビリテーション職で構成される組織を

つくり、訪問看護に関わらず必要に応じて、派遣や指導してくれる体制を作った方がよ

いのではないか。 

・介護保険制度の改正で、訪問看護は予防よりも「看護」に特化する流れになるのではな

いか。 
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５ ICTを活用した遠隔による身体評価・指導の可能性検討 

 

先述のとおり、北海道はリハ職が不在の市町村は数多く存在しており、こうした市町村に

おいて、高齢者の介護予防や自立支援型のケアを推進するためにリハ職の専門性を活用する

手段のひとつとして遠隔ICTの活用性を検討するため、北海道科学大学理学療法学科加藤士

雄准教授の協力により、北海道佐呂間町をフィールドに、当該遠隔ICTシステムのユーザビ

リティを中心とした研究を実施した。 

 

５.１ 佐呂間町の概要 

 

佐呂間町は、オホーツク管内のほぼ中央部に位置（北緯44度00分58秒、東経143度46分46

秒）し、東に北見市常呂、西に北見市留辺蘂、遠軽町生田原、湧別町、南に北見市が接し、

北は一帯がサロマ湖に面している。 

人口（国勢調査）は5,362人、高齢化率は37.4％で全国平均よりも早いペースで人口減

少・高齢化が進んでいる。 

また、医療・介護資源の状況は、町内には一般診療所は１つ（佐呂間町立クリニック）の

みであり、医師の人口10万人あたり人員数37.3（全国平均246）であり、医療人材の不足な

どが大きな課題となっている。 

 

【佐呂間町の概要】 

面積 404.94k㎡ 

国勢調査人口 （2010年）5,892人 

（2015年）5,362人 

人口増減率 （2010～2015年）-9.0％全国：-0.75％ 

高齢化率 （65歳以上・2015年） 37.4％全国：26.60％ 

人口密度 13.20人／k㎡全国：340.80人／k㎡ 

医療資源 一般有床診療所（１）、歯科（３）、薬局（１） 

医師（２）人口10万人あたり人員数37.3（全国平均246） 

歯科医師（３）人口10万人あたり人員数55.95（全国平均83.97） 

薬剤師（２）人口10万人あたり人員数37.3（全国平均111.74） 

介護資源 訪問型介護施設数（３）、通所型介護施設数（２）、入所型介護施設

数（４） 

特定施設（１）、居宅介護支援事業所（３）、福祉用具事業所（１） 

介護職員（常勤換算）（８７）75歳以上千人当たり人員77.52（全国7

6.53） 

 

 

１． ICTを活用した遠隔による身体評価・指導の可能性検討 ５ 
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【将来人口推計】 

 

■0～14歳  ■15～39歳  ■40～64歳 ■65～74歳  ■75歳以上 

 

【医療介護需要予測指数（2015年実績＝100）】 

 

■ 医療：佐呂間町  ■ 医療：全国平均■ 介護：佐呂間町  ■ 介護：全国平均 
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５.２ 実施目的 

 

高齢者の健康状態，特に運動機能を支援する上で，高齢者の身体機能に合わせた運動プ

ログラムを作成し，正しい運動方法・負荷量を指導していくことが求められる．このよう

な支援を行う上では，専門知識を有する理学療法士や作業療法士など専門知識を有する医

療従事者が，身体機能を評価し，運動プログラムの構築・指導を行うことが望ましい．し

かし，地方部は都市部に比べて医療資源が少なく，介護予防に対する取り組みを実施する

のが困難な状況にある． 

このような現状において，近年，ICT（InformationandCommunicationTechnology）を活用

した遠隔医療が都市部と地方部の医療格差を是正する手法として期待されている．リハビ

リテーション領域においても，遠隔リハビリテーションに関する研究が国内外で実施さ

れ，その有用性が報告されている．遠隔リハビリテーションの技術を応用することで，介

護予防に対する取り組みも行えるものと予想される． 

そこで，今回は都市部の運動指導者（理学療法士）と地方部の高齢者を遠隔医療システム

により繋ぎ，介護予防を目的とした運動指導を実施する上での課題を検討することを目

的とした検証を実施した。 

 

５.３ 実施方法 

 

（1）遠隔医療システムの概要 

検証に用いた遠隔医療システムの概要を図1に示す．遠隔医療システムには「Kizunawe

b」（ボーダレス・ビジョン株式会社製）を用いた．KizunawebはWebベースの遠隔医療

システムで，複数台のPCやタブレット端末などをインターネット上で接続しTLS1.2を用

いたセキュアなビデオ通話が可能である． 

また，KizunawebではPCに接続された複数台の外部カメラの映像を送信することがで

き，リモートからでもリアルタイムに通信相手の状況を把握することが可能となってい

る． 

高齢者側に求められる操作は，事前に配置された外部カメラの電源を入れることと，P

Cの電源を入れて遠隔医療システムにログインすることのみである．運動指導者側は，PC

の電源を入れて遠隔医療システムにログインすることと，遠隔医療システム上で高齢者

側の端末と接続する（事前にシステム内に登録されている高齢者側の端末を指定する）

ことが必要となる． 

 

（２）検証方法 

今回の検証は以下の条件にて実施した． 
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検証1）運動指導者（札幌市）：理学療法士（経験年数20年） 

対象者（常呂郡佐呂間町）：高齢者1名（70歳代，女性） 

・検証者が秋に佐呂間町にて実施した身体機能測定会にて，ロコモ度1と判定． 

 

検証2）運動指導者（札幌市）：理学療法士（経験年数10年） 

対象者（常呂郡佐呂間町）：看護師・介護士4名（20〜60歳代，女性） 

 

検証3）運動指導者（札幌市）：理学療法士（経験年数20年） 

対象者（札幌）：中年者2名（40-50歳代，女性） 

・市内の運動教室参加者． 

 

※本来の検証予定では，佐呂間町在住の複数の高齢者を対象として，複数回実施する予

定であったが，新型コロナウィルスへの安全面への配慮から実施が困難となり，検証

1を1回のみに変更し，検証2および検証3を1回実施した． 
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検証1については，転倒などのリスクに備えるため，佐呂間町立診療所「クリニッ

クさろま」の多目的スペースに機材を設置して実施した（図2）．機材の準備は医療

スタッフが行い，看護師2名の見守りのもとで医療面接・身体機能の確認・運動指導

を約30分間行った（図3）．検証2は「クリニックさろま」に勤務する医療関係者に対

して運動指導を約30分間，体験してもらった．札幌での検証は同じ屋内の別室に運動

指導者と中年者2名（4050歳代，女性）を配置し，模擬的に遠隔からの運動指導を行

った．機材の準備は検証者が行い，検証者の見守りのもとで約10分間の運動指導を行

った． 

運動指導終了後，運動指導者と各対象者に対して，本システムを用いた運動指導に

関する感想や遠隔からの運動指導を行う上での課題などに関するヒアリングを行っ

た． 

 

５.４ 検証結果 

 

（1）検証結果 

検証後のヒアリング結果を添付資料に示す．運動指導者側からの意見として，通常の

業務と異なり「対象者に触れることができない」という制約については，臨床での経験

を活かすことにより，課題予測や検証作業を行うことは可能ということであった． 

一方で，課題の予測や検証する上で欠かせない動作分析を円滑に行う上で，運動指導

者側で現地のカメラを操作できたほうがよいといった意見が得られた．また，コミュニ

ケーションやリスク管理面での課題も出された．具体的には，背臥位で行うような運動

の場合，対象者の表情をとらえることができず，指導が伝わっているかどうか把握しに

くいことや運動中のリスク管理に不安がある，といった内容であった． 

対象者側の意見としては，いずれの参加者からもこのような方法により，個別の運動

指導が受けられるのであれば実施してみたい，というものであった．また，日中勤務し

ている対象者からは，隙間時間や仕事終わりなどの自分の都合に合わせて運動指導を受

けられるということであれば，是非利用したいという声が聞かれた．一方で，運動指導

中に現地で同席した医療関係者からは，初対面の運動指導者とのコミュニケーションの

取り難い様子が窺えたことや，場合に応じて内容を現地で運動指導者と対象者とのコミ

ュニケーションを取りやすいように介助する説明があった，という意見が挙げられた． 

 

（2）遠隔医療システムを用いた運動指導の実現性について 

本取り組みでは高齢者の介護予防を目的として，遠隔医療システムを導入する可能性

について検討した．運用の結果，遠隔医療システムを用いて対象者の身体機能を面談や

動作などから評価し，個人に合わせた運動プログラムを構築できる可能性はあると考え

る．実際に運動指導の様子を観察して，運動指導者の経験値に依存する要因はあるが，

対象者の問題点を問診や実際の動作から捉え，別の動作を行わせることによって検証作
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業を行うことができていた．このことは，個人に合わせた運動プログラムを構築する上

で大きな支障はないことを示唆している． 

一方で，実際の運用時にカメラの配置やズームを調整する必要が対象者のいる環境で

必要な場面もあったことから，運動指導者がある程度の外部カメラ操作が可能なように

することで，円滑な運用を行うことができると考えられる． 

 

一方で，安全に，かつ円滑に運用する上でコミュニケーションに関する課題を解決し

ていく必要があることが明らかとなった．今回の検証試験では，運動の状態によっては

対象者の顔の表情が見えない場合や音声が聞こえにくい状況が生じていた．リアルタイ

ムに対象者の表情を把握することはリスク管理をする上でも重要となる．また，音声に

よるやりとりは相互の理解を確認する上で必要になる．本取り組みでは，対象者の前額

面（正面像）と矢状面（側面像）を捉えられるよう2台のカメラを配置し，スピーカーフ

ォンを大型モニタの下に配置していた．カメラについては，環境面の問題がなければ水

平面の映像（上からの映像）も映し出せるようにするといった対応が必要と考えられ

る．在宅での運用を想定すると，複数のカメラ配置が困難な状況も考えられるため，ス

マートウォッチのような心拍数などの計測が可能なセンサを搭載しているウェアラブル

端末を用いてバイタルをリアルタイムにモニタリングできる仕組みを導入することも検

討していく必要がある．集音については，ピンマイクのようなものを対象者に装着して

もらうことで，どのような姿勢にあっても音声を集音できるようにすることが必要であ

る． 

対象者側の意見として，遠隔から運動指導を行うことによるメリットはあると考えら

れる．特に，冬季は転倒に対する恐怖から自宅にこもりきりになるということであっ

た．実際，検証1に参加した対象者については，検証者が秋季に行った身体機能測定会に

比べ2月下旬におこなった本検証試験時には身体機能が低下している様子が窺えた．積雪

や路面凍結がみられる北海道においては，冬季における高齢者の運動頻度を高めていく

ことが介護予防に対する取り組みにおいて重要と考えられる．その点で，屋内にて運動

指導を受けられるシステムを導入することは有用な手段と考えられる． 

運用時の課題として，対象者と運動指導者の信頼関係が構築されるまで，環境面で配

慮していく必要性が考えられた．初対面の運動指導者と高齢者の1対1の対応では，円滑

な運用が難しい場合も想定される．このため，初期は複数の高齢者を対象とした集団指

導を行い，信頼関係が構築された後に個別指導にシフトしていくなどの流れを検討して

いくことも必要である． 

また，都市部で日中仕事をしている対象者からも，遠隔運動指導は有用であるという

意見が挙げられた．主な理由としては，仕事の関係で平日休みをとることが難しい場合

が多いということであった．本取り組みのようなオンラインでの運動指導が実現された

場合は，このようなニーズにも応えられるため，高齢者に限らず幅広い世代で傷病予防

に対する支援を行えることが予想される． 

制限事項として，今回の検証作業が整えられた環境下で実施されたことが挙げられ
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る．本来の運用を想定すると高齢者の自宅による運用が望ましいが，リスク管理などの

面から医療施設や運動指導者との同一屋内での運用試験とした．今後，高齢者自身が機

器の操作をすることや，リスクを低減するための自宅の環境作りなどを検討していく必

要がある．もう一つの制限事項は，新型コロナウィルスの対応により，限られた対象者

に対して1回限りの検証となったことである．今後，運動指導者や対象となる高齢者の人

数を増やし，長期にわたる運用での課題を検証していく必要がある． 

 

検証試験後のヒアリングにより聴取された意見 

 

【運動指導者2名】 

✓ 今回の対象者では「触れられない」という制約は思っていたよりも問題ない経験に基づい

て問題点を予測し課題動作を行ってもらうことで検証が可能 

✓ 運動の内容によっては，相手の表情が見えないので，理解が得られているかわからなかっ

た． 

✓ カメラの操作を運動指導者が行うことができれば使いやすい 

✓ 施設で実施する場合はサポートする人が必要ものを取りに行く配置するなど 

✓ 時折音声が聞こえないこともあり，コミュニケーションがうまくとれないことがあった． 

✓ 今回のシステムでは指導者の全身像を映すことが難しかったので，運動指導を口頭のみで

行うことが難しい場合もあった． 

✓ 今回運動指導者はノート PC 内蔵の Web カメラを用いて実施していたため．心拍数などの

バイタルをリアルタイムにチェックしたい 

✓ 運動内容をフィードバックするために録画機能がほしい 

✓ 今回は問題なかったが通信速度の影響でタイムラグが生じると怖い 

✓ 今回 2 台のカメラを 1 度に PC 上に表示して用いたが 3 台同時に表示できると良い 

 

【利用者（7名）】 

✓ 一人で行うことに不安がある誰かが一緒にいると質問などしやすい 

✓ 自分から進んで利用したいとは思わないが，定期的に連絡を受けたりすると継続できると

思う 

✓ 日中仕事をしているので，このようなサービスがあると隙間時間などに利用できて便利 

✓ 運動指導を受けていてやりづらさは感じなかった 

✓ 声だけの指導だとわかりづらいことがあった． 

✓ 自分の全身状態を映像を用いて理解できるのは意義がある 

✓ 運動中の呼吸方法息を吸うタイミングと吐くタイミングも指導してくれるとわかりやすい 

✓ 正しい運動について学ぶことで，別の人にも伝えられる可能性を感じた 

 

【検証者の視点から】 

✓ 対象者の動作から問題点の仮説・検証を行うことができており，個人に適した運動を指導

することは可能と思われる 

✓ 専門家からの指摘を受けて自身の状態を正しく理解することができていた様子 

✓ 表情が読み取れないことがあり，何度か意思疎通が困難な場合があった． 

✓ 対象者自身が感じている身体機能と実際の状態に乖離があることもあった．このような取

り組みで正しい状況を把握し運動を継続してもらうきっかけになるのでは． 
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６ 道外先進事例調査 

 

 

６.１ 保険外サービス関連事業者の事例 

 

(1）通所介護事業者 

① ㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ 

【事業概要】 

全国に288か所の介護拠点（605事業所）を有しているユニマットグループの会社であ

り、介護事業、飲食事業、不動産事業などを手掛けている。 

同社が新たに開始した「ウェルビスタケアスタジオ」は、リハビリテーション職を配

置し、レッドコード等を活用した機能訓練型の通所介護のほか、保険外サービスとして

リハ職とのマンツーマンによる個別リハビリ等を実施している。 

また、おもに50～60代で就労意欲がある利用者に対しては、リハビリ終了後、ユニマ

ット社の介護事業所での就労支援も実施している。 

機能回復だけではなく、利用者同士の交流やコミュニティ形成を促進するため、施設

内にはカフェも併設し、全体的に洗練された空間づくりに心掛けている。 

 

【事業実施の背景】 

2017年の秋に、機能訓練型デイサービス「スイッチ」を川崎市内に開設した。そこ

には、脳血管疾患を発症し、回復期リハ病棟から退院後、ケアマネジャーの紹介でス

イッチを利用する方が複数名いた。働き盛りの方が多く、自身の体のことに加え、職

場復帰できるかが大きな課題であった。 

スイッチに通い、同じ悩みを持つ仲間ができて非常に喜ばれたが、集団プログラム

の場合、片麻痺等の状態を個別に改善することはできないことが課題であった。 

こうした中、2018年秋に厚生労働省から、保険内と保険外のサービスの併用を認め

る通知が来た。これまでは入口やスペース、時間帯等を分けないと保険外サービスが

提供できなかったが、その要件が緩和された。 

上記を契機に、リハ職を中心に、利用者に対してより個別にリハビリができる保険

外サービスを提供する新たな業態の通所介護施設として、2019年からサービスを開始

した。 

厚労省の通知を受けて、東京都に相談に行ったが、保険内・保険外の併用に対応す

る指針や条例がなかったため、一時はサービス併用を不可とされたが協議を重ね、サ

ービス提供にこぎつけた。 

 

【実施状況】 

定員は25名で、利用者の要介護度はほとんどが要介度１以下の軽度の方である。 

１． 道外先進事例調査 ６ 
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男女比は半々である。一般的に機能訓練型デイサービスは男性が多くなる傾向にあ

るが、この施設の雰囲気や居心地の良さが評価され、女性が他の施設に比べて多い。

女性はこの施設にくるときはおしゃれをしてくる。 

ＰＴ、ＯＴは本事業のために新規雇用している。現在、常駐のＰＴ・ＯＴ１名ずつ

と、非常勤のＰＴ・ＯＴがおり、非常勤には医療機関等に所属しているＰＴ・ＯＴも

いる。 

通常の集団による通所介護においても、個別訓練加算によりリハ職がそれぞれの状

態を評価して、レットコードや椅子の位置を変えることで負荷を強弱するなど、一定

程度の個別性が確保されている。 

リハ職が関わることにより、上記の評価や3か月後にどういう状態なっているか、

という目標が設定できることが大きい。セミパーソナルに近い形になるが、利用者は

自分のことをしっかり見てくれているという安心感やモチベーション向上に繋がって

いる。 

当初はお試しで週1回の利用者が多かったが、最近では週2回利用する人が増えてお

り、利用者数は増加している。 

通所介護においては、リハ職は利用者の評価やプログラムの監修がおもな業務であ

り、実際の指導はプログラム等に基づき、看護職員などが実施している。 

周辺に競合となる機能訓練型デイサービス事業所は多いが、前述の施設の雰囲気に

加えて、画一したプログラムであることに不満を感じた人が当サービスに流れてきて

いる。 

保険外サービスの個別リハビリは、リハ職による個別評価、運動プログラムによる

パーソナルトレーニングのほか、回復期リハで活用されている最新機器（HALやアイ

ビス、コグトレーナー等）を導入している。 

保険外サービスの利用者はまだ少ないが、脳血管疾患や脊髄損傷、パーキンソン病

などの後遺症に悩む方がおもな対象となっている。 

また、施設内にはキッチンもあり、作業療法の一環で活用することも可能である。 
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【実施課題】 

保険外サービスの利用者確保が課題となっている。現在１回あたり2時間16,800円で

提供している。現行サービスを松竹梅の「松」、通所介護を「梅」とするならば、その

中間で価格帯を下げた「竹」に該当するサービス開発の必要性を感じている。 

また、事例が少ないこともあり、「脳梗塞リハビリセンター」のように、脳梗塞など

特定疾患の利用者の改善効果を明確にデータで示せていないことも課題である。 

半径５km圏内に回復期リハ病棟を有する医療機関が12か所あり、退院後の方の受入

を促進するため、営業活動を行ったが、医療機関からの紹介実績はない。介護事業を展

開する医療機関の場合は、顧客を囲い込んでいるケースもある。 

初台リハビリテーション病院は一番近いリハ病院であり、同病院系列の介護サービス

を利用している方もいるので、同病院とは効果的な連携ができないか模索中である。 

 

【今後の方向性】 

個別課題へのアプローチができることに加えて、通所介護の集団プログラムと空間づ

くりにより、自然発生的にコミュニティが生まれることを強みとして、今後、本スタジ
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オの業態を拡大していく予定である。 

夜の時間帯を活用し（通所介護は17：00で終了）、一般客を対象としたフィットネス

サービスを10月1日から開始した。ユニマットグループ会社の㈱ユニマットプレシャス

社が運営するホテルアマランダ青山内のフィットネス・スパのトレーナーが対応する。 

同じく同社はゴルフ場も運営しているが、脳梗塞の利用者でゴルフが得意な方が、同

ゴルフ場でプレイしたり、働くことを目標にすることもできる。このようにグループ会

社の多様性を活かして相乗効果を図ることができる事業も展開していきたい。 
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②ＤＳセルリア㈱ 

 

【事業概要】 

介護事業としては、東京都及び千葉県内で通所介護（21か所）、訪問看護ステーシ

ョン（４か所）、ピラティス（１か所：自費）を運営。通所介護にはリハ職（ＰＴ・

ＯＴ）が関わっている。 

また、通所介護利用者のＡＤＬ改善や卒業後の受け皿づくりを目的に、スポーツデ

ータバンク㈱が派遣した健康運動指導士により、月１回（土曜日）のパーソナルトレ

ーニングを試行実施している。送迎サービスも実施している。 

 

【事業背景】 

親会社は訪問歯科（デンタルサポート）を医療法人（10社）と連携し実施してお

り、訪問歯科事業との相乗効果を図るため、7～8年前に子会社化した。 

口腔機能訓練加算をとっていることが特徴だが、口腔ケアでは集客に繋がらないた

め、当時の流行りであった「リハビリ特化型デイサービス」にリハビリテーション職

の付加価値を加えることを売りとして事業展開することとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 66 - 

 

【実施状況】 

保険外サービスを試行している旗の台リハビリセンターは地域密着型通所介護を実

施している。 

グループ全体での利用者数は2,000名程度で平均年齢83歳、男女比は半々となって

いる。また、要支援者は40％、要介護１，２が40％、要介護３以上が20％となってい

る。 

試行実施のパーソナルトレーニング（スポーツデータバンク社による支援）は１回

あたり数千円の料金設定で、毎回５名程度参加しており、いずれも既存の通所介護利

用者となっている。 

今後は、利用者以外の一般住民の健康づくりの場として活用してもらうことも検討

している。 

 

【実施課題】 

事業開始当初は、管理者としてリハビリテーション職を配置していたが、加算での

収入はたかが知れているのと、リハ職として通所介護専属で配置したとしても自分た

ちの価値を十分提供できないというジレンマもあり、現在は一定の収入が見込める訪

問看護ステーションにリハビリテーション職を配置し、通所介護を全体的にマネジメ

ントする体制をとっている。 

新宿区から通所サービスＣ型（短期集中型リハビリテーション）の実施について打

診されたが、マンパワー不足と収益性の課題から断った。 

リハビリテーション職の強みは、リスク評価、運動メニューや生活課題の提案にあ

り、楽しく集団で実施するのは健康運動指導士の方が適任である。 

地域リハビリテーション活動支援事業において、千葉県君津市からの依頼で、自主

グループ化の促進に向けて公民館にリハ職を派遣しているが、自主グループ化のため

に継続的にリハ職が関わるのは現実的ではなく、3か月に１回くらいの頻度で参加者

の評価をするくらいがちょうどよい。 

 

【今後の方向性】 

北海道で検討する遠隔システムを活用した事業は、ブレイク・スルーになるかもし

れないと感じたが、リハ職は評価から施術まで実施し、その後の実施効果まで見届け

たいと考える。 

そのため、評価だけではなく、その後、関わった利用者がどのように変化があった

か、など直接利用者からの声が聞けるとモチベーションになるのではないか。 

『オヤミル』という家族が介護の悩みを理学療法士や作業療法士、言語聴覚士など

の専門職へ相談できるサイトがあり、リハビリテーション職が保険診療外で活躍でき

る機会の創出に向けた動きもみられている。 

リハ職は患者や利用者に広く浅く関わるというマインドではないため、今後、多職

種連携を推進するためにはマインドチェンジの必要性がある。 
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病院のリハ職が高齢者の介護予防に関わる領域として、退院後、介護サービス（通

所介護等）の利用時においてもリスク評価やアドバイスを提供するなど、長期的に一

人の高齢者を見守ることができる仕組みは非常に良い。 

介護分野のＳＩＢ導入については、ＫＰＩを要介護度にした場合、リハ職が関わる

か否かによって要介護度は変わらないため、バーセルインデックス等別の指標が良い

と思う。 

病院のリハ職が高齢者の介護予防に関わる領域として、退院後、介護サービス（通

所介護等）の利用時においてもリスク評価やアドバイスを提供するなど、長期的に一

人の高齢者を見守ることができる仕組みは非常に良い。 
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（2）保険外サービス創出プロデュース事業者（スポーツデータバンク㈱） 

 

スポーツとヘルスケア分野において、事業プロデュースをおもな事業として展開し

ている。 

事業創出のコンセプトは、スペースと人材のマッチングである。普段使用頻度の低

い空きスペースに人材をマッチングすることで事業を創出する。例えば、鹿児島県内

の自治体（人口10,000人程度）では、地方創生交付金を活用し、信金の会議室を地域

の高齢者等のフィットネス拠点とし、地域おこし協力隊の人材（トレーナー）がサー

ビスを提供するモデルを構築している。 

同じく沖縄県那覇市内のホテルでは、宿泊客向けで稼働率の低いフィットネススペ

ースを地域住民の健康拠点としてリモデルを行った。 

同社は、グループ会社に人材派遣会社があり、全国のスポーツトレーナーが登録さ

れており、上記の手法を実現している。 

こうしたビジネス創出手法の原点は、バッティングスクール運営事業にある。 

設立当初は、子供向けバッティングスクールを運営し、コーチもすべて雇用し、開

催場所もすべて手配していたが、収益性が低いことが課題となっていた。 

そこで、既存のバッティングセンターを活用し、稼働率の低い時間帯にコーチを送

り込み、その収益の一部を回収するモデルに展開した。 

このように空き時間・スペースを活用し、人材は雇用せず登録制にして派遣し、運

営は同社ではなく、トレーナーやスペースを提供している施設等とする方法を取り入

れることにより、地域の多様なニーズ対応や地域内の資源を有効活用を図ることが可

能となった。 
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現在は、教員の負担軽減が課題となっている小中学校の部活動において、外部のト

レーナーを活用した事業を全国各地で展開したり、企業の健康経営を推進する事業な

ども展開し、領域を拡大している。 

医療・介護分野においては、前述のDSセルリアの保険外サービスの創出や、名古

屋市内のクリニックにおける糖尿病予備軍の栄養・運動プログラム（保険外）の創出

等も手掛けている。 

 

 

 

  

クリニック×フィットネス連携

糖尿病

（生活習慣病）

診察

病名がつかない場合

糖尿病予備軍

糖尿病患者

ダイエット

成果が出ない場合

生活習慣病予備軍

入会

・クリニックと情報を共有
・運動面でのサポート

医師 管理栄養士 トレーナー

新メディカルダイエット

既存フィットネスジム

＊クリニックとして治療はできない
＊糖尿病患者の増加

＊自己流で継続ができない
＊長期的な改善に繋がっていない

・医療、栄養、運動分野のプロフェッショナル連携
・エビデンスにも基づくサービス提供

施設連携

これまで医療範囲では対応が出来なかった病名は付かない生活習慣病予備軍に対する保険外サービスを各専門家(医師・管理栄養士・トレーナー)と共に構築。
短期的な改善や指導者への依存度を高めるプログラムではなく、長期的で安全な『健康習慣の自立』を目的とする健康増進のプログラムを構成する。
また、近隣運動施設と連携することでクリニック外における顧客の支援・共有を行う。
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（3）地域スーパーにおける健康づくり拠点事業「ホクノー健康ステーション」 

 

日常生活圏域にあり、住民が日常的に利用する地域の中核的なスーパーであるホク

ノー中央店（札幌市厚別区）では、店舗２階の空きスペースを活用し、健康ステーシ

ョンを配置し、おもに地域の高齢者の疾病予防・健康づくりを推進する多様なプログ

ラムを提供している。（事業実施に当たり、平成29年度、30年度に経済産業省補助事

業「健康寿命延伸産業創出推進事業」を活用している） 

医療機関とも連携し、住民の疾病予防と介護予防の要素を有するプログラムを展開

しており、今後、札幌市との連携強化により、保健事業と介護予防の一体的推進のモ

デル事例ともなりうると考えられる。 

 

同ステーションでは以下の事業を実施している。 

 

① 健康ステーション総合相談窓口の設置 

㈱ホクノーから１名、ステーション担当者を配置し、ステーション運営の全体管理

を担っている。 

運営管理サポーターとして２名配置し、総合窓口業務等の役割を担うなど、ステー

ション運営の中心的な役割を果たしているとともに、８名が有償シニア運営ボランテ

ィアとして、ステーション運営業務に携わっている。 

保健師１名が週に２回常駐し、ステーション運営の全体管理のほか、健康相談等を

担っている。 

 

② ヘルスケア関連講座等の運営 

ア 専用スペースでの講座運営 

協力機関との連携により、ステーション内で住民の「ヘルスリテラシーの向

上」、「ITリテラシーの向上」、「生きがいづくりや社会参加意識の向上」、「地

域の担い手の人材育成」、「地域コミュニティの形成」等に資する講座をほぼ毎日

実施している。 

 

イ オープンスペースでの運動講座 

協力団体であるアグリマス㈱の健幸TVを活用し、ヨガ講座等の動画をTVで見な

がら運動する講座を実施している。 

 

ウ 室内ウォーキングコースの設置 

ステーションの周辺にウォーキングコースを設置し、モニターに室内でのウォー

キング機会を提供した。 
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③ 健康管理サービスの提供 

ア バイタル測定機器の設置 

バイタル測定機器（血圧計、体重計、体温計）を常設し、血圧・体重・体温・脈

拍等のバイタルを日常的に計測する環境を整備した。 

 

イ 定期的な測定会の開催 

住民の測定ニーズが高い骨密度や血管年齢等の計測会を定期的に実施した。 

全6回開催し、延参加者数は143名となった。 

 

ウ 健康手帳の発行 

日々のバイタルを管理する「ホクノー健康手帳」を発行。健康ステーションでの

バイタル測定・来店日・参加講座について、自らホクノー健康手帳に記入してもら

う。自身で来店回数・講座参加回数・健康状態の把握、保健師の健康相談、医療機

関への受診の際の参考データとして活用している。※血圧、体組成計は常設 

 

エ 医療機関の受診時における健康手帳の活用 

複数の医療機関と連携し、医師が健康手帳に記載されたバイタルデータをもと

に、患者の生活習慣についてアドバイスする仕組みを構築した。 

健康手帳を医療機関に持参したステーション利用者は20名となった。 

 

オ 医療機関との連携による健康ステーションの利用促進 

健康ステーションの利用促進を図るため、医療機関（医師）に患者に対するステ

ーションの利用勧奨を依頼した。（パンフレットの作成・配架、診断時における患

者への情報提供を依頼） 

その結果、健康ステーションとの連携に賛同した医療機関は20機関となった。 

 

カ 健康相談サービス 

保健師資格を有する常駐のコンシェルジュや医師（1週間に１回対応）が、利用

者の日々の健康づくりや介護予防、病気に対する悩み等に相談対応を行った。 

 

④ アクティブシニアを活用した生活支援サービスの提供 

MIKAWAYA21㈱の「MAGOボタン」のレンタルサービスと有償ボランティアによ

る生活支援サービス（おたすけ隊サービス）を自主事業として、本年3月1日より開始

した。 

 

⑤ 健康ステーションにおける健康関連商品・サービスの展示・紹介 

協力団体である北海道ヘルスケア産業振興協議会との連携により、健康関連商品・サ
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ービスを提供している事業者が、ステーションにおいて商品・サービスのPRに寄与す

る講座開催や商品展示等を行った。 

このうち、１社（肌ケア商品の開発・販売）については、常設による販売となった。 

 

⑥ 健康ポイントサービスの実施 

【ホクノーポイントカード（Edy搭載）への健康ポイント付与】 

買い物をすると一定のポイントが貯まるホクノーポイントカード（Edy搭載）を有

するモニターが、ステーションに来店した場合にポイント付与した。 

 

⑦ 地域包括ケアシステムに係るサービスの相談対応及び情報発信 

札幌市厚別区第１地域包括支援センター、同介護予防センターなど地域包括ケアシ

ステムに係る事業を実施している協力団体を中心に、関連情報のパンフレットやチラ

シ等をステーション内に配架するとともに、健康づくりや介護予防、生活支援等の相

談対応をコンシェルジュで行った。 

 

⑧ スーパー・食堂との連携プログラム 

住民の食リテラシー向上を目的に、ホクノースーパーで販売している旬の食材を使

った管理栄養士監修の料理講座、北海道情報大学との連携による食に関するイベン

ト、機能性食品ヘルシーDo講座等を定期的に開催した。 

 

⑨ 認知症予防・早期発見プログラム 

アグリマス（東京）と連携し、健康脳プロジェクトを健康ステーションで実施した。 

２回の測定を実施し、参加者の生活意欲を評価するQ－ESDのスコアが改善された。 

 

※健康脳プロジェクト 

認知症の超早期段階における発見と重症化予防、医療機関への受診勧奨を行うとと

もに、医療機関受診後も連携しモニタリングを行い、認知症予防を促進するプロジェ

クト 

※Q-ESD：TheQuestionnairesforEarlierStageofDementia（セルフチェックシート） 

 

⑩ 介護施設等の要支援・要介護者のステーション利用促進 

もみじ台エリアや厚別区内の介護事業者に対し、要支援者・要介護認定者へのステ

ーション利用を促進した。 

区内の関連する介護事業者すべてに参加案内を２回配布したが、ステーションを利

用した事業者は２施設にとどまったが、要支援者の１名は、ケアプランに保険外サー

ビスとしてステーションサービスが組み込まれた。 
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地域スーパーを核とした地域包括ケアシステムの構築を促進する健康ステーションサービス
（札幌市厚別区もみじ台エリア）

北海道ヘルスケア産業振興協議会 地域モデルコンソーシアム（代表団体：株式会社ホクノー、参加団体：凸版印刷㈱）

✓ 人口減少・高齢化が進行している札幌市厚別区のもみじ台地区で、日常生活圏域にある地域の中核的なスーパーが、店舗内に健
康ステーションを設置し、健康に繋がるワンストップサービスを当該地区の住民に提供し、「健康づくり」・「居場所づくり」・「役割づくり」を
支援する新たな互助の仕組み（アクティブシニアによる生活支援サービス）を構築。

✓ 事業の成果としては、①健康ステーション設置に伴うスーパーの売上効果、②健康づくりと地域コミュニティ形成効果、
③地域の多様な機関との連携体制の構築などがあげられる。

事業の全体概要図

・サービス提供の流れ：
・金（支払い）の流れ：

①健康ステーション設置に伴うスーパーの売上
効果

事業実施の成果

ステーション利用者のうち新規顧客が13.2％、買い
物頻度の増加、買い物の種類・量の増加など、以前
よりも買い物が増えたr利用者は75.0％であり、売
上増に寄与。

ホクノー健康ステーション（２階）

【実施団体】 ㈱ホクノー（運営主体）
【参加団体】 凸版印刷㈱（全体管理）

① ヘルスケア関連の講座・教室の開催
② ICTを活用した健康管理サービス
③ 健康相談サービス
④ アクティブシニアによる生活支援サービス
⑤ 健康関連商品・サービスの紹介
⑥ 健康ポイントサービス （来場ポイント）
⑦ 医療・介護等に係る相談対応・情報提供

ホクノー店舗・健やか食堂（１階）

地域住民
【主に高齢者】

ステーション
設置による
売上増

相乗
効果

ホクノー中央店（札幌市厚別区もみじ台）

②健康づくりと地域コミュニティ形成効果

健康増進・健康行動変容効果
・認知症を意識したり取組むようになった（49.1％）
・運動や体を動かす習慣がついた（45.3%）
に加えて、
・外出頻度が増えた（52.8％）
・生活に張りができた（47.2％）
・新しい友達ができた（45.3％）
など、居場所づくりや仲間づくりの効果もみられた。

④地域の多様な機関との連携体制の構築

次年度からの自走化に向けて、医療機関、地域包
括支援センター、介護予防センター、自治会、ヘルス
ケア関連事業者など、地域包括ケアを推進する多様
な機関との連携体制を構築することができた。・本実証事業：

・実証前からの事業：

平成３０年度の重点プロジェクトテーマ
①     ・食堂との連携による食の     向上
②バイタルデータ測定強化
③多職種の専門スタッフによる食と健康相談の
支援強化
④シニア男性の利用促進
⑤認知症予防・早期発見による受診勧奨推進
⑥医療機関と連携したステーション利用促進
⑦要支援者・要介護者の保険外 サービスとして
のステーション利用促進

協力機関（19団体（医療機関、介護事業者、ヘルスケア事業者・団体、住民団体等）
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（3）専門家ヒアリング 

 

① ケアビジネスパートナーズ 代表取締役 原田代表 

国では、リハビリテーション職に地域コミュニティでの活躍を期待しているが、高

齢者の介護予防に携わるリハビリテーション職の意識と、高齢者（コミュニティ）自

体の意識のギャップが大きいため、事業やサービスになりづらい側面がある。 

リハビリテーション職については、高齢者は、入院中・通院中は関わることがあっ

ても一般的にはよくわからない職種であり、特に関わりたいとも思っていない。 

高齢者の志向をしっかりと認識するマーケットインの発想が求められる。 

若い人の場合、リハビリをしたら回復するという前向きな気持ちになれるが、高齢

者の場合、高年齢になればなるほど心身の衰えなど、精神面で前向きになれないこと

が多い。 

こういった意識の高齢者に、リハビリテーション職が関わっていること、個々の課

題にアプローチできることを訴えても響かない。 

上記の課題解決には、高齢者の意識を高める（＝積極的に通いの場に行き、健康づ

くりに励もうと思ってもらう）か、リハビリテーション職が目線を下げて、高齢者の

実態に目を向けたり、介護分野に関心を持ち、寄り添う気持ちを持ってもらうか、し

かない。（ホスピタルリアビリテーションから、コミュニティリハビリテーションへ

の意識改革） 

高齢者の意識を変えるには、高齢者が行きたくなる場所のデザインをまずは考え、

そこにリハ職のスキルを組み込むかを後付けで考えても良い。 

同氏が運営に関わっているショッピングリハビリ（総合事業Ａの緩和）の利用者

は、デイサービスに通っている感覚はないはず。（名前も出していない）。 
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総合事業対象者は、自分はまだまだ元気という感覚を持っているため、「介護」色

は極力排除する必要がある。要介護状態になれば、本人の意識と家族の後押しもあ

り、利用するようになる。 

現在の総合事業の参加者は、健康意識が高く行動にすぐに移すことができる「上澄

み層」である。本当の意味でサービスを必要としている層が十分掘り起こしできてい

ない。 

こうした層は、自分の不安や課題を他人には話したがらないため、いかに信頼関係

を構築できるかが重要である。 

コミュニティナースの代表は、自分が看護職であることを隠し、多くの高齢者が集

まる喫茶店でボランティアをしながら、顧客である高齢者と繋がり、そこではじめて

サービス需要を掘り起こすことができたという 

このように生活導線上に、サービス需要を掘り起こす機能があるべきであり、喫茶

店のマスターがその役割を担っても良い。 

リハビリテーション職でも入院日数など限られた時間軸で患者と対峙し、十分回復

していない状態で地域に送り出していることに課題意識を持っている人は増えてきて

いる。 

介護は、患者や利用者と、長く付き合っていく必要があり、時間軸がないことや、

高齢者の気持ちに寄り添わないとそもそも利用者（＝顧客）が確保できないという意

味で、BtoCビジネスを理解していないし、だれも示していないと思う。 

ショッピングリハビリカンパニーの杉村代表（作業療法士）は、これまで頑張って

きた高齢者に「がんばりましょう」ということに違和感を感じ、ショッピングリハビ

リをはじめた。 

買い物であればスイスイ歩く高齢者が多い。高齢者の生活導線に、介護の要素を入

れていく重要性はそこにあらわれていると思う。 

リハ職の専門性は、リスク評価などにおいて、ショッピングリハビリにも導入した

方が良いと思うが、それを全面的に出すのではなく、「ナッジ」的な発想で組み込む

くらいがよい。 
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② 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター 予防

老年学研究部 長寿コホート研究室 理学療法士特任研究員 牧野圭太郎氏 

 

理学療法士と連携した保険外サービス創出に向けては、通常のビジネスと同じよう

に対価を払ってでも使いたいサービスを作る必要があり、そこが一番難しいところで

はないか。 

地域の自主グループによる運動教室などがあるが、担い手がボランティアであると

どうしても質の維持・向上が図られず、参加者は増えないのではないか。 

PTの派遣モデルは、ツクイと同センターの島田氏が実証研究していた。介護職のみ

の通所介護事業者ばかりなので、エリアマネージャーとしてPTを配置し、各事業所の

支援を実施する内容。 

高齢者の介護予防に関心の高いPTは増えていると実感するが、診療時間内にボラン

ティアで対応するのは難しい。意識の高いPTは、休日を使って、自分で活動場所を探

して実施しているがじり貧な印象がある。 

PTの強みは評価できること、評価結果をもとにプログラムを開発できることであ

り、それ以外のところは健康運動指導士等との役割分担は可能である。 

具体的には、機能が落ちている人の評価（リスク管理、運動の負荷）が重要であ

る。介護予防分野の場合は、高齢者の行動変容を促すことも重要な役割となってきて

いる。 

起業したいPTは増加しており、その多くは設立のしやすさなどから訪問看護ステー

ションが多い。 

退院支援については、病院はカルテの情報があるが、介護はカルテがないため、そ

の中で考えて実施しなければいけないのが大きなハードルである。申し送り書もある

が情報が不足している。 

国立長寿医療研究センターでは、脳ドック、動脈硬化検診、転倒・骨折予防ドッ

ク、一般ドックにより構成される「長寿ドック」を実施している。 

「長寿ドック」は早期に軽微な異常をみつける「予防老年医学」の考えに基づいた

総合健診システムであり、大府市では長寿ドック受診者への助成（25,000円）を実施

するほか、特定健診と合わせて周知してもらっている。 
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長寿ドックの内容 

目的項目 項目 内容 

脳ドック 脳MRI・MRA 左記 

面談（臨床心理

士） 

MMSE・認知機能検査・日常生活動作能力検査・情緒 

動脈硬化検診 血圧 左記  

  ABI・PWV 

心・頸動脈エコー 

運動負荷心電図 

血液検査 BNP 

転倒予防・骨

粗鬆症ドック 

重心動揺測定 左記 

  

  

  

簡易バランス検査 

腰椎・ 

大腿骨骨密度 

代謝機能 
骨代謝マーカー(骨型ALP、ucOC、血清NTX、TRAPC5b)、
血糖、HbA1C、脂質（T-Cho、HDL-Cho、LDL-Cho、T
G）、尿酸、甲状腺関連ホルモン（FT3、FT4、TSH) 

一般ドック 問診 身長、体重、体脂肪、ウエスト周囲長、皮下脂肪厚 

内科診察 

身体測定 

体組成率測定 

血液検査 
血算（白血球数、赤血球数、血小板数）、白血球分
画、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値、血液型、血
液化学（総Bil、直接Bil、ALP、ChE、AST、ALT、γ‐G
T、AMY、CK、UN、CRE、Na、K、Cl、Ca、P、Zn、TP、AL
B、ビタミンB1・B12、葉酸、CRP)、感染症（HBs抗原、H
CV抗体） 

尿検査 尿タンパク、尿糖、比重、ｐH、ウロビリノーゲン 

呼吸器 胸部CT 

  肺機能検査（肺気量分画、フローボリューム） 

消化器 経鼻内視鏡、腹部CT、便潜血2日法 

排尿障害 国際尿失禁会議質問票 

  過活動膀胱症状スコア 

前立腺 国際前立腺症状スコア、PSA（血液検査） 

乳房 マンモグラフィー 

口腔老化 歯科診察、口腔評価プロトコール、口腔部門アンケー

ト、オルソパントモグラフィー 

感覚器機能 視力検査、眼圧、眼底検査、簡易聴力検査 

栄養状態 食生活調査、食事摂取状況調査（管理栄養士） 
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６.２ 先進自治体の事例 

 

リハ職との連携を中心に介護予防・日常生活支援総合事業を先進的に取り組んでい

る道外自治体として、豊明市、生駒市、寝屋川市、和泉市にヒアリング調査を実施し

た。 

その結果、豊明市は、リハ職とケアマネジャーとの同行訪問や多職種による合同カ

ンファレンスの実施、通所型サービスCと訪問型サービスCの組み合わせ、生駒市

は、通所型サービスCと訪問型サービスCの組み合わせ以外に、地域ケア会議の徹底

的な実施、医療機関との連携体制の構築、寝屋川市は、自立支援型ケアマネジメント

の推進、リハ職団体との連携による通所型サービスの円滑な実施、和泉市は、通所型

サービスCと訪問型サービスCの実施以外に、和泉市独自の介護予防ケアマネジメン

トへの作業療法士の積極的な関与が特徴である。 

 

（1）豊明市 

① 市の概況 

豊明市は愛知県のほぼ中央に位置する名古屋市のベッドタウンと位置付けられてい

る。市のオープンデータによれば、総人口68,817人、高齢者人口17,715人、高齢化率2

5.7％（平成31年4月1日時点）と県高齢化率より高くなっている。 

下の図からわかるように、今後10年の後期高齢者の伸びが著しいという地域の特性

を持っている。また、要支援者数は後期高齢者数の伸びをはるかに上回る勢いで増え

ている。さらに、豊明市では、要支援者はサービス利用1年後の重度化率が全国値よ

りきわめて高いという課題がある。 

 

   

 

出典：豊明市健康福祉部健康長寿課 

 

② 総合事業における取組 

豊明市では、総合事業の早期移行を実施し、対象者に対して、公的保険サービスと

日常の場（保険外サービス等）を当初から併用利用で支援を開始している。集中介入

期では、3ヶ月から6ヶ月（週1～2回）、通所と訪問のリハビリテーションにより、
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「日常の暮らし」に戻すことを目標とする短期集中C型サービス「元気アップリハビ

リ」を実施する。また、サービス開始前に、達成する生活目標をより明確し、対象者

本人や家族により効果的に働きかけるため、リハ職とケアマネの同行訪問を実施して

いる。 

平成28年度から総合事業を開始した。通所介護の介護給付費の大幅な増加が問題と

なっており、いかに通所介護から卒業してもらうかをコンセプトに、通所型Ｃと一般

介護予防事業を組み合わせた「元気アッププログラム」を企画・実施した。 

本プログラムは、集中期介入期（通所Ｃ）・回復期（通所Ａ）・生活期（一般介護

予防事業等）のように、ＡＤＬ・ＩＡＤＬの改善により、各ステージを卒業し、次の

ステージに進んでいくプログラム設計だった。 

しかし、高齢者にとっては、通いの場を行くことではなく、普段できていたこと、

しなくなったことができるようになる、元の普通の暮らしをしたいのが真のニーズで

あることに気づき、プログラムを大幅に変更した。 

具体的には、通所Ｃは「元のふつうの暮らし」を取り戻すという本来の「リハビリ

テーション」を短期集中でサポートする内容とした。 

地域リハビリテーション活動支援事業では、ケアマネジャーとリハ職が訪問により

事業対象者のアセスメントを行っている。これまでケアマネジャーは、介護サービス

をいかにあてがうか、という視点が強かったが、リハ職と関わることにより、利用者

の本来の普通の暮らしを取り戻すかというリハビリテーションの観点を持つようにな

った。 

リハ職の強みは、予後・予測を語れることが大きな強みであり、総合事業のサービ

スの利用に対する家族の納得が得られやすかったり、利用に対するモチベーションが

得られやすい。 

当市では、直営の地域包括支援センターがすべて事業対象者のケアプラン（介護予

防ケアマネジメント）を作成している。 

総合事業のサービスのうち、事業対象者（140名が契約）のうち、基本的に対象者

には、通所Ｃを利用してもらうようにしている。（約７割が通所Ｃを利用）。 

生駒市の場合は、事業対象者の健康状態などを市の保健師が評価し、様々な事業に

振り分けているが、豊明市は基本、必ず通所Ｃを利用してもらうようにしているのが

大きな違いである。 

また、生駒市の地域ケア会議は、最初に事業対象者の支援方針を決める方法である

が、豊明市の場合は、最初の段階では本人の状態を評価するだけの情報が少ないた

め、6か月の間に多職種で本人の動向を見ながら評価し軌道修正等を行う。 

リハ職は、市では配置しておらず、４つの指定事業所（老人保健施設中心）のリハ

職が対応している。要支援者がおもな対象になるので、ＡＤＬ・ＩＡＤＬの改善効果

が得られ、リハ職にとっては大きなモチベーションとなっている。 

指定事業所の数も重要であり、数を増やしすぎると、利用者の取り合いになり、事

業の実施メリットが薄れてしまう。 
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指定４事業所が共通のアセスメント手法を開発し、事業を実施している。この部分

は行政としては一切関わらず、リハ職の専門性・プロ意識に委ねている。 

豊明市で最近注目を集めているのは、多職種合同カンファレンスである。行政の仕

事は接着剤であり、パブリックな空間をしっかりつくり、専門職が自身の専門性を披

露する場として位置づけ、専門職がカンファレンスに参加しないと、情報が遅れる、

取り残されるという危機意識を醸成することで参加促進を図っている。 

 

 

出典：豊明市健康福祉部健康長寿課 

 

短期集中サービス（C型）の概要 

豊明市の名称 短期集中リハビリテーションプログラム 

事業実施主体 通所リハビリテーション指定事業者等 

サービス対象者 
要支援者 

チェックリストによる事業対象者 

ケアプラン 従来のケアプラン 

提供するサービス 
通所：送迎、機能訓練、評価 

訪問：自宅及び周辺環境の評価、生活行為リハビリテーション 

サービス提要の頻度 
全３０回（週１日～２日） 

１回あたり１時間半を想定※おおむね３～６ヶ月の利用 

事業所指定/委託 事業者指定 

サービス提供場所 既存の通所リハビリテーション指定事業所等 

単価等 
訪問１回あたり300単位 

通所１回あたり400単位 
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請求方法 国保連経由 

人員 

〇訪問プログラム 

・PT、OT、STいずれか必要数 

 

〇通所プログラム 

・介護職員等   ～１０人専従１以上 

・PT、OT、ST等１以上 

※支障がない場合同一敷地内の他の業務に従事可能 

 

出典：豊明市健康福祉部健康長寿課 

 

 

（2）生駒市 

①市の概況 

生駒市は、周囲約60キロメートル、面積53.15平方キロメートル、奈良県の北西端

に位置し、大阪府と京都府に接している。人口については、表の通り。 

 

生駒市の基本情報（H31.4.1） 

 

   

出典：生駒市 

 

介護予防などへの取組によって、生駒市の要介護認定率は、平成26年15.9％から平

成31年14.2％と減少した。 

119,795人

33,067人

65～74歳 17,298人

75歳以上 15,769人

27.60%

3,400人

基本情報（H31.4.1）

人口

高齢化率

ひとり暮らし高齢者数

第1号被保険者数

要支援1 372人

要支援2 735人

要介護1 918人

要介護2 950人

要介護3 668人

要介護4 625人

要介護5 430人

計 4,698人

認定率 14.2%

要支援・要介護認定者数（H31.4.1）

第1号被保険者
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出典：生駒市福祉健康部 

 

② 総合事業における取組 

【取組の内容及び特徴】 

生駒市では、平成27年4月より、介護予防・生活支援サービス事業（パワーアップP

LUS教室・パワーアップ教室・転倒予防教室・ひまわりの集い・シルバー人材センタ

ーによる生活支援サービス）と一般介護予防事業のみを開始する形で「総合事業」を

スタートした。 

総合事業における取組を全体からみると、地域ケア会議Ⅰを始め、高齢者を「集中

介入期」、「移行期」、「生活期」の3段階に分けて、介護予防・生活支援サービス

と一般介護予防の連続性に焦点を当て、高齢者の社会生活への早期復帰を目指してい

る。 

  

 

出典：生駒市福祉健康部 
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地域ケア会議について、平成24年から、既存の会議を市・生活圏域・個別レベルに

再編し、生駒市地域ケア会議Ⅰ（自立支援型ケアマネジメントの検討）、地域ケア会

議Ⅱ（個別事例の総合的な検討）、地域ケア会議Ⅲ（地域課題の検討コミュニティ会

議）、地域ケア会議Ⅳ（認知症に関する課題の検討）に分けて、地域包括ケアの実用

を目指している。 

自立支援型地域ケア会議Ⅰは通所型サービスCと連動的に実施しており、市、地域

包括支援センター、ケアマネジャー、介護保険事業所等が参加するのみならず、理学

療法士又は作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士、健康運動指導士などの専門職も助

言者として出席する。対象者のケアプランを見るより、生活環境に合わせながらプラ

ンを見直すことに重点がある。 

集中介入期は、日常生活に支障がある要支援者等の生活機能の低下要因を探り、Ａ

ＤＬやＩＡＤＬ、健康管理、日常生活、移動や活動等を評価し、個人・環境因子を明

確にする中で、多職種が協同し個々人に必要な支援を模索し、個別具体的な目標と支

援内容・役割分担を明確化し、自立を促す支援を図ることを目的としている。 

利用の流れは、各地域包括支援センターによる対象者の選定→通所・訪問事業担当

者の事前訪問→初回地域ケア会議→予防サービスの利用→地域ケア会議（最終出口の

検討）となっている。主たるサービスは「短期集中予防サービス（パワーアップPLU

S教室）」であり、理学療法士・作業療法士・保健師・看護師・運動実践指導者・介

護職などの多職種と高齢者のボランティアとのコラボレーション、通所型サービスC

と訪問型サービスCを組み合わせて実施するのが特徴である。 

移行期では、理学療法士が中心となり、運動実践指導者と共に、集中介入期で活動

性を上げ卒業してきた人の「地域移行の場」として、その体力を維持・向上するため

の転倒予防教室や口腔・栄養・運動の複合型プログラムを提供するパワーアップ教室

などがある。 

 生活期では、集中介入期や移行期からの事業を卒業した高齢者の居場所として、

「ひまわりの集まい」など様々な通いの場があり、卒業生が自分の趣味に合わせ、自

主的に場所を選択可能である。 

 

【リハ職との連携】 

生駒市では、集中介入期の短期集中予防サービスにリハ職と連携しているのみなら

ず、地域における介護予防の取組を機能強化するために、地域ケア介護や住民運営の

通いの場などへリハ職などの関与も実施しており、また平成29年度より、通所介護事

業所へのリハ職派遣や訪問介護事業所向けの実技研修も開催し始めた。 

リハ職の派遣については、市内の病院と連携体制を作り、病院のリハ職が派遣され

ている。連携病院を確保するには、「病院のイメージアップに繋がること」を強調し

さらに、報酬は、脳血管疾患の診療報酬と同程度となるよう設定し、病院長や病院の

事務長を説得してまわった。 
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（3）寝屋川市 

① 市の概況 

寝屋川市は大阪府に位置する市で、少子高齢化により、総人口が減少する一方で、

高齢者が増加し続いている。平成37年における高齢化率が30.3％、要支援と要介護の

認定率が23.2％と推計されている。介護予防における取組とその効果が問われてい

る。 

 

 

 

出典：寝屋川市福祉部 

 

②総合事業における取組 

【取組内容と特徴】 

寝屋川市では平成30年度に、要介護状態になる前段階での介護予防の取組みをより

一層推進していくため、介護保険サービスを利用している（希望する）要支援者を対

象に、リハビリテーション専門職の理学療法士が、日常の活動や社会参加を増やせる

目標設定と実践プログラム作りをフォローし、それに基づき３ヶ月の間、事業所でサ

ービスを提供するという「短期集中通所サービス」モデル事業を実施した。 

モデル事業では、要支援者を、短期集中通所サービスを利用するグループ介入群

（211人）とサービスを利用しない対照群（210人）に分け、身体機能向上の効果や、

社会参加や活動につながる効果、介護サービスを利用しないで生活を維持できる効

果、費用対効果などを分析した。 

「短期集中通所サービス」モデル事業では、ケアマネジャーと理学療法士による対

象者自体への訪問→運動機能などの調査測定→専門職などの関係者によるケア会議→

プログラムの利用→結果調査測定→結果確認のためのケア会議→利用者の社会参加→
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3か月後の調査測定という流れであった。プログラムは週に1回、全12回で、「運動機

能向上プログラム」などを含む通所プログラムと「実際の場での生活行為を指導」な

どを含む訪問指導があった。 

 モデル事業の結果、介護保険サービス終了が計26人、19.7％となっている。 

  

 

 

出典：寝屋川市福祉部 

 

平成30年度のモデル事業を踏まえ、平成31年度では、訪問指導の創設、自立支援型

地域ケア会議の導入、通所型サービス（短期集中）プログラムの充実、介護予防ケア

マネジメント（セルフマネジメント支援）の創設が実施された。 

 

【リハ職との連携】 

平成28年5月～平成29年3月に渡り、寝屋川市では、リハ職向けのセミナーが計26回

開催され、繰り返し会合を持つ中で、医療機関や事業所などにより、寝屋川市リハビ

リテーション連絡会という市内で活動する専門職の自主活動組織が立ち上げられた。 

大阪府の作業療法士協会やリハビリテーション連絡会と連携し、リハ職とケアマネ

による訪問指導やリハ職の参与による通所型サービスが実施されている。リハ職に謝

金を支払うという形をしている。 
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（4）和泉市 

① 市の概況 

和泉市は、大阪府南部の泉州地域に位置しており、昼間人口（159 千人）よりも夜

間人口（185 千人）が多い、ベッドタウンとしての特徴があり、大阪市や堺市に通勤

する人が多い町である。（「和泉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」） 

総人口は、平成25年を境に緩やかに減少しているが、少子高齢化で高齢化率が平成

29年23.6％と増加した。 

 

出典：和泉市 

 

要支援・要介護認定者数は年々増加しており、平成29年で7,503人となっており、

要支援・要介護認定率が17.0％となっている。 

 

 

出典：和泉市 
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② 総合事業における取組 

通所型サービスCと訪問型サービスCは、両方ともプログラムの実施は他の職種が

行い、作業療法士は主に生活機能評価と生活目標を設定する役割を担っている。 

リハ職と連携した高齢者の介護予防を目的とした事業を整理すると、以下になる。 

 

事業名 内容 リハ職の役割 リハ職の所属等 

短期集中通所

型サービスC 

週1回計12回の教室。 

事業対象者、要支援者。 

専門職（健康運動指導士、作業療法士、

管理栄養士、歯科衛生士）の個別面接の

上、プログラムをたて、実施。またスタ

ッフとケアマネのみのカンファレンスを

2回実施している。 

自宅での様子確認が必要な利用者につい

ては、訪問を実施。 

生活機能評価を行い、

教室でのプログラムや

目標設定について助言

を行う。 

受託する事業所

にリハ職雇用を

依頼 

短期集中訪問

型サービスC 

週1回計12回の訪問指導。 

事業対象者、要支援者対象。 

専門職（理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士のいず

れか）の評価にてプログラムを作成し、

市の看護師が継続して指導する。 

課題となっているとこ

ろのアセスメントと対

策について助言を行

う。また、利用者本人

や家族に説明・指導を

行う。 

市に登録する非

常勤 

自立支援型地

域 ケ ア 会 議

（机上型） 

事業対象者、要支援者の利用者につい

て、専門職（理学療法士、作業療法士、

管理栄養士、歯科衛生士）が自立支援に

ついての助言を行う。 

身体機能、生活動作な

どについてのアセスメ

ントの視点や対策につ

いて、ケアマネやサー

ビス事業者に対して助

言を行う。 

大阪府理学療法

士会、作業療法

士会による派遣 

自立支援型地

域 ケ ア 会 議

（訪問型） 

事業対象者、要支援者の利用者につい

て、利用者の自宅にて、専門職（理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄

養士、歯科衛生士のいずれか）が自立支

援に向けた助言を行う。 

身体機能、生活動作な

どについての評価や対

策について、ケアマネ

やサービス事業者、本

人や家族に対して助言

を行う。 

大阪府理学療法

士会、作業療法

士会による派遣 

地域出張型介

護予防活動支

援事業 

住民主体の集いの場である「いきいきい

ずみ体操」活動団体に対し、年1回リハ

職（理学療法士、作業療法士のいずれ

か）を派遣する。 

体操についての助言や

個別対応を行う。 

協力するリハ職

を広報にて募集

し、登録。 

出典：ヒアリング結果による整理 



 

 

- 88 - 

 

７ 今後検討が必要なモデル 

 

 

上記の調査結果を踏まえ、今後、実施・検討が望まれるモデル（案）について整理する。 

 

７.１ リハ職が不足する地域のクリニック・自治体と外部のリハ職との

連携による高齢者の保健事業及び介護予防の一体的推進に向けたモ

デル研究 

 

(1) 制度的背景 

① 厚労省では75歳以上の後期高齢者を対象とした「フレイル健診」を4月から導入。 

同健診は、特定健康診査の「標準的な質問票」に代わるものとして、75歳以上の

健康状態を総合的に把握する質問票を健診時、通いの場、医療機関受診時に実施す

るもの。 

② また、広域連合と地方自治体との連携により、高齢者の保健事業と介護予防（地

域支援事業等）を一体的に推進することとしている。 

③ 75歳以上の高齢者の98.8％が医療機関を受診。フレイル・プレフレイル高齢者の

スクリーニングには医療機関の連携が必要。 

④ 後期高齢者は複数の慢性疾患を保有し、フレイルなどを要因とする老年症候群の

症状が混在するため、包括的な疾病管理が求められる中で、リハ職の領域である身

体機能の維持・改善に向けたアプローチは、リハ職が不在・不足する地方部では十

分に行われていない。 

 

(2）研究概要 

地域のクリニックが核となり地方自治体との連携を図りながら、域外のリハビリテ

ーション職の専門性を活用し、高齢者の疾病予防や重症化防止と介護予防・フレイル

対策を一体的に推進しうるモデル構築に向けた研究を実施する。 

 

(3）支援対象となる高齢者像 

① フレイル・プレフレイルの高齢者 

※ 通院患者、特定健診受診者、特定保健指導対象者、居宅サービス利用者（総合

事業対象者、要支援～要介護１）が多く含まれることが想定される 

② 域外の急性期・回復期リハビリ病棟退院後の高齢者 

  

（4）モデル実施内容 

① 高齢者に直接アプローチできる機会（外来診察時、健診、通所介護等）を活用

した「生活機能チェック」の実施（住民ボランティアのサポートも想定） 

② 外部リハ職と連携した個別運動プログラムの作成 

１． 今後検討が必要なモデル ７ 
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③ 外部リハ職による個別運動プログラムの指導 

  （対象者によっては、特定保健指導等と連動） 

④ 通いの場（クリニック、通所介護等）でのプログラムの実践 

  （介護職員や住民ボランティアのサポートも想定） 

 

（5）活用・連携が想定される既存制度 

 ①（保健事業）（特定）健診、（特定）保健指導、フレイル健診 

 ②（国保）保健事業と介護予防の一体化実施（広域連合→市町村） 

 ③（診療報酬）退院前訪問指導、退院後カンファレンス、 

        入退院支援加算（総合機能評価加算：R2～） 

 ④（診療報酬）耳鼻咽頭科学的検査（平衡機能検査）、呼吸循環機能検査等（体液量

等測定） 

 ⑤（総合事業）通所サービスC、訪問サービスC 

 ⑥（介護報酬）通所介護事業所における生活機能向上連携加算等。 

 

(6) 期待される効果 

① 地域のクリニックを中心としたフレイル・プレフレイル高齢者の円滑な把握 

② 自宅や通いの場における、より効果的な個別機能訓練の実施による身体機能の維

持・改善 

③ 内科的治療及び保健事業と介護予防（外部リハ職による運動プログラム）を一体

的に提供することによる糖尿病等の生活習慣病予防や重症化予防を推進 

④ 域外の急性期回復期リハ病棟退院後、通所介護事業所等を利用するまでの間の急

激な身体機能の低下を防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域のクリニックが中心となる理由】 

・外来診察を通じて多くの高齢者にアプローチできる機会がそもそもあること（75歳以

上の高齢者のうち98.8％は医療機関を受診） 

・医療機関の専門職を通じた患者等に対する生活習慣改善や運動に対する勧奨効果が期

待されること 

・地方自治体の保健師や外部のリハ職と連携することで、より個別・具体的なフレイ

ル・プレフレイル対応が実施できること。 

・普段から多くの高齢者が利用しており、立地利便性も良いことが想定され、通いの場

としての活用可能性もあること。 
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【実施内容のイメージ図】 
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７.２ 退院後の高齢者の生活機能を継続的にフォローできる体制整備に

向けたモデル研究 

 

(1）研究概要 

高齢者の退院後支援として、医療機関では地域包括ケア病棟や、退院前訪問指導、退

院前カンファレンス等を実施している。 

こうした取組を通じて得られた患者の在宅生活に関する情報や、ケアマネージャーや

看護師などの多職種との連携体制を活かしながら、医療機関のリハ職が、退院後も継続

的に患者の生活機能の評価や指導、セルフケアを促進できる体制整備に向けた研究を実

施する。 

 

(2）支援対象となる高齢者像 

① 急性期・回復期リハビリ病棟退院後の高齢者 

② 基礎疾患を有するフレイル・プレフレイルの高齢者 

  

（3）リハ職による退院後の患者等へのフォロー内容 

① 定期的な身体機能の評価 

② 身体機能を維持するための運動プログラムの作成 

③ 自宅や通いの場（総合事業、通所介護等）における運動プログラムの実施 

 →リハ職から本人への直接勧奨、事業所との連携による通所看護師等による実施及

び勧奨 

 

（4）活用・連携が想定される既存制度 

①（診療報酬）退院前訪問指導、退院後カンファレンス、退院時リハビリテーション

指導料、入退院支援加算（総合機能評価加算（R2～） 

②（総合事業）通所サービスC、訪問サービスC 

③（介護報酬）通所介護事業所における生活機能向上連携加算等 

④（介護報酬）訪問看護ステーションとの連携 

 

(5) 期待される効果 

① 退院後、総合事業や通所介護等の介護サービス等を利用するまでの急激な身体機

能の低下を防止（地域包括ケア病棟の機能強化も含む） 

 → 閉じこもり防止や運動促進により、退院直後の身体機能を維持 

② 自宅や通いの場におけるより効果的な個別機能訓練の実施による身体機能の維

持・改善 
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(6) 対象者別の支援内容のイメージ 

①（一般高齢者）自宅でのセルフケアや総合事業の活用を促進 

②（総合事業対象者）リハ職が所属する医療機関が総合事業の通所Cを実施 

③（要支援・要介護１）リハ職がいない通所介護事業所との連携 

④（要支援・要介護１）リハ職がいない訪問看護STの看護師を通じたリハビリ・セル

フケアの実施支援 
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７.３ 医療リハ職等を通じた在宅ケアを推進する専門職のリハビリスキ

ル向上に向けたモデル研究 

 

(1）研究概要 

リハビリテーションの考え方を取り入れた自立支援型の在宅ケアを推進するには、高

齢者の在宅ケアを支援するリハ職以外の専門職（看護師（通所・訪問）、ケアマネジャ

ー）の人材育成が不可欠である。 

このため、 医療リハ職等が中心となり、在宅ケアを推進する専門職を対象に、リハ

ビリの知識やスキルに関する研修プログラムを実施し、その効果や課題を検証する。 

 

(2）支援対象となる高齢者像 

① 急性期・回復期リハビリ病棟退院後の高齢者 

② 基礎疾患を有するフレイル・プレフレイルの高齢者 

※ いずれも居宅サービス利用者（総合事業対象者、要支援～要介護１）が多く含ま

れることが想定される  

 

（3）研修プログラムについて 

【参加対象】 

 ・在宅ケア専門職：ケアマネージャー、看護師（訪問・通所）、 

 ・包括的サービス提供事業所の看護師等 

  （小規模多機能居宅介護、看護小規模多機能居宅介護、グループホーム、介護付

有料老人ホーム等（特定施設入居者生活介護） 

  ※上記事業所は加算が使えないため、リハ職との連携が乏しい 

 

【実施方法】 

 ① 医療リハ職と自立支援型の在宅ケアを推進している専門職との連携によりプロ

グラムを開発（6か月間、週1回（２時間程度） 

 ② 研修参加者の募集・実施 

 ③ 実施効果（現場での導入等）の検証 
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（4）期待される効果 

人材育成を通じて、「自立支援型」の在宅ケアに向けた共通目標・共通理解が深ま

る、連携が円滑になることを通じて下記の効果を期待。  

 

① 急性期・回復期リハビリ病棟退院後、総合事業や介護サービスへの円滑な繋ぎ 

②「自立支援」型のケアプランの作成やサービス担当者会議の実施 

③ 退院後、介護サービス等を利用するまでの急激な身体機能の低下を防止 

④ 自宅や通いの場におけるより効果的な個別機能訓練の実施による身体機能の維

持・改善（訪問看護師によるリハビリ・セルフケアの推進、通所介護での効果的

な個別機能訓練） 
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資料1 道内自治体向けアンケート調査結果一覧 

 

高齢者の介護予防等の推進に向けたリハビリテーション職との連携等に関する調査 

 

1．介護予防・生活支援サービス（訪問サービス）の実施状況 

 

問1．訪問サービスの実施状況についてお答えください。 

【訪問介護相当型】（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 111 92.5 

2 実施に向けて準備・検討中 1 0.8 

3 実施したいが難しい 0 0.0 

4 実施していない・実施意向はない 8 6.7 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 120 100 

 

【訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス）】（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 26 21.7 

2 実施に向けて準備・検討中 6 5.0 

3 実施したいが難しい 23 19.2 

4 実施していない・実施意向はない 65 54.2 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 120 100 

 

【訪問型サービスB（住民主体による支援）】（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 9 7.5 

2 実施に向けて準備・検討中 12 10.0 

3 実施したいが難しい 38 31.7 

4 実施していない・実施意向はない 61 50.8 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 120 100 
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【訪問型サービスC（短期集中予防サービス）】（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 12 10.0 

2 実施に向けて準備・検討中 2 1.7 

3 実施したいが難しい 23 19.2 

4 実施していない・実施意向はない 83 69.2 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 120 100 

 

【訪問型サービスD（移動支援）】（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 2 1.7 

2 実施に向けて準備・検討中 9 7.5 

3 実施したいが難しい 39 32.5 

4 実施していない・実施意向はない 69 57.5 
 

無回答 1 0.8 
 

合計 120 100 

 

問2．訪問型サービスCを「1．現在実施している」または「2．実施に向けて準備・検討中」

の方にお伺いします。 

 

問2-1．「訪問型サービスC」の目的に含まれるものについてお答えください（複数回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 栄養改善 6 42.9 

2 口腔機能の向上 8 57.1 

3 認知機能の低下予防・支援 5 35.7 

4 運動器の機能向上 9 64.3 

5 膝通・腰痛対策 5 35.7 

6 閉じこもり予防・支援 4 28.6 

7 うつ予防・支援 2 14.3 

8 ADL/IADLの改善 8 57.1 

9 その他 1 7.1 
 

無回答 1 7.1 
 

合計 14 100 
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問2-2．「訪問型サービスC」で連携している（連携予定の）職種をお答えください。また、

リハ職の所属先についてもお答えください。（複数回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 理学療法士と連携 7 50.0 

2 作業療法士と連携 8 57.1 

3 言語聴覚士と連携 6 42.9 

4 その他の職種と連携 7 50.0 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 14 100 

 

【理学療法士（リハ職の所属先）】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 行政の職員 3 21.4 

2 外部機関からの派遣 4 28.6 
 

無回答 7 50.0 
 

合計 14 100 

 

【作業療法士（リハ職の所属先）】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 行政の職員 4 28.6 

2 外部機関からの派遣 4 28.6 
 

無回答 6 42.9 
 

合計 14 100 

 

【言語聴覚士（リハ職の所属先）】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 行政の職員 2 14.3 

2 外部機関からの派遣 4 28.6 
 

無回答 8 57.1 
 

合計 14 100 

 

【「その他の職種と連携」】 

自治体名 具体的な職種 

富良野市 歯科衛生士、看護師、栄養士 

滝川市 栄養士、歯科衛生士（行政の職員） 

知内町 管理栄養士 

江別市 歯科衛生士 
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今金町 栄養士、歯科衛生士（行政職員） 

歌志内市 管理栄養士（行政）、健康運動指導士（外部）、歯科衛生士（外部） 

稚内市 行政の管理栄養士と歯科衛生士 

 

問2-3．問2-2で「2．外部機関からの派遣」とお答えになった方は、派遣元の外部機関につい

て具体的にお答えください。 

自治体名 派遣先の外部機関 

京極町 委託先職員（社会福祉協議会介護予防センター） 

富良野市 保健・医療専門職が所属している委託先 

八雲町 行政→町立病院 

知内町 北海道リハビリテーション専門職協会 

喜茂別町 社会福祉法人渓仁会からの専門職派遣 

白糠町 北海道作業療法士会 

今金町 医療機関に委託している 

歌志内市 理学療法士（市外医療機関）、歯科衛生士（在宅）、健康運動指導士（民間） 

美幌町 医療機関 

 

問2-4．「訪問型サービスＣ」の内容（予定も含む）について具体的にお答えください。 

自治体名 訪問型サービスCの内容 

京極町 専門職による動作、環境整備、運動方法等の指導を実施する 

富良野市 通所型サービスCの利用者に対する日常生活のアセスメントを主とした訪問 

八雲町 

生活機能に関する相談指導 

住環境の相談・助言等 

自主トレーニングの提案、指導、助言 

生活動作の改善、工夫に関する指導、助言 

滝川市 
要支援状態時の方への居宅訪問による口腔機能、栄養改善を行い、自主支援、

重度化防止につなげる 

知内町 身体機能評価、ADL・IADLの維持・改善のための運動指導、環境調整など 

喜茂別町 
保健師、看護師、作業療法士の指導・評価の下、３か月間週1回60分の自重ト

レーニングを実施 

松前町 町立松前病院ＰＴ、ＯＴと包括保健師が実施。利用料は無料 

江別市 個別の口腔指導を月1回、3か月（全3回）を実施し、評価する 

白糠町 
対象者宅に作業療法士が訪問し、生活環境や身体状況から機能向上に向けた運

動や生活の仕方について助言、3か月後に評価する 

今金町 問2-1の内容 

歌志内市 

作成されたプランに基づき、保健師・管理栄養士が訪問指導を実施。理学療法

士・健康運動指導士・歯科衛生士の指導を要する場合は、各専門職が保健事業

や通所サービスCに従事している場を利用し実施している。 
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稚内市 
３か月間２週に１回の頻度を目安に栄養改善や口腔機能の向上に向けサービス

を提供 

美幌町 機能評価、セルフケア指導、家族指導、訪問後のケースカンファレンス 

 

2．介護予防・生活支援サービス（通所サービス）の実施状況 

 

問3．通所サービスの実施状況についてお答えください。 

【通所介護相当型】（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 112 93.3 

2 実施に向けて準備・検討中 0 0.0 

3 実施したいが難しい 0 0.0 

4 実施していない・実施意向はない 8 6.7 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 120 100 

 

【通所型サービスA（緩和した基準によるサービス）】（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 42 35.0 

2 実施に向けて準備・検討中 5 4.2 

3 実施したいが難しい 16 13.3 

4 実施していない・実施意向はない 57 47.5 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 120 100 

 

【通所型サービスB（住民主体による支援）】（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 8 6.7 

2 実施に向けて準備・検討中 8 6.7 

3 実施したいが難しい 38 31.7 

4 実施していない・実施意向はない 66 55.0 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 120 100 
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【通所型サービスC（短期集中予防サービス）】（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 23 19.2 

2 実施に向けて準備・検討中 6 5.0 

3 実施したいが難しい 19 15.8 

4 実施していない・実施意向はない 72 60.0 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 120 100 

 

問4．通所型サービスＣを「1．現在実施している」または「2．実施に向けて準備・検討

中」の方にお伺いします。 

 

問4-1．「通所型サービスＣ」の目的に含まれるものについてお答えください（複数回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 栄養改善 13 44.8 

2 口腔機能の向上 18 62.1 

3 認知機能の低下予防・支援 16 55.2 

4 運動器の機能向上 29 100.0 

5 膝通・腰痛対策 10 34.5 

6 閉じこもり予防・支援 15 51.7 

7 うつ予防・支援 7 24.1 

8 ADL/IADLの改善 12 41.4 

9 その他 0 0.0 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 29 100 

 

問4-2．「通所型サービスC」で連携している（連携予定の）職種をお答えください。また、

リハ職の所属先についてもお答えください。（複数回答）。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 理学療法士と連携 17 58.6 

2 作業療法士と連携 11 37.9 

3 言語聴覚士と連携 8 27.6 

4 その他の職種と連携 14 48.3 
 

無回答 3 10.3 
 

合計 29 100 
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【「その他の職種」について】 

自治体名 その他の職種 

富良野市 歯科衛生士、看護師、栄養士 

室蘭市 管理栄養士(市職員）、歯科衛生士 

知内町 管理栄養士 

江別市 歯科衛生士、柔道整復師 

置戸町 柔道整復師 

仁木町 健康運動指導士 

白糠町 歯科衛生士、管理栄養士 

岩見沢市 健康運動指導士 

中標津町 機能訓練指導員 

洞爺湖町 歯科衛生士、管理栄養士 

今金町 栄養士、歯科衛生士（行政職） 

苫前町 歯科衛生士、管理栄養士 

歌志内市 管理栄養士（行政）、健康運動指導士（外部）、歯科衛生士（外部） 

美唄市 歯科衛生士  外部から派遣 

興部町 運動特化ディへ委託 

 

【理学療法士（リハ職の所属先）】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 行政の職員 0 0.0 

2 外部機関からの派遣 17 58.6 
 

無回答 12 41.4 
 

合計 29 100 

 

【作業療法士（リハ職の所属先）】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 行政の職員 1 3.4 

2 外部機関からの派遣 9 31.0 
 

無回答 19 65.5 
 

合計 29 100 

 

【言語聴覚士（リハ職の所属先）】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 行政の職員 0 0.0 

2 外部機関からの派遣 7 24.1 
 

無回答 22 75.9 
 

合計 29 100 
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問4-3．問4-2で「2．外部機関からの派遣」とお答えになった方は、派遣元の外部機関につい

て具体的にお答えください。 

自治体名 派遣先の外部機関 

京極町 委託先職員（社会福祉協議会介護予防センター） 

富良野市 保健・医療専門職が所属している委託先 

室蘭市 歯科衛生士会 

北広島市 北広島リハビリセンター 

知内町 北海道リハビリテーション専門職協会 

喜茂別町 社会福祉法人渓仁会からの専門職派遣 

平取町 
町外の病院より理学療法士2名派遣して頂いて、週1回計16回（3か月）を年2 

回施行している 

江差町 介護老人保健施設 

置戸町 町内整骨院 

仁木町 医）一視同仁会すがた医院 

白糠町 北海道作業療法士会 

紋別市 介護老人保健施設 

訓子府町 医療法人久仁会 

洞爺湖町 洞爺協会病院 

今金町 医療機関に委託している 

厚真町 町内診療所 

苫前町 

歯科衛生士：道歯科衛生士会より紹介、管理栄養士：自治体、言語聴覚士：N 

PO法人地域リハ実践プロジェクト りらいふ 、理学療法士：一般社団法人北 

海道総合在宅ケア事業団 

歌志内市 
理学療法士（市外医療機関）、歯科衛生士（在宅）、健康運動指導士（民 

間） 

稚内市 医療機関から派遣 

砂川市 検討中 

美唄市 岩見沢市歯科衛生士会 

北見市 
通所Cを委託している事業者が医療機関や老人保健施設、介護サービス事業者 

等であり、それぞれの事業者に所属するＰＴ・ＯＴが従事している 

 

問4-4．「通所型サービスC」の内容（予定も含む）について具体的にお答えください。 

自治体名 通所型サービスCの内容 

京極町 生活機能改善のための運動器、認知機能向上等を短期集中的に実施する 

富良野市 
週1～2回の通所による保健・医療専門職の機能回復訓練で、訪問型サービスC

と組み合わせたプログラムを実施 

室蘭市 「お天気くらぶ」介護予防教室、柔道整復師会に加入している整骨院へ委託
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して実施。6か月間週1回全24回 複合プログラム 栄養士、歯科衛生士を派

遣している 

北広島市 

運動機能向上によるＡDＬ、ＩＡＤＬ向上・改善を目的に、３～６か月の間

にリハ職による通所訓練(最大22回）と家庭訪問(２回)を行うもの。中間期と

卒業期には、自立支援ケア会議(地域個別ケア会議）を行い、目標設定や評価

を行い、支援に活かしている。 

知内町 
講話（フレイル、MCI予防、口腔機能向上、低栄養予防など）運動指導、レ

クリエーション、身体機能評価 

喜茂別町 

保健師、看護師、作業療法士の指導・評価の下、３か月間週2回1回90分のト

レーニングを実施(トレーニングマシンを使用したCGT(包括的高齢者運動トレ

ーニング）プログラム） 

釧路市 
介護サービス事業所へ委託し、運動器・口腔・認知機能向上の各プログラム

を実施している 

釧路町 

運動器：ストレッチ、有酸素運動等、 

栄養：地域における食に関する情報や便利な器具、食品の購入方法等の情報

   提供 

口腔：口腔清掃、摂食、嚥下訓練、セルフケア指導 

閉じこもり・認知：有酸素運動、創作活動等 

平取町 

理学療法士が利用者各々の体力測定の結果をみて運動プランを作成して指導

し、自宅でも積極的に実施して貰って筋力アップ、生活支援に繋げて貰う。

最後の会でもう一度、体力測定を行って評価して貰う 

江差町 
退院後の方や下肢筋力低下している方等を対象に運動やリハビリを行い、AD

L・IADLの改善を目指す予定 

江別市 
個別の口腔指導を月1回、3か月（全3回）を実施し、評価する。運動器は週1

回、3か月（全12回）を実施し、評価する。 

置戸町 筋肉の維持・向上に向けた体操、トレーニング 

仁木町 短期集中運動教室 

白糠町 
週１回全12回の1ｸｰﾙで1か月後にフォロ－アップ教室を1回実施。運動器・口

腔器を一体的に行っている。希望者にはタクシーで送迎している。 

岩見沢市 業務委託契約 体力測定、ストレッチ、有酸素運動等 

紋別市 

3か月１クール月4回送迎なし 集団への支援として健康チェック、運動個別

評価を実施し事業開始時と終了時にリハ職による機能評価、生活面の評価を

行っている 

函館市 
デイサービスセンター等で3～6か月間、筋力トレーニング等の運動器機能の

向上または摂食・嚥下等の口腔機能の向上のための訓練を日帰りで行います 

中標津町 デイサービスにて運動器機能向上プログラムを実施 

訓子府町 
サービス利用者のレベルに合わせた運動プログラムを３か月間（全12回）実

施する 
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洞爺湖町 詳細内容は検討中 

今金町 問4-2の内容 

厚真町 最大６名利用可、３か月を期間とする短期集中リハビリテーション 

苫前町 

体力測定（事業の前後で実施）、運動講話、基本運動、口腔講話、口腔体

操、歯についての講話、食生活についての講話、減塩の食事試食、ＰＴ・Ｓ

Ｔによる機能評価、目標・計画についての会議 

歌志内市 
週に1回程度実施している一般介護予防事業と同時実施。作成されたプランに

基づき、専門職が指導を実施する。 

稚内市 

３か月間、週１回運動器の機能向上のため運動している。麻痺や関節の変形

等により個別性に配慮が必要な場合、理学療法士の支援を得る。口腔・栄養

も３か月間２週に１回の頻度でサービス提供し、口腔機能のより専門的支援

が必要な場合、言語聴覚士の支援を得ている 

砂川市 

退院後などにより運動機能が低下し栄養改善などが必要な高齢者を対象にお

おむね３～６か月で、運動機能の向上や栄養改善などを図るプログラムを実

施する。 

美唄市 
従来の介護予防教室を当てはめる予定。週１回全12回の合計３か月。所要時

間90分/回、前後に体力測定 

興部町 

・週１回（土）に実施、運動特化型のディサービスに事業委託、本人負担な

し、委託料1人3000円。 

・9:30～11：30おおむね2時間実施、1クールおおむね3か月全12回、1日定員1

4名 

北見市 

通所型の小集団形式（1会場10人定員）で行い３か月間全12回を1クールとす

る。運動・栄養・口腔の複合プログラムを中心とした総合コースと運動プロ

グラム中心の運動コースの2種類がある（1日2次予防事業から移行した） 

 

3．地域リハビリテーション活動支援事業の実施状況 

 

問5．地域リハビリテーション活動支援事業の実施状況についてお答えください（単一回

答） 

 

【地域ケア会議にリハ職が参加】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 64 53.3 

2 実施に向けて準備・検討中 14 11.7 

3 実施したいが難しい 15 12.5 

4 実施していない・実施意向はない 26 21.7 
 

無回答 1 0.8 
 

合計 120 100 
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【サービス担当者会議にリハ職が参加】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 46 38.3 

2 実施に向けて準備・検討中 7 5.8 

3 実施したいが難しい 23 19.2 

4 実施していない・実施意向はない 40 33.3 
 

無回答 4 3.3 
 

合計 120 100 

 

【多職種によるカンファレンス等にリハ職が参加】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 39 32.5 

2 実施に向けて準備・検討中 10 8.3 

3 実施したいが難しい 30 25.0 

4 実施していない・実施意向はない 35 29.2 
 

無回答 6 5.0 
 

合計 120 100 

 

【リハ職と連携しケアプランを作成】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 30 25.0 

2 実施に向けて準備・検討中 12 10.0 

3 実施したいが難しい 26 21.7 

4 実施していない・実施意向はない 48 40.0 
 

無回答 4 3.3 
 

合計 120 100 

 

【リハ職がケアマネジャーと同行訪問】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 44 36.7 

2 実施に向けて準備・検討中 7 5.8 

3 実施したいが難しい 23 19.2 

4 実施していない・実施意向はない 41 34.2 
 

無回答 5 4.2 
 

合計 120 100 
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【リハ職が住民の通いの場への参加や地域展開を支援】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 57 47.5 

2 実施に向けて準備・検討中 6 5.0 

3 実施したいが難しい 26 21.7 

4 実施していない・実施意向はない 29 24.2 
 

無回答 2 1.7 
 

合計 120 100 

 

【リハ職の事業所派遣等における自立支援】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在実施している 26 21.7 

2 実施に向けて準備・検討中 0 0.0 

3 実施したいが難しい 27 22.5 

4 実施していない・実施意向はない 65 54.2 
 

無回答 2 1.7 
 

合計 120 100 

 

問6．地域リハビリテーション活動支援事業を「1．現在実施している」または「2．実施に

向けて準備・検討中」の方にお伺いします。 

 

問6-1．地域リハビリテーション活動支援事業で連携しているリハビリテーション職につい

てお答えください。また、リハ職の所属先についてもお答えください。（複数回

答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 理学療法士と連携 73 60.8 

2 作業療法士と連携 63 52.5 

3 言語聴覚士と連携 29 24.2 

4 その他の職種と連携 6 5.0 
 

無回答 31 25.8 
 

合計 120 100 

 

【理学療法士（リハ職の所属先）】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 行政の職員 19 26.0 

2 外部機関からの派遣 58 79.5 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 73 100 



 

 

- 109 - 

 

【作業療法士（リハ職の所属先）】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 行政の職員 8 12.7 

2 外部機関からの派遣 55 87.3 
 

無回答 2 3.2 
 

合計 63 100 

 

【言語聴覚士（リハ職の所属先）】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 行政の職員 1 3.4 

2 外部機関からの派遣 28 96.6 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 29 100 

 

問6-1-4．「その他の職種と連携」 

自治体名 その他の職種 

鹿追町 介護老人保健施設の理学療法士と地域の老人会で講話 

置戸町 薬剤師、歯科衛生士 

札幌市 栄養士、歯科衛生士 

函館市 栄養士、管理栄養士 

洞爺湖町 栄養士、看護師、薬剤師、歯科衛生士 

帯広市 栄養士、歯科衛生士 

 

問6-2．問6-1で「2．外部機関からの派遣」とお答えになった方は、派遣元の外部機関につい

て具体的にお答えください。 

自治体名 派遣先の外部機関 

安平町 ＨＡＲＰ 

北見市 
HARP（北海道リハビリテーション専門職協会）、北海道理学療法士会道 

東地区 

幌延町 NPO及びケースと関わりのある病院 

旭川市 

PT,OT,STで構成する北海道リハビリテーション専門職協会と協定を締結 

し、当該協会が従事者の調整を行っている(調整された従事者に対する依 

頼等は市が行っている） 

清水町 PT、OTともに医療機関からの派遣 

大空町 網走厚生病院、網走の丘病院 

仁木町 医）一視同仁会すがた医院 

紋別市 委託型地域包括支援センターに配置 

京極町 委託先職員（社会福祉協議会介護予防センター) 
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佐呂間町 一般社団法人（町外） 

登別市 一般社団法人北海道リハビリテーション専門職協会 

帯広市 
一般社団法人北海道リハビリテーション専門職協会、一般社団法人北海道 

歯科衛生士会十勝支部、公益財団法人北海道栄養士会十勝支部 

函館市 
一般社団法人北海道リハビリテーション専門職協会、公益社団法人北海道 

栄養士会函館支部（業務委託による） 

苫小牧市役所 医療機関 

伊達市 医療機関 

稚内市 医療機関 

新ひだか町 医療機関に勤務するＯＴ 

今金町 医療機関に委託 

白老町 医療法人、老健 

赤井川村 医療法人社団白樺会（包括委託先） 

訓子府町 医療法人久仁会 

江差町 介護老人保健施設 

上士幌町 介護老人保健施設 

東神楽町 介護老人保健施設 

小清水町 
介護老人保健施設（作業療法士）：本町に事業所がないため隣町の老健施 

設医療機関（理学療法士）：本町による医療機関（小清水赤十字病院） 

北斗市 介護老人保健施設やわらぎ苑上磯介護老人保健施設いなほ 

- 介護老人保健福祉施設に派遣依頼している 

北竜町 管内他市の市立病院 

乙部町 近隣の総合病院 

白糠町 釧路市内の医療法人 

- 個人で開業されている方 

江別市 
事業所運営法人、医療法人等。市内のリハ職が地域リハビリテ－ション団 

体を任意団体として活動しており、団体に派遣依頼している 

夕張市 市内、通所リハビリテーション事業所 

余市町 地元の医療機関 

鷹栖町 社会福祉法人 

喜茂別町 社会福祉法人渓仁会からの専門職派遣 

岩内町 
社会福祉法人北海道社会事業協会岩内病院 

社会福祉法人渓仁会コミュティホーム岩内 

釧路町 職能団体 

留萌市 想定しているのはHARPです 

鶴居村 村内の医療法人から派遣 

積丹町 地域密接型 通所介護事業所 
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浦幌町 地区の各職能団体に相談し検討 

むかわ町 町内医療機関 

中標津町 町内の医療機関 

平取町 
町内の病院より２名の理学療法士を派遣して頂き、直営のリハビリ（C 

型）とサロンへ訪問して体力測定やリハビリの指導を実施して頂いている 

せたな町 道南ロイヤル病院 

洞爺湖町 洞爺協会病院、洞爺温泉病院 

名寄市 名寄市立総合病院 

厚沢部町 脳神経外科病院、個人事業主 

当別町 北海道医療大学リハビリテーション科学部の教員 

更別村 北海道家庭医療学センターより派遣 

置戸町 北海道薬剤師会 

富良野市 北海道リハビリテーション専門職協会 

芦別市 北海道リハビリテーション専門職協会 

室蘭市 北海道リハビリテーション専門職協会 

釧路市 北海道リハビリテーション専門職協会 

倶知安町 北海道リハビリテーション専門職協会 

札幌市 
北海道リハビリテーション専門職協会、北海道栄養士会、北海道歯科衛生 

士会 

新篠津村 北海道リハビリテーション専門職協会等 

剣淵町 森山メモリアル病院、サンビレッジクリニック 

長万部町 八雲総合病院 

歌志内市 理学療法士 

苫前町 

理学療法士：一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団、作業療法士：一般 

社団法人北海道総合在宅ケア事業団、言語聴覚士：一般社団法人北海道総 

合在宅ケア事業団の紹介で北祐会神経内科病院 

比布町 
理学療法士→北海道理学療法士会作業療法士→当麻地域訪問看護ステーシ 

ョン 

利尻町 利尻島国保中央病院、社会医療法人社団三草会クラーク病院 

幕別町 リハビリ職の職能団体 

月形町 老人保健施設 

北広島市 
輪厚三愛病院訪問看護ステーションつばさ、訪問看護ステーションひなた 

デイサービスセンター四恩園 

 

6-3．地域リハビリテーション活動支援事業の内容について具体的にお答えください。 

自治体名 具体的な内容 

東神楽町 
・地域ケア会議に参加（事例に対し専門的見解を示し、ケアマネジメントを

支援） 
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・基準緩和型デイサービスに関与し、利用者への個別的な運動指導、運動機

能評価及び介護職員への技術的支援を行う。 

・小規模な地域の老人クラブ活動に関与し、高齢者への個別的な運動指導、

運動機能評価を行う。 

訓子府町 100歳体操指導、介護予防の講話 

剣淵町 
３か月間の運動機能向上事業の最初と最後に理学療法士の事前アセスメン

ト、個別運動プログラムの提供、事後アセスメントと評価を行う 

歌志内市 一般介護予防事業の場を利用し、実施している 

乙部町 運動機能向上支援の担当者に対する指導、支援 

安平町 介護予防活動を行う団体への技術的指導・助言 

白糠町 
介護予防教室OB会（終了者）への運動指導、活動への助言。地域密着型事業

所等の介護予防事業所への運動指導・活動への助言 

八雲町 

介護予防事業に関わる指導者への助言、指導（ケアマネや介護従事者への助

言、指導、介護施設職員への助言、指導） 

一般介護予防事業に参加する者への助言、指導（介護予防教室での指導、住

民主体の通場での助言、指導）等 

苫 小 牧 市

役所 

介護予防等の自主活動を行っている自主団体に対し、リハビリテーション専

門職等の指導や助言を行う 

帯広市 
介護予防普及啓発事業における教室及び自主活動団体に派遣し、介護予防に

関する知識や技術の普及啓発を行う。 

利尻町 
学習会、訪問後に関係職種とカンファレンスを行い、視点の質の向上に努め

る。 

白老町 通いの場への支援 

江別市 
通いの場へのリハ職の派遣（介護予防体操について指導等） 

介護予防教室での講話、地域ケア会議における助言者 

鹿追町 

既存のシルバー体操教室で理学療法士(町職員）による運動指導を行ってい

る。また、町内の老健施設の理学療法士と地域包括支援センターの職員で、

地域の老人会に出向き、介護保険等に関する講和を行っている。 

更別村 
具体的な活動は行ってない。地域ケア会議や多職種カンファレンス参加の

み。今後の拡大については要検討 

幌延町 ケア会議参加、居宅訪問 

むかわ町 

現在、一般介護予防事業への助言、身体機能測定、評価支援を受けている。

今後は住宅改修等、専門職の助言が必要なケースについて支援を受けられる

体制づくりについて準備中 

大樹町 講演会の講師 

富良野市 
高齢者の集いの場での運動等の実施指導、資質向上に資する会議等への参画

及び助言、人材育成に資する研修会での講義 

置戸町 個別支援（訪問）、団体支援（いきいき100歳体操） 
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枝幸町 

個別への支援として、ケアマネとの同行訪問やケア会議への参加において、

自立支援への助言等。一般介護予防事業での個別の身体評価、プラン作成。

また、サロンや施設職員への技術的支援のための予算の確保はしているが、

現在利用には至っていない 

比布町 在宅生活をしていくための情報交換等をケア会議や担当者会議で行っている 

大空町 在宅における身体機能訓練評価及び指導への助言、集団機能訓練の助言指導 

苫前町 
事業対象者、要支援１、２の対象者に対して担当者とリハ職が訪問し、運動

器機能等評価、リハビリ内容の見直し、必要なリハ等助言、指導 

滝川市 

市職員である作業療法士が地域包括支援センターや市健康増進担当部署など

と連携の上、一般介護予防事業や訪問、住宅改修など様々な事業に関与しな

がら推進している 

せたな町 施設での嚥下機能向上リハの指導 

北竜町 
自宅訪問による個別支援、通所型サービス事業所への支援や研修会の開催、

地域ケア会議への出席 

鷹栖町 住民活動の助言、住民活動の立ち上げ支援、体力評価 

夕張市 
住民主体の通いの場にリハビリテーション専門職等を派遣することで、住民

の介護予防活動を促進する 

札幌市 
住民主体の通いの場や自主活動化を目指して開催する介護予防教室におい

て、リハビリテーション専門職が技術支援を行う 

松前町 住民主体のサロンにて運動機能向上のためのアドバイスや軽体操の提案等 

新 ひ だ か

町 
住民主体の集いの場支援（体操の普及等） 

登別市 

住民団体のリーダー的役割の方達を対象とした介護予防活動リーダー育成研

修を委託し、体操や脳トレ、講話、グループワーク等を指導し、個々の通い

の場で継続して行えるよう支援を行う 

北見市 

住民の通いの場からリハ職等の講師派遣依頼があった場合に、地域包括支援

センターや介護福祉課が講師の調整を行い派遣する。講師謝礼を負担する。

同年度内で1回の利用を限度としている（行政が費用負担をするのは年1回ま

で） 

釧路町 住民の通いの場における運営スタッフや参加者への専門的な指導 

新篠津村 

住民へ介護予防技術支援 

介護職員への介護予防技術支援 

自立支援型地域ケア会議の支援 

興部町 
小規模自治体であり、町国保病院PTが協力的である。ケア会議や介護サービ

スへの必要時の助言等、従来より強力いただいている 

洞爺湖町 白老や老人クラブ等で行いやすい運動、体操等の紹介。転倒予防の内容等 

伊達市 
自立支援型地域ケア会議においてのリハ職の参加 

介護予防グループの技術支援等 
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当別町 自立支援型地域ケア会議の実施 

厚沢部町 セラピストの地域ケア会議への参加、在宅への訪問 

北広島市 体操を中心とする住民主体の通いの場 

- 
体力測定を実施し、個別に運動・集団運動を提案し、体力向上、介護予防に

向け取り組んでいる 

余市町 
地域ケア会議（個別会議）において、対象者を支援している作業療法士が参

加。※ただし、恒常的な参加連携までは至っていない 

名寄市 
地域ケア会議、個別訪問（住宅改修希望者やサ担など）、施設入所者に対す

る身体評価、リハビリ指導、体力測定 

今金町 地域ケア会議、多職種会議、各事業へのリハ職の派遣等 

稚内市 

地域ケア会議、地域の通いの場、介護予防普及啓発事業において、リハビリ

テーション専門職から効果的な介護予防への取り組み方など技術的支援を含

め助言を得ている 

長万部町 地域ケア会議－自立支援型立ち上げ支援 

浦幌町 地域ケア会議でリハビリ職からの助言 

芦別市 
地域ケア会議における自立支援個別ケア会議のスーパーバイザーとして出席

を調整中（早ければ年度内に実現する見込み） 

喜茂別町 
地域ケア会議の委員として定例会に出席。ケアマネージャーと同行訪問し、

機能評価を行い、ケアプラン内容に反映している。 

留萌市 
地域ケア会議の要綱において、必要に応じリハ職を参集できることになって

いる 

赤井川村 
地域ケア推進会議（地域課題発見等）定期開催（月１回程度） 

地域ケア個別会議（個別課題等）随時開催 

広尾町 
地域団体等が行う介護予防活動に関する技術的支援（姿勢指導等） 

家屋評価や福祉用具の選定時の評価や助言等 

幕別町 地域における住民の集いの場への運動指導を評価 

北斗市 地域に介護予防のために住民団体に派遣している 

- 
地域のサロンや介護予防教室において言語聴覚士による口腔機能向上に関す

る講話・実技 

函館市 

町内などの地域の団体や介護保険事業所等へリハビリテーション専門職を派

遣し下記の支援を行う 

1)地域団体等が行う介護予防活動に関する技術的支援 

2)介護職員への技術的支援 

3)地域ケア会議やサービス担当者会議等におけるケアマネジメント支援 

上士幌町 

町内の自主サークル等に対して、リハビリ専門職と保健師による体力向上ト

レーニング指導を実施 

家庭訪問を行い、手すりの設置位置等についての助言、身体機能に合わせた

自主トレーニングの指導 
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弟子屈町 

町民への介護予防に関する技術的助言（評価・活動の提案） 

介護職員等（介護サービス事業所に従事する者を含む）への介護予防に関す

る技術的指導（活動内容の提案、参加場面での助言、環境整備） 

地域ケア会議やサービス担当者会議におけるケアマネジメント支援 

紋別市 
通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等の

介護予防の取組を総合的に支援し、会議予防の機能強化を推進する 

小清水町 
通所型サービスＡ及び住民の通いの場（100歳体操）において理学療法士、

作業療法士による体力測定、運動（体操）指導、講話、講評実施 

別海町 

通所サービス（相当型）の介護予防運動に特化した形態のサービスを提供

中。月1回程度、病院及び老健（いずれも町立）のPT、OTが事業所を訪問

し、各個人にアドバイス及び事業所職員との意見交換を行っています 

千歳市 

通所事業、訪問事業、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通い

の場（介護予防サロン）等にリハビリ専門職が関与し、地域包括支援センタ

ーと連携し介護予防の取り組みの機能強化と介護保険事業者の介護職員に対

し、自立支援に資する介護方法等の指導や助言を行う 

中標津町 通所にて利用者の運動機能評価、指導の実施 

清水町 必要時地域ケア会議、サービス担当者会議にリハビリ専門職が参加 

礼文町 
包括主催の各種会議へ町内医療機関(国保診療所)のＰＴが出席、助手等行っ

ている 

中頓別町 保健師の訪問による技術的助言、地域ケア会議、サービス担当者会議 

平取町 
理学療法士が、直営の短期集中リハビリCの指導と各サロンへ出張して体力

測定とリハビリの指導を行って貰っている 

京極町 理学療法士等による指導、相談を実施する 

江差町 
リハ職の参加をお願いし、日程等が合えば参加可能だが、現状は通常業務が

忙しく、参加が難しい現状にある 

仁木町 リハビリカフェ（運動、栄養指導） 

佐呂間町 

リハビリ専門職である理学療法士が対象者の身体機能評価を実施し、日常生

活で行える運動、生活上の工夫やアドバイスを対象者本人、家族、介護予防

支援スタッフ（ケアマネ、訪問看護師、保健師）に指導し、継続支援を行う 

旭川市 

リハビリテーション専門職（PT,OT,ST）が、地域の住民主体の通いの場等に

対し、評価及びそれに基づく技術的支援を行うことで、住民の介護予防の取

り組みを総合的に支援する。 

鶴居村 

リハビリテーション専門職が住宅改修、福祉用具の利用に際してケアマネ等

と同件訪問、また、地域ケア会議、住民運営の通いの場において利用者の自

立した生活につながるよう助言する。 

釧路市 

リハビリテーションに関する専門職的知見を有するもの等を外部から招聘す

るなどの方法により、短期集中予防サービス、住民等主体の通所サービス、

地域ケア会議、介護職員等の技術的助言等を得ることを通じて、介護予防に
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関する取り組みを総合的に支援する 

 

4．高齢者の介護予防等の推進に向けたリハ職との連携に関する課題等について 

 

問7．高齢者の介護予防等を目的としたリハビリテーション職と連携した事業の実施に向け

た課題について、お答えください。（5つまで選んで〇を記入） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 そもそもリハビリテーション職がいない・少ない 61 50.8 

2 
リハビリテーション職が所属する医療機関等があまり積極的

ではない 
10 8.3 

3 リハビリテーション職自身があまり積極的ではない 3 2.5 

4 
リハビリテーション職が所属する医療機関等にアプローチで

きていない 
13 10.8 

5 効果が得られる十分なサービス量を確保することができない 35 29.2 

6 十分な予算が確保できない 28 23.3 

7 事業対象者を発掘することが難しい 12 10.0 

8 事業対象者が少ない 13 10.8 

9 庁内のマンパワーが少なく企画・実施することができない 38 31.7 

10 その他 10 8.3 
 

無回答 6 5.0 
 

合計 120 100 

 

【その他】について 

自治体名 「その他」の具体的な内容 

登別市 対象者への周知・啓発 

新得町 
町内訪問リハ事業所のPTと随時連携が図れているため、リハ活動支援事業化

するまでないと考える 

伊達市 
リハビリテーション職が所属する機関が限られており、日中に派遣可能な機

関が限られている 

札幌市 内容の均一化 

 

問7-1．問7について具体的にお答えください。 

自治体名 具体的な内容 

函館市 

（派遣に携わるリハビリテーション専門職の日程調整等は、すべて委託事業

者が担っているため本質的な要因は不明だが）派遣に携わる専門職が一定の

人物に偏るなど、地域リハビリテーション活動支援事業に関わる専門職が少

ないことから、地域からの需要が増加傾向の中、将来的に派遣するリハビリ

テーション専門職の確保に課題が出てくるのではと懸念している。 
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標茶町 １か所しか医療機関が無く、医療、介護含めた全てを１か所で実施している 

厚沢部町 
委託先の病院等にも現状以上の回数を依頼することが厳しい。当町は小規模

自治体で業務量的に企画実施することが難しい 

猿払村 一名体制のため業務範囲が限られる 

千歳市 うまく事業対象者につなげられていない 

小清水町 同じ団体等に対し継続的な実施（十分な回数の確保）ができない 

厚真町 介護事業所に専門スタッフがいない 

芽室町 
介護予防・日常生活支援総合事業を担当する係に、理学療法士が在籍してい

るが、他の業務を兼務しているため、集いの場に関わる機会が少ない 

中頓別町 介護予防事業の講師として参加してもらい、問7内容の問題はない 

紋別市 
介護予防事業の中で体力測定の評価や相談を実施しているが、新規対象者を

発掘することが困難 

比布町 過疎地における専門職不足とサービスニーズに向けた優先順位が低い 

更別村 
既存の事業に対応していくための職員配置であり、新規事業拡大に対応する

職員配置は財政的に困難 

平取町 

行政の職員(病院職員）の理学療法士は一人しかおらず、ケア会議に参加して

意見を頂く事は出来るが、病棟、外来のリハビリの仕事が一杯で訪問リハビ

リ等のサービスは実施出来ずに居る 

由仁町 行政のリハ職は入所・訪問リハで手いっぱいである 

黒松内町 現在、自立支援型個別会議の実施に向け、関係者間で検討中 

京極町 現状、委託先に理学療法士を配置している 

士幌町 
サービス担当者会議など個別的なレベルでのリハ職との連携はできている

が、一般介護予防事業としての定期的な連携は人員不足もありできていない 

滝川市 
様々な予防の事業を推進したいが、職員数、予算に限りがあり、これ以上の

事業の企画立案、実際の運営が困難である 

留萌市 事業の安定した実施に必要なリハ職の継続的な確保は困難 

今金町 事業を実施しているが予算化できていない部分もある 

旭川市 
市内には多くのリハビリテーション専門職がいるが、地域支援事業に従事可

能なリハビリーション専門職に限りがある現状 

歌志内市 市内にリハビリテーション職がいない。事業を行う職員も不足している 

登別市 
市内の複数の医療機関のリハ職が協力的であり、助かっている。参加者の拡

大に向けた効果的なPR・検討が必要 

洞爺湖町 周知してもなかなか参加に結びつかない。参加者の固定化 

共和町 十分に実施方法等の検討ができていない 

新 ひ だ か

町 
住民活動の組織化（活動の定例化含む） 

八雲町 
住民主体の通い場づくりに取り組んでいるが、まだまだ少ないためリハ職を

活かしきれていない。周知不足もあるのか介護施設からの依頼も少ない 
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余市町 小規模自治体のため 

むかわ町 
小規模自治体のため、町内の医療機関やリハビリテーション職の数は限られ

ている。診療報酬との関係で、病院を離れられないリハ職もいる 

赤井川村 

小規模の自治体であり、医療機関も診療所１か所のみとなっている。そのた

め、リハ職を確保することそのものが難しい状態にある。リハ職との連携を

進めていくにあたり、外部からの派遣に頼るしかない状況である 

和寒町 
職場内にリハ職がいる。また、一部ではあるが、医療機関のリハ職のサービ

スを受けられる体制はある 

当別町 
大学から住民主体の体操を主としたサロンを開始したらどうかとのアドバイ

スがあり、今後地域ケア会議の中で実施に向けて企画、検討を予定 

別海町 体制はとれる状況にあるが、コーディネートする職員が不足している 

札幌市 担当するリハビリテーション専門職によって、内容に差がある 

東神楽町 地域に出られるリハビリテーション職が若干名しかいない 

礼文町 町内(島内）にリハ職はＰＴ1名のみである。※当町は離島 

安平町 
町内医療機関には、リハ職が少なく、院外活動が難しい（外部機関からの派

遣は受けられる） 

滝上町 
町内にある障害者支援施設に１名いるだけで、町内で必要としている人全員

にサービスを提供行うことが難しい 

佐呂間町 町内にいない 

北竜町 町内にはリハビリ職がおらず他市より来てもらっている 

喜茂別町 

町内にリハビリテーション職はいないため、専門職派遣に頼らざるを得な

い。実働する際には日時・曜日など派遣する日程がある程度固定されるた

め、柔軟に調整することも難しい 

日高町 
町内リハ職が少なく、病院・事業所に所属しているため、勤務時間内に協力

していただくことは難しい 

長万部町 
町立病院に今年8月に入職し、間もないため、関係機関等の外部との連携と

までは業務内容的にも難しい。 

大樹町 同行訪問を依頼しても返事がこない 

広尾町 
年に1クール（全12回）、介護予防教室をリハビリテーション職と協力し開

催している。人材不足等により、回数の増加などが難しい 

名寄市 派遣費があらかじめ決まっているので、タイムリーに利用できない 

根室市 人手不足でそこまで手が回らない 

- 
病院等に所属するリハ職に単発的な派遣依頼は可能だが、効果が得られるま

で継続的に数多く派遣していただく事は難しい 

岩見沢市 まだ検討されていない。整理することが多い 

興部町 町にPTが1人のため、業務量からも対応の限界はある 

剣淵町 
町にリハ職がいず、外部機関から派遣してもらっている。予算の限度があり

気軽に事業展開できない 
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稚内市 

麻痺や生活に支障をきたしかけている身体状況の方をリハビリテーション職

と連携し支援しているが、介護保険サービスの利用等や他事業所による介護

予防のサービス提供も広がり、サービスの選択肢が増え、事業対象は減少し

ている 

帯広市 無関心層や閉じこもりへの働きかけ 

北広島市 

リハ職(PT,OT,ST）の存在や役割が地域住民になじみがなく伝え方に苦労す

ることがある。(元々、疾病に基づくリハビリなので出会う機会が少ないのだ

と思う) 

リハ職自体も比較的健康な高齢者のイメージが薄く、疾病に基づくリスク管

理は得意だが体力向上とか健康度向上という視点があまりない 

マンツーマンのかかわりは得意だが、小集団への介入は慣れていず、必ず調

整役が必要で効果的な介入に至るまでとても時間を要すると思う 

上 富 良 野

町 
リハ職が少なく地域への派遣が難しい 

白老町 リハ職の職種が限られている 

江別市 

リハ職の所属する医療機関等への理解が進んでおらず、リハ職自身が望んで

も、なかなか地域に出向きにくい。今後、必要に応じて所属医療機関へのア

プローチも検討する 

江差町 
リハ職は介護予防教室への参加にも意欲的だが、人材が少なく、通常業務内

では参加が難しい 

北見市 

リハ職は積極的だが、行政の介護予防教室などに従事する時間は所属する医

療機関に年休を出して自分の時間として来てくれている現状がある。地元の

理学療法士会との連携はできても所属する全ての医療機関に地域に出る事を

業務として扱って頂けるような働きかけをすることが難しい 

枝幸町 

リハ職を派遣してもらうための委託料が高く、回数の確保が難しい。地域の

中での活動をしてもらうための予算の確保をしても、その利用を効果的に活

用してもらうための住民への働きかけができていない。 

砂川市 

リハ職を必要とした事業の展開を考えているが、市内のリハ職は病院や介護

施設に所属しているため、派遣調整を派遣元と進めていく必要がある。また

新たな事業の展開により地域支援事業の上限額を超えていく可能性が高く、

財源を確保しなければ実施に支障が出る 

知内町 リハ専門職がいないのでHARPに派遣依頼している 

釧路市 
リハビリ職の中でも地域に出たいと思っている方は多いが、所属する機関よ

り理解が得られない場合があるとの事 

鹿追町 
リハビリテーション職の地域での活用について、今年度問6-3のとおり進めて

いる。今後の展開については引き続き検討中。 
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問8．高齢者の介護予防等を推進するため、リハ職以外の下記の専門職と連携しています

か。（複数回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 健康運動指導士 55 45.8 

2 柔道整復師 3 2.5 

3 あんまマッサージ指圧師 0 0.0 

4 スポーツインストラクター 30 25.0 

5 その他 13 10.8 

6 連携していない 39 32.5 
 

無回答 1 0.8 
 

合計 120 100 

 

【「その他」の具体的な内容】 

自治体名 「その他」の具体的な内容 

厚真町 AFAA認定健康運動指導員 

壮瞥町 アメリカエアロビクスフィットネス協会認定インストラクター 

白糠町 音楽健康指導士 

江差町 音楽療法士、歯科衛生士 

佐呂間町 管理栄養士、保健師 

平取町 健康運動実践士 

釧路町 健康運動実践指導者 

比布町 歯科衛生士 

千歳市 精神保健福祉士 

留萌市 ふまねっとインストラクター、JACOT認定ライセンス所持者 

余市町 保健師 

砂川市 保健師、歯科衛生士、薬剤師 

 

【健康運動指導士（リハ職以外の専門職）】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 行政の職員 6 10.9 

2 外部機関からの派遣 49 89.1 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 55 100 
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【柔道整復師（リハ職以外の専門職）】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 行政の職員 0 0.0 

2 外部機関からの派遣 2 66.7 
 

無回答 1 33.3 
 

合計 3 100 

 

【あんまマッサージ指圧師（リハ職以外の専門職）】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 行政の職員 0 0.0 

2 外部機関からの派遣 0 0.0 
 

無回答 0 100.0 
 

合計 0 100 

 

【スポーツインストラクター（リハ職以外の専門職）】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 行政の職員 1 3.3 

2 外部機関からの派遣 30 100.0 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 30 100 

 

【その他（リハ職以外の専門職）】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 行政の職員 3 23.1 

2 外部機関からの派遣 10 76.9 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 13 100 

 

問8-1．問8で「2．外部機関からの派遣」とお答えになった方は、派遣元の外部機関につい

て具体的にお答えください。また連携している専門職の所属先についてもお答えく

ださい。 

自治体名 派遣先の外部機関 

室蘭市 
「通所型サービスＣ」事業を北海道柔道整復師会所属の整骨院へ委託して

いる 

歌志内市 １.民間 

八雲町 
1→NPO法人ソーシャルビジネス推進センターに委託し介護予防教室を実施

している 
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東神楽町 4－2個人、4－1地域おこし協力隊員（嘱託職員） 

芦別市 NPOソーシャルビジネス推進センター 

北竜町 NPOソーシャルビジネス推進センター 

比布町 

NPOソーシャルビジネス推進センター 

スポーツジム所属インストラクター 

フリー歯科衛生士 

浦幌町 NPOソーシャルビジネス推進センターより派遣 

幕別町 NPO法人 

新得町 一般企業、地域おこし協力隊 

当麻町 一般社団法人地域ウェルネスネット 

夕張市 一般社団法人地域ウェルネスネット 

滝上町 一般社団法人地域ウェルネスネット 

赤井川村 医療法人社団白樺会（包括委託先） 

佐呂間町 
運動指導士は教育委員会所属 

管理栄養士、保健師は保健福祉課所属 

厚沢部町 運動トレーナー派遣会社 

余市町 介護予防教室の事業を委託(NPO法人及び社会福祉協議会へ） 

士幌町 株式会社オカモト、NPOソーシャルビジネス推進センター 

北広島市 
（株）ソプラティコ(北広島クラッセホテル内のスポーツクラブ） 

一般社団法人地域ウェルネスネット 

伊達市 （株）道南スコーレ 

幌延町 （株）北海道中央研究所、水夢館 

北斗市 （株）ルネサンス 

新ひだか町 健康教育を専門に行う民間事業者 

興部町 
高齢者の運動事業の指導、助言を行ってる。町の健康推進係・保健師と連

携している 

鷹栖町 個人 

小清水町 
個人経営者～スポーツ事業団のトレーナー、行政等の講師など受託し、介

護予防に精通している 

奈井江町  個人事業所 

訓子府町 個人で活動している健康運動指導士 

江別市 
個人で活動している健康運動指導士等をＥ-リズムインストラクターとして

要請し、派遣依頼 

壮瞥町 個人の資格保有者に依頼している 

中頓別町 個人の整骨院や有資格者（インストラクター） 

砂川市 
市内のスポーツクラブに所属する健康運動指導士、市内の歯科医院に所属

する歯科衛生士、市内の調剤薬局に所属する薬剤師 

岩内町 社会福祉法人渓仁会（派遣先）専門職の所属先は社会福祉法人渓仁会札幌
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円山クリニック 

古平町 社会福祉法人古平福祉会、北翔大学 

厚真町 シンコースポーツ（株） 

遠軽町 スポーツ協会等 

七飯町 スポーツジム（民間企業）から健康運動指導士の派遣を受けている 

むかわ町 スポーツジム、ＮＰＯ法人 

釧路町 生活支援体制整備事業を委託している社会福祉法人 

紋別市 整骨院に委託 

平取町 ソフトギムニク(健康運動実践士） 

根室市 第一興商 

浦臼町 他地域の会社に委託し、派遣をお願いしている 

枝幸町 
町外のインストラクターや町内にあるＮＰＯ法人から派遣してもらってい

る 

安平町 町外の民間会社に委託 

仁木町 町内在住の有資格者（個人） 

置戸町 町内整骨院 

白糠町 道内運動施設の指定管理者、通信カラオケ事業を行っている企業 

登別市 特定非営利活動法人おにスポ 

長万部町 特定非営利活動法人ソーシャルビジネス推進センター 

- フィットネススタジオからの派遣 

乙部町 フィットネススタジオジョイ（函館市） 

滝川市 
プールを活用した高齢者運動推進事業（一般介護予防事業）において委託

先事業者の職員が運動プログラム作成等に関与している 

留萌市 
ふまねっとインストラクター：市内NPO（るもいコホートピア） 

JACOT認定ライセンス所持者：市内NPO（留萌体育協会） 

せたな町 不明 

江差町 フリーの歯科衛生士、個人でやられているピアノの先生 

稚内市 北海道中央研究所に所属している健康運動指導士と連携 

浜中町 ボディメイクジム 

白老町 民間事業者 

知内町 民間事業者 

北見市 民間のスポーツジムか個人 

清水町 民間の専門職 

剣淵町 (有)イズミック 

日高町 有限会社ダックスポーツ 

新篠津村 (有)ダックスポーツ 

上士幌町 NPO法人 
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問8-2．リハ職以外の専門職と連携した取組について具体的にお答えください。 

自治体名 具体的な内容 

和寒町 

1年を通して実施している、一般介護予防教室に、年数回、健康・運動指導士

の協力を得て、教室の実施・評価や地域全体の運動機能低下予防にかかる助言

などの支援を受けている 

岩内町 65歳以上の高齢者を対象としたリズム体操などを実施している。 

滝川市 
65歳以上の市民を対象とした一般介護予防事業において健康運動指導士が運動

プログラム作成や各種指導を実施 

釧路町 いきいき百歳体操の推進等 

幌延町 一般介護予防事業(運動機能向上教室、年13回） 

枝幸町 
一般介護予防事業での運動を指導してもらっている。その事業自体も主で取り

仕切ってもらっている 

知内町 一般介護予防事業での介護予防普及啓発事業で教室実施 

稚内市 
一般介護予防事業と介護予防・生活支援サービス事業（短期集中予防サービ

ス、通所型）で主に運動器の機能向上に向けた支援を得ている 

夕張市 

一般介護予防事業の介護予防普及啓発事業として実施。市民が自立した生活を

できるだけ長く維持できるよう、運動などの実施はセルフケアの方法を普及啓

発するとともに、住民全体の介護予防を促すもの 

むかわ町 一般介護予防事業の実施を委託 

士幌町 運動教室（認知症予防、体力、筋力維持） 

小清水町 
運動教室の実施（開催）、内容～筋トレ、柔軟、ストレッチ、運動、認知症予

防トレーニング等 

中頓別町 介護予防教室（運動） 

伊達市 介護予防教室での体操等の指導 

浦臼町 介護予防教室の運営 

浦幌町 介護予防教室の開催、教室での体力テストを行い機能評価を共有する 

せたな町 介護予防教室の講師 

八雲町 介護予防教室の実施 

壮瞥町 介護予防事業（教室）の実施 

佐呂間町 
介護予防普及啓発事業等、運動、口腔、栄養等介護予防のポイントについて情

報提供や講座の実施 

登別市 
介護予防普及啓発事業として、市内３地区で毎月１回、介護予防教室を実施。

また既存の住民主体の通いの場への出前講座も実施している 

滝上町 介護予防を目的とした運動教室 

当麻町 

介護予防を目的とした運動教室の実施、継続して実施するため映像として運動

を提供してもらい指導者が直接指導しなくても映像で運動できるようにしてい

る。 

奈井江町 各種運動の教室 
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共和町 
通いの場の支援として自主運動のための運動指導、DVD作成、評価などを依

頼 

平取町 
健康運動実践士(ソフトギムニク）サポーター又はインストラクター(ふまネッ

ト)の方にサロンや町民の集いの場に出張して頂き指導して頂いています。 

比布町 

健康運動指導士→地域まるごと元気アップ体操 

スポーツインストラクター→木曜体操 

歯科衛生士→口腔機能向上体操 

清水町 健康教室などの取り組み 

江別市 
健康部門及び介護部門で同じ曲を活用したリズムエクササイズを作成。通いの

場へインストラクターを派遣し、リズムエクササイズの指導を行っている 

赤井川村 
現在、包括運営を委託しており、その中での事業として運動教室を開催してい

る 

江差町 
口腔機能向上を目的に口腔機能の仕組みや歯みがき指導等を歯科衛生士に歌や

ハンドベル等を音楽療法士にお願いしている。 

置戸町 口腔ケア、転倒予防（集団指導） 

新得町 高齢者サロンへの派遣や介護予防教室等 

興部町 
高齢者の運動事業の指導、助言を行ってる。町の健康推進係・保健師と連携し

ている 

安平町 高齢者向けの運動教室を週１回程度実施 

帯広市 自主活動団体等への出前講座における事業周知、介護予防に係る周知啓発 

北広島市 市主催の一般介護予防事業(健康運動教室） 

砂川市 

市で実施する通年型介護予防教室において、保健指導及び栄養指導については

市の保健師、口腔ケアについては外部の歯科衛生士、服薬管理指導については

外部の薬剤師と連携し実施している 

新ひだか

町 
社協の社会福祉士（生活支援コーディネーター） 

北竜町 週一回の運動教室を実施している 

上士幌町 週一回の運動教室をリハ職と保健師が連携して実施している 

更別村 スポーツ器具を使った健康運動教室にて指導 

七飯町 

スポーツジムに介護予防のための運動教室の実施を委託し、町有の施設で定期

的に開催する教室にインストラクター（健康運動指導士）の派遣を受けたり、

体力測定やメニューの開発を依頼している。 

乙部町 体操教室等の指導など 

白老町 地域で行われてる健康体操等への講師 

北見市 
地域に出てくることも所属先の業務として従事していただけるので日程の都合

がつきやすい 

芦別市 
地域まるごと元気アッププログラムと称した週1回1時間実施する運動教室を計

6クラス実施 
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上記教室や地域の高齢者サロンでの体力測定会実施 

剣淵町 貯筋体操(椅子に座ってのストレッチ、筋力トレーニング） 

仁木町 通所型短期集中予防サービス・運動教室（1クール3ヶ月） 

厚真町 通所サービスA利用者を対象に運動指導 

東神楽町 
定期的な運動教室の開催（週1回3か月間を1クールとし２地区で年3回行ってい

る） 

古平町 
転倒骨折予防運動教室の開催 

貯筋運動教室の開催 

 
転倒予防教室の開催 

千歳市 
認知症予防の観点から、認知症地域支援推進員（精神保健福祉士、社会福祉

士）と連携している 

留萌市 

ふまねっと教室の開催→住民主体のふまねっとサークル立ち上げ→定着支援を

継続 

介護予防教室におけるCOT（コーディネーショントレーニング）の指導 

紋別市 包括支援センターと連携をはかり、対象者に適したサービスを提供 

浜中町 
ボディメイクジムのインストラクターによるウォーキングのための筋力アップ

の仕方についての内容で講座を行った 

長万部町 
毎週金曜日、まる元運動教室を3か所で実施。1時間の中で頭と体の体操を健康

運動指導士の指導の下行っている。1人１か月1000円 

日高町 薬剤師、町の栄養士、歯科衛生士とはケア会議等で連携している 

札幌市 リハ職と同様に、栄養士、歯科衛生士も通いの場等に派遣している。 

歌志内市 
理学療法士の評価なども基に、一般介護予防事業や通所型サービスcに従事す

る健康運動指導士に個別の運動指導を依頼している。 

 

問9．リハ職の地域偏在の課題解決や、より円滑な高齢者の介護予防の推進に向けた新たな

取組についてお聞きします。 

  

問9-1．リハビリテーション職が、インターネットを活用し、遠隔により対象者の評価や指

導を行う「遠隔リハビリテーション」の導入についてについてどのようにお考えで

すか。（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 とても効果的だと思う 1 0.8 

2 ある程度効果的だと思う 34 28.3 

3 あまり効果的だと思わない 23 19.2 

4 よくわからない 62 51.7 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 120 100 
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問9-2．リハビリ―テーション職が、患者や利用者等プランの策定や評価を担い、通所や訪

問による対象者への施術等は他の職種（健康運動指導士等）が担うなど、役割分担

により対応することについてどのようにお考えですか。（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 とても効果的だと思う 10 8.3 

2 ある程度効果的だと思う 72 60.0 

3 あまり効果的だと思わない 10 8.3 

4 よくわからない 28 23.3 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 120 100 

 

問9-3．対象者の「心身機能」「活動」「参加」に焦点を当てたリハビリテーションを多職

種の連携により行うことについてどのようにお考えですか。（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 とても効果的だと思う 39 32.5 

2 ある程度効果的だと思う 66 55.0 

3 あまり効果的だと思わない 0 0.0 

4 よくわからない 14 11.7 
 

無回答 1 0.8 
 

合計 120 100 

 

問10．介護予防・生活支援サービス事業対象者の把握状況についてお答えください。（単一

回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 十分把握できている 19 15.8 

2 ある程度把握できている 70 58.3 

3 あまり把握できていない 28 23.3 
 

無回答 3 2.5 
 

合計 120 100 

 

問11．平成30年度における介護予防・生活支援サービス事業対象者数及び高齢者に占める割

合、サービス利用に繋がった事業対象者の割合についてお答えください。 

 

【事業対象者数】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 10名未満 28 23.3 

2 10～20名未満 16 13.3 

3 20～50名未満 21 17.5 
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4 50～100名未満 11 9.2 

5 100名以上 25 20.8 
 

無回答 19 15.8 
 

合計 120 100 

 

【高齢者数に占める事業対象者数の割合】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 10%未満 88 73.3 

2 10%～20%未満 3 2.5 

3 20%～30%未満 4 3.3 

4 30%以上 5 4.2 
 

無回答 20 16.7 
 

合計 120 100 

 

【サービス利用に繋がった事業対象者の割合】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 10%未満 25 20.8 

2 10%～20%未満 5 4.2 

3 20%～30%未満 5 4.2 

4 30%～100%未満 20 16.7 

5 100%以上 43 35.8 
 

無回答 22 18.3 
 

合計 120 100 

 

問12．医療機関と連携した介護予防・生活支援サービス事業対象者の把握に向けた実施状況

についてお答えください。（複数回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 
特定健診や基本健診と合わせて基本チェックリスト等を 

実施している 
12 10.0 

2 診察時において基本チェックリストの実施を依頼している 0 0.0 

3 虚弱の疑いがある高齢者に関する情報提供を依頼している 18 15.0 

4 
「フレイル外来」のように虚弱高齢者等の早期発見・対応する

医療機関がある 
1 0.8 

5 その他 4 3.3 

6 実施していない 86 71.7 
 

無回答 1 0.8 
 

合計 120 100 
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【「その他」について】 

自治体名 「その他」の具体的な内容 

猿払村 地域ケア会議や訪問看護からの情報共有 

釧路市 医療機関に基本チェックリストを配布 

当別町 集団健診時に実施 

 

問12-1．問12の内容について具体的にお答えください。 

自治体名 具体的な内容 

厚真町 ①の通り 

乙部町 65歳以上の方に基本チェックリストを郵送。75歳以上は返送する 

釧路市 
医療機関に基本チェックリストを配布し、来院した患者に渡るよう依頼してい

る 

積丹町 
医療機関の隣で介護予防教室を開催し、医療スタッフに参加を促してもらいな

がら、情報連携をしている 

置戸町 
外来（入院）受診時、病院より介護サービス利用につながる方（気になる方）

の情報提供 

興部町 関係機関や地域住民からの情報提供を活用 

安平町 虚弱や認知症の疑いがある高齢者について情報提供をしてもらっている 

広尾町 

健診結果説明会の時に独自のチェック表を実施。チェック表で虚弱の疑いある

方などに事業の参加勧奨を行っている。医療機関から問題がありそうな高齢者

の情報をもらっており、医療機関からも必要時、地域包括支援センターや介護

予防事業を紹介してもらっている 

今金町 
健診時に基本チェックリストを実施し、チェックリストに該当となった場合や

希望があれば訪問している。 

洞爺湖町 集団の健診に併せて基本チェックリストを実施している。 

新得町 

新規で訪問型、通所型サービスを利用希望があった場合においても、初回は必

ず介護保険を申請するルールにしている(生活環境、医療情報等を把握するた

め） 

更別村 
診察時に虚弱の疑いがある高齢者には、医師から直接、会議予防事業に関する

情報を提供、または、ケースについての情報をいただき、包括で対応。 

礼文町 選択項目のとおり 

鶴居村 村内の医療機関受信時、地域包括支援センターに情報提供される。 

むかわ町 地域ケア会議や日常的な連絡時、心配な高齢者について情報共有されている 

上士幌町 
町内医療機関の医師が診察時にきになった患者について包括支援センターに情

報提供して頂いている 

比布町 
町内クリニックや保健センターより地域での状況や本人の状態に合わせた情報

交換を行っている 

鹿追町 町内の医療機関と地域包括支援センター定期的にケース会議を実施。また随時
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情報提供を受け付けている 

剣淵町 町内の診療所からの随時の情報提供 

江差町 通院時、退院後の在宅生活が心配な方は連絡をもらっている。 

新篠津村 定期的な打合せの時に情報を共有している 

八雲町 特定健診等で気になる高齢者の情報提供を受けている 

平取町 

病院受診の際に介護支援が必要と思われる患者は病院の連携室より連絡が入り

支援係へ来所、または支援係が訪問して申請しサービスに繋がるケースがあっ

た 

秩父町 病院の地域連携室から適宜情報提供がある 

京極町 ミニドック検診で基本チェックリスト実施 

中頓別町 民生委員の日に、全地域を図っていただく←基本チェックリストの配布・回収 

苫前町 利用人数が一人と少ないため成果については未回答とする 

 

問12-2．医療機関と連携した事業対象者の把握の成果についてお答えください。（単一回

答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 とても成果が出ている 1 2.9 

2 ある程度成果が出ている 20 58.8 

3 あまり成果は出ていない 10 29.4 
 

無回答 3 8.8 
 

合計 34 100 

 

5．保険者機能強化に向けた課題や高齢者の保健事業と介護予防の一体化の実施について 

問13．自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等に関するおもな評価指標の達成状

況について、平成30年度の評価点数等を参考に5段階評価でお答えください。（最も

評価が高い場合は5となります） 

 

①評価指標：PDCAサイクルの活用による保険者機能の強化 

 概  要：地域包括ケア「見える化」システムを活用して他の保険者と比較する等、地域

の介護保険事業の特徴を把握している 等。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 段階1 20 16.7 

2 段階2 22 18.3 

3 段階3 50 41.7 

4 段階4 19 15.8 

5 段階5 7 5.8 
 

無回答 2 1.7 
 

合計 120 100 
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②評価指標：ケアマネジメントの質の向上 

 概  要：保険者として、ケアマネジメントに関する保険者の基本方針を、ケアマネジャ

ーに対して伝えているか 等。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 段階0 1 0.8 

2 段階1 22 18.3 

3 段階2 18 15.0 

4 段階3 42 35.0 

5 段階4 22 18.3 

6 段階5 13 10.8 
 

無回答 2 1.7 
 

合計 120 100 

 

③評価指標：多職種連携による地域ケア会議の活性化 

 概  要：地域ケア会議において多職種が連携し、自立支援・重度化防止等に資する観点

から個別事例の検討を行い、対応策を講じているか 

地域ケア会議における個別事例の検討件数割合はどの程度か 等。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 段階1 8 6.7 

2 段階2 17 14.2 

3 段階3 53 44.2 

4 段階4 25 20.8 

5 段階5 15 12.5 
 

無回答 2 1.7 
 

合計 120 100 

 

④評価指標：介護予防の推進 

 概  要：介護予防の場にリハビリ専門職が関与する仕組みを設けているか 

介護予防に資する住民主体の通いの場への65歳以上の方の参加者数はどの程度

か 等。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 段階1 9 7.5 

2 段階2 15 12.5 

3 段階3 50 41.7 

4 段階4 29 24.2 

5 段階5 15 12.5 
 

無回答 2 1.7 
 

合計 120 100 
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⑤評価指標：介護給付適正化事業の推進 

 概  要：ケアプラン点検をどの程度実施しているか 

福祉用具や住宅改修の利用に際してリハビリ専門職等が関与する仕組みを設け

ているか 等。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 段階0 1 0.8 

2 段階1 17 14.2 

3 段階2 23 19.2 

4 段階3 47 39.2 

5 段階4 22 18.3 

6 段階5 8 6.7 
 

無回答 2 1.7 
 

合計 120 100 

 

⑥評価指標：要介護状態の維持・改善の度合い 

 概  要：要介護認定者の要介護認定の変化率はどの程度か。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 段階0 1 0.8 

2 段階1 10 8.3 

3 段階2 15 12.5 

4 段階3 60 50.0 

5 段階4 23 19.2 

6 段階5 9 7.5 
 

無回答 2 1.7 
 

合計 120 100 

 

問13-1．問13について特に課題となっている内容について、具体的にお答えください。 

 

自治体名 具体的な内容 

礼文町 

(課題ではないが）漁業が基幹産業の町であり、多くの高齢者が現役で漁に

携わっているため、暮らしにおける場面場面で介護予防が図られている側

面がある。 

厚沢部町 
「介護予防の推進」「介護給付適正化事業の推進」については時間がな

く、計画的に実施できていない 

岩内町 「見える化」システムを活用した分析・把握 

函館市 

「住民主体の通いの場について運営の担い手を確保しても、活動の場を担

い手自身が確保することが難しいケースが多いため、行政の手助けが必要

であり、今後は介護保険事業所やスーパー等、スペ－スを持っているであ
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ろう法人や団体へ行政からアプローチし、運営の担い手と活動の場の「マ

ッチング事業」を実施する予定である。 

帯広市 

・評価項目の中には未実施の取り組みも多々あるが、限られた人材の中で

どのように工夫し進めていくか 

・市民（地域）や関係団体、各専門職と協力し取り組みを展開する必要が

あるものは、仕組みづくりに一定の時間を要する 

・生活支援の担い手、介護人材の確保の取り組みを実施しているものの、

成り手が少なく苦慮している 

和寒町 ①これまで十分に行えていない 

江差町 
②④⑤専門職不足により、取り組みが思うように進まず、評価しづらい部

分もある。 

鹿追町 
⑤介護給付適正化事業の推進のケアプラン点検、住宅改修の点検につい

て、専門的な知識を必要とすることから、なかなか実施に踏み切れない 

知内町 

⑤ケアプラン点検の時間がないので、年１回できるかできないかという状

況。リハ専門職がいないので住改とのアドバイスを受けたくてもタイムリ

ーに受けられない 

利尻町 PDCAサイクルをまわすための人員がいない 

余市町 委託型の包括支援センターとの連携及びそれに伴う業務推進 

当別町 介護給付適正化事業（ケアプラン点検）の実施方法について検討が必要 

鶴居村 
介護保険担当職員にケアプラン点検を実施する際に必要となるケアマネジ

メントに対する専門的知識や経験がない。 

登別市 

介護予防、自立支援、重度化防止に資する多職種協働の地域ケア会議がＨ

３０まで未実施であったため、Ｈ３１に試行実施し、Ｒ２から定期実施に

向けて準備中 

秩父町 介護予防事業について男性の参加が伸びない 

東神楽町 介護予防に資する住民主体の通いの場をどう位置づけるか 

訓子府町 
各種サービスの提供により要介護状態の維持・改善を図っているが、結果

に結びついていない 

札幌市 給付適正化の実施件数を増やすことができない 

砂川市 ケアプラン点検における体制整備 

赤井川村 

ケアプラン点検については、広域連合が実施しているものはあるが独自で

実施は出来ていない状況にある。 

専門職を確保することが大変困難で主任ケアマネ資格を持っているものが

事業所におらず、質の向上をは図ることが難しい 

鷹栖町 
ケアプランの点検は予算が確保できず委託が不可の中数少ない職員で実施

が困難 

中頓別町 ケアマネジメントについて保険者の基本方針は伝えていない 

厚真町 資源が乏しいため、介護予防の取り組みが重要。少ない資源の有効活用が
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必要 

滝上町 事務担当者が少なく、十分に行えていないこと 

月形町 
小規模な保険者では少ない職員で評価指標の項目を全て実施するのは難し

い。 

更別村 
少子高齢化が加速していく中で人材不足が顕著になってきているため事業

推進していけるかどうかが課題 

黒松内町 

自立支援型のケア会議実施に向け、検討をはじめ現在試行中。週1回の体操

教室への参加者を増やし、身体状況の変化を比較するなど、できるところ

から着手している 

今金町 

人員不足により、適正化業務のケアプラン点検をケア会議でしか実施でき

ていないことや自分で訪問して住宅改修等の点検を行うことができていな

い。 

興部町 人材不足（リハ職等の専門職） 

芦別市 
生活支援体制整備の生活支援コーディネーターの地域資源の開発に向けた

具体的取り組みが進まない 

平取町 

地域の過疎化により提供できるサービスが少ないため、ご近所や世話焼き

人やボラティアの方等の協力が必須となっています。今後は住民主体の住

民参加型のサービスを中心に検討していく必要あり 

日高町 地域の高齢者の特徴を把握分析することが最優先の課題である。 

大樹町 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、「見える化」システムと国保デー

タベース(KDB)の活用も併せて、多職種との検討を重ねて、仕組みを作り立

てることが課題 

比布町 町内に専門職が在籍していないため関与する仕組みを設ける事が難しい 

京極町 

当該地域は16町村で広域連合を組織しており、各町村に分析データの蓄積

がなく、見える化システムも保険者（広域一本）になっており、活用でき

ない。①②⑤について広域での取組でＯＫであれば５となります。 

滝川市 特になし 

苫前町 評価１のものは未実施のため 

小清水町 評価の基準の設定 

江別市 
保険者、事業者ともにマンパワー不足である。取組を深化推進させるため

には、一定程度の余裕が無ければ短期間で熟度を上げることは困難である 

壮瞥町 

保険者、包括ともに限られたマンパワー、資金で対応しなければならな

い。2025年や2040年を見据えて携わる人材と資金（国などからの補助）の

拡充を希望したい。今は限られた人、財源でできるだけのことをしたいと

考えている 

千歳市 保険者の基本方針がケアマネージャーに伝えられていない 

松前町 見える化システムの活用 

枝幸町 やるべきことは理解できているが、手が回らないといった状況。マンパワ
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ー不足も含め、関係機関、担当者みな余力がなくなかなか前に進まない。 

広尾町 要介護認定者の重症化予防 

- 
要介護認定者は高齢化が進んでおり、介護度は高い段階で固定傾向にあ

り、そこからの改善という観点での取組への方策が課題だと感じている 

浦幌町 
要介護認定の状況についての分析が必要。介護度と疾患、状態像など細か

な分析をし特徴をつかみ変化率を検討する 

新ひだか町 要介護認定の変化率を目標（指標）にするのは無理がある 

標茶町 
リハビリ職不足のため、やりたい、やってみたい事業があっても拡大でき

ない 

 

問14．国が進めている「高齢者の保健事業と介護予防の一体化の実施」に向けた検討状況に

ついてお答えください。（複数回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 国の動向について情報収集している段階 78 65.0 

2 広域連合からの情報収集や意見交換等を実施している 18 15.0 

3 基本方針等の策定に向けて準備を進めている 9 7.5 

4 事業内容について検討を進めている 20 16.7 

5 既に関連した取組を実施している 10 8.3 

6 その他 5 4.2 

7 特に何も実施していない 15 12.5 
 

無回答 3 2.5 
 

合計 120 100 

 

【「その他」について】 

自治体名 「その他」の具体的な内容 

余市町 庁舎内の関係部署における情報共有など 

北広島市 保健センターの介護予防担当主査と高齢者相談担当主査で情報共有している 

更別村 今後国保連合会による説明会が開催される予定であり情報収集していく 

むかわ町 近隣町の方向性を確認 

 

問14-1．問14の内容について具体的にお答えください。 

自治体名 具体的な内容 

富良野市 

8月頃より広域連合からの情報が提供されるようになっている。庁内で情

報共有をして今後体制等について関係者で検討していく必要性を確認しあ

った段階 

東神楽町 

一体化に関する研修会に参加したり、国保の保険者である大雪地区広域連

合の担当者から、道広域連合からの情報収集の結果の伝達を受けるなどし

て情報収集を行っている 
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むかわ町 
主に事業を担当する部署で制度の内容等を確認。次年度以降の方向性につ

いて検討した。 

知内町 介護予防事業の場において健康相談、健康教育を実施 

滝川市 
介護予防の事業と保健事業の一体化の事業について事例などの情報が乏し

く検討が難しい 

苫小牧市役所 関連課で情報収集等の打合せの実施 

今金町 国・道からの通知、ホームページ、各研究結果等を参考にしている。 

旭川市 国からの通知等の内容を関係部署間で共有している 

松前町 国からの通知や行政説明資料により情報収集 

- 

国の動向について自治体内の介護担当と高齢者医療担当が情報共有を行

い、今後の情勢について協議・検討し、対応策について検討の場を持って

いる。 

浦幌町 国の動向について収集中である 

広尾町 
国の動向について情報収集し、今後、一体化の実施ができるように関係部

署との打ち合わせをしている 

白老町 

国の動向について情報を得ており、広域連合からの通知についても確認し

ている。保健事業部署からのアプローチもあり今後取り組むべき事業と認

識している。組み立てについては今後検討していく 

上富良野町 現在情報収集している段階です。 

余市町 現時点では具体的検討の前段階(現状の把握や今後の課題の整理など） 

浦臼町 
広域連合の国保、保健、介護の担当者が集まり、情報交換等を行ってい

る。 

赤井川村 
口腔疾患についてのセミナー開催（包括主催）、健康体操教室の開催（包

括主催） 

小清水町 
高齢者の集まりの場で個別健康相談と健康教室、運動教室など健康と介護

予防に関する教室等を一体的に実施 

大樹町 

高齢者福祉計画及び介護保険計画の策定に向けて、高齢者支援係と保健事

業の健康係、介護保険係と共に打ち合わせや研修会を行いつつ準備を進め

ている 

北見市 

国保医療課が情報収集しており、健康推進課、介護福祉課と実施に向けた

課題共有の話し合いを1回実施したところです。市としてどのように取り

組むのか等、具体的な検討はまだこれからです。 

弟子屈町 
国保担当者、行政保健師とKDB活用についての説明会に参加、今後内部で

情報共有予定 

当麻町 
事業としては関係して実施しているか今後KDBを用いての取組について検

討していく予定 

和寒町 実施に向けて検討中 

洞爺湖町 事務職がおらず受託が困難 
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京極町 進め方、考え方はこれからの段階 

日高町 担当部署で話し合いを持っている 

帯広市 庁内関係課で協議中 

当別町 庁内関係機関で情報共有を実施し、今後実施に向けて検討を予定 

砂川市 

庁内の関係課において収集した情報を持ち寄り、次年度からの実施に向け

た協議を進めている状況。令和２年度はデータの収集、分析を行い令和３

年度に行う事業を企画していく予定 

利尻町 
集いの場にて、管理栄養士や歯科衛生士が介入しておりポピレーションア

プローチを行っている。個別支援は計画段階 

共和町 
手引き等の確認 

研修会等の参加（国保担当、保険部門と共同で） 

釧路市 問14 １の通り 

比布町 特定健診で糖尿病の疑いがある方を対象に口腔機能向上事業を行う 

登別市 

特定検診を主管する国民健康保険担当、後期高齢者医療担当、健康づくり

を主管する健康推進担当、介護予防を主管する高齢・介護担当で次年度か

らの方向性や事業内容についての検討を行っている 

平取町 
病院からの連絡情報を元に保健師と介護支援係が情報を共有しながら訪問

して健康と介護の面から支援しています。 

安平町 文書等で情報収集している 

新ひだか町 ヘルス、国保担当、広域連合と協議中 

壮瞥町 
報道（新聞など）や後期高齢者医療広域連合などから提供される資料によ

り情報収集している 

枝幸町 
保健と介護で分かれているため、具体的にどういった役割分担をとり、事

業を展開していくか、話し合いを重ねている 

標茶町 

保健福祉課と包括支援センターが同フロアにあり、町が実施（一般会計、

介護会計）している事業に包括が協力している。 

評価を一緒に行い、介護サービス、介護予防につなげるべき対象者を確認

している。 

中頓別町 保健部門と協同でフレイル対策に着手 

上士幌町 
北海道等が実施する説明会への参加 

他町との情報交換 

滝上町 町として事業をどう展開していくべきなのか、情報収集を行っている 

興部町 町の介護予防の取り組みの方向性を具体的にまとめられてない 

新篠津村 令和２年度予算に向けて準備している段階 

剣淵町 令和元年９月の報告書からの情報収集、保健担当者との打ち合わせ予定 

歌志内市 

情報収集の段階で詳細は何も決まっていない。マンパワーが不足してお

り、新規事業は困難と思われ、既存事業を拡充し実施していく事になると

思われる。 
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資料2 道内リハ職向けのアンケート調査結果一覧 

 

リハビリテーション職における高齢者の介護予防等の推進に向けた意識調査 

 

1．あなたのプロフィールについて 

問1．あなたの職種をお答えください。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 理学療法士 686 68.2 

2 作業療法士 320 31.8 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 1006 100 

 

問2．あなたの年齢をお答えください（2019年9月末現在） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 ～29歳 332 33.0 

2 30～39歳 395 39.3 

3 40～49歳 216 21.5 

4 50～59歳 60 6.0 

5 60～69歳 3 0.3 

6 70歳以上 0 0.0 
 

無回答 0 0.0 
 

合計 1006 100 

 

問3．あなたの性別をお答えください。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 男性 667 66.3 

2 女性 335 33.3 
 

無回答 4 0.4 
 

合計 1006 100 

 

問4．あなたの職場の所在市町村をお答えください。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 札幌市 391 38.9 

2 旭川市 77 7.7 

3 函館市 88 8.7 

4 その他 426 42.3 
 

無回答 24 2.4 
 

合計 1006 100 
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【「その他」について】 

具体的な内容 

赤平市、恵庭市、当別町、砂川市、滝川市、美唄、月形町、深川市、釧路市、厚岸町、河

東郡音更町、千歳市、北見市、北広島市、紋別市、三笠市、清里、北見市、岩見沢市、広

尾町、富良野市、月形、洞爺湖町、苫小牧市、小樽市、新ひだか町、乙部町、石狩市、岩

内町、名寄市、帯広市、大樹町、標茶町、留萌市、江別市、富良野、士別市、河西郡芽室

町、小樽、壮瞥町、木古内町、更別村、音更町、伊達市、北斗市、白糠町、岩見沢、石

狩、津別町、帯広、室蘭市、八雲町、池田町、浦河町、むかわ、奈井江町、登別市、幕別

町、芦別市、中川郡幕別町札内あかしや町、白老町、別海町、野付郡別海町、久遠郡せた

な町、森町、根室市、稚内市、下川町、苫小牧澄川町、当麻町、桂木町、茅部郡森町上台

町、上士幌町、本別町、勇払郡厚真町、七飯町、中標津町、天塩町、網走市、静内町、猿

払村、北斗市大野町、上士幌、倶知安、足寄町、栗山町、小清水町、むかわ町、鷹栖町、

常呂郡置戸町、美唄市、虻田郡京極町、千歳市柏陽、中富良野町、羽幌町、寿都町 

 

問5．あなたの職場における就業形態をお答えください。（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 常勤（期限の定めなし） 959 95.3 

2 常勤（期限の定めあり） 27 2.7 

3 非常勤（パート・アルバイト含む） 13 1.3 

4 無職 1 0.1 

5 自営 4 0.4 
 

無回答 2 0.2 
 

合計 1006 100 

 

問6．あなたの職位上の地位についてお答えください。（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 一般職員 635 63.1 

2 主任級 159 15.8 

3 係長職 54 5.4 

4 課長補佐級 13 1.3 

5 科長・課長級 87 8.6 

6 部長級 26 2.6 

7 副施設長級 3 0.3 

8 施設長級 10 1.0 

9 その他 14 1.4 
 

無回答 5 0.5 
 

合計 1006 100 
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問7．あなたの職場におけるリハビリテーション職の人数についてお答えください。 

 

【理学療法士】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 10人未満 482 47.9 

2 10～20人未満 131 13.0 

3 20～30人未満 177 17.6 

4 30～40人未満 78 7.8 

5 40人以上 99 9.8 
 

無回答 39 3.9 
 

合計 1006 100 

 

【作業療法士】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 10人未満 594 59.0 

2 10～20人未満 147 14.6 

3 20～30人未満 112 11.1 

4 30～40人未満 31 3.1 

5 40人以上 58 5.8 
 

無回答 64 6.4 
 

合計 1006 100 

 

【言語聴覚士】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 10人未満 749 74.5 

2 10～20人未満 110 10.9 

3 20～30人未満 18 1.8 

4 30～40人未満 4 0.4 

5 40人以上 2 0.2 
 

無回答 123 12.2 
 

合計 1006 100 
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問8．あなたの職場におけるリハビリテーション職の過不足状況についてお答えください。

（あなたの主観で構いません） 

 

問8-1．現状における過不足状況についてお答えください。（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 とても不足している 91 9.0 

2 やや不足している 471 46.8 

3 適当である 381 37.9 

4 やや過剰である 56 5.6 

5 とても過剰である 3 0.3 
 

無回答 4 0.4 
 

合計 1006 100 

 

問8-2．今後10年後における過不足状況についてお答えください。（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 とても不足する 126 12.5 

2 やや不足する 399 39.7 

3 適当である 319 31.7 

4 やや過剰になる 124 12.3 

5 とても過剰になる 34 3.4 
 

無回答 4 0.4 
 

合計 1006 100 

 

2．主たる職場の概要について 

 

問9．あなたの主たる職場についてお答えください。（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 病院 656 65.2 

2 診療所 67 6.7 

3 介護保険診療の施設やサービス事業所 197 19.6 

4 障がい者関連施設 16 1.6 

5 行政関連施設 13 1.3 

6 スポーツ・フィットネス関連施設 2 0.2 

7 その他 15 1.5 
 

無回答 40 4.0 
 

合計 1006 100 
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問9．その他の内容 

職種 年齢 所在地 主たる職場 

理学療法士 40～49歳 岩見沢市 訪問看護ステーション 

理学療法士 40～49歳 札幌市 訪問看護ステーション 

理学療法士 50～59歳 札幌市 なし 

理学療法士 ～29歳 札幌市 クリニック 

理学療法士 30～39歳 旭川市 教育機関 

理学療法士 40～49歳 室蘭市 訪問リハビリ 

理学療法士 30～39歳 旭川市 訪問看護ステーション 

理学療法士 ～29歳 静内町 クリニック 

理学療法士 50～59歳 札幌市 専門学校 

理学療法士 30～39歳 札幌市 専門学校 

理学療法士 30～39歳 札幌市 専門学校 

理学療法士 30～39歳 札幌市 訪問看護ステーション 

理学療法士 40～49歳 札幌市 大学 

理学療法士 40～49歳 札幌市 養成校 

理学療法士 40～49歳 札幌市 訪問看護ステーション 

理学療法士 40～49歳 札幌市 なし 

理学療法士 ～29歳 小樽市 子ども発達支援センター 

理学療法士 40～49歳 旭川市 児童発達支援センター 

理学療法士 40～49歳 登別市 訪問看護ステーション 

理学療法士 30～39歳 札幌市 1に併設している介護保険サービス事業所 

理学療法士 50～59歳 札幌市 専門学校 

理学療法士 30～39歳 羽幌町 訪問看護ステーション 

理学療法士 40～49歳 札幌市 訪問看護ステーション 

作業療法士 40～49歳 千歳市 養成校 

作業療法士 ～29歳 北見市 なし 

作業療法士 40～49歳 岩見沢市 訪問看護ステーション 

作業療法士 40～49歳 札幌市 放課後等デイサービス事業所 

作業療法士 30～39歳 札幌市 なし 

作業療法士 60～69歳 当別町 養成施設 

作業療法士 30～39歳 札幌市 養成校 

作業療法士 50～59歳 札幌市 児童発達支援施設 

作業療法士 40～49歳 北見市 なし 

作業療法士 50～59歳 北見市 訪問看護ステーション 

作業療法士 ～29歳 伊達市 なし 
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問10．医療保険診療の施設が主たる職場の方にお聞きします。 

問10-1．リハビリテーションに係る施設基準をお答えください。（複数回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰ 140 19.4 

2 心大血管疾患リハビリテーション料Ⅱ 15 2.1 

3 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ 408 56.4 

4 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ 101 14.0 

5 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅲ 72 10.0 

6 廃用症候群リハビリテーション料Ⅰ 352 48.7 

7 廃用症候群リハビリテーション料Ⅱ 74 10.2 

8 廃用症候群リハビリテーション料Ⅲ 50 6.9 

9 運動器リハビリテーション料Ⅰ 539 74.6 

10 運動器リハビリテーション料Ⅱ 92 12.7 

11 運動器リハビリテーション料Ⅲ 46 6.4 

12 呼吸器リハビリテーション料Ⅰ 261 36.1 

13 呼吸器リハビリテーション料Ⅱ 75 10.4 

14 その他 0 0.0 
 

無回答 37 5.1 
 

合計 723 100 

 

問10-1．その他の内容 

職種 年齢 所在地 「その他」 

理学療法士 ～29歳 札幌市 脳血管疾患等リハビリテーション料（ⅠⅡⅢ） 

理学療法士 40～49歳 札幌市 
脳血管疾患等リハビリテーション料（ⅠⅡⅢ）,3．

廃用症候群リハビリテーション料（ⅠⅡⅢ） 

理学療法士 40～49歳 室蘭市 がんリハビリ 

理学療法士 30～39歳 帯広市 がん 

理学療法士 40～49歳 札幌市 がんのリハビリテーション 

理学療法士 40～49歳 倶知安 がん 

理学療法士 ～29歳 札幌市 がんリハビリテーションⅠ 

理学療法士 30～39歳 釧路市 がんリハ 

理学療法士 30～39歳 札幌市 がんリハ 

理学療法士 ～29歳 釧路市 がんリハビリテーション料 

理学療法士 30～39歳 札幌市 がんリハビリ 

理学療法士 30～39歳 札幌市 がんリハビリテーション 

理学療法士 ～29歳 苫小牧市 がん患者リハビリテーション料 

理学療法士 40～49歳 
 

認知症リハ 
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理学療法士 30～39歳 札幌市 障害児リハビリテーション料 

理学療法士 40～49歳 札幌市 がん患者リハビリテーション 

理学療法士 ～29歳 函館 がん 

理学療法士 30～39歳 札幌市 がん患者リハビリテーション料 

理学療法士 30～39歳 札幌市 がんリハ 

理学療法士 ～29歳 札幌市 がん患者リハビリテーション科 

理学療法士 50～59歳 
 

訪問リハビリ 

理学療法士 ～29歳 札幌市 がん 

理学療法士 ～29歳 札幌市 がん患者リハビリテーション料 

作業療法士 50～59歳 函館市 精神科作業療法、精神科デイ・ケア 

作業療法士 30～39歳 砂川市 精神科作業療法 

作業療法士 50～59歳 滝川市 物理療法（消炎鎮痛等処置） 

作業療法士 30～39歳 札幌市 がんリハ 

作業療法士 40～49歳 釧路市 がん 

作業療法士 40～49歳 札幌市 精神科作業療法 

作業療法士 50～59歳 札幌市 がんリハ 

作業療法士 50～59歳 帯広市 精神科デイケア 

作業療法士 40～49歳 北見市 認知症リハビリテーション料 

作業療法士 30～39歳 札幌市 精神科作業療法 

作業療法士 30～39歳 
新 ひ だ か

町 
精神科作業療法 

作業療法士 ～29歳 札幌市 がんリハビリテーション 

作業療法士 ～29歳 札幌市 障害児リハビリテーション料 

作業療法士 40～49歳 札幌市 がんリハ 

作業療法士 40～49歳 札幌市 がんのリハビリテーション 

作業療法士 40～49歳 札幌市 訪問看護Ⅰ5基本療養費Ⅰ理学療法士等 

作業療法士 30～39歳 札幌市 がんリハビリテーション料 

 

問10-2．病床数についてお答えください。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 100床未満 158 21.9 

2 100～200床未満 284 39.3 

3 200～300床未満 94 13.0 

4 300～400床未満 44 6.1 

5 400床以上 64 8.9 
 

無回答 79 10.9 
 

合計 723 100 
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問10-3．医療機能についてお答えください（複数回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 高度急性期機能 76 10.5 

2 急性期機能 399 55.2 

3 回復期機能 389 53.8 

4 慢性期機能 342 47.3 
 

無回答 26 3.6 
 

合計 723 100 

 

問10-4．一般病棟以外に有する病棟についてお答えください（複数回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 回復期病棟 254 35.1 

2 地域包括ケア病棟 205 28.4 

3 認知症治療病棟 21 2.9 

4 障害者病棟 97 13.4 

5 医療療養病棟 145 20.1 

6 緩和ケア病棟 27 3.7 
 

無回答 246 34.0 
 

合計 723 100 

 

問10-5．併設施設についてお答えください。（複数回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 介護医療院・介護療養病床 59 8.2 

2 認知症疾患医療センター 15 2.1 

3 介護老人保健施設 109 15.1 

4 通所リハビリテーション（介護保険） 258 35.7 

5 訪問リハビリテーション（介護保険） 328 45.4 

6 訪問看護ステーション 199 27.5 

7 
その他の介護サービス施設・事業所（特養、通所介

護、居宅介護支援事業所など） 
130 18.0 

8 その他 0 0.0 
 

無回答 252 34.9 
 

合計 723 100 

 

問10-5．その他の内容 

職種 年齢 所在地 具体的な内容 

理学療法士 ～29歳 札幌市 多機能ホーム 
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理学療法士 ～29歳 札幌市 介護つき高齢者住宅 

理学療法士 ～29歳 根室市 なし 

理学療法士 40～49歳 札幌市 サービス付き高齢者住宅 

理学療法士 ～29歳 釧路 高齢者下宿 

理学療法士 ～29歳 札幌市 看護学校 

理学療法士 ～29歳 札幌市 クリニックも併設された 

理学療法士 50～59歳 釧路市 看護小規模多機能事業所 

理学療法士 ～29歳 札幌市 なし 

理学療法士 ～29歳 札幌市 なし 

理学療法士 30～39歳 札幌市 なし 

理学療法士 30～39歳 札幌市 なし 

理学療法士 ～29歳 帯広市 訪問リハビリテーション（医療保険） 

理学療法士 ～29歳 帯広市 サービス付き高齢者住宅 

作業療法士 50～59歳 函館市 メンタルクリニック 

作業療法士 30～39歳 釧路市 特養、軽費老人ホーム 

作業療法士 30～39歳 札幌市 サ高住 

作業療法士 ～29歳 函館 精神科1 

作業療法士 30～39歳 石狩市 サ高住 

作業療法士 30～39歳 留萌市 なし 

作業療法士 40～49歳 北見市 なし 

 

問11．介護保険診療の施設や事業所が主たる職場の方にお聞きします。 

問11-1．あなたの主たる職場についてお答えください。（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 訪問リハビリテーション 29 14.7 

2 通所リハビリテーション 30 15.2 

3 通所介護 13 6.6 

4 訪問看護 27 13.7 

5 介護老人保健施設 84 42.6 

6 介護老人福祉施設 9 4.6 

7 介護療養型医療施設 0 0.0 

8 居宅介護支援事業者 0 0.0 

9 特定施設入所者生活介護 4 2.0 

10 その他 0 0.0 
 

無回答 1 0.5 
 

合計 197 100 
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問11-2．あなたが担当している月当たりの実利用者数をお答えください（数字を記入） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 50人未満 80 8.0 

2 50～99人 57 5.7 

3 100～199人 17 1.7 

4 200～299人 11 1.1 

5 300人以上 19 1.9 
 

無回答 822 81.7 
 

合計 1006 100 

 

3．高齢者の介護予防等の推進に向けたリハ職の活動領域について 

 

問12．あなたは、地方自治体が実施する介護予防・日常生活支援総合事業等に関わったこと

がありますか？（複数回答） 

【地域リハビリテーション活動支援事業に関連する取組】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 地域ケア会議への参加 148 14.7 

2 サービス担当者会議への参加 376 37.4 

3 多職種カンファレンスへの参加 329 32.7 

4 ケアプランの作成支援 70 7.0 

5 ケアマネジャーとの同行訪問 273 27.1 

6 住民の通いの場への参加 217 21.6 
 

無回答 417 41.5 
 

合計 1006 100 

 

【介護予防・生活支援サービス等】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 訪問型サービス 135 13.4 

2 通所型サービス 150 14.9 

3 生活機能向上連携加算を算定する施設への派遣 27 2.7 
 

無回答 752 74.8 
 

合計 1006 100 

 

【上記以外】その他 

職種 年齢 所在地 具体的な内容 

理学療法士 ～29歳 札幌市 なし 

理学療法士 ～29歳 札幌市 なし 

理学療法士 ～29歳 札幌市 介護予防フェア 



 

 

- 148 - 

 

理学療法士 ～29歳 札幌市 なし 

理学療法士 ～29歳 函館市 なし 

理学療法士 30～39歳 札幌市 転倒予防教室 

理学療法士 30～39歳 札幌市 
ご当地体操のパンフレット作成。介護予防センター

が実施している一般介護予防事業の資料作成補助。 

理学療法士 30～39歳 札幌市 医師会の講演 

理学療法士 30～39歳 函館市 なし 

理学療法士 30～39歳 函館市 なし 

理学療法士 30～39歳 
北海道札

幌市 
なし 

理学療法士 30～39歳 
北海道小

樽市 
なし 

理学療法士 40～49歳 伊達市 
フィットネスサークルを立ち上げ運動を提供してい

る 

理学療法士 40～49歳 

久遠郡せ

たな町北

檜山区北

檜山 

キャラバンメイトとしての活動 

理学療法士 40～49歳 恵庭市 なし 

理学療法士 40～49歳 北広島市 
現在の職場ではかかわっていないが、以前所属して

いた職場では介護予防事業に関わっていた。 

理学療法士 50～59歳 江別市 介護予防教室、介護予防サポーター育成事業 

理学療法士 50～59歳 札幌市 サービス構築支援 

理学療法士 50～59歳 札幌市 なし 

作業療法士 ～29歳 釧路市 なし 

作業療法士 30～39歳 旭川市 個別ケア会議の実施に向けた試行的ケア会議 

作業療法士 30～39歳 札幌市 住民主催の場に講師として参加 

作業療法士 30～39歳 札幌市 認知症予防教室など 

作業療法士 30～39歳 札幌市 退院前家屋訪問し環境整備、福祉用具導入 

作業療法士 30～39歳 帯広 予防介護事業 

作業療法士 30～39歳 苫小牧市 市で運営する予防教室 

作業療法士 30～39歳 北広島市 なし 

作業療法士 40～49歳 
河東郡音

更町 

音更町介護保険地域包括協議会、音更町医療連携会

議 

作業療法士 40～49歳 札幌市 なし 

作業療法士 40～49歳 苫小牧市 社協が行なっている住民主体の介護予防サークル 

作業療法士 40～49歳 北見市 上記の取り組みは未実施 

作業療法士 50～59歳 札幌市 地域住民主体の運動教室 
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問12-1．問12について具体的な内容（対象自治体や取組内容、頻度等）をご記入願います。 

【理学療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な内容 

～29歳 札幌 なし 

～29歳 旭川 介護予防事業週に1回 

～29歳 旭川市 転倒予防教室 

～29歳 旭川市 情報を共有した上での今後の方向性を検討する。 

～29歳 伊達市 担当者会議は月に10件程度 

～29歳 釧路市 家屋訪問、評価 

～29歳 札幌市 手稲区のトレリハセンターのお手伝い 

～29歳 札幌市 介護予防に向けた運動指導 

～29歳 札幌市 自主体操グループの機能評価 

～29歳 札幌市 自主体操グループ 

～29歳 札幌市 なし 

～29歳 札幌市 患者さんの退院支援 

～29歳 中標津町 

中標津町内における高齢者を対象に、介護予防支援、健康増進目

的の体操であったり、健康や体に関する講習会を開くなどの催し

を、年に3回程度実施している。 

～29歳 天塩 週一回 

～29歳 登別市 

地域ケア会議：今年度1回の参加 

担当者会議：月1~2回 

地域高齢者に対する介護予防講座：年5~6回 

市役所と連携し実施、または町内会からの依頼で実施 

～29歳 白老町 
サービス担当会議：月2回程度 

カンファレンス：週2回 

～29歳 

北海道中

川郡幕別

町札内あ

かしや町 

週1くらいのペース 

30～39歳 - 施設入所者の身体機能評価と施設職員への介助方法等の助言 

30～39歳 - 自立支援型個別地域ケア会議に月1回程度 

30～39歳 旭川 介護予防教室、週一回程度 

30～39歳 旭川市 地域の自主サークルに対しての運動指導 

30～39歳 旭川市 地域在住の方々を対象とした体力測定 

30～39歳 旭川市 
旭川市からの依頼身体機能維持・向上の支援(1回目主に体力測定、

2回目結果をもとに講話や運動のアドバイスなど)年2回 

30～39歳 旭川市 
ケアプラン作成はリハ関連のことについては各利用者について助

言等実施。 
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訪問同行は1.2回でごく稀。 

30～39歳 旭川市 在宅復帰前患者様による地区の体操教室月に1回 

30～39歳 下川町 
地域ケア会議：月一回 

カンファレンス、訪問：必要に応じ月1～2回 

30～39歳 岩見沢市 リハビリ会議 

30～39歳 釧路市 自治体での講演会活動 

30～39歳 釧路市 

1 

介護予防支援事業実施団体への運動指導 

いずれも1回のみ 

30～39歳 釧路市 デイケアセンターにて、新規利用者への2 

30～39歳 釧路市 
釧路市からの介護予防事業への要請依頼に対応。主に住民主体型

通所サービスでの運動指導。 

30～39歳 江別市 
1や通いの場への運動指導・運動の効果の講話など月に１回程度参

加 

30～39歳 札幌市 通所利用者様のサービス担当者会議に不定期で参加 

30～39歳 札幌市 臨床実習での経験 

30～39歳 札幌市 膝痛教室に数回 

30～39歳 札幌市 
退院前カンファレンス家屋調査町内会での介護予防講座(ボランテ

ィア) 

30～39歳 札幌市 札幌市の介護予防事業へ年1回程度参加 

30～39歳 札幌市 札幌市厚別区内の介護予防事業全般に担当 

30～39歳 札幌市 退院前の担当者会議に参加 

30～39歳 札幌市 月2～3回、札幌市西区（西区第三地域包括支援センターエリア） 

30～39歳 札幌市 
札幌市の専門職と連携した介護予防機能強化業務（2018年度まで

は一般介護予防モデル事業） 

30～39歳 札幌市 年に一、二度 

30～39歳 札幌市 入院患者が退院する際のサービス担当者会議に参加 

30～39歳 札幌市 稀に実施する 

30～39歳 札幌市 1年に1回程度 

30～39歳 札幌市 他施設のデイサービスに対する生活機能連携加算の派遣 

30～39歳 札幌市 地域包括支援センターからの依頼で体操教室を実施した 

30～39歳 札幌市 老人福祉センターでの体操指導教室、地域の体力測定会 

30～39歳 札幌市 リハ会議、担当者会議等への参加数月平均8回前後 

30～39歳 三笠市 
訪問リハビリ患者のサービス担当者会議へ年１回程度参加、サー

ビス内容の検討など 
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30～39歳 寿都町 対象：寿都町、取り組み：ケアの提案等、頻度：月2回～年1回 

30～39歳 上士幌町 
訪リハは、必要性あれば、依頼に応じて稼働。9、地域リハ支援事

業は年に6回ほど対応。 

30～39歳 
新ひだか

町 
転倒予防体操年二回 

30～39歳 帯広市 月1回 

30～39歳 稚内市 

市内、近隣市町村の利用者宅で支援方法や情報共有のための会

議、カンファレンスに参加。また、他施設職員に動作介助方法な

どの指導を実施。 

30～39歳 天塩町 介護予防教室 

30～39歳 登別市 
リーダー育成研修として登別市からの委託で実施。 

4回１クールを３会場で実施。 

30～39歳 函館 サービス担当者会議を年に2～3回 

30～39歳 函館市 

10町会以上の転倒予防事業を実施．頻度は町会により異なるが1回/

月〜4回/月．期間は不定期開催（依頼により適宜）．6ヶ月間．12

ヶ月間．同じ町会から3年連続依頼されることもあり．内容は講

話、体操がメイン． 

30～39歳 函館市 なし 

30～39歳 函館市 函館市の地域リハビリテーション活動支援事業今年度7回派遣 

30～39歳 函館市 健康、腰痛体操 

30～39歳 富良野市 月一回の介護予防教室への参加 

30～39歳 
北海道札

幌市 

定期開催の南区在宅ケア連絡会への出席（３～４ヶ月に一度）、

症例検討や症例発表傾聴 

30～39歳 
北海道小

樽市 
なし 

30～39歳 
北海道函

館市 
町会の集まりにHARPとして派遣 

30～39歳 
北海道函

館市 
各サービス状況やケアプランの見直しについて情報共有 

30～39歳 北見市 体力測定や自主運動指導など年に3回程度 

30～39歳 北広島市 cm同行による生活環境の確認等 

30～39歳 北広島市 地域の高齢者集会への参加 

30～39歳 北斗市 
北斗市役所と包括と定期（月一回）で集まり、現状や今後の取り

組み内容を検討している 

30～39歳 幕別町 依頼があった際に参加 

40～49歳 旭川市 介護予防教室に参加。月２回程度 

40～49歳 旭川市 週1回体力づくり教室 

40～49歳 伊達市 フィットネスサークルをセラピストで立ち上げ、週2回程度開催。 
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40～49歳 
久遠郡せ

たな町 
医療と介護の連携事業：年1回、通所リハの内容と宣伝 

40～49歳 恵庭市 要支援の利用者の2（月数件） 

40～49歳 札幌市 月に1〜2回 

40～49歳 札幌市 札幌市、介護予防事業2ヶ月に1回 

40～49歳 札幌市 
通所も併設していますので、担当利用者のサービス担当者会議に

可能な限り出席しています。 

40～49歳 札幌市 月に1回程度 

40～49歳 札幌市 

札幌市運動機能向上事業（二次予防事業）、札幌市一般介護予防

事業、介護予防教室への参加、地域住民への講話等。頻度は月に1

0回程度の事もあった。現状は年に2，3回程度 

40～49歳 札幌市 地域住民の介護予防教室への参加(年4回程度) 

40～49歳 札幌市 介護予防センターと連携した機能強化事業 

40～49歳 札幌市 法人の公開講座で行われる介護予防講座。年2回ほど。 

40～49歳 札幌市 白石区介護予防（講話、運動指導）今年1回のみ 

40～49歳 千歳市 家屋評価、ADL評価などの報告 

40～49歳 奈井江町 月に1度 

40～49歳 函館市 地域ケア会議と称する、市主催の多職種研修会 

40～49歳 八雲町 必要時に参集 

40～49歳 

北海道虻

田郡京極

町 

回答者の所属が京極町介護予防センターなので、総合事業一般を

担っている 

40～49歳 北見市 訓子府町年6回 

50～59歳 むかわ 
地域ケア会議月2回 

サービス担当者会議随時 

50～59歳 釧路市 短期集中コース（健脚コース）を実施している。 

50～59歳 釧路市 釧路市より依頼を受けてサービスB事業所への運動指導 

50～59歳 江別市 
江別市、地域ケア会議×３、介護予防教室×2、通いの場のサポート

×1、介護予防サポーター育成事業×1 

50～59歳 札幌市 

栗山町、余市町、苫前町、当別町において、介護予防、生活支援

サービス構築に向けた住民の対話の場作りや、自治体の検討会議

の運営。栗山町では、月に2回くらいの検討研究会を行なってい

る。 

50～59歳 札幌市 
地域包括支援センターや区役所、理学療法士会、HARP等から依頼

を受ける。不定期で参加回数は少ない。 

50～59歳 札幌市 
札幌市ケア会議は少ない、通いの場の立ち上げ等支援は実施して

いる 

50～59歳 札幌市 札幌市年間15件程度 
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50～59歳 
野付郡別

海町 
定期的なケア会議への参加（学識経験者として）。 

 

【作業療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な内容 

～29歳 - 1年に3回認知症カフェの講師として参加 

～29歳 釧路市 
白糠町役場より依頼あり、現在５つの介護予防事業に定期的に訪

問し（月１回程度）にてアドバイスや講演を行っている。 

～29歳 月形町 認知症予防講話の講師 

～29歳 札幌市 

入院患者の家庭訪問でケアマネ同行で行う事があります。また、

退院前カンファレンスと表して、退院日が決定した患者が地域生

活で利用するサービスのスタッフへ円滑な依頼・移行ができるよ

う情報共有の場が設けられています。 

～29歳 札幌市 以前の職場（帯広）にて、年3.4回程度 

～29歳 札幌市 患者の退院前に必要に応じて参加 

～29歳 
白糠町釧

路市 

月1回の運動クラブカフェの運営や、介護予防教室への初回中間最

終での訪問評価や講話など。 

30～39歳 旭川市 年1度 

30～39歳 旭川市 旭川市におけるサークル支援 

30～39歳 旭川市 
サービス担当者会議にはほぼ参加している。ケアマネとの同行訪

問は契約前に必要に応じて 

30～39歳 釧路市 地域ケア会議個別会議 

30～39歳 釧路市 定期的なカンファレンス 

30～39歳 月形町 

月形町では年7回の地域個別ケア会議に隔月で出席。浦臼町から2A

の委託を受け昨年５月から実施。主に町の健診でMCIやフレイルと

判定された方を対象に実施。毎週１回開催し、浦臼町保健師、浦

臼町特養デイサービス職員、OTの３名が中心となって実施。OTは

月のプログラム内容作成し、月１回のペースで参加している。毎

月１回ミーティングも実施。 

30～39歳 広尾町 
月1回地域ケア会議 

9事業は相談に応じて 

30～39歳 札幌市 

通所予防介護施設が利用者様の毎月の照会および入退院時のサー

ビス担当者会議、カンファレンスやケアマネジャーの施設訪問時

や実績周りなどの際に情報交換等を行うなど。事業所にて認知症

カフェを開催し、住民集いの場を提供している。 

30～39歳 札幌市 身体機能、認知機能の測定年4回 

30～39歳 札幌市 地域の老人クラブへ訪問し、講習会の実施 

30～39歳 帯広市 帯広市普及啓発事業、地域リハビリテーション活動支援事業 
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30～39歳 大樹町 町内会サロン 

30～39歳 池田町 
困難事例の個別地域ケア会議に参加。札幌市とせたな町。どちら

も平成29年度以前。 

30～39歳 苫小牧市 予防教室での運動指導・レクの実施ー年３回 

30～39歳 苫小牧市 

元々、通所している方の会議に参加。病気療養後の通所再開時の

会議や訪問。苫小牧市介護予防教室に体操指導(３～４ヶ月に一

度)。 

30～39歳 函館市 

鹿部町 

ケア会議月１回 

訪問事業依頼があれば 

30～39歳 函館市 月1から2回 

30～39歳 北海道 介護予防教室での運動、生活動作指導月２～３回程度 

40～49歳 
河東郡音

更町 
それぞれ年3，4回。地域ケア会議は次年度以降開催。 

40～49歳 岩内町 共和町数回 

40～49歳 厚岸町 月1回程度 

40～49歳 砂川市 町内会単位の介護予防事業地域ケア会議 

40～49歳 札幌 
社会福祉協議会、北海道作業療法士会、区民センター関連での地

域地域講話依頼があった際に対応 

40～49歳 札幌市 
地域ケア推進会議・個別ケア会議・介護保険での担当者会議・退

院時カンファレンス 

40～49歳 札幌市 半年に1回程度 

40～49歳 札幌市 札幌在住の担当患者様の退院にむけて頻度は不定 

40～49歳 札幌市 介護予防教室1回 

40～49歳 札幌市 地域住民も含めた研修会を3ヵ月ペースで開催 

40～49歳 札幌市 札幌市の介護予防自立支援事業 

40～49歳 滝川市 中空知管内の市や保健所、町内会など。年にそれぞれ2から３回 

40～49歳 当別町 

当別町では地域ケア会議（年5回程度）・介護予防体操普及事業

（年5回程度）、新篠津村では地域リハビリテーション活動支援事

業（地域ケア会議・住民の通いの場支援など）を担当している 

40～49歳 洞爺湖町 豊浦町HARP関連2か月に１度程度 

40～49歳 苫小牧市 

委託包括地区の地域会議(年2回程度) 

地域予防教室(年2回程度) 

認知症カフェ(年3回程度) 

40～49歳 苫小牧市 安平町の公民館カフェにて運動指導と講和。頻度は年1回。 

40～49歳 函館市 厚沢部町月1回の訪問リハビリ 

40～49歳 標茶町 
町で行っている介護予防事業に参加。年間契約にて年に4回程度実

施し講和や運動指導等、今年のテーマに沿って実施。 
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40～49歳 富良野市 
富良野市地域個別ケア会議月1回、中富良野町地域ケア会議月1

回、市内グループホーム生活機能向上連携加算に基づく指導月1回 

40～49歳 北広島市 地域ケア会議は毎月実施されています。 

50～59歳 - 
対象：札幌市、取り組み内容：体力測定サポート、参加者への講

演・指導、頻度：2月に1回程度 

50～59歳 旭川市 体力測定年間2回 

50～59歳 札幌市 不定期 

50～59歳 帯広市 帯広市介護予防事業 

50～59歳 函館 週一回 

50～59歳 函館市 函館市医療観察法月１回程度 

50～59歳 函館市 運動機能の評価、2回 

 

＜医療保険診療の関連施設が主たる職場の方にお聞きします＞ 

 

問13．あなたは、医療保険診療以外に、高齢者の介護予防等の領域に取り組むことについ

て、どのように考えますか？あなた個人のお考えをお答えください。 

 

問13-1．一般高齢者の介護予防について  

①リハ職として貢献できる領域だと思いますか？（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 とてもそう思う 437 60.4 

2 まあそう思う 249 34.4 

3 あまりそう思わない 13 1.8 
 

無回答 24 3.3 
 

合計 723 100 

 

②今後関わっていきたいと思いますか？（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 既に取り組んでいる 121 16.7 

2 条件が合えば積極的に取り組んでいきたい 299 41.4 

3 条件が整えばある程度関わっていきたい 247 34.2 

4 あまり関わりたいと思わない 32 4.4 
 

無回答 24 3.3 
 

合計 723 100 

 

 

 

 



 

 

- 156 - 

 

問13-2．虚弱高齢者の介護予防について 

 

①リハ職として貢献できる領域だと思いますか？（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 とてもそう思う 458 63.3 

2 まあそう思う 221 30.6 

3 あまりそう思わない 17 2.4 
 

無回答 27 3.7 
 

合計 723 100 

 

②今後関わっていきたいと思いますか？（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 既に取り組んでいる 101 14.0 

2 条件が合えば積極的に取り組んでいきたい 325 45.0 

3 条件が整えばある程度関わっていきたい 241 33.3 

4 あまり関わりたいと思わない 32 4.4 
 

無回答 24 3.3 
 

合計 723 100 

 

問13-3．要支援者の介護予防について 

①リハ職として貢献できる領域だと思いますか？（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 とてもそう思う 448 62.0 

2 まあそう思う 231 32.0 

3 あまりそう思わない 18 2.5 
 

無回答 26 3.6 
 

合計 723 100 

 

②今後関わっていきたいと思いますか？（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 既に取り組んでいる 126 17.4 

2 条件が合えば積極的に取り組んでいきたい 290 40.1 

3 条件が整えばある程度関わっていきたい 247 34.2 

4 あまり関わりたいと思わない 33 4.6 
 

無回答 27 3.7 
 

合計 723 100 
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問13-4．要介護認定者の維持・改善について 

①リハ職として貢献できる領域だと思いますか？（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 とてもそう思う 448 62.0 

2 まあそう思う 230 31.8 

3 あまりそう思わない 18 2.5 
 

無回答 27 3.7 
 

合計 723 100 

 

②今後関わっていきたいと思いますか？（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 既に取り組んでいる 141 19.5 

2 条件が合えば積極的に取り組んでいきたい 270 37.3 

3 条件が整えばある程度関わっていきたい 247 34.2 

4 あまり関わりたいと思わない 38 5.3 
 

無回答 27 3.7 
 

合計 723 100 

 

問14．上記いずれかで、「2．条件が合えば積極的に取り組んでいきたい」「3．条件が合え

ばある程度関わっていきたい」と回答した方にお聞きします。 

おもな対象は、どのように考えますか？（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 自分の施設に入院・通院していた患者を対象としたい 429 59.3 

2 自分の施設の患者に限らず、幅広い高齢者を対象としたい 203 28.1 
 

無回答 91 12.6 
 

合計 723 100 

 

＜全員にお聞きします＞ 

 

問15．あなたは、リハ職として保険診療以外の高齢者の介護予防等に取り組む場合、どのよ

うなことが課題となるとお考えですか？（複数回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 新たなスキルを習得しなければならないこと 434 43.1 

2 
医師の指示が必要ではないため、自分でイニシアティブを取

る必要性があること 
426 42.3 

3 所属先が保険診療以外の取組に積極的ではないこと 216 21.5 

4 診療報酬の機会損失により収益が減る可能性があること 387 38.5 

5 現在の業務に手いっぱいで時間を割くことが難しいこと 530 52.7 
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6 
外部の専門職等との新たな連携体制を構築しなければならな

いこと 
377 37.5 

7 
リハ職としてのスキルを最大限に生かすことができない可能

性があること 
124 12.3 

8 対象者の発掘や確保が難しいこと 246 24.5 

9 予防・改善効果に対するインセンティブがないこと 300 29.8 

10 その他 0 0.0 
 

無回答 9 0.9 
 

合計 1006 100 

 

問15-1．問15について具体的にご記入願います。 

職種 年齢 所在地 具体的な内容 

理学療法士 ～29歳 江別市 

保険診療以外に介護予防に取り組む機会がないこと。ま

た、機会の獲得に向けた場合、場所や時間の確保、市民

への周知などが必要であり、取り組む機会をつくること

も難しいため 

理学療法士 ～29歳 札幌市 

基本的には専門の研修参加の後に実働が必要と、思われ

る。また、重症例にはリハビリが適さない可能性がある

ため、リハビリが必ず介護分野に必要とは言い切れない

こともあるのだろう。 

理学療法士 30～39歳 札幌市 
日々の業務が精一杯なので、それ以外のことに手が回ら

ない。 

理学療法士 30～39歳 - 

自分の主たる仕事として保険診療外の介護予防事業を行

うと考えた時に、インシデント・アクシデントに対する

徹底、特に体調変化時の対応、また利用者および利用者

家族のクレーム処理等の問題などの内容に対して考えた

時に、努力に対する利益採算性が低いと考えています。 

理学療法士 50～59歳 札幌市 
連携がさらに必要となり、業務量と採算のバランスが難

しいこと。 

理学療法士 40～49歳 伊達市 景気が悪くお金を払いたがらない 

理学療法士 30～39歳 函館市 
通常業務にプラスして介護予防事業に参加する事での会

社へのメリットが少ない。 

理学療法士 30～39歳 札幌市 地域の活動と医療との連携が少ないこと 

理学療法士 40～49歳 芦別市 
リハ技師が少人数のため、時間に制限があり活動に限り

があること。 

理学療法士 ～29歳 白老町 

上記の他、結局は対象の高齢者が予防に関する自覚がま

だまだ足りないため、認識、浸透が必要であると考え

る。 
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理学療法士 50～59歳 
野 付 郡

別海町 

保険診療以外の高齢者の介護予防へのかかわりには、予

算が不明瞭であること。 

理学療法士 40～49歳 札幌市 急性期を対象としてたほうが収益が大きいため 

理学療法士 50～59歳 札幌市 対象者をどの範囲に想定するのかが課題 

理学療法士 40～49歳 旭川市 

介護予防活動は大人数を一度に対応することが多く、リ

スク管理が大変。また、一人一人の疾患に対応が出来な

いため、危険が大きいと考える。介護予防の集団体操程

度なら、介護職員やヘルパーや一般人の方が数回の研修

を受ければ出来るのではないか？ 

理学療法士 50～59歳 札幌市 主業務への圧迫、収益低下の問題あり。 

理学療法士 50～59歳 札幌市 行政側の考え、取り組みとのマッチング、協力が必要 

理学療法士 30～39歳 江別市 

療法士が積極的に関われたとしても給料を支払って頂い

ている側には金銭的なメリットがないので関わりにく

い。 

理学療法士 30～39歳 下川町 １人職場の為マンパワー不足 

理学療法士 40～49歳 札幌市 手技 

理学療法士 30～39歳 - 人手不足保険診療業務が優先されるため 

理学療法士 30～39歳 江別市 

業務時間内に行われているため、色々な意味（時間的な

こと、診療報酬上の減収など）で職場・部署内で理解が

必要であると考えます。 

理学療法士 40～49歳 札幌市 

対象者の明確化がもっとも問題であると考えます。 

どこからが医療保険、介護保険、介護予防という面で、

線引きが必要であると思われ、そこに報酬の差が生じな

いこと。 

理学療法士 30～39歳 函館市 

地域貢献活動に対するリハ職の意識・イメージが確立さ

れておらず、また、他職種も同様． 

様々な職種・地域住民が共通認識を図るための啓発活動

段階から積極的かつ継続的に根付かせていくことから始

めていかなければならない． 

理学療法士 ～29歳 旭川市 様々なスキルを身につけて提供する必要があるため。 

理学療法士 ～29歳 函館市 
現状、当院の体制的に来院する患者以外のフォローが難

しいから。 

理学療法士 30～39歳 函館 外来業務や法人会議等で時間が作りにくい 

理学療法士 40～49歳 帯広市 客観的に判断できる効果基準が必要(一般的にわかる) 

理学療法士 30～39歳 
上 士 幌

町 

準備などは、時間外にやる必要があるが残業代がでるこ

とはない。よりよい関わりをするには自分の時間の犠牲

が必要。 

理学療法士 30～39歳 小樽市 元々、物理医学の医療者としてのPTです。介護予防では
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違う知識、技術が必要だと思いますし、そうであるべき

だと思います。PTが活躍できる現場かもしれませんが、

運動を指導する他職種と比べて大きな違いや強いアドバ

ンテージがあるとは思えません。 

また、体力と子供を含めたプライベートと新たな事業を

立ち上げることを考えると、個人的な意欲としては低い

です。 

理学療法士 40～49歳 登別市 収益性が確保できるかが一番の問題と考えます 

理学療法士 40～49歳 札幌市 既に行っている 

理学療法士 50～59歳 江別市 

地域包括ケアシステムに対する医療機関の認識が低すぎ

る。自分のリハ職は保守的人間が多く興味を持とうとも

しない（目の前の担当患者の治療だけ）。 

理学療法士 40～49歳 札幌市 
収入に結び付く実績や可能性を、雇用側に納得してもら

うのが困難 

理学療法士 ～29歳 釧路 

現時点で取り組んでいるリハ職に見合った報酬が与えら

れず、トップのみの実績となっていること。有休を使っ

て取り組んでいる人に対して1がよく思っていない。支

部や会のトップと、1の板挟みになっている。報酬は1で

働く時給の半分以下な現状がある。 

理学療法士 30～39歳 札幌市 

現在の職場の積極性に欠いています。保険外のメリット

は既存1にとってはデメリットになっているかもしれま

せん。結局は中途半端な人材が地域へ流出すれば「リハ

ビリ職」全体の悪評へ繋げるリスクもあるかもしれませ

ん。 

ただリハビリ職全体としては、事なかれ主義な人が多い

のでリハビリ職から保険外へ挑戦しようする人は多くは

ないと思います。 

理学療法士 ～29歳 
中 標 津

町 

対象となる人が、実際に自分の体のことを正確に理解出

来てるとは思えず、取り組みを開始したとしても、その

対象者が来ないことが考えられるため。 

理学療法士 40～49歳 函館市 
完全ボランティアとはならないような仕組みづくりが必

要 

理学療法士 30～39歳 小樽市 地域包括支援センターなど関連機関との連携が難しい 

理学療法士 ～29歳 札幌市 実施場所や利用者の確保は難しいと感じました 

理学療法士 ～29歳 
北 広 島

市 
まずは実態の把握(ニーズ等)が必要だと考えます 

理学療法士 30～39歳 釧路市 
一番の課題は、保険診療で可能となるのかどうか？叶わ

なければ、自身のりは専門職としてのスキル以外で必要
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な能力や知識の取得、各コネクションの構築と行動力が

求められてくると思います 

理学療法士 40～49歳 室蘭市 
医師の指示なしで行った場合の責任と、何かあった場合

の職種としての責任の所在 

理学療法士 30～39歳 三笠市 

職場内での介護予防に対する意識は高い方だと捉えてい

ますが、やはり外部との連携体制構築に時間を要するの

ではないかと考えます。 

理学療法士 50～59歳 函館市 

行政職で、地域リハビリテーション活動支援事業とし

て、専門職派遣事業を実施。実際の派遣にあたってはH

ARPと栄養士会へ委託。市は申込受付・調整依頼・決定

を行っています。 

委託仕様書としては「依頼から派遣者決定迄1週間」と

しているが、それ以上になることが多い。 

そこで問題と想定されるのが、問15の回答です。 

理学療法士 50～59歳 函館市 

行政職で、地域リハビリテーション活動支援事業とし

て、専門職派遣事業を実施。実際の派遣にあたってはH

ARPと栄養士会へ委託。市は申込受付・調整依頼・決定

を行っています。 

委託仕様書としては「依頼から派遣者決定迄1週間」と

しているが、それ以上になることが多い。 

そこで問題と想定されるのが、問15の回答です。 

理学療法士 30～39歳 札幌市 

札幌市厚別区の介護予防事業において、派遣セラピスト

の調整役を行なっていますが、実際に1や施設の協力が

得られず、個人的に介護予防に参加しているセラピスト

もいます。 

理学療法士 30～39歳 苫小牧 

保険診療外という点に関してですが、これが所属してい

る1・施設が立ち上げて介護予防に取り組むのであれ

ば、収入も所属している場所に入るかもしれませんが、

出向という形になるのであれば、所属先の収益が減る事

につながるため、協力が得にくいと考えます。保険診療

外ですから、収益に関する事もどのように設定すべきな

のかもわかりません。やり方によっては開業に近くなる

可能性もありそうですので、その点に関して、職能団体

的に問題がないとならなければ、たとえ要望があって

も、リハ職が希望する形で実施していくのが難しいので

はないかと考えます。 

理学療法士 ～29歳 札幌市 不安 

理学療法士 ～29歳 札幌市 不安 
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理学療法士 40～49歳 岩内町 派遣費用 

理学療法士 ～29歳 
岩 見 沢

市 

対象者を集める事、介護予防の取り組みに対する人員を

集めることが難しいと考える。 

理学療法士 30～39歳 札幌市 

平日の日中時間帯に開催されることが多いため、職場の

理解、時間の創出が大きな課題かと思います。リハビリ

テーション職が地域で活動出来るような公文書の発行も

今後検討していく必要があるかと思います。 

理学療法士 40～49歳 恵庭市 供給側の金銭的なメリットが見えにくい 

理学療法士 30～39歳 
函 館 市

中道 

対象者の集客・確保が難しい。インセンティブがあれば

職場が認めにくい。 

理学療法士 30～39歳 
北 広 島

市 
成果報酬が年々減少傾向 

理学療法士 30～39歳 札幌市 

単価は保険診療が高いため、1にいるセラピストを外に

出す直接的なメリットが少ないため、同等程度のインセ

ンティブがないと担い手を作り出せない課題があると思

う。 

理学療法士 30～39歳 旭川市 

あくまでもDr.指示以外では活動できない理学療法士の

現状を踏まえて、①Dr.への理解によって左右されるこ

と、②イニシアティブを取ることに対して法律的に難し

いこと、③経営などのマネジメントが理学療法士に不足

していること（そもそもが慣れていない）が挙げられま

す。また、現代社会ではどの世代においても多様性が著

しく、対象者のニーズを統一することが難しいと考えま

す。 

理学療法士 50～59歳 札幌市 診断学について学んでいない 

理学療法士 30～39歳 札幌市 

現在の業務を減らし、その様な活動に取り組めるならや

りたいですが、スタッフが足りない事もあり、そのよう

な許可を得られなさそう。 

リスク管理、訴訟問題も不安要素です。 

理学療法士 40～49歳 千歳市 
職場には理学療法士が1名しか在籍していない為、対応

できない。 

理学療法士 30～39歳 札幌市 教育業務をやりたい。 

理学療法士 30～39歳 札幌市 
保険適応外で取り組むには、通常業務以外でやらなけれ

ばいけないので、収入があればいい。 

理学療法士 30～39歳 札幌市 
入院患者に対するリハビリテーションを主に行っている

為、介護予防等の知識や体制の理解などが不十分です。 

理学療法士 30～39歳 札幌市 
現在、介護保険を持っている人は物理療法のみの受け入

れになっている。 
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理学療法士 30～39歳 恵庭市 
職場の理解がないと個人では動けない。理解を得ていく

ことが難しい。 

理学療法士 40～49歳 札幌市 

法人としても積極的に取り組んでいきたいが、高頻度に

なると収益減になる。リハ職であれば、誰でもすぐに対

応できることではなく、教育体制などを組んでいく必要

がある。 

理学療法士 30～39歳 釧路市 

所属している職場からではなく、支部からのセラピスト

派遣となっているため、職場の理解が必要。また介護予

防を担う派遣スタッフを依頼していくにも支部単位での

システム上発展途上であるため負担の偏りが大きいこと

が課題か。 

理学療法士 30～39歳 札幌市 
理学療法士の知識と技術が不十分 

日本の医療制度における法律的な問題診療報酬に関して 

理学療法士 ～29歳 釧路市 
これまで疾病後の患者のみのリハビリばかりだったの

で、予防対策への知識が乏しい。 

理学療法士 30～39歳 札幌市 
保険診療に比べてコストの回収が難しい。また訪問の場

合時間的制限がある 

理学療法士 40～49歳 札幌市 なし 

理学療法士 30～39歳 帯広市 

報酬や基準が市町村管轄になってからもう不明なことが

多く、報酬も安いという話しか聞こえないから調べる気

にもならなかったです。 

理学療法士 40～49歳 札幌市 
謝礼等の報酬はあるが、基本的には無償であり忙しい状

況の中、業務として参加することが難しい 

理学療法士 30～39歳 鷹栖町 
現在、介護予防を行うフィットネス施設に勤務している

が、上記について課題に感じたことは特にない。 

理学療法士 ～29歳 旭川市 主となる業務が優先 

理学療法士 30～39歳 札幌市 診療報酬がかなり低くなるのではないかと思われる 

理学療法士 ～29歳 釧路市 現在の業務以外の事に時間を割くことが難しい 

理学療法士 30～39歳 北見市 
職場の理解が必要 

現状では手が回らない 

理学療法士 ～29歳 札幌市 責任の所在を明らかにしなければならない 

理学療法士 30～39歳 
北 広 島

市 
あまり頻回な参加だと単位数の減少に繋がる 

理学療法士 30～39歳 - 
これまで患者は入ってくるものだったが、保険診療外で

は集まるとは限らずリスクを感じる 

理学療法士 30～39歳 旭川市 
システムが構築されても 

グレーな部分が多い印象 

理学療法士 30～39歳 函館市 医者と違い治療効果がはっきりしない 
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理学療法士 40～49歳 函館 

現状では自業務のノルマ達成で精一杯。リハ職の書類が

多過ぎて疲弊している状態。現状からの上乗せ業務は無

理。広くやらせるより、それに特化したやり方を構築す

べきと思います。 

理学療法士 30～39歳 旭川市 
大きなネットワークで取り組まなければならないがそれ

を構築するのに多大な労力がかかる 

理学療法士 40～49歳 千歳市 
根拠のある関わりと知識技術の提供、活動と介護報酬の

損失バランス 

理学療法士 30～39歳 
苫 小 牧

市 
所属先外の活動に所属先からの理解が得られにくい 

理学療法士 30～39歳 旭川市 所属先での収益に対する理解 

理学療法士 50～59歳 札幌市 
地域に合った保険外事業のビジネスモデルを創造する必

要がある 

理学療法士 30～39歳 帯広市 1職員であるため、業務内での活動には1側の理解が必要 

理学療法士 ～29歳 稚内市 
頻度を増やす場合予防教室など専門要員を置く必要があ

る。 

理学療法士 40～49歳 札幌市 
予防事業は片手間で行うべきものではないと思います。

専従で行うものと思います。 

理学療法士 ～29歳 札幌市 なし 

理学療法士 30～39歳 旭川市 初めて開始する場合、外部の窓口探しが大変そう 

理学療法士 30～39歳 札幌市 
必要性は高いが、業務として行くためには経営者を説得

する根拠が必要 

理学療法士 30～39歳 札幌市 所属先の理解を必要とする活動である 

理学療法士 30～39歳 函館市 上記の通りです 

理学療法士 30～39歳 函館市 
個人での活動は困難、1の決定が必要。個人の活動で行

うのであれば、ボランティアでは難しい 

理学療法士 30～39歳 札幌市 
地域から声がかかることも多いが、収益などの理由で許

可が出ない 

理学療法士 30～39歳 札幌市 無報酬で行うには限界があると思います。 

理学療法士 30～39歳 帯広市 現在の業務に手一杯な理由が大きい 

理学療法士 30～39歳 羽幌町 人手不足 

理学療法士 40～49歳 札幌市 

課題としては収益と業務時間の確保。また、制度理解を

含めた幅広い知識の習得が必要と考えるが、日々の業務

でスキル習得の時間の確保もやや難しいのが現状。 

理学療法士 50～59歳 函館市 

業務だけで、精一杯。働き方改革で有給を取ることが義

務化しているが、取れないのが現状。むしろ正月やゴー

ルデンウィークに営業して、地域貢献をしていることが

大事と施設では考えている。 
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理学療法士 30～39歳 - 
介護予防で介入する際に必要な文献的知識や社会的リソ

ースに関する知識が乏しい 

理学療法士 30～39歳 小樽市 
診療点数が少ないため、1の利益を考えると積極的に外

部の仕事ができない 

理学療法士 40～49歳 札幌市 利用者の考えや希望が違うところにあることが多いため 

理学療法士 30～39歳 札幌市 院内予算の兼ね合い 

作業療法士 40～49歳 札幌市 
介護予防事業に、ちゃんとお金がつけば、所属法人の収

益に繋がり、やりやすくなるのではないかと思います。 

作業療法士 50～59歳 函館市 
医療も収入減の状態で1の維持のためにリハ職の貢献度

が高く外部に行きにくい。 

作業療法士 50～59歳 札幌市 
法人外の仕事に対する人件費が補填されることが必要と

考える 

作業療法士 50～59歳 函館市 

地域包括ケアシステム構築に関する自治体側との考え方

の違い。多職種での目的、役割分担、地域課題の捉え方

の共有や分掌。 

作業療法士 40～49歳 滝川市 特になし 

作業療法士 30～39歳 月形町 

2AでOTが介入しています。月1回OTが参加し、それ以

外はデイサービス職員が体操などを行っています。OT

の理論などを取り入れOTらしい介護予防を行いたいと

考えていますが、デイービス職員が出来るプログラムに

しなければならず、歯がゆさやもどかしさがあります。

出来るだけ認知症予防など最近の知見なども取り入れて

実施したいと考えていますが、時間や労力も必要となっ

てくるため、同じプログラムを続けてしまったりマンネ

リ化してしまう時もあります。 

作業療法士 40～49歳 砂川市 すぐには利益につながらない。 

作業療法士 ～29歳 釧路市 

行政をはじめとする多職種との連携が必要だったり、地

域である在宅は複雑な問題が絡み合っている場合がある

ので知識不足によりその場で対応出来なかったときが不

安。 

現在、職場の理解を得て勤務中に派遣させてもらってい

るが、報酬をどう処理すべきなのか分からない。明確な

手順があれば…。（週休なら問題ないとのことだが、有

給をあてて派遣されると二重で賃金発生？） 

作業療法士 40～49歳 厚岸町 職場の理解はあるが、支え手の不足 

作業療法士 40～49歳 千歳市 

職場内の業務が5。どのように始めてよいのかわからな

い方が多い。保険外のサービスの進め方などを知らない

方が多い。単純に、現状に落ち着き、未来を考える意識
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が低い方が多い。 

作業療法士 ～29歳 北見市 

体操指導など、いわゆる健康高齢者に指導することは介

護予防に効果的なであり重要だが、定期的なフォローの

機会がないと地域住民のみでは継続が難しいこと。 

専門職との連携以外にも、熱意があり、リーダーシップ

を発揮できる地域高齢者の発掘やそういった方との連携

をどう取っていくかということ。 

医療•介護報酬外での報酬体制が確立されておらず、市

区町村や町内会などの自治体からの財源からインセンテ

ィブを期待するしかないが、現状の診療報酬体制よりも

安価になりがちであり、かつ、そういった財源は年間単

位の予算組みであることが多いことにリハ職が馴染みに

くいこと 

作業療法士 30～39歳 釧路市 

保険診療外となると、民間企業のサービスがライバルと

なり、経営を維持するために様々な戦略が必要となる。 

リハ職は基本的にそういった経営に関する教育を受けて

いないので、意識高く学んでチャレンジしている人には

現在の保険診療下の常識に縛られない様々な可能性を期

待出来る一方、そうではない人はそもそも何をしていい

か自発的に考えられないと思う。 

作業療法士 30～39歳 函館市 

体制保証が無く、会社側の理解を得られないと参加は難

しいと思う。 

参加するセラピスト側の地域の地理関係の理解や、町の

特性、どのような資源があるのかの把握が必要。 

町の包括支援センターや保健師のセラピストのイメージ

が、身体機能訓練をする人というイメージが強く、イメ

ージの払拭が必要。 

作業療法士 30～39歳 - 従事する者の意識を変える事が必要と思います。 

作業療法士 40～49歳 
岩 見 沢

市 
地域の活動状況の把握が不十分 

作業療法士 40～49歳 
洞 爺 湖

町 

所属施設との折り合い、交渉はもちろんですが、対象者

との絡み、地域包括等の行政との関係づくりなど、それ

なりの立場とそれなりのスキルが必要であり、業務時間

も働き方改革のこともあり、どの問題についてもストレ

スが大きいです。それが苦にならない人はいないと思い

ますし、それがこなせる人材の確保という面はとても難

しいのではと感じます。 

作業療法士 30～39歳 富 良 野 通いの場に来たい人が限られる。(交通手段、大勢の中
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市 が嫌いなど) 

作業療法士 30～39歳 札幌市 

現在の勤務先における業務状況では、限られたリハ職

が、多くの他職種を動かしながら専門性を活かせるよう

に心掛けサービス提供しているが、事業所利用者に対す

る質の確保も課題としてあげられるなか、事業所以外の

所で働くだけの時間の確保や職場の理解を得ることが困

難と考えられる。認知症カフェの開催もボランティアと

して行っている現状。サービス担当者会議やカンファレ

ンス等で地域連携を行う中、他事業所のリハ職やケアマ

ネジャー、包括支援センターの他職種と関わり、地域で

スキルを活かしていくべきと強く感じるが、現在のよう

な分断された個々の事業所に所属する中で、事業所を利

用しているおよび過去に利用したなどの繋がりがある一

般高齢者でも関わることはなかなか課題が多いと感じ

る。 

作業療法士 50～59歳 滝川市 

医師も含めた多職種が、それぞれの専門性・年齢・経験

等全ての面で互いにリスペクトできる環境作りが必要と

考えるが、結局は人々のモラルの低下が大きな問題と捉

えている。 

作業療法士 40～49歳 札幌市 

介護予防教室において，PTOTの内容の差別化を図って

いるが，対象者にとってはあまり違いが分かりにくい内

容の者が多いような印象を持つため，専門性を活かした

内容が提供できるようなスキルアップが必要と考える． 

作業療法士 30～39歳 札幌市 

業務で手いっぱいである主な理由が、他の職種（介護職

員）の人員不足です。また、自分の手取り分と、デイに

リハ職がいることによる加算を考えると、収入のない他

の取り組みには参加しづらいという気持ちもあります。 

作業療法士 50～59歳 函館 日常業務で時間に余裕がない 

作業療法士 ～29歳 札幌市 
関わった事がないのであまり具体的なイメージがありま

せん 

作業療法士 30～39歳 
北 広 島

市 
環境調整が必要である 

作業療法士 ～29歳 札幌市 

勤務・職場環境ではボランティア的な関わりメインとな

る事が推測されるが、かと言って自身の業務で手一杯な

のが現状です。 

作業療法士 40～49歳 札幌市 
業務時間内で診療報酬の算定を取れる時間を割くことに

なるから 

作業療法士 30～39歳 札幌市 作業療法士自身が住民主体の場に出向き、そこで存在価
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値をアピールし、必要性をわかってもらったうえで仕事

を依頼してもらえるような行動力、コミュニケーション

力、介護予防に関する実力を持つこと 

作業療法士 40～49歳 札幌市 
医師の指示をがなくても、実施でされることがたいへん

てわす。 

作業療法士 50～59歳 札幌市 児童施設なので取り組むことがない 

作業療法士 ～29歳 大樹町 

地域との連携や職場環境との連携この二つの連携を行い

ながら実施するのは、人員的に余裕がないと難しいと考

えています。 

作業療法士 40～49歳 士別市 

現在、介護予防・認知症予防を主業務として取り組んで

いるのですが、人数の関係で 

自分以外に中心で取り組める人をまた育成しなければい

けない点。 

作業療法士 50～59歳 帯広市 

予防事業について自治体が作業療法士の活用について理

解を深め、派遣に対しインセンティブを用意することが

必要と思います。そうしなければ1、施設に所属してい

るセラピストが介護予防にかかわっていくことは難しい

と思います。また、このような事業に賛同し積極的に協

力している施設や1、そして団体に対し社会的認知をし

っかりして頂けるようなシステムが必要と思います。 

作業療法士 30～39歳 帯広市 マンパワーの問題で一定の施設へ負担がかかる 

作業療法士 40～49歳 北見市 
保険者である市町村から何かしらの評価が与えられても

いいと思う。 

作業療法士 40～49歳 小樽市 各自治体の予算によるかと思います。 

作業療法士 40～49歳 北見市 事務方、1責任者との軋轢あり。困難か。 

作業療法士 40～49歳 札幌市 

積極的に参画したいが、日中の業務時間内で稼働する事

になる為収益には痛手があるのが現状。そのため、年に

1企画3日程度の参画を昨年度から始めたが未だ軌道には

なっていない。 

作業療法士 40～49歳 札幌市 

本当に必要な方がなかなか参加できない環境があると思

われます。虚弱なため外出できないなど、地域包括が対

応困難な方や個別ケースで対応が難しい方に何かしら対

応できたらと思ってます。 

作業療法士 40～49歳 札幌市 

自分は医療現場ではないですが自施設の入居者へのサー

ビスで手一杯なのでその業務外で地域サービスを行うの

は現状では現実的ではないです 

作業療法士 40～49歳 
苫 小 牧

市 

専門職の雇用少なく、地域予防支援は施設リハビリのニ

ーズが優先となり積極的に取り組めない。 
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作業療法士 30～39歳 北斗市 就業規則とのマッチングが課題 

作業療法士 30～39歳 札幌市 
対象者の幅が広がり、新しい技術の開拓につながる一

方、質の担保に課題があるのではと思います。 

作業療法士 ～29歳 札幌市 お金にならない事業は現実的に難しいと思う 

作業療法士 30～39歳 千歳市 地区診断を行う必要がある 

作業療法士 30～39歳 江別市 
やはり組織の収益にならない条件であれば、そこに割け

る時間がない 

作業療法士 ～29歳 
白 糠 町

釧路市 

新たに介護予防事業に取り組みたいと思っているセラピ

ストが実際何をしたらいいか分からない状態。講話内容

など決まったものがあれば体験からでも参加出来るので

は。 

作業療法士 ～29歳 伊達市 

これから高齢者が増加していくことが予想されるため、

その人達にあった関わりをしていくための知識が必要だ

と考える。 

作業療法士 40～49歳 札幌市 

リハビリテーションがひとくくりになっており、もう少

し専門職の区分けが必要である。地域に出ても作業療法

士が何をしてくれる人なのかの説明から必要な現状であ

る。 

作業療法士 40～49歳 釧路市 開業権がないこと 

作業療法士 40～49歳 札幌市 地域の方に宣伝することが難しい 

作業療法士 40～49歳 札幌市 

大体、なぜ介護予防等の業務を本職として専従できない

のか。善意での兼務、ボランティアではだめだと思う。

趣味で仕事をしているわけではない。生きるために仕事

をしている。予防等の業務それ自体で生きていける待遇

がなければできない。 

作業療法士 40～49歳 札幌市 幅広い知識と技術が求められること 

作業療法士 30～39歳 札幌市 特に具体的な考えはありません 

作業療法士 ～29歳 小樽市 
地域で暮らす高齢者の支援という事で、他のサービス職

との関係が必要になると思います。 

作業療法士 30～39歳 札幌市 

介護予防い取り組むセラピストの認定制度などが必要。

認定を受けたセラピストにお金が出るようになればいい

と思う。 

作業療法士 30～39歳 
苫 小 牧

市 
専門領域を超えた知識が必要 
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問16．リハ職の地域偏在の課題解決や、より円滑な高齢者の介護予防の推進に向けた取組に

ついてお聞きします。  

 

問16-1．リハビリテーション職が、インターネットを活用し、遠隔により対象者の評価や指

導を行う「遠隔リハビリテーション」の導入についてについてどのようにお考えで

すか。（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 積極的に推進すべきである 206 20.5 

2 ある程度推進すべきである 430 42.7 

3 あまり推進すべきではない 151 15.0 

4 よくわからない 210 20.9 
 

無回答 9 0.9 
 

合計 1006 100 

 

問16-1-1.「積極的に推進すべきである」の具体的な理由について 

【理学療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 札幌市 地方などでは医療機関が少なく、また高齢者が遠くから移

動しなければならい場合もあるから。そういった方々には

有効な手段となり得ると思うから。 

～29歳 恵庭市 対象の幅が広がるから 

～29歳 札幌市 対象者が増えるため 

～29歳 帯広市 頻繁に通えない人もいるであろうから。 

～29歳 中川郡幕別町札内

あかしや町 

AIなどの方が優秀であるから 

～29歳 北見市 地域の過疎化が進み、セラピストが行き届かないから 

30～39歳 - 遠方利用者が多いため 

30～39歳 旭川市 地域格差をなくすため 

30～39歳 旭川市 効率が良いから 

30～39歳 釧路市 地方の方や独居の方で、通院でのリハビリが困難であるた

め。 

30～39歳 恵庭市 広い地域から患者様がきているため、十分なフォローがで

きていないと感じているため 

30～39歳 恵庭市 遠隔地でもタイムリーな支援ができるため 

30～39歳 札幌市 スマホ、タブレットを利用者様やご家族が使用できるので

あれば、良い取り組みになると思う。 

30～39歳 札幌市 就業人口の減少と対象者の増加がこの先も進むため 

30～39歳 札幌市 画面だけでは評価と治療の限界はあるが、離島や遠隔地の
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ある地域では時間のコストカットを考慮すると十分な効果

を得られる可能性を感じる。 

最近はzoomなど多人数と同時に高画質な映像で繋がる方

法もあるため、その点でも効果を得られる可能性がある。 

ただ高齢者がネット環境を理解して活躍できるかは大きな

課題になりそうなので、遠隔地に機器操作の代行者を置く

必要があるかもしれない。 

30～39歳 札幌市 地域の過疎化問題、PTの飽和している状況を考えると、

同じことをするPTでは余ってしまうため、多様化かつ地

域のニーズに応えるためにはよいアイディアと思う。 

30～39歳 札幌市 コスト削減 

30～39歳 札幌市 遠方で通えない対象者は多い 

30～39歳 札幌市 対面で行うのが理想だが、遠隔地で困難な場合はITなどを

活用し、介入することは良いことだと思う。 

30～39歳 札幌市 少子高齢化となり地域でのフレイル問題から、理学療法の

貢献度は大きいと考える。 

30～39歳 札幌市 業務の効率化のため 

30～39歳 札幌市 医療費削減のため 

30～39歳 札幌市 時間の効率化。虚弱な高齢者はそもそも外出できないか

ら。 

30～39歳 札幌市 より多くの対象者に介護予防の働きかけが出来る為 

30～39歳 三笠市 外出の困難な方にとっては非常に良い取り組みと思いま

す。 

30～39歳 室蘭市 移動時間の軽減 

30～39歳 小樽市 高齢化が進み、介護できる周辺のひともへっていくため 

30～39歳 苫小牧市 遠隔地にニーズがあっても人材は都市部に集まりがちだか

ら 

30～39歳 函館市 地域における人口減少に伴い労働人口が減少しているため 

30～39歳 北見市 地域における医療、介護の充実に取り組まなければならな

いから 

30～39歳 北斗市 資源の有効活用と効率化は必ず課題となると思う 

40～49歳 虻田郡京極町 北海道は移動距離が長く移動時間が無駄になるので 

40～49歳 札幌市 数回行い適切に対応できたから 

40～49歳 札幌市 遠隔地に便がよく、また、自主訓練の継続を対象者のみで

行うのは困難と思われるため 

40～49歳 札幌市 リハ職のマンパワーが少ない地域の方々にも介護予防を推

進することが必要であると考えます。対象者を評価し適切

なプログラムを作成すること、効果判定することはリハ職
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が実施すべきであると考えます。 

40～49歳 札幌市 地域格差があるから。 

40～49歳 帯広市 道内では農村地区など1・施設から離れた地区は、冬季は

雪の状況で従事者側も利用者側も移動が困難な状況となる

ため、表題のようなシステムは必要と考える 

40～49歳 網走市 郊外など遠方在住の対象者がいる 

50～59歳 札幌市 リハ職のいない地域でへの支援は必要で、一つの在り方と

してあると思う 

 

【作業療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 釧路市 地方の1は通院に時間がかかるため 

～29歳 釧路市 徐々に疎遠地域の人口が減っており、それに対して、地域包括が

できる範囲が狭まっている中、地域それぞれに介入する事で、サ

ービスを提供する側にメリットが無い為、ネット社会を利用すれ

ば、こちらの費用を抑えながら、提供者側のメリットも得られる 

～29歳 札幌市 サービス提供量の地域格差を減らすため 

～29歳 札幌市 地方だとなかなかリハ職の人数も足りない。にも関わらず、高齢

者の割合は多い。ネットをうまく活用することによって、地方に

も貢献できると思う。 

～29歳 札幌市 適切な評価・治療を提供できるのであれば、リハ職が関われる対

象者も広がり、予防としての役割も担えると思われるので、積極

的に推進していいのかなと考えました。 

～29歳 札幌市 業務効率の促進 

～29歳 札幌市 対象者の生活の場に導入できるとよいと考える。 

～29歳 札幌市 北海道は過疎地域が多いため 

～29歳 小樽市 地域格差を減らすため。 

～29歳 北見市 指導の側面としては効果的かと思われるため。 

ただ、徒手的なアセスメントは難しいので、実施できるアセスメ

ントには限りがあるように感じる。 

30～39歳 釧路市 アメリカの作業療法士はとっくに実践しているから。北海道のよ

うな広大な土地ではなおさらやっていくべき。 

30～39歳 札幌市 田舎でも都会と同じようなサービスが受けられるため 

30～39歳 札幌市 特に過疎地域で効果的と思われるため。 

30～39歳 札幌市 リハ職のいない地域もあるため 

30～39歳 札幌市 北海道などは物理的にどうしてもリハ職を配置できない市町村が

出てきてしまう為、遠隔リハを利用する必要がある。 

30～39歳 三笠市 高齢者の多い地域や医療機関が少ない地域では、家から出ること
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が難しかったり、1まで遠く通えないことが多々あるため。 

30～39歳 大樹町 リハ職の不在地域へのアプローチの一環になる。 

30～39歳 函館市 環境が整うのであれば、積極的に導入すべき。田舎に行けばいく

ほど、環境が整わず、提供できていない人も地域にたくさんい

る。 

30～39歳 富良野市 若い利用者もいるため 

30～39歳 北斗市 技術的に可能であり、費用対効果を見込めると考えているため 

40～49歳 乙部町 直接会わないとわからない事はあるが、遠隔でも、観察や質問等

で、リハ職独自の視点や専門的な評価指導は可能と思われる。過

疎地など、リハ職が不足している地域では需要があると考える。 

40～49歳 厚岸町 人材不足のため 

40～49歳 札幌市 過疎地やPTOTゼロ地域においては非常に有効です 

40～49歳 札幌市 OT、PT、ST不在の市町村が存在しているから 

40～49歳 札幌市 可能な限りその人の生活していた場所で支援する必要があるが、

地方の方が人や物が少ないから。プランの構築には技術が必要な

ので介入する必要がある。 

40～49歳 札幌市 地方などリハビリが必要な方が多数いると思われるため 

40～49歳 小樽市 他分野でもICT、IoT活用が進んでおり、リハビリテーションも時

代に合わせて導入が必要になると思われる。 

過疎地域等において、遠隔リハビリテーションによる効果判定等

を積み上げて実績を残せるようにできたらと。ただし、セキュリ

ティの担保、それにかかるコスト回収できる報酬設定がなされる

事が条件かと思います。 

40～49歳 千歳市 過疎地域のセラピストの情報、人脈が少ない 

40～49歳 帯広市 貢献できるのであれば必要であると考えられる。 

40～49歳 北見市 リハ資源の乏しい地域に貢献するためには必要であると思う。 

40～49歳 木古内町 人手不足解消の手段の一つになりそう 

50～59歳 札幌市 直接会って指導できれば良いが、それができなければ遠隔でする

しかないから 

 

16-1-2. 「ある程度推進すべきである」の具体的な理由について 

【理学療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 札幌市 
可能ではあると思われるが、どうしても質は落ちるだろう。経験

のあるセラピストが重宝されるだろう。 

～29歳 札幌市 身体的かつ物理的に来院頻度が困難な方がいる為 

～29歳 札幌市 試験的にやる価値はあると思うから 

～29歳 札幌市 遠方でもリハビリを行える点は利点だと思うが、リスク管理がし
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にくい、インターネットを活用したことのない高齢者などにはス

トレスになるかもしれないなど、課題もあると感じた 

～29歳 札幌市 他動的に行わなければいけないこともあるため。 

～29歳 札幌市 セラピスト側の心構えが重要。 

～29歳 札幌市 地域によります。 

～29歳 札幌市 安全管理をどうするかが現実的ではない気がする 

～29歳 札幌市 安全管理をどうするかが現実的ではない気がする 

～29歳 札幌市 
遠隔による指導で対応できる対象者であれば良いが、遠隔では難

しい高齢者のほうが多いと思う。 

～29歳 札幌市 効率は良くなると思う。質はどうなるかわかりませんが。 

～29歳 札幌市 移動時間がもったいない 

～29歳 札幌市 
デバイスの数的、質的課題があるのではないか？ 

高齢者への受け入れはどうか？ 

～29歳 札幌市 今後の導入考えれば妥当 

～29歳 札幌市 ネットの時代であるため 

～29歳 旭川市 

高齢者が増えている中、一人ひとりに費やす時間やマンパワーが

あれば直接関わり評価・指導できると思うが人手不足の状況の所

もあると思うのでインターネットの活用もしていく必要がある。 

～29歳 旭川市 地方の場合は人手が足りないことがあるため 

～29歳 旭川市 訪問しなくても評価指導できるのはいいことだと思う 

～29歳 岩見沢市 
遠隔で行えるほどの知識など持つものであればよいが、そこまで

行えるほどの技術者がどれだけいるか 

～29歳 釧路 
遠隔で正確な意思疎通がとれる素養があるPTは限られる。直接触

らないとわからないことが多い。 

～29歳 釧路市 高齢者にインターネットが使えるかどうか 

～29歳 釧路市 

移動手段が確保しにくく、家族や本人への指導やアドバイスには

いいと思うが、インターネットを使ったことがない人たちには使

いにくいかもしれない。また実際に患者や環境は行ってみない

と、わからないこともありそう。 

～29歳 釧路市 
実際に会って関わった方が一番良い評価、指導が行えると思うか

ら 

～29歳 七飯町 

ケースバイケース。できれば触知しての評価が良いと思われる

が、遠方などの地域では介入難しい場合などは実施しても良いと

思われる。 

～29歳 中標津町 

インターネットなどを使用できない場合や、1ごとのインフラ整備

などに余計に費用がかかることが予想されるため、可能な所での

み実施する様にしたら良いと思う。 

～29歳 登別市 地方や僻地にお住まいの方には良いかもしれないが、直接対象者
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に触れる訳ではないので、適切な助言や指導には限界があると思

う。 

～29歳 苫小牧市 
遠方の患者の場合、その場に行かなくとも評価、指導ができるか

ら。対象者との距離も近くなると考えられるため。 

～29歳 函館市 中々1に通えない方にとっては有用な可能性があるから． 

～29歳 函館市 

遠方の患者様で、術後早期の状態確認を行うためには非常に良い

活動だと考えます。しかし、遠隔リハビリテーションのみの実施

は、見る・聞く・触ることで評価する私たちの長所を生かせてい

ないのではないかと考えます。 

～29歳 函館市 

セラピストによるマネジメントは必要であるが、実際に関わる機

会が減少してしまう事が考えられる為、条件を設定しての推進が

必要かと思います。 

～29歳 函館市 
現地に行けないこともあるため積極的にネットを使う方がいいと

考えたため 

～29歳 北見市 重要であるため 

30～39歳 - 
どこまで有用かが不明相談や指導が限界かと思われるそれはリハ

ビリテーションになり得るのか 

30～39歳 - 現実的なら有効だと思う 

30～39歳 - 
実際にその場にいられないと、正確な身体機能の評価が難しい。

その結果指導内容も難易度設定が困難となる。 

30～39歳 札幌市 高齢者の反応による 

30～39歳 旭川市 

監視の目があることで対象者が継続的になると考えられます。そ

の一方で、映像やコメントのみだけで評価や治療を適切に実施で

きるかどうかという点には疑問が残ります。 

30～39歳 旭川市 
すべてが遠隔になると評価が難しいと思う。初回は実際に対象者

と接する必要はあると思う。 

30～39歳 旭川市 高齢者がインターネットを利用できる環境が整うなら可能 

30～39歳 旭川市 
遠方の方や、なかなか通院などができない方への支援が必要と思

います。 

30～39歳 羽幌町 過疎地域にはよい 

30～39歳 釧路市 

直接診て判断しないとわからないことも多々あるし、何より手間

暇も必要。ただ、取り組んでいき可能性を探ることは重要と思い

ます。 

30～39歳 釧路市 過疎地域等のマンパワー不足への対策 

30～39歳 江別市 

本来は実際に対象者を見て評価すべきであるが、時間的・人的に

リハ職が関われない場合のみ、この方法が適当だと思う。また、

遠隔地にセラピストを派遣でき、それが、普段の業務で稼げる診

療報酬に近い形で1・事業所なりが、金銭的に補填できる仕組みが
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あればよいと考える。もしくは、予防という観点であれば、1では

なく、各市町村に専属のセラピストが配置しなければいけない、

仕組みを作れば解決できると思う。 

30～39歳 札幌市 
遠隔地の対象者のみならず、理学療法士にも知識の共有等を行

い、理学療法の質を担保する必要がある。 

30～39歳 札幌市 
ﾏﾝﾂｰﾏﾝでこそ対象者のﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝを引き出せるから継続性の面から

あまり有効とは思えないが、無いよりは良いと思う。 

30～39歳 札幌市 1に来れない遠隔地では有用である可能性がある 

30～39歳 札幌市 過疎地の場所には必要だから 

30～39歳 札幌市 
地方で職員が足りないなどの問題に対応するためにはある程度の

判断基準として推進することは必要だと思う 

30～39歳 札幌市 直接見ることができないので課題も多いと思うため 

30～39歳 札幌市 

セラピストが直接現場に行き、参加者とコミュニケーションをと

りながら、指導を行う事で、特別性が生まれ、住民のモチベーシ

ョン向上に繋がる面もあると思う。それが住民主体のグループ活

動の自主化や維持にも影響していると思います。ただし、介護予

防が活性化する事で、セラピストの不足や質の低下に繋がる恐れ

もあるため、自治体と相談しながらケースバイケースで対応して

いくべきだと思います。 

30～39歳 札幌市 

北海道は広く、各地域に必ずリハ職がいるわけではない一方、ど

の地域にもリハ職を必要している人はいると思うので、地域特性

を踏まえて導入をしてもよいのではないかと思います。一方で、

直接評価・指導する重要性もあるので、すべてに導入するのは違

うかなと思います。 

30～39歳 札幌市 
遠隔地は医療過疎であるし、こちらもわざわざ訪問したりせずに

すむメリットはある 

30～39歳 札幌市 
お互いの映像を見ながら行うことで、大まかな方法は伝わると思

います。しかし細かな動きなどは伝えるのが難しいと思います。 

30～39歳 札幌市 
全ての理学療法士ができるとは思わないため、基準を設ける必要

がある 

30～39歳 札幌市 

評価を遠隔で行うのには限度があると思うし、初回の運動指導な

どで実際に対象者に触れて触覚などへの刺激が必要であると考え

る 

運動指導後の経過観察などは遠隔でもできる思うため積極的に活

用すると良いと思う 

30～39歳 札幌市 

リハ職が手薄である、地方にいる方でもネットを利用すること

で、リハビリテーションを受けられる機会が増え、介護予防につ

ながると考える。 
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30～39歳 札幌市 地域によっては1が少ないため必要 

30～39歳 札幌市 システム利用者に操作スキルが必要になる 

30～39歳 札幌市 

ある程度動ける方にとっては良いかもしれないが、動けない方は

実際に対象者に触れることで得られる情報が多く、画像だけでは

判断できない部分もあると思われるため。 

30～39歳 札幌市 過疎地でも平等にリハビリを受けられるようにするため 

30～39歳 札幌市 セラピストの評価は手で触れる必要性を感じるから 

30～39歳 札幌市 

北海道は地域格差が大きい 

 

リハ職のキャリアは若く、リハビリテーション専門職の中の理学

療法士という、スペシャルな面とジェネラルな面をバランスよく

持ち合わせた人材が少ない 

 

地域に出ていく上で必要なスキルを持ち合わせた人材が、遠隔で

リハビリテーションを提供できる体制は必要 

 

リハ職の教育の場になる可能性もあると考える 

30～39歳 士別市 活用できる場面が限られていると予想されるため 

30～39歳 小樽市 過疎地に対して行うべき 

30～39歳 上士幌町 
安全の確保かいかにできるかが課題か。それがクリアできれば、

良い試みだと思う。 

30～39歳 
新ひだか

町 

頻繁に行えない人の機能チェックや自主トレが正しくなされてい

るかなど確認がとれ、効果を継続的にだせそうなため 

30～39歳 森町 

直接接することで、良い指導ができるので、手紙や映像だけでは

不十分だと思います。 

また、悪いことをする人が出てくるから、立場をダメにしてしま

う可能性がある為。 

30～39歳 足寄町 高齢者には利用困難ではないかと考えます。 

30～39歳 帯広市 
遠隔地でリハビリを受けられない方は、冬季は特に一定数見られ

る。 

30～39歳 帯広市 
北海道のように医療・介護過疎となる地域が多い都道府県では必

須 

30～39歳 鷹栖町 

距離的課題の解決につながるため。 

一方、高齢者はFacetofaceでの関わりを好むので、直接赴き評価や

治療を行う方法も残すべき 

30～39歳 稚内市 

リハ職が不在の地域が多く、遠隔による指導や評価ができること

は推奨したいと思うが、実際、触れて評価することが難しく、状

態の把握等がどこまで可能なのかと考えます。 
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30～39歳 稚内市 リハ職がいない地域もある為 

30～39歳 登別市 
評価については、直接的に行った方が良いが、その後の支援につ

いては、ネットを利用する方法も良いと思う。 

30～39歳 函館市 

問診や観察による遠隔評価は可能だが、触診しなければ評価困難

なものもあるため、遠隔評価結果のみでの指示・指導には正確

性、信憑性に欠けることが懸念される． 

30～39歳 函館市 
PT不在の市町村や遠方への派遣に際しては、時間的、人的資源が

不可欠となるため有用と思われる。 

30～39歳 函館市 

基本的には対象者が目の前にいる状態で介入するほうが良いと捉

えているが、リハビリテーションを受けられない地域もあるた

め、このような手法が必要となる場面も想定されると考えたた

め。 

30～39歳 函館市 イメージがわかないため。 

30～39歳 函館市 具体的な内容は考えておりません 

30～39歳 北見市 

体力測定などにて実際に触れることで得られる情報がネットを通

してだと取りにくいので、利用者さんの個別性に合わせての指導

が慣れるまで難しそうな印象。 

30～39歳 北広島市 
触診ができないため、禁忌などの情報の明確化やインシデント・

アクシデント発生時の対処や責任等が不明確。 

30～39歳 幕別町 
僻地など1・施設などに来ることが難しい方、交通手段の無い方達

の介護予防になるのであればいいのではと考える 

30～39歳 網走市 
実際の運動指導などは言葉のみでは伝わりにくいが、何も介入で

きなくなるよりは良い為。 

30～39歳 網走市 遠隔地の方に質の高い指導ができる可能性があるから 

30～39歳 留萌市 1が遠くて通えない人がいるため 

30～39歳 
 

北海道のような広大な地域では、特に過疎化が進んでいる田舎に

高齢者が多く、そのような地域に訪問してリハビリテーションを

行うことは、一定の効果を得るために介入する頻度を保つのが困

難であると考えます。従って、遠隔リハビリテーション等により

予防トレーニングとして効果を得る必要があると考えます。 

40～49歳 - 直接見ないとわからないこともあるため 

40～49歳 釧路市 必要ならやるべき 

40～49歳 恵庭市 在宅リハの充実のため 

40～49歳 月形町 指導はできても評価は難しいのでは。 

40～49歳 江別市 細いところはわからない気がするが、できる事もあるとは思う 

40～49歳 札幌市 責任の所在が不透明であること 

40～49歳 札幌市 
高齢者を対象とする中、その機器をどの程度使用できるかが不明

なため 
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40～49歳 札幌市 必要だが、普及に時間がかかると予測 

40～49歳 札幌市 地域のよってはリハビリ職が居ない・少ないことがある為 

40～49歳 札幌市 
直接評価の必要もあるので、全て遠隔的リハビリテーションで納

める事は難しい 

40～49歳 札幌市 
簡単な指導は可能かもしれないが、対象者の生活状況などを含め

本質を見極めながらの介入が可能かどうか不明瞭 

40～49歳 札幌市 

インターネットを利用できる高齢者またはインターネットを利用

できる環境にある場合は積極的に活用するべきだが、できない人

もいることや予算等もあるため課題が多いと思う 

40～49歳 札幌市 
勉強不足で遠隔リハというものが、現状どのように進んでいるの

かが理解できていないため。ただ、必要性は感じる。 

40～49歳 札幌市 隠れた何かの病状などに気づかないことが起こるため 

40～49歳 上士幌町 
通所や訪問に抵抗のある方、自主練習の指導や評価に使用できそ

う 

40～49歳 森町 
対象が高齢者だと、そういった方法に疎いのではないか、と思

う。 

40～49歳 千歳市 
事前情報や会話だけでは把握できない、体を触れてみないと分か

らない部分があるため 

40～49歳 帯広市 ツールとして必要とする地域があると思う 

40～49歳 帯広市 十勝地域が広大なため 

40～49歳 登別市 
医療機関が充実していない地域においては、必要と思われるが、 

やはり実際直接関わらないと適切な指導は困難と考えます。 

40～49歳 函館市 
実際に触れてみないとわからないこともあるので積極的にとは言

えない 

40～49歳 八雲町 詳細が不明な点に困難を要する 

40～49歳 八雲町 リハ職は大勢居るから。 

40～49歳 北見市 必要と考える場合の選択肢として 

40～49歳 北広島市 
利用者のモチベーション維持に随時相談を受けたり、定期的な評

価に活用できる 

40～49歳 北斗市 北海道は移動時間がかかり、経済的でないため 

40～49歳 幕別町 患者の情報が不十分であることが予測される 

40～49歳 - 見て、質問するだけでわかるの？実際に触れられないので… 

50～59歳 釧路市 実際に身体機能評価が行えないので、一定の限界があると思う。 

50～59歳 江別市 

視診、触診、問診が基本と考えるが、北海道では遠隔地のためど

うしても対応できない場合は導入案としてあると思う。ただ、で

きるだけ早期に関わることが重要だが、急性期治療とは異なるた

めなんとか現場へ派遣できる体制、もしくは専門職をへき地へ定

着させるほうが職域の拡大等には意味があるのではと思う。 
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50～59歳 札幌市 遠隔で行うためのリテラシーを整える必要がある。 

50～59歳 札幌市 実際に触れる事ができない状況下では、評価に自信が持てない 

50～59歳 七飯町 
労働人口減少需要と供給のバランス、移動時間軽減による効率化

（保険負担減含む） 

50～59歳 函館市 
指導に使うタブレットなど、市町村の負担となると、予算的に厳

しい場合があるのでは？ 

50～59歳 函館市 
指導に使うタブレットなど、市町村の負担となると、予算的に厳

しい場合があるのでは？ 

 

【作業療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 釧路市 直接見る触る事でしかわからないこともあるため 

～29歳 月形町 
評価は難しいと考えるが、指導は可能かと。しかし、高齢者

を相手にインターネットの活用は難しい可能性あり。 

～29歳 札幌市 対象者が自主的に活動することを支援できるから 

～29歳 札幌市 実際に体に触れないと評価しづらい 

～29歳 小樽 便利だと思うから 

～29歳 津別町 
電子機器の管理が難しい独居の高齢者に適応できるかが課題

と考える。 

～29歳 紋別市 地域やリハ職の現状に応じて 

30～39歳 旭川市 
移動時間や雪等、安定して訪問することが困難な対象者に対

しては有効。 

30～39歳 釧路市 OTが不在の地域に対して介入しやすくなるのではないか 

30～39歳 札幌市 

実際顔を合わせて得られる情報が大切と感じるが、リハ職の

いない地域などでは知り得ている知識を他職種に共有できる

だけでも、遠隔だとしても意味はあると感じる。 

30～39歳 札幌市 上手く伝わらないと思う 

30～39歳 札幌市 
リハ職がいない現場への対処として素晴らしいと思うのです

が、安全の確保が難しいと考えます。 

30～39歳 札幌市 地域特性においてやむを得ない。 

30～39歳 札幌市 
導入としては効果的と考えるが、長期的には直接かかわる必

要はある 

30～39歳 札幌市 

遠隔地側のスタッフから信頼を得られていることと、具体的

かつ的確な意見を伝えられるOTがいれば可能だと思います。

しかし、実際には現場に作業療法士がいることのできる環境

がある方が望ましいと考えます。 

30～39歳 札幌市 
現時点では対象者が少ない、対象者がインターネットに馴染

みがない、費用がかかる 
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30～39歳 札幌市 効果判定が難しい印象 

30～39歳 札幌市 利用者側のネット利用が難しい印象 

30～39歳 札幌市 スタッフの人員に限りがあるから 

30～39歳 小樽市 

本来のリハビリテーションであれば、インターネットでは生

活が見えてこないため、遠隔には限界を感じるが、セラピス

トお任せリハであれば、遠隔指示も可能ではある 

30～39歳 帯広市 詳細は把握していないが、今後の社会には必要かと思う 

30～39歳 苫小牧市 
必要と思いますが、質をどのように確保するのか想像できな

い。 

30～39歳 函館市 

基本的には直接的な関わりなしに、しっかりとした評価やリ

ハビリの提供は困難であるが、困り事に関して簡単な生活行

為の工夫をお伝えするだけでも変化が得られるケースもある

と思う。 

30～39歳 
 直接対話する事で分かる事もあると思うので、推進する事が

とても良いとは言えません。 

40～49歳 旭川市 
試行したことがなく、課題などもみえないので、安易に積極

的にとはいいきれない 

40～49歳 河東郡音更町 
利用者にとって選択の幅が広がり、使い勝手が良いのであれ

ば、そのような方法でもいいと思います。 

40～49歳 砂川市 全く想定にない。お金になるのか、制度がない 

40～49歳 札幌市 距離制限のない関りも必要と考えます 

40～49歳 札幌市 現実的に有効かどうか不明だが、可能性は感じられる 

40～49歳 札幌市 今後人員不足が予測されるため業務の効率化は必要 

40～49歳 札幌市 再検査や緊急時には使いやすいです。 

40～49歳 札幌市 
対象者側のIT操作の問題や直接的な関わりが有効な場合も考え

られるため。 

40～49歳 札幌市 
都市部に関してはリハ職が充実しているかもしれないが、過

疎地等の専門職がいない場合には活用する必要があると思う 

40～49歳 札幌市 
対象が高齢者なので、インターネットを扱える環境を整える

のが難しそう 

40～49歳 士別市 

どうしても時間や距離の関係でいけないところもあると思う

ので、そういうところで介護予防を進めるには一つの方法だ

と思います。 

40～49歳 小樽市 
遠隔地の対象者に対しても、できる限りの事はして行かなけ

ればならないと思うため。 

40～49歳 洞爺湖町 

インターネットは相談機能としては効果が期待できるととも

に、ケアマネなどがリハ職の視点で画像等を送信できるのな

ら有用だと思いますが、実際に訪問C型等で評価、指導を行い
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感じるのは、実際に接すること、触れること、観察すること

に勝るものはないということです。やはり遠隔での指導など

は中途半端になり利用者の利点になりえるかというと疑問と

感じます。 

40～49歳 苫小牧市 
画像や動画でのやり取りができるとリハ職がいない地域でも

フォローが可能 

40～49歳 標茶町 
環境や生活スタイル等の評価や指導が可能であり、自宅等へ

の退院後の継続したフォローも可能になる。 

40～49歳 富良野市 直接的介入が基本理想であると考えるから 

40～49歳 北見市 高齢者のなじみのないネット利用の定着が必要不可欠 

50～59歳 - 山間地の場合テレビ電話などがいい 

50～59歳 旭川市 田舎までの距離がありすぎる。つまり移動時間がかかる。 

50～59歳 札幌市 

リハビリテーションをすすめるにあたり、フィジカルの問題

だけであれば、遠隔で対応できるかもしれないが、認知機能

評価、心理、環境、など総合的対応が必要な場合は遠隔だけ

で問題点を出せないケースもある 

50～59歳 石狩市 
リハ職が一部の地域に偏り過ぎているため、地方の対象者に

サービスが行き渡っていないから。 

50～59歳 函館 時間に余裕を作れるかが課題 

50～59歳 函館市 
診断と違いリハビリテーションは直接かかわることが望まし

いため。 

60～69歳 当別町 作業療法はセラピスト自身が治療媒介となるため 

 

16-1-3.「あまり推進すべきではない」についての理由 

【理学療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な内容 

～29歳 札幌市 

相談や状況確認はIoTでも可能だと思うが、リハビリテーショ

ンの実施は視覚だけでなく触覚や体性感覚の誘導・促通が必

要だから 

～29歳 旭川市 
顔を直接合わせることでより具体的な支援かつ関係性を構築

できると考える 

～29歳 旭川市 
高齢者がインターネットを使えると思えない．また，支持が

通らないことが多く，リスクを伴う． 

～29歳 旭川市 実際の動作等の評価が不十分になる 

～29歳 江別市 

身体機能のみならず、生活状況、人間性、その人の背景(価値

観や人生観等)の理解が困難となりうるため。対面してリハビ

リテーションを提供する事で、現時点で困っていることや生

活しているなかで新たに出た問題を利用者から聞き出し、対
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応できると考える。遠隔リハビリテーションでは信頼関係が

成立されず問題となっていることを見逃してしまうと考え

る。 

リハビリテーションの根底は対面で成り立つものだと考えて

いる。 

～29歳 札幌市 
評価、治療はセラピストの手で実際に触診等用いて実施され

るべき 

～29歳 札幌市 触らないと分からないこともあるから 

～29歳 札幌市 細やかな対応、個別対応が難しくなる 

～29歳 札幌市 実際に面と向かって評価しなければ意味がない 

～29歳 札幌市 実際に評価できているわけではないため。 

～29歳 枝幸 正確な評価が難しいため 

～29歳 小樽市 
高齢者がインターネットを利用するにはそれ相応の家族又は

近親者の協力が必要であるため。 

～29歳 小樽市 
現在エビデンスがない中では困難。実績を積んだ場合は可能

か。 

～29歳 新ひだか町 
本人を実際に目の前で見ていないため評価できないものもあ

ると思う為 

～29歳 森町 
遠隔にしたところで実際の動きの指導が口頭だけで難しい人

が多い 

～29歳 稚内市 画面だけで評価するのはどうかと思う 

～29歳 登別市 
実際に触ってみないとわからない部分は多々あると思う、間

違った評価・指導をしてしまう可能性があると思う 

～29歳 苫小牧澄川町 
インターネットを通じてでは被検者の評価を適当にできると

は思えない 

～29歳 函館市 触診ができないため。想像ができない。 

～29歳 函館市 対利用者さんとの関わりが減る可能性があるため 

～29歳 函館市 触診ができないため 

～29歳 函館市 対利用者さんとの関わりが減る可能性があるため 

30～39歳 旭川市 
直接みなければわからないことが多い 

住環境の確認には積極的に使ったほうがいいと思う。 

30～39歳 旭川市 対象者を触って評価すべき 

30～39歳 旭川市 画像で評価や指導を行うイメージがわかない 

30～39歳 音更町 インフラ整備に莫大な資金を必要とする。安全面での問題。 

30～39歳 岩見沢市 
指導に対して対象者の認識が誤った場合、事故に繋がる可能

性がある為。 

30～39歳 釧路市 直に確認しないとわからないこともあるため。 

30～39歳 恵庭市 リスク管理が難しいので、個人単位ではなく、集団などが好
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ましい。 

30～39歳 江別市 触れないと正確に評価できないので。 

30～39歳 札幌市 
用途による、必要な手段であるが、取り合いや質の低下によ

る問題が起こる可能性もある 

30～39歳 札幌市 高齢者はインターネットを使いこなせない 

30～39歳 札幌市 
理学療法士は視て触って聞いてが大事で特に触診の大切さが

評価に直結すると考えるため。 

30～39歳 札幌市 実際に触診などしてみないとわからないことも多いから 

30～39歳 札幌市 対面でないと分からないことが多々あるから。 

30～39歳 札幌市 対面でないと分からないことが多々あるから。 

30～39歳 札幌市 観察による評価はできるが限界があり、リスク管理が難しい 

30～39歳 札幌市 
見た目だけでの評価では間違った評価や指導をする可能性が

高くなる 

30～39歳 札幌市 遠隔でできることについては取り入れるべきとは思う 

30～39歳 札幌市 

高齢者がインターネットの操作が難しい場合がある。また、

動作の評価の場合、だれがその対象者の動画を撮影するの

か？難しい…が多い気がします。 

30～39歳 室蘭市 実際に触診などをしないと判断出来ないこともあるため 

30～39歳 小樽市 

触診などで筋収縮を感じたり、徒手での治療が必要であると

考えるためです。 

触れないで運動メニューを伝えるだけでは、不十分であると

考えます。 

30～39歳 千歳市柏陽 
十分な評価ができない。指導の十分な理解が得られにくい可

能性がある。 

30～39歳 帯広市 

健常者のトレーニングはかなり普及してきましたが、トレー

ニング指導に遠隔指導が普及していない（メニュー作りと食

事指導はやっているところがありますが）のと同様で、口頭

指示では身体の使い方を理解するのは難しい場合が多いと思

いますし、高齢者では尚更だと思います。現場の介護員に評

価方法など指導する方が効率的だと思います。それを基に遠

隔でプログラム立案などをするのにはいいかもしれません。 

30～39歳 滝川市 
人と人の関わりが大切だと思う。そこに機械を介さない方が

いい。 

30～39歳 苫小牧 
患者さん、利用者さんを目の前にしていない中で実施した評

価の結果が適切であると言い切れないため。 

30～39歳 苫小牧市 直接的に評価出来なければ意味がないと考えます。 

30～39歳 函館 
言葉のみによる誘導が難しく評価や指導が曖昧になる可能性

が高い 
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相手の理解力だけではなく指導側のアウトプットが問題とな

り得る 

30～39歳 函館市 
評価の質を問われている時代、本当に映像だけで評価ができ

るのか？！ 

30～39歳 函館市 
遠隔だと詳細なことは言えず、責任感がなくなってしまうか

ら。 

30～39歳 函館市 
高齢者がインターネットを理解および活用できるか不安。ま

た、評価や指導は直接会って行いたい。 

30～39歳 函館市 
直接動かして分かることの方が多いため、遠隔では十分な評

価はできないと思います 

30～39歳 勇払郡厚真町 見ただけで評価するのは難しいから 

40～49歳 - リスク管理がしづらい 

40～49歳 札幌市 効果なし 

40～49歳 旭川市 有効な評価・指導ができるとは思えないため。 

40～49歳 芦別市 
人件費を考え無ければ、派遣の方がリハの裾野が拡がると思

います。遠隔には高齢者は難しいと思います。 

40～49歳 岩内町 あまり正確に評価できなそう 

40～49歳 釧路市 
映像だけではわかりにくい、筋収縮の質の問題やトレーニン

グが間違ったままでも修正できないため。 

40～49歳 釧路市 しっかりと状態把握ができない。 

40～49歳 札幌市 

人と人は、やはり接することで感じるものが多いと思うか

ら。 

また、遠隔により評価すること、指導することということは

中途半端な関与では逆に悪化させてしまったり、不安を与え

てしまうといったことの方が起こりえそうという印象があ

る。 

40～49歳 札幌市 ＰＴは過剰供給になるのだから、直接行けばよい 

40～49歳 札幌市 
正直イメージがついておりません。リハビリテーションは対

面で評価・指導をする方が望ましいと考えるため。 

40～49歳 札幌市 意思疎通、状態確認が不十分になる 

40～49歳 室蘭市 患者の評価が難しい 

40～49歳 室蘭市 そこまで、対象の高齢者が理解できると思いますか？ 

40～49歳 小樽市 転倒等リスク管理が十分でない 

40～49歳 函館 

それをやって何ができるか？リハ自体のエビデンスもイマイ

チなのに遠隔で何ができるか不明。セラピストが過剰になり

つつあるなかでこういうのを推進するのはいかがなものか 

50～59歳 札幌市 実際に触診などして評価する必要性があるため 

50～59歳 札幌市 責任の所在が不明確。言った言わないが発生する 
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50～59歳 札幌市 リスク管理が出来ない 

50～59歳 野付郡別海町 
リハビリテーションは直接評価、指導することが必要である

と考えるため 

 

【作業療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 釧路市 何かあった時にすぐに対応できない。 

～29歳 札幌市 
対象となる方が自発的に活用できる手段とは思えない。そこに新

たに支援する人手が必要となるのではないか。 

～29歳 札幌市 対象者によると思う 

～29歳 大樹町 

需要（利用する高齢者）がまずインターネットを使いこなせるの

か。 

供給（作業療法士としての意図が全て汲み取ってもらった上での

評価を理解してもらえるのか。感情といった面に重きを置きづら

い。） 

ここが難しいと思います。 

～29歳 名寄市 
対象者の状態が分からず、評価しきれない可能性が考えられるた

め。 

30～39歳 更別村 

直接関わるセラピストがいる上での遠隔評価や指導は良いが、直

接関わるセラピストがいないと、対象者としても不満が出ると思

われる。 

30～39歳 江別市 直接診るべきだと思うから 

30～39歳 札幌市 実際に触れて評価するのが適切と考えます 

30～39歳 札幌市 本当の意図が伝わりにくい可能性があるから 

30～39歳 札幌市 インフラ整備の面もあるが、効果的に活用される気がしない 

30～39歳 美唄 見ただけでそんな的確なアドバイスできるOtは少ない 

30～39歳 北見市 
実際に見ないとわからないことがあると思うので、定期的に会う

という条件のもと、遠隔で行うならば良いと思う。 

40～49歳 旭川市 効果判定がわかりにくい 

40～49歳 岩見沢市 直接、地域の状況を把握しなければ、評価や指導が難しいから 

40～49歳 岩内町 人間関係が希薄になりやすいのでは 

40～49歳 釧路市 その人の評価は実際に会わなければ難しい 

40～49歳 札幌市 

他職種や経験のないセラピストに対する遠隔支援はありだと思い

ますが、高齢対象者へは直接遠隔指導しても結局は持続性のない

もので終わってしまうと思います。現役世代の対象者なら別です

が（自身で取り組めるという意味で）。受ける側にしてみたら

「無責任な理想指導」だと思います。安易に推進すべきではない

という意味で書きました。 
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40～49歳 札幌市 

会話や画面からの動きだけで評価をして指導、助言した結果、誤

診や重大な事故が発生し、その責任を問われる可能性があるか

ら。 

40～49歳 札幌市 直接的な関わりが大切だと思うため 

40～49歳 小樽市 効果に疑問がある 

40～49歳 滝川市 
対象者によっては拒否的であるのと、周囲の環境などが適切に評

価出来ないため。 

50～59歳 北見市 コミュニケーションが十分のとれない 

 

問16-1-4.「よくわからない」についての理由 

【理学療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 旭川市 具体的なイメージが沸かないため。 

～29歳 岩見沢市 PTやOTがいない地域でもリハビリを行うことができるため 

～29歳 釧路市 あまりイメージがわかない 

～29歳 札幌市 
対象者本来の状態をアセスメントできるか疑問があり、ど

のように実施していくかも知識不足で判断できない。 

～29歳 札幌市 あまり聞いたことがないから。 

～29歳 札幌市 なし 

～29歳 白老町 
私自身がどういうものなのか認識していないため、何とも

言えない。 

～29歳 北広島市 あまり現実的なイメージがわかない。 

30～39歳 - 遠隔で十分な評価が行えるか分からない 

30～39歳 旭川市 遠隔で正しい評価が可能なのか 

30～39歳 釧路市 具体例を知らないため 

30～39歳 釧路市 直接会わないと評価出来ないことが多いから 

30～39歳 江別市 

遠方の地域にどのくらいの対象者がいるのか不明。またイ

ンターネット環境が対象地域で確保できるか、また操作が

できるかが不明。 

30～39歳 札幌市 具体的な介入方法がわからないため 

30～39歳 札幌市 

間違った運動指導をしている人が多すぎる。運動項目より

も運動の質やガイドが適切でなければ結局対象者の痛みを

作るため、リスクが多すぎる。 

私ならやらないです。 

30～39歳 札幌市 遠隔リハビリテーションとはどのようなものでしょうか。 

30～39歳 札幌市 このシステムについての知識が無いため 

30～39歳 札幌市 メリットデメリットが知らないから 

30～39歳 札幌市 遠隔で検査、測定をできるか？ 
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できるものが少ないのではないかと思われるため 

30～39歳 新ひだか町 

インターネットでの運動指導や機能訓練なら必要と思う

が、遠隔リハビリテーションというが何を指しているのか

よく分からない。 

30～39歳 帯広市 
遠隔リハビリテーションに関する知識を持ち合わせていな

い 

30～39歳 登別市 まずは地域の方への提供が優先だと思う 

30～39歳 函館市 方法しだいでは有効と考えます。 

30～39歳 函館市 需要があるか分からない。 

30～39歳 別海町 実用性がどうか、効果的なのか疑問 

40～49歳 旭川市 
実際に触診した感じや評価が出来ない中で、どれだけのリ

ハビリが出来るのか？自分には出来ないと思う。 

40～49歳 伊達市 良くわからないから 

40～49歳 伊達市 遠隔で評価できるかわからない。 

40～49歳 岩見沢市 遠隔リハビリ自体、聞いたことがない 

40～49歳 久遠郡せたな町 評価と治療の妥当性がどの程度あるか分からない為。 

40～49歳 札幌市 
直接診てみないと正確なことは言えないので、責任を持て

ない気がする 

40～49歳 札幌市 イメージが湧かない 

40～49歳 札幌市 自身のスキルでは、効果的なサービスがイメージ出来ない 

40～49歳 帯広市 
画像、動画、データからの分析力が必要であり、難易度が

高いと思うため 

40～49歳 稚内市 遠隔でリハ職の能力が発揮できるのか疑問 

40～49歳 函館市 初耳のため。 

40～49歳 北見市 以前実施したが上手くいかなかった 

50～59歳 旭川市 うまく伝達できない 

50～59歳 栗山町 遠隔で適切に評価が可能なのか不明 

50～59歳 札幌市 
やってみないと、試してみないと、問題点すら分からな

い。 

50～59歳 苫小牧市 

facetofaceで、生で触れ合う事でやってくれる体操や運動の

機会を有効にしてくれる経験を幾度もしているので、果た

してモニター越しの我々にどの程度ついて来てくれるかは

不明。 

50～59歳 函館市 

対象者を目の前にして、リハビリや評価をすることが大

事。コミュニケーションが最初から取れていないのは、テ

スト結果に信頼はない。手術のようなわけには、いかな

い。 
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【作業療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 伊達市 直接行くのが1番だと思うから 

～29歳 釧路市 遠隔リハビリテーションとはどういうものかが分からないから 

～29歳 帯広市 

実際に体を見て触って動かないと憶測しかできないのではない

か。遠隔出来るなら事前情報として知ることができる点は有効

か。 

～29歳 富良野 どのようなシステムか知らない。 

30～39歳 月形町 使用したことがないため 

30～39歳 広尾町 遠隔リハとは何か。イメージできない。 

30～39歳 札幌市 実際に診て評価が必要な場合もある 

30～39歳 札幌市 実際に触診しないとわからないこともある 

30～39歳 札幌市 
実際に会い、話を聞き、状態を観察、手で感じる評価が大事だと

思います 

30～39歳 池田町 イメージがわかない。 

30～39歳 苫小牧市 直接評価が必要と思う。 

30～39歳 函館市 遠隔リハビリがどのような状況かよくわからない。 

30～39歳 富良野市 伝わりづらい？ 

30～39歳 北広島市 携わったことがないため 

40～49歳 札幌市 
具体的なかかわり，取り組みに参加したことがないため，イメー

ジが持てない 

40～49歳 札幌市 方法など詳しいことがわからないため 

40～49歳 札幌市 実際に利用者さん自身の意欲にもよるものなので 

40～49歳 苫小牧市 具体的な内容を知らないため 

40～49歳 北広島市 

初めて聞きました。よくわからないため、調べてみようと思いま

した。20年以上も前から研究されていたとは知らず、現代のネッ

ト環境を考えると可能性の高いシステムではないかと思いまし

た。 

50～59歳 札幌市 直接お会いせず評価できるか不明です 

50～59歳 札幌市 

直接接するのがリハビリの基本だと思いますし、対象者を取り巻

く環境なども直接目にしないとわかりにくいと思います。しか

し、将来的にはマンパワーの不足が考えられ、インターネットの

活用は有効なツールの一つになりえるとも思います。但し、現在

のところインターネットを活用できる高齢者は限られると思いま

す。 

50～59歳 小樽市 

リハ職はご本人の体に触れて状態の変化を感じ訓練内容に反映さ

せるものと考えており、遠隔でのイメージが現在のところもって

いませんでした 
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50～59歳 帯広市 

イメージがつきません。遠隔地へセラピストがアウトリーチする

体制作りに力を入れるべき。あるいは地方の自治体が積極的にセ

ラピストを採用すべき。 

50～59歳 滝川市 費用と資源、市場環境が問題。 

 

問16-1-5. 無選択の理由 

職種 年齢 所在地 具体的な理由 

理学療法士 60～69歳 - 
お互いのコミュニケーションが十分に取れない懸念

がある。 

作業療法士 40～49歳 苫小牧市 リハビリ職が居ない地域で活用する 

 

問16-2．リハビリ―テーション職が、患者や利用者等プランの策定や評価を担い、通所や訪

問による対象者への直接対応は他の職種（健康運動指導士等）が担うなど、役割分

担により対応することについてどのようにお考えですか。（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 積極的に推進すべきである 220 21.9 

2 ある程度推進すべきである 436 43.3 

3 あまり推進すべきではない 185 18.4 

4 よくわからない 155 15.4 
 

無回答 10 1.0 
 

合計 1006 100 

 

付問 上記の理由について具体的にご記入願います。 

問16-2-1.「積極的に推進すべきである」の理由について 

【理学療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 札幌市 運動頻度が重要であるため 

～29歳 旭川市 専門的な立場から身体・生活への助言が行えると考える 

～29歳 猿払村 
シルバーリハビリ体操指導士などの育成を行い、地域住民主体で

行うべき 

～29歳 釧路 動作や環境にアプローチするのに長けている職種であるため 

～29歳 釧路市 より具体的なリハビリ提供ができるため 

～29歳 札幌市 役割分担をすることで幅広い対象者に対応できる 

～29歳 札幌市 役割分担をすることで幅広い対象者に対応できる 

～29歳 
新 ひ だ か

町 
全て行えるほど時間に余裕がない為 

～29歳 帯広市 役割分担は必要だと思うから 

～29歳 中標津町 人手が足りない場所においても、そのような体制が整っている
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と、リハビリテーション職がより専門的に関わらなければいけな

い対象者に、より時間を割くことが出来るため。 

～29歳 天塩 
セラピスト以外も運動機会を提供できることを知ってもらえたら

利用者の活動量も向上すると思う 

～29歳 函館市 
役割分担することで、実施することも明確になり非常に良いと考

えます。 

～29歳 函館市 マネジメントをした上でやっていく事で卒業につなげていく為 

30～39歳 札幌市 
各種専門分野を生かして話し合いプランを立てるべき。ケアマネ

だけではプランを進めていくのは難しい 

30～39歳 旭川市 
すでにそれに近い役割を担っている理学療法士がたくさんいると

思われるからです。 

30～39歳 恵庭市 
リハビリ職の強みを活かしつつ、他職種連携することで、患者様

や地域住民へのサービス向上につながると思うため 

30～39歳 恵庭市 
リハ需要が高まっている中職種関係なく対応できるようになった

方がいい 

30～39歳 札幌市 

その様な形式で介入を繰り返していくことで、スタッフ間のフィ

ードバックを適切に行えば介入の質は後から向上すると思われ

る。 

30～39歳 札幌市 PT業務の多様化のため 

30～39歳 札幌市 
全てリハ職が行うのには限度があるし、リハ職がリハビリに関係

ないことをしなくてはいけないことに疑問を感じている 

30～39歳 札幌市 
より多くの対象者を診ていくには人手が必要であるから。みなさ

んの 

30～39歳 札幌市 他職種で見るべき 

30～39歳 札幌市 医療費削減のため 

30～39歳 
新 ひ だ か

町 

連携がとれていて、状態ややらなければならない課題を共有出来

ていれば、リハビリ職じゃない方でも出来るため 

30～39歳 登別市 

セラピストの評価は必須であると考えるが、立案したプログラム

についてはセラピストしか出来ない内容では、リハビリテーショ

ンの広がりは目指せない。介護職や家族、本人自身が出来るプロ

グラムの立案が大切と考える。 

30～39歳 苫小牧市 
リハビリテーション専門職の専門性を他職種のものと選別化さ

れ、より価値あるものと位置付ける為 

30～39歳 函館 専門性を生かす 

30～39歳 函館市 労働人口が減少しているため 

30～39歳 
函 館 市 中

道 

世の中の流れとしては必要だと思うが、理学療法士の職域拡大が

難しくなってしまう印象。 

30～39歳 北広島市 通所リハビリ等の介護分野では、書類業務に加え担当者会議など



 

 

- 192 - 

 

も多い。そのため役割分担することでリハビリ業務に集中でき残

業も減る可能性が高い。 

30～39歳 - 

予防的な介入を考えると、マンパワーが必要となり運動に関係す

る様々な職種が意見を出し合ってより効率的な対応を考えていく

必要があると思います。 

40～49歳 
久 遠 郡 せ

たな町 

地域施設のベッド数は限られている為、在宅を可能な限り進めて

いく必要はある。 

40～49歳 札幌市 経済効率がよいため 

40～49歳 室蘭市 リハビリは療法士だけのものじゃない 

40～49歳 函館市 
適材適所。職種に関係なく携われる人が責任を持って関わればよ

い。 

50～59歳 札幌市 
健康を気遣いあえるコミュニティ作りのためには資格を超えて連

携していく必要がある。 

50～59歳 札幌市 書類が発生するので問題ない 

50～59歳 
野 付 郡 別

海町 

ケアマネだけではなく専門職である私たちも参画することでより

適切なプランへの反映が期待できる 

 

【作業療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 釧路市 効率が良いと思う。 

～29歳 札幌市 多職種が専門性を発揮してこそのチームだと思うから 

～29歳 札幌市 
一人で対象者の全てをサポートするのは困難だと思うので、一人

の業務負担を減らすためには必要だと考えました。 

～29歳 小樽市 より多くの人にリハビリテーションの視点で支援を行うため。 

～29歳 大樹町 作業療法士や理学療法士のみのフォローには限界があるから。 

～29歳 北見市 
リハ職と9の関心のある方と連携強化に繋がると考えられるた

め。 

30～39歳 更別村 セラピストだけが牛耳る必要はないため 

30～39歳 札幌市 多職種の専門性を発揮するため 

30～39歳 札幌市 役割分担を明確化することで、支援が円滑に行えるため 

30～39歳 札幌市 マネージメントがリハ職として重要 

30～39歳 札幌市 

評価を適切に行うことができれば、任せていい部分は他職種に任

せることで作業療法士が支援することのできる人数が増えるか

ら。 

30～39歳 札幌市 必要なプランを策定できる 

30～39歳 三笠市 

現在、リハ職はPT、OTの専門性、有用性を欠いている人があま

りにも多いと考えている。そういった状態で対象患者等に有用な

介護予防を提供することは困難であると考えるため。 
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30～39歳 大樹町 
遠距離のスタッフが地元のスタッフに業務を譲れるのであればよ

い。 

40～49歳 旭川市 役割分担をしての業務量軽減が見込める 

40～49歳 札幌市 今後人員不足が予想されるため 

40～49歳 札幌市 一人で全てのことは出来ないし効率が悪くなることもあるから 

40～49歳 札幌市 
マンパワーにならず関わる者たちが率先して実施する事で生活で

の問題点や変化を捉えるきっかけになるため。 

40～49歳 札幌市 一番重要な仕事であり、専門職種が行う必要がある。 

40～49歳 札幌市 
院内業務も担いながらは大変であり、他職種が担う事も重要。行

ってくれる人を増やす意味でも良い。 

40～49歳 帯広市 
専門職として全うできるのであれば必要と考えるが、直接できる

能力も必要と考える。 

40～49歳 滝川市 

実際に複数の事業所で行なっているため、職員のスキルを理解

し、連絡が取れる関係性を構築していると特にトラブルは起きて

いないため 

40～49歳 当別町 今後の職域拡大のため 

40～49歳 苫小牧市 
棲み分けができるのはいいこと。どの職種が何をするのかが明確

になれば利用者や行政にもわかりやすい。 

40～49歳 北見市 
リハ職は評価することが主な役割だし、広く利用者をみていくた

めに必要である。 

40～49歳 木古内町 
リハ職過疎地域では慢性的に人手不足なので、他職種連携・分業

を進めないと本来の業務も回らなくなってしまうと思う。 

50～59歳 札幌市 現実的である 

50～59歳 帯広市 
プランの策定は作業療法士がすべき。対応は高齢者の運動、認知

面についてしっかりした知識を持っている専門職が対応すべき。 

50～59歳 函館 リハビリ職以外のスキルアップ 

50～59歳 函館市 知識のある資格者は参画すべきと思うから。 

 

問16-2-2.「ある程度推進すべきである」 

【理学療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 札幌市 理学療法士の職域拡大と社会的地位の向上のため 

～29歳 旭川市 正確に行えるため 

～29歳 旭川市 円滑な引き継ぎができる 

～29歳 釧路市 
役割分担をした方が質が良いものができる反面、連携がうまく

いかないと質が悪くなってしまうこともあるから 

～29歳 札幌市 効率化 

～29歳 札幌市 上手く連携を取れるのであれば良いと思うが、疑問点等が出た
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際の対応としては評価から一貫して行えたほうが対象者に伝え

やすいのではと感じた 

～29歳 札幌市 1人の価値観で介入するのは良く無いため 

～29歳 札幌市 
職種に関係なく、地域の方を支えていった方が良いと思うか

ら。 

～29歳 札幌市 
より質の高い専門性が必要になる分野であれば仕方ない。合併

疾患を有している患者に対しては不適応 

～29歳 枝幸 すべてではなく一部関わることはいいと思う。 

～29歳 小樽市 業務分担の観点より 

～29歳 

中川郡幕別

町札内あか

しや町 

多職種全員で利用者さんのことを把握できるため 

～29歳 白老町 
起立訓練、歩行訓練に関してはある程度担ってもらって良いと

考える。 

～29歳 函館市 
リハビリテーション職のみでの対応では，いずれ限界が来ると

思うから． 

～29歳 函館市 人によって知識の偏りが大きい 

～29歳 函館市 
１つの職種に業務が偏ると連携が上手く取れなくなる恐れがあ

るため 

～29歳 - 
リハ職の分野であると同時に必要性に応じて他職種との役割分

担も大事であると考える 

30～39歳 - 介護予防程度ならいいのではないかと思う。 

30～39歳 旭川市 専門的な部分の情報のやりとりが必須 

30～39歳 旭川市 維持には積極的に他の職種が関わってほしいと思う。 

30～39歳 旭川市 マンパワー的に必要な場面があると思う 

30～39歳 羽幌町 人手不足の所では必要 

30～39歳 下川町 
過疎化の進む市町村ではセラピスト自体のマンパワー不足の

為、そういった人材も必要 

30～39歳 釧路市 
リハ職以外の専門職の介入で利用者が満足するなら導入すべ

き。 

30～39歳 江別市 リハ職の人数に限界があるため 

30～39歳 札幌市 業務負担が軽減する。 

30～39歳 札幌市 
評価と治療の内容はその日の状況によっても異なるため、でき

るかぎり理学療法士が関わるべきである。 

30～39歳 札幌市 
自立を促すため、継続性を出すためには多職種で介入しても問

題ないと思う 

30～39歳 札幌市 
その人主体で考えるためには専門的な情報と、その人の意思を

反映させるためには多角的なかかわりがより豊かになるから 
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30～39歳 札幌市 
専門性を活かした評価、プラン立案は他職種にとっても有益だ

と思うため、専門性を活かせるような役割分担が必要 

30～39歳 札幌市 業務負担にならない程度にならば関わるべき 

30～39歳 札幌市 適材適所があるから 

30～39歳 札幌市 

現在評価やプランは自分が担い、直接対応は機能訓練指導員

（看護師）が担う役割分担で対応しているが、知識や対象者を

みる視点などが違うため、対象者のレベルによっては自分が直

接対応するようにしている。介護分野のリハ職の少なさを踏ま

えるとある程度の分担は必要であるが、対象者によってはリハ

職が直接対応しなければならないときもあると思う。 

30～39歳 札幌市 適材適所があるから 

30～39歳 札幌市 
健康運動指導士とはどのような職種・役割等の理解が必要だと

思います。 

30～39歳 札幌市 
策定や評価で専門性が発揮でき、対応後の経過がしっかりと追

えるのであれば、良さそう。 

30～39歳 札幌市 

そのような方法も良いと思うが、理学療法士が直接関わり、評

価・治療を行い、効果を検証する、効果を出すことも技術職の

視点としては必要だと思う。 

30～39歳 札幌市 
専門性の違いにより介入できる深さに差が生じると考えられる

ため 

30～39歳 札幌市 分業は必要であると考えるから 

30～39歳 札幌市 
対象者の活動度に合わせて訪問職種を変えるべきなので、必ず

しも健康運動指導士が適切でないと思われるため 

30～39歳 三笠市 
直接対応を他職種が担うことで、リハ職の伝達能力スキル向上

にもつながると考えます。 

30～39歳 上士幌 専門性に応じた役割分担が必要 

30～39歳 千歳市柏陽 
放置せず、適時、指導内容をフィードバックできればいいと思

う。 

30～39歳 帯広市 それぞれ行う内容の理解が事前に必要だと思う 

30～39歳 稚内市 
理想ではあるが、それにかかる時間や人手が足りないことが課

題。 

30～39歳 苫小牧市 
利用者が自宅を離れ参加の場を提供するには、リハ職だけでは

補えないと考えるから。 

30～39歳 函館 
連携不足や知識と技術の差による質の低下を招く可能性がある

ので改善策があれば良いと思う 

30～39歳 函館市 理学療法士じゃなくてもできることは任せていいと思うから。 

30～39歳 函館市 
リハ職不足の施設などにリハ職を派遣しプラン作成すること

で、田舎の施設でも専門性の高いリハが受けられる可能性 
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30～39歳 函館市 特にありません 

30～39歳 留萌市 人員不足を解消できる可能性がある 

40～49歳 - 
専門職がいない地域もたくさんあり、日々の指導は他の職種が

行わざるを得ない場合もあるため 

40～49歳 釧路市 連携は重要 

40～49歳 恵庭市 リハ職種が介入することでの正しい価値を啓発できる。 

40～49歳 月形町 
専門性は必要だが、地域的にリハ専門職が少ない場合などには

有効と考える。 

40～49歳 札幌市 医療資格としての共通認識をとることが難しい 

40～49歳 札幌市 地域によっては人手不足が否めないため 

40～49歳 札幌市 利用者の状態によるため 

40～49歳 札幌市 
他の職種がどの程度の知識がありどの程度のことが出来るのか

が不明なため 

40～49歳 札幌市 質の担保が要件となります 

40～49歳 札幌市 
幅広い層に的確なリハビリテーションを提供するには、自己の

資格のみだけでは対応ができないと思うので。 

40～49歳 札幌市 
介護保険においてセラピストが評価やプランニングのみで対応

が可能なのか、精査する必要がある 

40～49歳 札幌市 直接対応、間接対応、どちらも重要だから。 

40～49歳 札幌市 

役割分担の必要性は感じるが、直接対応して下さる多職種の専

門性もあるため上手く分担できるのかについては課題が多いと

考える。 

40～49歳 室蘭市 危険の少ない予防体操であれば可能だから 

40～49歳 上士幌町 それによってリハビリの頻度が増えるのは良い 

40～49歳 千歳市 
体を直接触れて確認できない。直接対応者からの利用者の情報

が適切か判断できない恐れがある。 

40～49歳 帯広市 
マンパワーの実情により必要。ただし、各職能の相互理解が前

提条件 

40～49歳 函館市 
専門職として多職種では行えない内容もあると思うので積極的

にとは言えない 

40～49歳 北見市 分業は良い 

40～49歳 北広島市 適材適所で必要と感じる 

40～49歳 北広島市 
ある程度の分担はあってもよいが、相互に協力する必要がある

と思う 

40～49歳 幕別町 
評価スキルや内容に差があるため、ある程度にとどめたほうが

適切 

40～49歳 網走市 職場の利害などで積極的に関われない 

40～49歳 
 

役割分担はすべきであるが、うまく分担できなければ結局thの
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負担が増えるのでは？ 

50～59歳 むかわ町 業務分担が必要 

50～59歳 旭川市 訪問者全てに伝達、実施してもらう 

50～59歳 芦別市 地方はマンパワーが不足しているから 

50～59歳 釧路市 リハ職が直接関わらなくて良い方も一定数いるため。 

50～59歳 栗山町 よりサービスを身近に利用することが可能になるから 

50～59歳 札幌市 
リハ職がかかわるべき例（中重度の方）と軽度の方の対応は分

ける必要がある 

50～59歳 札幌市 
通所の場合はいいが、訪問の場合その場で評価実施する時もあ

るためすすめられない 

50～59歳 札幌市 ルーティンな内容であればできると思う。 

50～59歳 苫小牧市 
現時点では、毎会の教室やサロンへ専門職が行くことが難しい

ため。 

50～59歳 函館市 

道内でもリハ職が一人もいない市町村も多数あり。保健師のほ

か、介護保険事業所がいないという市町村のほうが少ないので

は？ 

50～59歳 函館市 

道内でもリハ職が一人もいない市町村も多数あり。保健師のほ

か、介護保険事業所がいないという市町村のほうが少ないので

は？ 

50～59歳 函館市 セラピストの数が少ないので、この方法は仕方ない。 

 

【作業療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 伊達市 知識を持った人間が増えることはいいことだと思う。 

～29歳 札幌市 負担は減っていいと思う 

～29歳 札幌市 業務負担の軽減 

～29歳 札幌市 
評価する人と指導する人で役割を分担すると考え方の差が生じる

ことがありそう 

～29歳 名寄市 リハ職の負担を軽減できる。 

～29歳 紋別市 
 

地域やリハ職の現状に応じて 

30～39歳 
河西郡芽

室町 

実際に、訪問の際などに行う運動などを、リハ職が評価、策定を

行い、実働をＮＳやヘルパーに行ってもらうことがあると思いま

す。そういった流れが、サービス担当者会議などで組めると良い

と思いますが、評価は定期的に行う必要があり、それを組み込む

形は、現状では訪問リハや通所リハを利用している人はスムーズ

に行えると思います、利用の無い人にはどのようにするかは課題

かと思います。 



 

 

- 198 - 

 

30～39歳 広尾町 分担可能な部分に関してはそれで良いと思う。 

30～39歳 江別市 
直接関われることが理想ではあるが、実際そうはいかない現状も

あると思うから 

30～39歳 札幌市 質が保たれるかが懸念される 

30～39歳 札幌市 特になし 

30～39歳 札幌市 

実際にかかわる職種の技能水準はある程度高くないといけないと

思いますが、対象者の幅が広がり、取りこぼしの減少につながる

ことが期待できるため。 

30～39歳 札幌市 
役割分担で対応することで、他にOTが出来ることが増える可能性

が増えるのではないかと思います。 

30～39歳 札幌市 

役割分担をする内容によると思う。お互いの役割を尊重しなが

ら、お互いの負担とならないような分担内容であれば良いと思

う。 

30～39歳 札幌市 リハは体操ではなく治療やマネジメントという専門性だと思う 

30～39歳 千歳市 各自治体の高齢者数やニーズによって検討すべき 

30～39歳 帯広市 
専門職の人員不足（専門職の少ない地域）に対応できるのではな

いかと思う 

30～39歳 池田町 
他職種に任せられることは任せた方が、新たな利用者への対応が

できる。他職種にリハ職の考えが広まりやすくなる。 

30～39歳 苫小牧市 協力して行うことで、より効果を引き出せると思います。 

30～39歳 苫小牧市 時にはリハビリ職がするべき時もある。 

30～39歳 函館市 

リハビリテーションのマインドを理解してもらえるのであれば、

積極的に行ったらいいとは思うが、どの程度リハビリテーション

というものを、実施する側の他職種が理解してくれるかによると

思う。 

30～39歳 北見市 人材不足のため 

30～39歳 北広島市 それぞれの専門性を活かすため 

40～49歳 旭川市 実際にそれで成り立っているケースも多いと感じている。 

40～49歳 札幌市 リハビリ以外の運動機会を設けることは重要と考えます 

40～49歳 札幌市 地域性があるため 

40～49歳 札幌市 
他のスタッフのスキル次第すもやかに上手く情報共有ができれば

よいが 

40～49歳 札幌市 対象者が困らないような分担の仕方が課題となりそうなので 

40～49歳 室蘭 マンパワー不足のため必要である 

40～49歳 小樽市 対応の人手が増えるのは良い 

40～49歳 千歳市 
あまり職種にこだわると現場はまわらないから、「ある程度」で

よい。 

40～49歳 洞爺湖町 ケースバイケースと思われます。集団での体操などは健康運動指
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導士でよいと思いますが、対象者が個別であったり少人数の場

合、生活の視点、心理面を考慮できるリハ職は直接対応の役割に

おいても必要と思います。 

40～49歳 苫小牧市 対象者のリハビリの必要度の期間などによって 

40～49歳 苫小牧市 予後予測も踏まえたサービスが必要 

40～49歳 標茶町 
他職種との連携が重要であり今後は役割分担も必要となると考え

るが、指導士への適切な指導伝達・実施が可能か？不安がある。 

40～49歳 北見市 すべきであるが、専門分野以外の幅広い知識が必要では？ 

40～49歳 北広島市 

以前聞いたレポートから今後は上記の様になっていく方向にある

とみていました。セラピストは評価とプランニングを中心とし、

実際に携わるのは他職種としていく方が効率的ではあると思いま

す。そこにいたるセラピストのスキル向上が大前提ですが、こち

らに先に取り組む必要があると思います。 

50～59歳 - 
ケースバイケースではないかと思います。関われる範囲を広げ

て、適時役割を調整する方が良いかと思います。 

50～59歳 札幌市 

プラン策定、プラン実施、評価、のプロセスがスムーズにすすめ

ることができるようになる 

人材育成が非常に困難と思われる。歩けないから歩く練習、食べ

れないから食べる練習のようなことになりやすい。 

50～59歳 札幌市 
連携を密なものにしていけば、マンパワー的にも有効な手段だと

思います。 

50～59歳 函館市 
前項で述べた通り医療現場から頻繁に外部に出ることは難しく、

ある程度は別職種にゆだねることもやむを得ない。 

60～69歳 当別町 専門職の数による 

 

問16-2-3.「あまり推進すべきではない」の理由について 

【理学療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 札幌市 
リバビリとしての専門性を最大限に発揮するためには直接リバビ

リ職が見るべき。 

～29歳 旭川市 

連携という観点からだと健康運動指導士の方法もありだが、評価

から運動まで一貫とした取り組みであればリハビリ職が対応して

いくのがベターではないかと思う。 

～29歳 釧路市 リハビリの仕事を奪わないでほしい 

～29歳 江別市 

都度、変化する身体状況や生活状況を把握することができず、適

切なリスク管理や根拠のあるリハビリテーションの提供が困難に

なりうるため。 
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～29歳 札幌市 

評価は常に治療と一体化しているものである。そのためその都度

で治療内容は変化するものであるのが普通である。 

行うのであれば健康運動指導士に評価方法を指導する必要がある

のだろう。 

～29歳 札幌市 
今後リハビリ職が増加していく中で、ある程度の職域を確保する

必要がある。 

～29歳 札幌市 
リハ職と他の職種との連携が密に取れていればよいが、そうでな

い場合は難しい。 

～29歳 札幌市 毎年増える専門家の職域の保持 

～29歳 札幌市 リハビリが担った方が効率的だから 

～29歳 小樽市 直接担当者が訪問するべきであると思うため。 

～29歳 小樽市 
治療も評価の中にあることから身体機能の変化についていけない

場合がある 

～29歳 稚内市 
利用者さんと直接会って評価、治療するのが信頼関係にもつなが

る為、他人任せは良くないと思う 

～29歳 登別市 
普段から関わっているリハ職の人も直接対応するべきであると思

う。 

～29歳 函館市 毎回評価できない 

～29歳 北広島市 そこはPTの職域として考えている。 

30～39歳 - 
医師・看護師と異なり、リハ職の身分保障が十分なされていない

状況で、他職種参入機会拡大は問題あり 

30～39歳 - 可能な限り評価者と実施者は同じ方が良い 

30～39歳 札幌市 再評価やプログラムの変更が適時できない可能性がある 

30～39歳 岩見沢市 直接対象者と接する事で治療内容、方針を明確にしやすい為。 

30～39歳 釧路市 直接対応もリハ職は必要 

30～39歳 釧路市 リハビリの専門性が失われるため 

30～39歳 釧路市 
直接評価をすることで、その対象者について理解を深めることが

出来るため。 

30～39歳 恵庭市 患者の変化に早急に対応するなら、直接対応すべき。 

30～39歳 江別市 実施するまでがリハビリの仕事だと思うから 

30～39歳 江別市 今後、セラピストの人数が増加してくることが予想されるため 

30～39歳 札幌市 
健康運動指導士がどこまで病態の把握が出来るのかが疑問。教育

しだいでは有効策とも思える。 

30～39歳 札幌市 理学療法士が運動指導もした方が収入源になる 

30～39歳 札幌市 
対象者と直接対応することによって得られる情報や評価内容もあ

るから。 

30～39歳 札幌市 指示に対する反応がリハ職以外の場合、伝わりにくいから 

30～39歳 札幌市 マニュアル通りではないためケースにあわせた適切な指導や対応
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ができているかどうかはわからないから 

30～39歳 札幌市 
直接対応はPTの職域を守るためにもPTが対応することが重要かと

思うため 

30～39歳 札幌市 役割分担して可能な業務ならリハ職が介入する意味がいない。 

30～39歳 札幌市 うさんくさい 

30～39歳 札幌市 意図が伝わりにくくなると思います。 

30～39歳 札幌市 理学療法士の職域が脅かされる 

30～39歳 札幌市 

徒手的な部分や細かな運動の指導、強度や方法など他職種ではわ

からない点も多いと思うので。むしろ誰でもいいのであれば理学

療法士の職種の意味がない 

30～39歳 札幌市 
職種格差の増長、ベルトコンベア化による対象者との関係性の希

薄化、理学療法士としての価値の低下 

30～39歳 札幌市 
他の職種がどの程度の知識や介助技術を有しているか不明なた

め。 

30～39歳 札幌市 
専門性が必要であることと、養成校に対して高齢の対象者が減じ

ていくため。 

30～39歳 札幌市 

運動のみであれば他職種でも可能である場合もあるが、包括的に

評価・支援（環境調整や家族指導など）するためには適切でない

可能性もある 

30～39歳 札幌市 

今後理学療法士が増加していく中で、他職種に仕事を譲る必要が

ない。 

理学療法士の動作分析に基づいた治療や日々の体調変化に合わせ

た臨機応変な対応がしにくいのではないか 

30～39歳 札幌市 理学療法士が適任であるから 

30～39歳 札幌市 理学療法士の方が医学的視点から診たリスク管理が優れている 

30～39歳 札幌市 理学療法士の方が医学的視点から診たリスク管理が優れている 

30～39歳 札幌市 リハ職しか出来ないことが多いから 

30～39歳 士別市 
今後、リハ職の供給過多が予想されており職域を制限することに

なりかねないため 

30～39歳 寿都町 リハ職ががそこまで不足しているとは思えない 

30～39歳 小樽市 

当初18000人で十分と考えていたPTの総数が現在は１７万人、年間

1万人増えることを考えると、他職種がPTの業務を担当するとPTじ

ゃなくてもよいということになると思います。 

30～39歳 小樽市 医学の知識やリスクに関する理解が乏しいため 

30～39歳 小樽市 
分業することで話し合いの時間が増えたり、運動に直接関われな

いため質が低下する恐れがある 

30～39歳 上士幌町 
リハ職員確保が難しい状況では推進すべきだと思う。今後、リハ

職が今後余り出したときのことを考えると… 
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30～39歳 森町 

国家資格者で行なっている事を他に職種にさせることは良い事で

はない。第二の柔道整復師になる。リハビリテーションⅢもはや

く廃止するべき！ 

30～39歳 千歳市 ＰＴの職種が不要になる 

30～39歳 帯広市 数値に表せない不安要素を、正確に共有することが難しいから 

30～39歳 帯広市 職域を守るべき 

30～39歳 鷹栖町 
現状もしくは今後の、リハ職従事者の余剰に拍車をかける可能性

あり 

30～39歳 滝川市 リハ職による評価が重要であると考えるため 

30～39歳 函館市 担当の介護支援専門員がいるため。 

30～39歳 函館市 
理学療法士は職能団体であり、技術職であるため、完全なマネジ

メントへの移行は推進しない． 

30～39歳 函館市 

運動の指導に関しては理学療法士の職域であるとの概念を医療介

護業界に周知する必要があると感じるため。またこれが今後の理

学療法士の職域や市民権を確保する上で重要と思われる。 

30～39歳 函館市 
連携することと、役割を任せるのは違うこと。セラピストが行う

ことは積極的に行う必要がある。 

30～39歳 函館市 
セラピストの職域が拡がり、需要と供給のバランスが崩れなけれ

ば、推進していっても良い。 

30～39歳 函館市 理学療法士の職域を守りたい 

30～39歳 別海町 療法士が直接対応でも良いと思う 

30～39歳 北見市 対応も含めリハ職の力が発揮できると思うから。 

40～49歳 札幌市 専門職がちゃんと体を使って動くべき 

40～49歳 旭川市 
プランや評価は随時変わっていくものだと思うので、中途半端な

関わりは責任を持てない。 

40～49歳 芦別市 職域が減る懸念があります。 

40～49歳 伊達市 理学療法の職域が減るから 

40～49歳 岩見沢市 

健康運動指導士等民間資格者の関わる対象は元気高齢者であるこ

とから、要支援やフレイル等の高齢者についての支援が抜け落ち

ると思われる。このことから、リハ職が担うべき。 

40～49歳 岩内町 職域を脅かす可能性あり 

40～49歳 釧路市 職域の狭小化につながるため。 

40～49歳 釧路市 人手不足ではないため 

40～49歳 札幌市 

理学療法士だからできる運動のアドバイスがあると考えます。 

パンフレットなどの運動を指導する、運動の方法を指導するとい

うこととは別に、評価結果の一連からその方に必要な運動を選

択・アドバイスという点では 

疑問が残るから。 
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40～49歳 札幌市 PT・OTがやるべき 

40～49歳 札幌市 
直接携わる事でお互いに理解しあい、うまくいく場合も多いと感

じる為 

40～49歳 札幌市 

人員不足の地域では、そのような対応をすることも必要と承知し

ているが、現状で対応できるところでは、リハ職が直接支援する

ことを考えた方が良いと思われる。 

40～49歳 札幌市 

現状、健康運動指導士等が、どの程度の知識、技術をもって直接

対応可能なのかわからないため、推進すべきではないと考えま

す。評価、プランの策定、効果判定はリハ職が実施すべきと考え

ます。 

40～49歳 札幌市 
責任の所在がまちまちになってしまうことや専門性に欠けてしま

すから 

40～49歳 小樽市 職域を狭めることに繋がる 

40～49歳 千歳市 
すべてをリハ職が実施するのは困難、多職種のコラボがケアには

必要 

40～49歳 帯広市 リハ職の視点を他の職種がどれだけ理解しているかわからない 

40～49歳 帯広市 リハ職の専門性が発揮できないように感じるため 

40～49歳 帯広市 現場対応こそ、リハ職の職務ではないでしょうか。 

40～49歳 登別市 

理学療法士にしかない専門性があるため、他職種では対応できな

いことが 

少なからずあるため 

40～49歳 函館 
国家資格の意味がなくなりそう。正看と準看みたいで、安く使い

たいからとか安易な発想だと思う。やっちゃいけない事だと思う 

40～49歳 函館市 専門職だから 

40～49歳 八雲町 評価治療をしてこそ専門職となるのではないか 

40～49歳 八雲町 
一律な分担は対象者の不利益。リハ職が直接対応すべき場面は多

い筈。 

50～59歳 岩見沢市 

医療の科学的根拠を持ち、携わることが大事と思うため。もし、

他職種が担う場合は、それ相応の研修を受けたもの等と基準を設

けるべきと思うため。 

50～59歳 釧路市 健康運動指導士の実力がよくわからないので。 

50～59歳 江別市 
これからますます増えるリハ職の守備範囲は、できればどんどん

広げていくべきと思うから。 

50～59歳 札幌市 治療と評価は表裏一体のものであるので 

50～59歳 札幌市 

特に保険外事業では上記のような業務分担は不要と考える。むし

ろ現場での対応と事務業務を分ける必要が生じるほどの、煩雑な

事務業務を作るべきではないと考えます。 

60～69歳 - リハ視点の専門性が多職種に理解がえられるか疑問 
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【作業療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 釧路市 評価者と治療者は同じ方が対象者のことを理解できると思うため 

～29歳 札幌市 

リハビリテーション職が専門性を活かして評価した内容を他職種

に簡潔に伝えることが本当に可能なのか。微妙なニュアンスや僅

かな変化に対応する事ができるのは評価したセラピストであると

思う。紙面に起こす事ができ、それを読めば誰でも対応できるも

のは、ある意味表面的でどこまで効果があるのか。本来得られる

効果だって劇的なものは少ないのに、その過程で失う部分が大き

いのではないか。 

～29歳 帯広市 リハビリが直接的な介入しないといけない 

30～39歳 旭川市 リハ職が話を聞き、確認する必要がある。 

30～39歳 旭川市 
多職種では困難な直接対応が多い。また細かい変化に気づきにく

く、対応が遅れやすい。 

30～39歳 釧路市 他職種と同じようなことをしても専門性は高まらない 

30～39歳 月形町 
プランの策定や評価だけをリハビリ職が行うと、介護支援専門員

と仕事内容が重なり職域を狭くさせる気がします。 

30～39歳 札幌市 

実際に会って話したり見てみないと評価だけではわからないこと

もあるから、直接対応を他の職種に任せるべきではないと思いま

す 

30～39歳 小樽市 

手技的なことはできるので、そこは分担するべきであるが、何の

ためのアセスメントかを、セラピストとの認識の違いが内容には

影響すると考えるので 

30～39歳 函館市 心身ともにかなり健康な対象者でない限り難しいと思う。 

30～39歳 - 

この問いの様な形で動く事はひとまかせになるのではないでしょ

うか。 

実際にリハ職が関わる事が重要だと思います。 

40～49歳 岩見沢市 直接的対応の中で、評価できる内容もたくさんあるから 

40～49歳 岩内町 協働するのがいいと思う 

40～49歳 釧路市 自分達の職域を狭める。プライドが無くなる 

40～49歳 厚岸町 医学的知識不足 

40～49歳 札幌市 
指導はできると思うが，本来狙うべきことが行えない可能性が出

てくるのではと不安がある． 

40～49歳 札幌市 
OTの専門性を生かせる分野なので、積極的に担っていくほうがよ

い。 

40～49歳 札幌市 
普段から介護職員に指導していますが毎日一緒に働いていても十

分伝わらない現実を考えると本当に「役割分担」になるのか疑問



 

 

- 205 - 

 

です。やはり「ベース」が違うのです。介護職員と運動指導員の

違いはあると思いますが・・・。 

40～49歳 札幌市 職域の問題 

40～49歳 札幌市 

病気を持っている方であれば、行っている時の状況や反応等も含

めて調整して行っているので、そこの判断に関しては難しいので

はないだろうか 

40～49歳 札幌市 

それらの業務が本当に必要であれば、それはOTPTSTの雇用創出と

なり、他の職種にまかせるべきではない。必要ならきちんと雇え

ばいい。財政的な問題で、というなら他職種活用というのは、綺

麗ごとで、要する人件費削減以外の何物でもないことをはっきり

認めるべき。 

40～49歳 札幌市 リハ職の職域が狭くなるため 

40～49歳 富良野市 
意図や関わりをどの程度理解得られるか？他職種の団体の暴走が

ないか？ 

50～59歳 - 
その必要性があるのかどうか。研修や対応などについて研修・連

携強化が必要。 

50～59歳 札幌市 

利用者の直接介入の中でなければわからない計画もあると思いま

す。評価やプランを決めるだけの流れ作業的な事業所も出てくる

可能性もあると思います。 

50～59歳 石狩市 

現在プラン作成等に時間をとられ、実際には他職種に直接対応を

依頼することが多いが、対象者に対し的確に対応できていないこ

とを実感している。 

50～59歳 滝川市 

要約すると管理職と現場職いう分業の提案？ 

役割分担はマンパワーと各々のスキルがあってなせる業で、スキ

ルレベルが足並みそろうかが課題。また、多職種間で各専門職の

スキルの認識が未熟で、あの職種は…という先入観や、これは自

分の分野ではない…という排他的のような感覚は現場で否めな

く、まずは情報・制度・技術を共有できる社会システムが必要と

考えます。リハ職能団体も孤立していませんか？ 

50～59歳 北見市 
すべての対象者をみることはできないが、変化を感じ取ることや

リスク管理が難しい 

 

問16-2-4.「よくわからない」の理由について 

【理学療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 旭川市 通所や訪問等の業務に関わったことがないため。 

～29歳 岩見沢市 対象者への直接対応はリハビリテーション職が行うべき 

～29歳 釧路市 他職種がどこまで知識を持って行えるかによると思う 
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～29歳 札幌市 なし 

30～39歳 - 

取り入れている1や施設もあるのは存じている。しかし運営方針他

施設との連絡手段患者の気持ち等全てに賛成できるかどうかわか

らない 

30～39歳 旭川市 長い目でみるとリハ職はあまる可能性が高い 

30～39歳 旭川市 関わりが少ないため 

30～39歳 旭川市 色々な職種があって、複雑化してしまう 

30～39歳 釧路市 なんのメリットがあるのかわからない 

30～39歳 札幌市 問16-2と同様の回答です。 

30～39歳 札幌市 
イメージが出来ませんが、職域の縮小に繋がるのであれば、推進

すべきではないと思います。 

30～39歳 札幌市 訪問はリハ職が行くべきではないとお考えですか？ 

30～39歳 室蘭市 他職種の業務内容の詳細を把握していない為、判断ができない 

30～39歳 帯広市 

理学療法士等が集まらない地域では仕方ないと思いますが、株式

会社等の営利的な組織に報酬を食い荒らされそうで不安は残ると

思います。 

30～39歳 苫小牧 

患者さん、利用者さんの状況によっては、運動指導士の介入では

難しいと考えます。健康な高齢者の予防医療としてであれば運動

指導士でも良いかもしれませんが、プラン策定と評価を行った事

に対し、リハ職が報酬を得れるようなシステムであってほしいと

思います。 

30～39歳 函館市 

プランの策定や評価は、直接対応する中でもなされるものと考え

ているため。一方で人手不足等で役割分担したほうが効率が良い

場合もあるかと考えた。 

30～39歳 幕別町 

兼務という形であればいいが、プラン策定・評価のみのかかわり

で、実際対象者の直接対応が出来ないのは経過が追いにくくやり

にくいのではないか？治療と評価は常に同時に行うものと考えて

いるが・・・ 

40～49歳 札幌市 
利用者サービスの視点と自身の職域の確保と異なる視点で考える

ため 

50～59歳 札幌市 他職種の業務内容を熟知していない。 

 

【作業療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 釧路市 

興味がない。まず、利用者本人のモチベーションがあれば、自主

トレ指導で解決するものを、本人がそこまで望んでいないもの

を、お金をかけてまだ対応する理由がわからない。どちらもメリ

ットが無い。 
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30～39歳 釧路市 健康運動指導士が出来ることがいまいち把握出来ていないため。 

30～39歳 札幌市 
直接対応しながら評価もしたいので、自分のスキルでは実施でき

る自信がありません。 

30～39歳 富良野市 わからない 

40～49歳 
河東郡音

更町 

リハ職が評価した内容をケアマネが却下することにもよく遭遇し

ますし（本人と家族が違う意見を持つ場合、ケアマネは家族の考

えを優先しがち）、ケアマネと本人と福祉用具業者さんで歩行器

等決まることも多い。リハ職は時間制限も多いので、すぐに対応

できないことが、患者さんの不利益になることもあり、何とも言

えないと思っています。 

40～49歳 士別市 
そういう職種の方の数が担保されているのであれば考えてもよい

と思いますが、現状そうは思わないので。 

50～59歳 札幌市 
実践と評価の効果判定をし改善していくよう、互いにコミュニケ

ーションを取る体制を作れるのであれば有効かも 

50～59歳 小樽市 よくわからないです 

 

問16-3．対象者の「心身機能」「活動」「参加」に焦点を当てたリハビリテーションを多職

種の連携により行うことについてどのようにお考えですか。（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 積極的に推進すべきである 642 63.8 

2 ある程度推進すべきである 293 29.1 

3 あまり推進すべきではない 14 1.4 

4 よくわからない 46 4.6 
 

無回答 11 1.1 
 

合計 1006 100 

 

上記の理由について具体的にご記入願います。 

問16-3-1.「積極的に推進すべきである」の理由について 

【理学療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 札幌市 多角的な視点が大事だから 

～29歳 札幌市 方向性が定まるため 

～29歳 札幌市 リバビリ職では見れる部分や時間に偏りが出てしまうから。 

～29歳 札幌市 
理学療法士以外に近年重要とされているロコモ、サルコ、フレイ

ルを適切に評価できるコメディカルが存在しない 

～29歳 旭川市 
他職種連携により患者のADL、QOLを上げることができると思う

から 

～29歳 旭川市 共通の意識を持てる 
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～29歳 旭川市 よりその方に寄り添える 

～29歳 旭川市 
他職種で連携することで、より正確なゴール設定に繋がると考え

るため。 

～29歳 伊達市 得意分野であるため 

～29歳 岩見沢市 大変素晴らしいことなので推進すべきである 

～29歳 釧路 
多様な専門的な視点で対象者にリハを行うことは、対象者の利益

に繋がるため 

～29歳 釧路市 それが仕事だから 

～29歳 釧路市 他職種の意見を取り入れ、より良いサービスを提供できると思う 

～29歳 釧路市 他職種で関わることで参加が促せるため 

～29歳 恵庭市 多職種の視点が重要 

～29歳 江別市 
活動や参加に焦点を当てることで、1人1人個別性をもったリハビ

リテーションが可能になると考える。 

～29歳 札幌市 

介護分野のリハビリテーションでは当たり前の観点であり、疑問

の余地はない。さらに、環境、個人にも、焦点を当てる必要ごあ

るだろう。 

～29歳 札幌市 
対象者の関係する方々で長所を生かした対応をしていく方が望ま

しい。 

～29歳 札幌市 様々な視点からの意見は重要 

～29歳 札幌市 連携なしでは難しいと思うため 

～29歳 札幌市 参加までを含めてその人の生活だと考えるから 

～29歳 札幌市 参加までを含めてその人の生活だと考えるから 

～29歳 札幌市 多面的に対象者を見れて良いと思う。 

～29歳 札幌市 前問での回答に同じ 

～29歳 札幌市 広い視点が必要だと思うから。 

～29歳 札幌市 なし 

～29歳 札幌市 
地域に根ざしたリハビリになると、「参加」の面をしっかり考え

られるようにならないと行けないから。 

～29歳 札幌市 活動量を維持していくため 

～29歳 枝幸 地域完結型の医療を目指すなら積極的に行うべき 

～29歳 小樽市 その通りだと思う。 

～29歳 小樽市 
リハビリテーションという言葉の意味を考える際、一方的な側面

からのみの評価では十分であるとはいえないため 

～29歳 帯広市 患者を中心に考える為に 

～29歳 稚内市 
他職種と連携を取ることで自分の知らない様々な情報を得ること

ができる 

～29歳 
中川郡幕

別町札内
早期に退院・退所できる可能性があるため 
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あかしや

町 

～29歳 中標津町 
リハビリテーション職だけだと、その人のニーズや生活などを完

全に把握することができないため。 

～29歳 登別市 
それぞれの職種で様々な考え方があるので、他職種の意見を取り

入れていくことは大切なことだと思う。 

～29歳 函館市 
一人の対象者のQOLを向上させるためには、必要だと考えるか

ら。 

～29歳 函館市 ADLの向上に繋がる 

～29歳 函館市 ADLの向上に繋がる 

～29歳 函館市 
身体的な事だけでは改善しないことも多く見られるため。包括的

なケアが必要であると考えます 

～29歳 函館市 

リハビリ職だけでは見えない日常生活の問題点を多職種で包括的

に見つけることでより患者さんにフィットしたリハビリを展開で

きるため 

～29歳 北見市 様々な視点が、必要 

～29歳 北広島市 施設全体として取り組むべきか 

～29歳 - 
リハビリの時間だけでは一日の活動量の獲得が困難な方も多く、

他職種での協力が必須であると考える 

30～39歳 - 

必要だから 

理学療法士だけでできることは少ない 

やろうとするのはおこがましいのではないか 

30～39歳 - 患者の退院後の生活の質が良くなると思う。 

30～39歳 - 相互に関連している要素を、を別々に扱うのは適切でない。 

30～39歳 旭川市 
生活も含めて、機能回復・維持を図っていくのが理学療法士の仕

事だと考えるからです。 

30～39歳 旭川市 さまざまな視点で診ることか大切だから 

30～39歳 旭川市 心身機能等の改善のみでは患者のQOLの向上は図れないため 

30～39歳 旭川市 
各専門性を活かした視点で総合的な判断と支援が必須だと思いま

す。 

30～39歳 羽幌町 リハ職だけでは解決できないことが沢山あるから 

30～39歳 音更町 
職種限定しないことで新たなソリューションを見いだせる可能性

があるから。 

30～39歳 岩見沢市 
大きなリスクを伴わないプログラムは他職種が積極的に行っても

良い。 

30～39歳 釧路市 リハ職だけですべてを担うのは不可のため 

30～39歳 釧路市 専門領域で取り組む意義 

30～39歳 釧路市 国際基準のため 
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30～39歳 釧路市 
患者の生活、人生をコーディネートしていくのに、色々な視点か

ら見る必要があるから 

30～39歳 恵庭市 リハビリ職の強みを活かしていける範囲であるため 

30～39歳 江別市 
実際にＩＣＦを使ったケア会議などではそのような話は出てきて

いるため、色々な側面から連携を行うことは望ましいと思うから 

30～39歳 江別市 情報共有が容易となり、課題点や目標を検討しやすくなる。 

30～39歳 札幌市 多角的視点は非常に重要。 

30～39歳 札幌市 他職種の連携により社会参加や活動に繋げやすくなると思われる 

30～39歳 札幌市 

結局健康になって何をしたいかが明確でなければ、運動をする必

要はないと思います。 

一緒に現状確認と目標を作って行ける人材やアプローチが必要だ

と思います。 

30～39歳 札幌市 
他職種で各々の専門性を活かしフォローできるのが良いと思うた

め 

30～39歳 札幌市 
多職種で専門性を発揮して、対象者への利益に繋がることは積極

的に行うべき。 

30～39歳 札幌市 色んな視点で対象者をみることは大切だと思うから 

30～39歳 札幌市 

対象者は「あれをやってはダメ」「なにもしなくていいよ」と1、

介護保険の施設など各事業所、家族に言われており、対象者ので

きる・したい範囲が狭められていると感じるので、積極的に多職

種連携を図りながらリハビリしていくべきだと思う。 

30～39歳 札幌市 ニーズの多様化と、多角的に対象者をとらえるため 

30～39歳 札幌市 
多数の視点から情報を集めることで個人の特徴を掴みやすくな

り、より適切な内容を提供できるから。 

30～39歳 札幌市 
ICFの概念を患者、利用者側にも伝えることで、周囲のPTの意識改

善、新たな雇用創出になると考えるため。 

30～39歳 札幌市 
一人の対象者を見る場合、個々のスタッフの専門性がある。 

リスク管理をする上では必要だと思う 

30～39歳 札幌市 ICFに基づいた考え・進め方は大事だと思います。 

30～39歳 札幌市 
体だけでなく活動参加に関わることにより精神的な支えにも繋が

る 

30～39歳 札幌市 在宅に戻ったあとが大事 

30～39歳 札幌市 たくさんの関わり・刺激が大切だと思います。 

30～39歳 札幌市 
リハ職それぞれに得意分野、専門性があるため相互に連携を取る

ことでより対象者のリハビリに活用できると思われる 

30～39歳 札幌市 
リハビリ職からだと、通院患者以外の方をうまく参加へ促せられ

ないため 

30～39歳 札幌市 多職種と連携することで、上記の3つが充実し、廃用予防、介護予
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防が実現できると考える。 

30～39歳 札幌市 より患者の利益に貢献できる可能性があるから。 

30～39歳 札幌市 多職種で患者さんを見ることで考えの幅が広がる 

30～39歳 札幌市 
複数の視点で見ることでより客観性が増しサービスの質が向上す

ると考えられる為 

30～39歳 札幌市 地域高齢者の活動・参加にはリハ職だけでは限界があるため。 

30～39歳 札幌市 リハビリテーションの時間以外も非常に重要であるため。 

30～39歳 札幌市 共通言語を増やすことができるため 

30～39歳 札幌市 
リハ職のみでの関わりでは限界もあるため、チームで取り組む必

要がある 

30～39歳 札幌市 多職種への理解を促進することにもつながると考えるから 

30～39歳 札幌市 医療費削減のため 

30～39歳 札幌市 多職種で行うことが当然だと思うため。 

30～39歳 札幌市 
リハビリテーションは多職種で行うものであるため 

当然ではないかと思います 

30～39歳 三笠市 参加に対する議論が希薄な為、推進すべきと考えます。 

30～39歳 士別市 リハ職だけでは関りが限局的になるため 

30～39歳 上士幌 専門性に応じて各々の強みを生かすべき 

30～39歳 上士幌町 生活リハビリが大事だと思うので 

30～39歳 
新ひだか

町 

社会参加などの機会を増やし、自主的に動くような状態になって

いくことで、医療、介護保険の支出も減っていく 

30～39歳 帯広市 他職種連携は必要 

30～39歳 帯広市 
リハビリ職のみでは本当の社会参加まで見守っていくことが難し

いから。 

30～39歳 鷹栖町 それぞれの強みを生かした取り組みが可能になるため 

30～39歳 滝川市 それぞれの専門性を活かすことが大切だと考えるため 

30～39歳 稚内市 
リハ職のみでの介入では参加に結びつきにくい事もある為、多方

面からアプローチできた方が利用者の為になると思う 

30～39歳 登別市 

参加については、リハ職だけでは対応できる範囲が狭いため難し

い。 

ケアマネ、町内会、地域住民の力がないと、色々な参加の手段に

たどり着けない。 

30～39歳 函館 利用者と関わる人の連携は大事。一人だけだと目標が偏りやすい 

30～39歳 函館市 
通所リハに長期間通われている利用者は「いつものリハビリ」に

なりがちなため。 

30～39歳 函館市 

多職種連携、チームアプローチの強みを理解しているから．逆に

言うと、PTのみでの介入では限界があり、方向性や目的、思考に

偏りが出る傾向があるため． 
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30～39歳 函館市 

入院施設での臨床を経験して、入院期間のリハビリテーションの

みでは動作レベルを維持向上することが難しいことがあった。し

たがって、退院先や対象者の生活パターンなどを踏まえた関わり

をするために他職種の協力が必要と考えるため。 

30～39歳 函館市 
個人因子や生活背景の多様化に伴い、セラピストのみでは限界が

あるため 

30～39歳 函館市 
自立するためには、商業施設や運輸業などの他業種との連携は重

要と考えるため。 

30～39歳 函館市 色々な方面からの視点が必要 

30～39歳 北広島市 

特殊な場合を除きＰＴ・ＯＴ・ＳＴで関われる時間は多くても2時

間前後のため、よりよいリハビリテーションには他職種の協力は

必須なため。 

30～39歳 網走市 
リハビリテーションはそもそもPT、OT、STだけでは解決できない

から 

30～39歳 - 

活動と参加を考えた時、周知を行うマーケティングが不可欠であ

り、様々な職種が関与している方が高齢者にとっても興味を持っ

てもらえると考えます。 

40～49歳 伊達市 各職種には専門性があるから 

40～49歳 
久遠郡せ

たな町 
在宅維持、在宅復帰を進める為には必要。 

40～49歳 釧路市 情報共有は大切。また、活動機会などは増えた方がよい。 

40～49歳 恵庭市 
利用者主体の連携をとるためには、多職種が共通のテーマで話す

必要があるため 

40～49歳 月形町 
多職種が同じ焦点について考えることはケアの方向性を定めるた

めに必要と考える。 

40～49歳 札幌市 

多方向の意見・専門性などを最大限に対象者に伝えていけるよう

にできれば 

より豊かな国になると考えるから。 

40～49歳 札幌市 複数で関わる必要あり 

40～49歳 札幌市 
参加推進のために、リハ職だけで進めていくのにはマンパワー的

にも困難なため 

40～49歳 札幌市 
様々な観点が必要で、自分では気づかない視点がたくさんあるの

で 

40～49歳 札幌市 
共通の目標・課題に向けてのリハビリテーションは、それぞれの

専門知識やアプローチで実施しなくてはならないと考える。 

40～49歳 札幌市 
多職種と連携することで、より包括的にアプローチすることが可

能であると考えます。 

40～49歳 札幌市 それぞれの職種の強みを生かすため。 
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40～49歳 札幌市 
ICFの視点で考えれば、それらのアプローチにおける環境因子とし

て必須と考えるため 

40～49歳 札幌市 
多職種間の専門性を発揮できればと考えるが、連携のまとめ役を

どの職種が担うのかは課題だと考える。 

40～49歳 札幌市 他業種との連携に大いに役立つため 

40～49歳 室蘭市 色々な職種が入ることによる偏りを防止できる 

40～49歳 小樽市 
リハビリ自体多職種によって成されるものであり、ICFを基本とす

べきと考える。 

40～49歳 上士幌町 リハ職の関わる時間にも限界があるため 

40～49歳 森町 トータルで見る必要性 

40～49歳 千歳市 
それぞれの視点での支援が必要「生活、人生」を大きく捉えた支

援 

40～49歳 帯広市 一つの職種では、対象者のニーズに答えられない 

40～49歳 帯広市 
ICFの活用は従来より重要性を指摘されていますが、他職種よりむ

しろリハ職の方が使いこなせていないのではないか 

40～49歳 稚内市 多職種との目標共有が大事と思うので 

40～49歳 登別市 多職種で連携しないと達成できない課題もあるため 

40～49歳 函館市 役割だから 

40～49歳 幕別町 職種によるが連携は積極的に行うほうがいいと考えられる 

40～49歳 網走市 各職種の専門性を活かすべき 

50～59歳 旭川市 多くの方に参加を促してもらう 

50～59歳 江別市 多くの専門的知識、個性から多くの提案がされると考える。 

50～59歳 札幌市 医療の分野を超えて積極的に推進するべきと思う。 

50～59歳 札幌市 一人ですべてを網羅できないので 

50～59歳 札幌市 リハビリ職単独では、効果は限局される。 

50～59歳 札幌市 地域での自立支援の考え方の推進には必要 

50～59歳 札幌市 リハビリテーションの原点 

50～59歳 札幌市 それぞれの専門性をいかせる 

50～59歳 札幌市 
評価と目標が共有できて、質を担保出来たら他の職種でも可能と

考えている 

50～59歳 函館市 セラピスト以外の職種のICFの知識は必要と思う。 

50～59歳 北広島市 
多職種それぞれ各自の業務が多忙で連携が不足している部分があ

る。 

50～59歳 
野付郡別

海町 
リハビリテーションが他職種との連携を前提としているため 

60～69歳 - 多様性が求められるため多職種が係るほうが広い視野が得られる 

 

【作業療法士の回答】 



 

 

- 214 - 

 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 伊達市 様々な役割からの関わりができるから 

～29歳 釧路市 
多職種の連携がなくしては上手くいかない。ひとりよがりにな

る。 

～29歳 釧路市 連携しないメリットが無い 

～29歳 釧路市 
他職種と連携することでよりよい関わりを行うことができるので

はないかと思う 

～29歳 札幌市 OTがチームマネジマントをすれば解決できる問題だと思うから 

～29歳 札幌市 多角的な視点が必要だから 

～29歳 札幌市 

一つ前の質問と異なり、この点は多角的視点での関わりを可能と

するものだと思う。必要に応じて拡大、補填的に関わる事ができ

るのではないか。 

～29歳 札幌市 
他職種間で目標を共有しやすくするためのツールとして利用でき

ると考えました。 

～29歳 札幌市 活動が予防にも繋がるため 

～29歳 札幌市 
他の医療職ではICFの考え方を詳しく知らない人もいるため共有し

たい 

～29歳 小樽市 特に参加を重要視すべきだと思うため。 

～29歳 大樹町 
車椅子でも家には帰れるし、在宅復帰の仕方は人それぞれな以

上、多方面からのアプローチが必要であると考えています。 

～29歳 富良野 
他職種から、作業療法士が合意目標を立て、達成までのマネジメ

ントをすることを求められることがある 

～29歳 北見市 

リハビリテーション自体が機能訓練という側面に偏ったイメージ

が先行しているように思われるため、多職種との協働のなかで、

活動•参加の重要性の啓蒙にもなると思われる。また、地域資源の

有効活用や発掘にも繋がると思われる。 

～29歳 名寄市 １つの部門だけでは評価しきれない可能性がある。 

～29歳 紋別市 在宅生活を送る上では、活動や参加も重要 

30～39歳 旭川市 
いろんな場面でリハビリテーションをしていただけると効果が高

くなる。 

30～39歳 釧路市 
それぞれの役割を活かすことで生活行為の獲得に繋げやすいと思

う。 

30～39歳 月形町 
クライエント中心の作業療法実施するには、活動、参加の支援が

必要のため 

30～39歳 江別市 人の生活そのものを捉えることが重要だと思うから 

30～39歳 札幌市 
リハ職以外は、活動や参加が、足りず、現在も心身機能に重きを

置いて関わるべきとの意識が強いと感じるため。 

30～39歳 札幌市 利用者を理解し問題点を整理するため 
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30～39歳 札幌市 身体機能が良くなっても参加できなければ意味がない 

30～39歳 札幌市 共通言語で取り組む必要性がある 

30～39歳 札幌市 上記+環境面もICFそのものであるから 

30～39歳 札幌市 当たり前のことだから。 

30～39歳 札幌市 当たり前だから 

30～39歳 札幌市 従来より幅広い見方につながるため。 

30～39歳 札幌市 専門知識を生かすべき 

30～39歳 札幌市 
具体化することで、わかりやすく情報交換でき、多職種との連携

がスムーズになるのではないかと考えます。 

30～39歳 札幌市 
一部の視点に偏るのではなく、対象者の全体像を理解しながら連

携していくのがよいと思います 

30～39歳 札幌市 活動参加がないリハビリは何のためのリハなのかわからない 

30～39歳 三笠市 チーム医療が提唱されている昨今でも連携が不十分であるため。 

30～39歳 小樽市 各々の分野の特性と強みを活かす為の連携は必要である 

30～39歳 池田町 
生活全体を考えたときに、リハだけでは課題が解決できないと考

えている。 

30～39歳 苫小牧市 さまざまな観点からアプローチすることによって予防となるため 

30～39歳 函館市 
家族を含め、誰が対象者に声かけをするか、で行動が変わること

を何回も目の当たりにしているので。 

30～39歳 函館市 

リハスタッフが常に一緒にいて関われるわけではないので、それ

ぞれの専門性を発揮しながら目標や目的を共有することが大切だ

と思う。 

30～39歳 富良野市 リハ職だけではどうにもならないことがある。 

30～39歳 北見市 他職種が同じICFの考えのもとおこなうと共有がしやすくなる。 

30～39歳 北広島市 それぞれの専門性を活かすため 

30～39歳 北斗市 
対象者の方に多くの人との交流があることはメリットが多いと考

えています。 

40～49歳 旭川市 
「心身機能」「活動」「参加」に焦点を当てることは18年前から

始まっていたから 

40～49歳 旭川市 多職種の連携がないとなり立たない。 

40～49歳 釧路市 この事を担うのがOTの本質 

40～49歳 厚岸町 生活支援のため 

40～49歳 砂川市 介護給付費抑制にはこれしかないのでは？ 

40～49歳 札幌市 多職種連携は必須と思われるため 

40～49歳 札幌市 各々の視点があれば有効性も広がるため。 

40～49歳 札幌市 機能訓練偏重がまだまだ根強いと思うので。 

40～49歳 札幌市 本来あるべき姿 

40～49歳 札幌市 利用者、患者にメリットであることは積極的に導入した方が良い
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と思う 

40～49歳 札幌市 
対象者の活動や参加に働きかけることがリハ職だけでは困難であ

るため 

40～49歳 士別市 
多職種が連携する事で色々な視点での関わりができ、対象者の生

活が豊かになるのであれば。 

40～49歳 千歳市 愚問だと思います。 

40～49歳 帯広市 ICFに則り共通言語として対象者の情報を共有できると考える。 

40～49歳 滝川市 OTだけで、地域やその人の人生を担うことは出来ないため 

40～49歳 当別町 今後の作業療法士という職業として生き残るため 

40～49歳 洞爺湖町 

ICFの視点は最近はケアマネも持ちつつありますが、やはり説明を

多く必要な場面があり多職種に拡がっているとはいいがたいで

す。リハ職が中心となって考えを拡げていく必要があると思いま

す。 

40～49歳 苫小牧市 看護、介護、訓練士などとの共通理解が出来た上で必要なこと 

40～49歳 苫小牧市 人的環境を使うには他職種連携が必須 

40～49歳 苫小牧市 生活レベルで介入が必要 

40～49歳 標茶町 
これらを総合的に判断して実施する事で、共通認識ができ、また

各職種の視点から大切なものが見える事があるため。 

40～49歳 富良野市 どんなことでも連携は必須 

40～49歳 北見市 各専門職の専門性を上手く生かす必要があるため 

40～49歳 北見市 OTの専門性をアピールしていく必要がある 

40～49歳 北広島市 リハ職員のみで達成することが困難だから。 

40～49歳 木古内町 問16-2に同じ。 

50～59歳 札幌市 
多職種がかかわったほうが、様々な面からアプローチが可能とな

ると思います。 

50～59歳 札幌市 推進しない理由がない 

50～59歳 小樽市 現在の医療の流れの中心の考え方だかｒ 

50～59歳 帯広市 

ICFという共通言語がなければなかなか進まないと思います。特

に、活動・参加目標へどう繋げるかを深くかんがえた連携が必要

と思います（筋力がついて認知も良くなったが生活が変わってい

なければ意味が無いので） 

50～59歳 函館 リハビリ職以外のスキルアップ 

50～59歳 函館市 
日本のリハビリテーションの基本がICFであり、そこから離れては

エビデンスに関わるから。 

50～59歳 函館市 社会参加、生活行為の活性化、予防教育が基本だと思うから。 

60～69歳 当別町 WHOのICF改定を念頭において推進 

 

問16-3-2.「ある程度推進すべきである」の理由について 
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【理学療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 札幌市 

リハビリテーションをリハビリスタッフしか行わないということ

が生産的でない。入院生活からの積極的な介入が患者満足度につ

ながると考える。 

～29歳 旭川市 
患者様の多角的なアプローチをするためには、多くの人員が関わ

りを持つべきだと思う。 

～29歳 旭川市 必要なことだから 

～29歳 旭川市 何が問題点なのかを明確にできるため． 

～29歳 釧路市 
リハの視点、看護からの視点、ヘルパーやデイサービスなどのス

タッフからの視点は違うと思うから 

～29歳 釧路市 さまざまな目線からフォローし合えるから 

～29歳 天塩 他職種とその考え方を共有出来るか難しいのでは 

～29歳 白老町 
他職種がICFを理解していないことが多いため、推進するにしても

まずは浸透させる必要がある。 

～29歳 函館市 
リハビリテーション職のみでは，考えに偏りが出てしまうと思う

から． 

30～39歳 旭川市 実際の現場ではなかなか連携を取れない 

30～39歳 札幌市 多職種連携で建設的な意見をもとにリハを行うと良い 

30～39歳 札幌市 連携がある方がより深く密なリハビリが行えるから。 

30～39歳 札幌市 患者を考え包括的な関わりが必要。 

30～39歳 札幌市 患者を考え包括的な関わりが必要。 

30～39歳 札幌市 理学療法士の専門性が発揮できるなら 

30～39歳 札幌市 
多職種で関わることでより生活に即し本人に必要な対応ができる

と思うので 

30～39歳 札幌市 理学療法士だけではカバーできないから 

30～39歳 札幌市 理学療法士だけではカバーできないから 

30～39歳 小樽市 

介護、福祉の分野ではICFを用いるべきだと思います。PTとしての

専門性を発揮するとなると、ICIDHのような医学的な考え方が加わ

ることになります。現状の取り組みでは時間的な変化や治療を含

めてICFで考えているので、その一部分のタイミングで考えるICF

に医学的な要素を含めた考え方をしているように思います。ICFだ

けでは足りないように思います。 

30～39歳 小樽市 リハビリの目的は利用者のQOLの向上だと考えるため 

30～39歳 帯広市 活動、参加に関して特に他職種の理解が必要 

30～39歳 稚内市 多職種との情報共有に役立つため。 

30～39歳 苫小牧 
その人がその人らしく生活していけるようになるために、本来で

あればこのような支援は継続して必要だと思います。他職種連携
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が必要な内容だと思います。 

30～39歳 苫小牧市 上記と同様。 

30～39歳 函館市 現状不足していると考えるため 

30～39歳 函館市 
PTにとって明るくない部分は他職種と協働する必要があると感じ

る。 

30～39歳 函館市 特にありません 

30～39歳 北斗市 ケースバイケースだと思う。ニーズ評価が重要だと思う。 

40～49歳 - 活動参加のアプローチに時間がかかるため、連携は必要。 

40～49歳 - 多岐にわたる状況での対応が求められるから。 

40～49歳 旭川市 他職種がどこまで理解できるか？ 

40～49歳 芦別市 リハ技師中心に進めたらいいと思います。 

40～49歳 釧路市 PTの資格に捕らわれない視野が必要なため。 

40～49歳 釧路市 参加を促進することはいいこと 

40～49歳 札幌市 予定的観点からすると多職種がいたほうがかかわりやすい 

40～49歳 札幌市 

家族が活動・参加に関して消極的な印象があり、またケアマネー

ジャーも同様に現在の生活を維持することが目的なことが多く、

心身機能へのアプローチが主となりやすく、マネジメントしてい

くのが難しい 

40～49歳 千歳市 活動や参加は連携で対応できそう。 

40～49歳 函館市 16－2と同じ 

40～49歳 北広島市 
多職種がこれらをある程度理解してもらえるようにして行えれば

よいと思います 

40～49歳 
 役割分担と、ゴールをある程度明確かするのが大事では？終わり

なき関わりは避けるべき。 

50～59歳 むかわ町 他職種連携は確実に利用者の利益になる。 

50～59歳 芦別市 地域は様々な人達で支えあうべきだから。 

50～59歳 栗山町 違う視点から対象者について考えることができるから 

 

【作業療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 釧路市 
それぞれの専門職の視点を踏まえた、より良いサービスの提供が

できると考えるから。 

～29歳 月形町 個人因子や環境因子などＩＣＦの焦点で連携することが重要と。 

～29歳 函館市 身体機能だけの介入では足りないため 

30～39歳 
河西郡芽

室町 

ケアプランを上記に焦点を当てて作成されていると思うので、リ

ハビリテーションも同様に行う必要があり、またその方が自然で

あると思うからです。 

30～39歳 札幌市 多職種での連携が大変 
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30～39歳 札幌市 
多職種間で、意識や知識の違いがあり、難しい面があるように感

じる。 

30～39歳 大樹町 リハ職自体が理解不足なスタッフも多い。 

40～49歳 岩見沢市 多職種でなければわからないこともあるから 

40～49歳 釧路市 リハ職だけではマンパワー不足だから 

40～49歳 札幌市 活動参加での役割分担を明確にすることは重要と考えます 

40～49歳 札幌市 専門性なく行う時代になると思うから 

40～49歳 札幌市 
そもそも，一つの職種で一人の対象者を対応するのは難しい一面

があるのではと考えるため． 

40～49歳 札幌市 概念が共有できたら一緒に関わる患者様のためになりそうだから 

40～49歳 札幌市 わかりやすく、情報共有化しやすいのでは。 

40～49歳 札幌市 当たり前。今までもそうしてきたはず。 

40～49歳 札幌市 情報共有がスムーズにできれば 

50～59歳 石狩市 特に活動、参加に関しては色々な人が関わるべきと考えるから。 

50～59歳 滝川市 

問16-2の意見同様、まだ社会も人も未熟で、考える側が先に進み過

ぎている現実を認識する必要があると考えています。いわゆる

「底上げ」が足りないのと、「底上げ」が新人教育だけに焦点が

当てられ、実働できる中堅で活躍する人間たちが置いてけぼり、

もしくは蚊帳の外になっているのが現実のように感じています。 

 

問16-3-3.「あまり推進すべきではない」の理由について 

職種 年齢 所在地 具体的な理由 

理学療法士 30～39歳 札幌市 理学療法士がICFの理解があるから 

理学療法士 30～39歳 札幌市 理学療法士が適任である 

理学療法士 30～39歳 森町 
独占業務にしておく事が、リハビリ職の立場を守るの

に重要。 

 

問16-3-4.「よくわからない」の理由について 

職種 年齢 所在地 具体的な理由 

理学療法士 ～29歳 函館市 なにをどんな職種と連携するのか 

理学療法士 30～39歳 札幌市 
リハ職は学生の頃に習っているが、9職種が仕組みを

どこまで理解しているか不明。 

理学療法士 30～39歳 室蘭市 
既にこのような視点として動いているのではない

か。 

理学療法士 30～39歳 苫小牧市 
上記３つのカテゴリーだけでは問題解決に繋がらな

いケースもあり得ると思うから 

理学療法士 40～49歳 札幌市 どのような効果を期待しているのか不明 

作業療法士 30～39歳 釧路市 既にみなやっていて当たり前なので今更推進と言わ
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れても響いてこない気がする 

作業療法士 40～49歳 
河東郡音

更町 

環境や時間的制約、コスト面によほど理解がある職

場でないと導入しにくいと感じます。限られた時間

内に限られた事を効率よく提供すること精一杯で、

個人を優先させようとするアプローチに対し、「他

利用者がどう思うか」など、集団で一律の動きを要

求される環境だと、かなりやりにくいです。 

作業療法士 50～59歳 札幌市 どういうイメージなのかわかりません 

 

問16-4．医療機関や介護事業者が、医療保険・介護保険診療では解決できないニーズに対応

するため、保険外サービスを提供することについてどのようにお考えですか。（単

一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 積極的に推進すべきである 287 28.5 

2 ある程度推進すべきである 468 46.5 

3 あまり推進すべきではない 83 8.3 

4 よくわからない 160 15.9 
 

無回答 8 0.8 
 

合計 1006 100 

 

付問 上記の理由について具体的にご記入願います。 

問16-4-1.「積極的に推進すべきである」の理由について 

【理学療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 旭川市 より良い治療を受けるため。 

～29歳 旭川市 身体機能維持に必要 

～29歳 伊達市 収入源の１つになるため 

～29歳 釧路 

報酬が取れない以上、利益のとれる事業として関わることが必要。

現状のリハ職や他職の好意や義務感、職能団体からの圧力によるボ

ランティアに甘んじている状態は脱するべき。 

～29歳 釧路市 生活期でもリハビリしたい人は多いし、時期関係無く良くなるので 

～29歳 札幌市 職域拡大するため。 

～29歳 札幌市 保険診療内だけでは対応できないケースがいる 

～29歳 札幌市 

訪問リハの対象とはならないADLの方が、通所リハに恐怖心を抱く

出来事があり、通所リハの利用は避けたいが、どうしても自助具を

使用しない状態で歩けるようになりたい、との依頼を受けたことが

あった。他利用者からも同様の希望は何度か聞かれたことがあっ

た。そうした際の受け皿、自己実現を叶える場としての保険外サー
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ビスが明確にあれば誘導しやすいと思う。 

～29歳 小樽市 

疾患を見るのではなく、1に来ている人を診ることが重要であるた

め、場合によっては保険外サービスについての情報も提供する必要

がある 

～29歳 帯広市 必要としている人がいるなら行った方がいいだろうと思う 

～29歳 函館市 
できること、できないことの明確化は必要なことだと考えます。た

だ対象者の心理面にしっかりと配慮した姿勢が必要だと思います。 

～29歳 北見市 

現行のリハビリテーションの頻度や期間はとても曖昧であり、もっ

と個別性で必要な人に充分なリハビリテーションを提供することが

大事 

30～39歳 札幌市 時間帯や料金などによっては保険外サービスは必要となる 

30～39歳 旭川市 

現に診療外で働いているセラピストが存在するからです。その診療

外がサービスとして継続されているとすれば、それを受けている対

象者が存在しているということになりますので、結果的には社会の

中ではある程度ニーズがある考えます。 

30～39歳 旭川市 
介護保険では縛りがありすぎて、退院後のリハが十分に受けられな

い。受け皿は必要、特に若い方など 

30～39歳 旭川市 保険外サービスでの一定のニーズはある 

30～39歳 釧路市 活動の場となるため 

30～39歳 釧路市 患者に 

30～39歳 札幌市 
病気は治っても歩けないなどのADL障害に医療保険では到底対処で

きないと思うから。 

30～39歳 札幌市 専門性の向上 

30～39歳 札幌市 対象者はより満足感を得られるから。 

30～39歳 札幌市 
保険診療のぬるま湯から出たほうがよいとおもいます。消費者自身

も効果がないことを認識したほうがいいと思います。 

30～39歳 札幌市 
リハ難民ということばもある通り制度でカバーできない必要として

いる人がいるため 

30～39歳 札幌市 多くいるから 

30～39歳 札幌市 予防が長期的にはよりトピックになるため。 

30～39歳 札幌市 多くいるから 

30～39歳 札幌市 実力者が稼げる時代になるべき 

30～39歳 札幌市 諸外国は既に行っている 

30～39歳 札幌市 

格差は生じると思うが、保険外サービスを提供することで、社会保

障の範囲外の人達の機能回復を担うことができるのではないかと考

える。 

また、無駄な医療保険を使わなくて済むようにできるのではないか

と思う。 
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30～39歳 札幌市 医療機関では期限があり時間的にも限界がある。 

30～39歳 札幌市 
今後地域包括ケアをすすめていく上でニーズは多岐にわたり、受け

皿も多岐に渡ると考えられる為 

30～39歳 札幌市 制度上、患者ニーズに対応できていないため。 

30～39歳 札幌市 診療報酬や介護報酬内では対応しきれないニーズが増えているため 

30～39歳 札幌市 医療費削減のため 

30～39歳 札幌市 地域貢献は1の責務だから 

30～39歳 札幌市 対象者が増え、理学療法士の職域拡大につながる 

30～39歳 札幌市 
治癒過程を考えた際、150日では確実に治療が不足となる例があるた

め 

30～39歳 士別市 新たな保険内サービス対象者の掘り起こしにもつながるため 

30～39歳 森町 元気になりたくて、単位以上をもとめている人がたくさんいる為。 

30～39歳 帯広市 
解決できないことが本当に必要な場合は、患者さま・ご利用者さま

のために行動したいため 

30～39歳 帯広市 
医療費、介護費が無い中で、自費でもリハビリを行いたいニーズは

多い。 

30～39歳 帯広市 職域拡大や収入面向上に繋がる可能性がある 

30～39歳 帯広市 制度の整備が追いついてない場面も多いため 

30～39歳 鷹栖町 保険サービスでの対応に限界を感じるため 

30～39歳 池田町 介護サービスの限度額超過の人も参加できるから 

30～39歳 函館市 サービスを受けられない、リハビリ難民が存在するため。 

30～39歳 函館市 
これからの高齢化率の拡大を考慮すると健康寿命の延伸は健常なう

ちの高齢者を対象に活動していかなければならない． 

30～39歳 函館市 保険内サービスでは限界があるため 

30～39歳 函館市 医療や介護の枠に囚われずに行えた方が、良い場合もある 

30～39歳 
函 館 市

中道 
医療費削減につながる。国民の健康意識につながる。 

40～49歳 - 制度上の問題。療法士の活動範囲の拡大。 

40～49歳 伊達市 医療保険で患者は良くならないから 

40～49歳 

久 遠 郡

せ た な

町 

地域のサービスには限りがあり、介入出来る職員数も限られている

為。また医療・介護では制度上の限界もある為。 

40～49歳 札幌市 

医療↔︎介護、予防という面では明確な線引きが困難で、どこかに支

障や不安を抱えている方が多いのが現状で、日本人の国民性（情）

は諸外国と比較すると同様のシステムでは比較はしてはいけないと

考えます。 

ただし、財政の問題は明らかであり、国にが保健で対応できる線引

きをより明確にし、かつ保健外であれば、同様の内容でも受けられ
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るということを求めている方もいるのが現状で、具体的には歯科で

多い保健内・保健外という選択肢は、とてもわかりやすい。 

ただし、格差という面では問題も多々ある。 

40～49歳 札幌市 
自費診療でサービス提供することによって、本人が満足できる可能

性があること。 

40～49歳 札幌市 職域拡大は必要 

40～49歳 千歳市 切れ目のないサービス支援、サービス質の向上 

40～49歳 帯広市 
対象者の意識も重要だが、保険外でも対応した方が対象者の可能性

が広がる 

40～49歳 帯広市 
医療、介護保険自体が限界。 

保険外サービスでも受けたい方は増えると思う。 

40～49歳 
北 広 島

市 

利用者のために解決できるのであれば、保険外サービスの提供は必

要。 

40～49歳 網走市 リハ職が関われれば回復が期待できる 

50～59歳 釧路市 希望者にはサービスを提供したいので。 

50～59歳 栗山町 
リハビリに依存的な対象者は自費でリハビリテーションを行った方

が良いと考えます。 

50～59歳 江別市 
危機感を持って競争がある程度行われることでサービスの向上は期

待できるのではと考える。 

50～59歳 札幌市 

保険はあくまでも制度が作った枠であって、対象者の苦痛や不便に

枠はないから。どの部分にも対応できるために、作られた枠の外か

らでもサービスを提供できることが必要。 

50～59歳 札幌市 リハ難民が増加しているため 

50～59歳 
苫 小 牧

市 

医療と介護だけでは、疼痛や心身の健康をマネジメントできないか

ら。 

50～59歳 
北 広 島

市 
介護保険サービスを卒業した時の受け皿が少ない。 

 

【作業療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 札幌市 必要な事だから 

～29歳 札幌市 リハ提供拡大に繋がるため 

～29歳 富良野 解決できず困っていることを解決できるなら、行うべき。 

30～39歳 更別村 
保険対象となる前の生活リハビリ視点を住民の方々が持つことが大

切 

30～39歳 札幌市 現状では時間，内容ともに不十分なため 

30～39歳 札幌市 リハ職活躍の場が広がる。 

30～39歳 札幌市 対応 
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30～39歳 札幌市 
対象者目線で考えると、途切れのない広い視点で支える方がよいと

思う。 

30～39歳 大樹町 介護保険内での制約範囲では賄えないニーズがある。 

30～39歳 函館市 国の財源上、仕方のないことでは？ 

40～49歳 旭川市 解決できないニーズが解決されるから 

40～49歳 岩内町 介護予防教室の卒業後に利用できる場所の提供が必要 

40～49歳 釧路市 保険下で出来ない人たちもいるし、地域格差がある 

40～49歳 厚岸町 財源不足を補うためにも 

40～49歳 砂川市 
もっと制度を緩和しリハビリテーション専門職を医師の指示なしで

も治療できる場が必要と感じる 

40～49歳 千歳市 
地域高齢者の問題を解決するための他の方法が、現状は存在しない

から。 

40～49歳 帯広市 時間や活動範囲を自由に設定できるため 

40～49歳 帯広市 

しっかりとした報酬が定まっていればよいと考えるが、解決できな

いニーズに対しては、行政の中で動ける医療従事資格者を利用する

ことは必要と考える。 

40～49歳 滝川市 
実際に困っている人がおり、その人達のために動いている中で、必

要と思っているため 

40～49歳 
洞 爺 湖

町 

買い物など地域資源が十分ではない場所では自助、互助では到底生

活が維持できない場合があります。地域格差といえばしょうがない

ですが、田舎に住む一住民としては柔軟な法体制の整備や副業など

の解禁など保険外サービスの提供に利する流れになってほしいと思

っています。 

40～49歳 
富 良 野

市 
制度が追いつかなければ仕方がない 

50～59歳 札幌市 

医療機関や介護事業者が、医療保険・介護保険診療では解決できな

いニーズというのがどういうものか、よくわからない。医療機関や

介護事業者が、医療保険・介護保険診療サービスがその地域にない

のであれば、保険外サービスで対応することはいいと思う。しか

し、事業として成立するのか疑問が残る。 

50～59歳 札幌市 保険に縛られない柔軟な対応でより良い対応ができるなら望ましい 

50～59歳 石狩市 
料金は高くなるが、保険外サービスにも良いものが沢山ある。又、

社会参加に繋がっていくものも多くあるから。 

50～59歳 函館市 
地域課題がそれぞれであるし、その地域で生活を諦めないために

は、衣食住、手続き代行などのフォローはあると思うから。 

 

問16-4-2.「ある程度推進すべきである」の理由について 

【理学療法士の回答】 
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年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 札幌市 サービスの拡大はビジネスチャンスである 

～29歳 旭川市 必要性に応じた対応ができればと考える 

～29歳 釧路市 制度だけでは限界あるから 

～29歳 札幌市 
ニーズがあるのであれば推奨すべき。しかし、医療者側からの押し

付けになってしまってはいけない。 

～29歳 札幌市 保険外サービスの内容次第 

～29歳 札幌市 料金設定が難しい 

～29歳 札幌市 料金設定が難しい 

～29歳 札幌市 
利用者の生活を第一に考えたときに、必要なことは全てすべきだと

思うから。 

～29歳 札幌市 なし 

～29歳 札幌市 時間が足りないきとがあるが期限が設けられているため 

～29歳 枝幸 金銭に余裕があればしてもよいと考える 

～29歳 稚内市 
儲けを考えず、利用者さんのために良心的な考えであれば良いと思

う 

～29歳 

中 川 郡

幕 別 町

札 内 あ

か し や

町 

患者さん・利用者さんの満足度があがるため 

～29歳 
中 標 津

町 

保険外サービスのみになってしまうことはないにせよ、それが経営

の第一収入のようになってしまい、保険で診れる対象者も保険外で

診るなんてことにならないためにも、程々が良いと思う。 

～29歳 天塩 利用者や町役場など関係者の理解を得られるかどうかわからない 

～29歳 函館市 

保険のみではどうにもできない課題が現場では多く、１人でもQOL

の向上を図るためにはそういったサービスの提供も必要となると考

えたため 

30～39歳 - 
居住している場所の違いで、基準を満たせず保険内サービスが受け

られないなどの場合、ニーズがあれば提供推進すべき 

30～39歳 - 
ただし、質の低いセラピストが現れると思うので、条件等がある必

要がある。 

30～39歳 - 
制度でカバーしきれないニーズは必ずあるのでその受け皿ができる

のは悪いことではないから 

30～39歳 旭川市 
形成外科のオペ後の患者様に対するPTとOTのニーズは高いと思って

います。 

30～39歳 羽幌町 場合によって必要 

30～39歳 釧路市 経済的問題がなく、患者や家族にとって必要であるならば提供する
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意味はあると考える 

30～39歳 恵庭市 方法は提示し、選択していただく。 

30～39歳 札幌市 様々なニーズにこたえるため、適材適所であるべきである 

30～39歳 札幌市 ニーズはあると思うから 

30～39歳 札幌市 
保険外サービスは医師の指示のもとではない場合が多く、リスクも

あるかと思うため 

30～39歳 札幌市 
推進すべきとは思いますが、明確な住み分けがなされずに行われて

いる面もあるのでは？ 

30～39歳 札幌市 

医療保険・介護保険診療を行うことで、保険外で対象者に必要なサ

ービスが理解でき、対象者の問題を解決できるのであれば推進して

いくことは必要だと思う。 

30～39歳 札幌市 保険だけではまかなえない細かいことがたくさんあるから 

30～39歳 札幌市 不安な気持ちが解消されるなら良いと思います。 

30～39歳 札幌市 解決できないのだから他のサービス提供が必要 

30～39歳 札幌市 
ニーズがあるのであれば、推進すべきであるが、保険内に納められ

るよう配慮も必要。 

30～39歳 札幌市 
自費で頂いて価値があるか、効果があるか検証した上で慎重にすす

める必要があると感じる。 

30～39歳 札幌市 

保険内サービスで対応できない部分や制約される部分でも必要とさ

れるサービスがあり、そこは実費負担が生じてでもニーズがあるた

め。 

30～39歳 札幌市 理学療法士の職域拡大に繋がるから 

30～39歳 札幌市 理学療法士の職域拡大に繋がるから 

30～39歳 室蘭市 
これらに当てはまる対象者は相当数いる印象。推進する必要性はあ

ると思うが、時間や報酬など超えるハードルは高いと感じるため。 

30～39歳 小樽市 本来、地域に出ているOTが活躍すべき場だと思う。 

30～39歳 小樽市 利用者のニーズに応えられるから 

30～39歳 
新 ひ だ

か町 

機能回復がみとめれる方でも、リハビリを行う場所がなく、何もで

きない人が多いため 

30～39歳 
千 歳 市

柏陽 

手厚く保険を利用してる方もいるため、むしろ、希望だけでリハビ

リをしてる方は保険外としていいと思う。 

30～39歳 足寄町 現状の保険対応には限度があると感じているため。 

30～39歳 稚内市 
状況に寄っては、上記のサービスではまかなえないこともあり、生

活の質を上げるために必要。 

30～39歳 
苫 小 牧

市 

医療保険・介護保険のサービスでは賄えないニーズを抱えられてい

る方々と接したことがある為 

30～39歳 
苫 小 牧

市 
利用者のニーズに応えるため。 
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30～39歳 函館 現状では保険適用のみで解決できないことも多々あるので必要 

30～39歳 函館市 
保険内でリハビリテーションを達成できない場合の手段として必要

と考える。資源格差は生じるとは思われますが。 

30～39歳 函館市 
これらのニーズも確実に存在するため。医療介護施設にとっても有

益なものであれば取り組む必要があると思われる。 

30～39歳 函館市 
職域拡大の観点や、セラピストとして対象者の需要に広く応えてい

こうとすることは悪いことではないと考えるため。 

30～39歳 函館市 保険が適用できない例はあるから 

30～39歳 函館市 
ヘルパーサービスでは電球の取り替えなどはやってくれないと嘆い

ている人がたくさんいるため 

30～39歳 函館市 
高所得者しか保険外サービスを受けられない可能性があるため、誰

もが利用できる保険外サービスの創出は重要と考える。 

30～39歳 函館市 特にありません 

30～39歳 北見市 あくまで保険を優先 

30～39歳 
北 広 島

市 

希望者には推進していくべきではあるが、利用者に対し強制的に保

険外サービスを進めていくのは推進すべきではないと考える。 

30～39歳 幕別町 患者・利用者の希望があるのであればそれも必要だと思う 

30～39歳 - 

医療保険、介護保険で賄うには高齢者総数やリハビリテーション回

数が必要であり、それらを継続するに財源圧迫になることは確実で

あり、現状として予防事業を率先して行うには保険負担は難しいと

考えます。 

40～49歳 - 自由度の高い自費サービスも今後必要と考えられる。 

40～49歳 札幌市 医療の多様性を認めるべき 

40～49歳 芦別市 保険外のものでも、ニーズに応えるのも今後必要と感じます。 

40～49歳 伊達市 カバーできないところもあるから 

40～49歳 釧路市 金銭的問題がなく、需要があるのであれば、推進したい 

40～49歳 釧路市 それはある程度自由なものだから 

40～49歳 恵庭市 公的サービスの限界 

40～49歳 札幌市 良い事とは思うが、収入弱者についての配慮がなされないため 

40～49歳 札幌市 参加のためには、保険外サービスも必要な場面があるため。 

40～49歳 札幌市 
利用者や対象者が望むサービスを提供することで、本当に必要なサ

ービスを提供できる可能性があるため 

40～49歳 札幌市 現在の制度の受け皿だけでは不足しているため 

40～49歳 札幌市 保険診療だけでは対応できないことが多いため。 

40～49歳 札幌市 ニーズに応えるためなら検討はするべきと考えるため 

40～49歳 札幌市 自由診療 

40～49歳 札幌市 
保険外サービスも賛成だが、収益第一主義でサービス内容がおろそ

かになってしまう事業者が出てしまうことに対しての心配もある。 
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40～49歳 札幌市 利用者の苦しみがそれで解決するのであれば必要であるため 

40～49歳 小樽市 予防医療の観点から、関わるべきと考える。 

40～49歳 千歳市 

保険診療対象者のみの経営だと利益が出にくく、職員への恩恵が小

さい。保険外での収益も足し、経営が安定する施設も出てくるので

はないか。 

40～49歳 帯広市 
推進しても、営利目的に走らないよう、倫理規定の策定と厳格化を

求めるべき 

40～49歳 稚内市 解決できないなら推進するべき 

40～49歳 函館市 費用負担の諸問題が解決されるべきと思うので 

50～59歳 旭川市 サービスの穴は保険外 

50～59歳 芦別市 そういった対象者もいるから 

50～59歳 札幌市 
不足している部分のシステム的補完を広域で必要、その後の縮小も

視野に進める必要がある。 

50～59歳 札幌市 
医師の指示を受けての自費リハビリテーションはありだと思いま

す。 

50～59歳 札幌市 リハビリの延長に社会参加への同行が出来ればいいのでは 

50～59歳 札幌市 
現状のサービスでは内容や単位数の問題があって不足しているのを

実感しているから 

50～59歳 七飯町 公平性の問題、保険料抑制 

50～59歳 函館市 身体拘束や個人情報についての、知識が必要。 

60～69歳 - 地域格差があるため 

 

【作業療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 札幌市 本人が納得するかたちであれば進めるべき 

～29歳 札幌市 

詳細を把握しているわけではないが、各医療機関や事業所が

やりたいこと、効果的だと判断した事に対して柔軟に対応す

るできる現行制度ではないのではないか。ただし、各施設の

提供するサービス間の質の格差が生じることも容易に推測さ

れるため、ある程度推進すべきと思う。 

～29歳 北見市 
既存のサービスとの連携•調整も同時に進める必要があると思

われる 

～29歳 紋別市 
保険外サービスでも解決できることがあるのであれば、ニー

ズに応える必要はある 

30～39歳 
河 西 郡 芽

室町 

日数で、リハビリテーションの回数に制限を設けられている

現状において、必要性やニーズが充足されていないケースが

あると思いますので、保険外サービスであっても、そのニー

ズがかなえられるサービスがあると良いと思います。 
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30～39歳 月形町 必要なサービスであれば使うべきかと思います。 

30～39歳 札幌市 
現実の生活場面では、医療機関や介護事業者だけでカバーし

きれない部分は多いため。 

30～39歳 札幌市 
対象者の利便性は向上することが期待できますが、実施機関

の負担も増大することが予想されるため。 

30～39歳 札幌市 介護保険料を少なくするため 

30～39歳 三笠市 

保険外診療については、貧富の格差が如実に体現される可能

性があるため、高度な医療の提供は必要だが、導入は慎重に

なるべきであると考えるため。 

30～39歳 小樽市 

保険外で過剰な負担でなければ行うことは重要であるが、医

療職が健康を食い物にして行うようなことは本来の主旨と異

なるため、注意深く行う必要がある 

30～39歳 池田町 
ニーズをアセスメントし解決に何が必要か考える際に選択肢

が増えた方がよい。しかし、収益を考慮する必要がある。 

30～39歳 苫小牧市 期限後も効果はある。ニーズは多様化してるので必要。 

30～39歳 函館市 
行きすぎると収入によって医療格差の拡大を招きかねないた

め、ある程度の条件や上限は必要だと思う。 

30～39歳 富良野市 
解決できないなら他で考えなければならないが、何でもやる

べきなのか、どの程度まで対応するべきなのかなど難しい 

30～39歳 北見市 
核家族化、独居生活などが多くなっていく中で、ニーズに合

わせた関わりは必要だと考える。 

30～39歳 北広島市 対象者にあったものを提供するため 

40～49歳 釧路市 必要と思うから 

40～49歳 札幌市 
生活上におけるニーズなので必要な対象者は存在すると考え

ます 

40～49歳 札幌市 
介護保険費の増大に伴う影響を考慮する必要はあると思われ

るため 

40～49歳 札幌市 収入面の問題がクリアできたらやるべき 

40～49歳 札幌市 
ニーズはあると思うが、経済面で利用できる対象者が限られ

るのも現状。 

40～49歳 札幌市 
質の担保が難しいしどんどん自由診療にシフトされてしまい

そうです。 

40～49歳 札幌市 制度から漏れてしまう方がいると思うため 

40～49歳 札幌市 
既存のサービス内容ではフォローしきれない方がいるので、

サービス外も条件をつけて行っても良いのではないかと思う 

40～49歳 札幌市 
細かい生活のニーズに応えるためプランにないのでと断られ

たらなかなか生活が大変になる 

40～49歳 札幌市 医療、介護保険ではカバーできない部分があるので 
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40～49歳 士別市 
患者ニーズは定型的なサービスだけでは、難しい場合が多い

ので、互助の精神がこれからは大事だと思う。 

40～49歳 小樽市 ニーズが有れば 

40～49歳 苫小牧市 制度が追いつくまでは狭間の対応が必要 

40～49歳 苫小牧市 期限の問題 

40～49歳 北見市 時間を割く分、報酬は得るべき。 

40～49歳 北見市 
対象者・家族に選択肢を多くもってもらい選択してもらうこ

とは重要と考える 

50～59歳 - 

在宅支援の意思があるのであれば、積極的に行うべきと思

う。患者にとっては医療機関からの継続で介護予防について

のアドバイスがあるなら有益と思われる。 

50～59歳 小樽市 サービス提供にはいろいろな幅があって良いと考えています 

50～59歳 帯広市 
質的担保をどうするかが課題と思います。儲け主義の保険外

サービスの乱立は避けるべきと思います。 

50～59歳 函館 望んでいる利用者がいると思います 

 

問16-4-3.「あまり推進すべきではない」の理由について 

【理学療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 札幌市 経済的に厳しい利用者も少なくないから 

～29歳 旭川市 自己負担が増えるため 

～29歳 釧路市 保険が使えないと値段が高くなる 

～29歳 登別市 
一度やってしまうと限度がなくなってしまう恐れがあるた

め。 

30～39歳 釧路市 お金がかかるので 

30～39歳 恵庭市 責任の所在が難しくなるため 

30～39歳 札幌市 保険料を納めているのだから、保険内で解決すべき 

30～39歳 札幌市 

無償サビースにするのか、有償サービスにするのか決まりが

なく料金設定のガイドもないため過剰サビースによる集客な

ど生む可能性があり、トラブル・クレームを増やす要因とな

る。 

30～39歳 上士幌 
必要に応じてだと思うが、保険診療制度として存在する以上

概ね保険内で実施できる内容に留めるべき 

30～39歳 登別市 

対応できないところは、対応できるサービスを持っている事

業者が行った方が良い。 

今後の期待も込めて、報酬が付かなくても着手することは良

いと思う。 

30～39歳 北見市 お金がない人はサービスを受けられないという事態が生まれ
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そうだから。 

40～49歳 旭川市 経済格差が受けられるサービスの格差につながるため 

40～49歳 札幌市 制限が効かない 

40～49歳 札幌市 

サービスを利用する側の負担が大きくなると思われます。何

か効果的であると思われるアプローチ方法等があるのであれ

ば、効果があることを立証し、いち早く保険サービスとして

提供されることが望ましいと考えます。 

40～49歳 室蘭市 そうなると、そもそも今の資格で対応できないんじゃない？ 

40～49歳 上士幌町 
内容や必要に応じて提供することは考慮されるが、マンパワ

ーの問題で難しい 

40～49歳 函館 格差が生まれる。 

40～49歳 美唄市 専門性が保たれなくなる可能性がある 

40～49歳 幕別町 保険外サービスを利用できる対象者は少ないため 

40～49歳 - 

０円の関わりはプロとしてありません。逆に収支の設定がプ

ラスになるシステムができるのであれば、thの裾野を広げるた

め積極的に開拓すべし。 

50～59歳 むかわ町 保険外での対応は困難。 

50～59歳 
野 付 郡 別

海町 
予算の出所がしっかり確保できるなら推進してよい 

 

【作業療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 大樹町 一人一人の負担が増えていく。 

30～39歳 旭川市 費用が高く、利用者の経済的負担が大きくなりやすい。 

30～39歳 札幌市 

保険外サービスは報酬体系が曖昧であり、保険診療業務を圧

迫し、事業所の安定した永続的な経営に支障をきたす恐れが

考えられるため。 

30～39歳 - 
推進するためには、しっかりとした取決めが必要となると思

います。 

40～49歳 札幌市 報酬は大事 

40～49歳 札幌市 
医療、介護サービスに入らないものは行政単位として支援す

る仕組みが望ましいとおもう。 

40～49歳 札幌市 

具体的な例を提示していないと答えらえない。単なる保険外

サービスを提供する、ということであれば、高所得者が利用

することが多く収益を見込め本来の介護保険業務よりもこち

らを優先する可能性があること、また、利用者の意向にそっ

て悪い意味で働く可能性が高くなることに留意すべき。 

40～49歳 標茶町 現状では対応しかねる為に上記にチェックをした。しかし、
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これらのニーズは増加すると考えられるため、今後は提供し

ていく必要性があると考える。 

40～49歳 北広島市 

保険内ではおさまらないサービスでも必要であることがわか

る立場にあるのが自分達であり、それを他のサービス提供者

へつなげることをすルべきであると思う。 

60～69歳 当別町 日本の医療制度の歴史的変遷を念頭に市民目線で考える 

 

問16-4-4.「よくわからない」の理由について 

【理学療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 旭川市 そのようなニーズをイメージすることが難しいため。 

～29歳 釧路市 
今後医療費削減されるならば、保険外も検討が必要かもしれない

が、金銭面の問題は難しい 

～29歳 恵庭市 
法的な判断が不明であり、質を無視したサービスの出現による利

用者側の不利益の可能性があるが、良い点も多々あり 

～29歳 江別市 
ニーズを解決するための対応策の1つではあるが、様々な方法が

ありうるため 

～29歳 札幌市 課題もたくさんあると思うため 

～29歳 札幌市 金銭に関しては詳しく知らないため 

～29歳 白老町 具体的にどういうサービスの事を指すのかわからない。 

30～39歳 - 

保険診療は時間や日数の制限があり、また制度に縛られている。

そこを保険外サービスでと考えるのはある程度理解できる。 

しかし必ずと言っていいほど収益の問題、抱え込みの問題が発生

する。 

純粋な気持ちで保険外サービスを運営しているところはあるの

か？ 

結局は収益、稼ぎたいため、その分野に進む方が大半であろう。 

30～39歳 旭川市 実際している例など知らない 

30～39歳 札幌市 
保険外サービスについて、名前を聞く程度で詳細を理解していま

せん。 

30～39歳 三笠市 サービスは線引きが難しい領域と捉えています。 

30～39歳 帯広市 
診療報酬、介護報酬下で働いている以上保険外でのサービス提供

には、一定のリスクを感じる。Drの指示のもとではないし。 

30～39歳 天塩町 診療報酬どうするかが課題 

30～39歳 苫小牧 

提供するものに対する報酬をどのように設定するのか、それは果

たして現実的に可能なのか、その点が明確にならない以上、推進

すべきかそうじゃないかは判断しかねます。 

40～49歳 旭川市 組織の理解が得られるか？ 
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40～49歳 札幌市 未経験なので 

40～49歳 札幌市 

実際に今そう言った業者を知っているが、連携が難しいと感じて

いるので。意見に相違があっても、同職種の為、利用者からはそ

のように求められるから責任が持てない。行うなら、積極的に連

携をし、お互いの意見をすり合わせる必要がある。そうでないと

結局は利用者様が損をする 

40～49歳 登別市 
金銭的な問題が一番の課題だと考えますので、事業として成立す

るかどうか不明 

40～49歳 函館市 自費診療でもリハビリしてほしいかたもいます 

50～59歳 札幌市 保険外とは、何を指すか不明。 

 

【作業療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な理由 

～29歳 釧路市 解決できないニーズとは？ 

～29歳 札幌市 
ご利用者様の経済力も絡んでくる問題な気がするので、むやみ

に水していく事かどうかわからないなと考えてしまいました。 

～29歳 札幌市 まだよくわからない 

～29歳 小樽市 よくわかりません。 

30～39歳 釧路市 
OTの職域がひろがると思うが、システムをしっかり作ってから

でないと不安。 

30～39歳 広尾町 
解決すべき問題、ニードに対しては保険適応外でも対応できれ

ばとは思うが。 

30～39歳 札幌市 特になし 

30～39歳 札幌市 
保険外サービスを具体的に知り、本人のニーズ、金銭面など状

況を把握したうえで判断する必要があると思います。 

30～39歳 苫小牧市 よくわかりません 

40～49歳 旭川市 リスク管理など課題もあり、どちらとも判断しなねるため 

40～49歳 
河 東 郡 音

更町 

経済的に余裕のある方にはあった方が良いと思うが、生活困窮

者で難病の方は「1の方が安いから入院」という選択をされるこ

とがあり、まだ歩けるのに長期入院になってしまうことがある

ので、こちらの是正の方を優先してもらえたらいいと思う。 

40～49歳 岩見沢市 
地域の活動を利用することは重要であるが、セラピストの負担

も増える可能性がある 

40～49歳 札幌市 具体的にどのようなものがあるかわからない． 

40～49歳 北見市 
取り組みたい一方で、所属先の理解を得られるのか、難しい

（収入的に） 

50～59歳 滝川市 
社会構造として難しい課題。社会保障制度を理解しようとして

いるのはサービス提供者側だけで、ユーザーや顧客にあたる人
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間たちの認識が低いのが社会問題のような気がします。知らせ

る努力と、知ろうとする努力をしたうえなら、もっと保険外サ

ービスも正当化できると考えます。 

50～59歳 函館市 
費用やその責任の所在など難しい問題が多い。医師の関与がど

の程度かわからない。 

 

問17．高齢者の介護予防等の推進に向けて、あなた自身関心がある、もしくは取り組んでみ

たいサービス等についてお答えください。（複数回答） 

 

【地域リハビリテーション活動支援事業に関連する取組】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 地域ケア会議への参加 426 42.3 

2 サービス担当者会議への参加 374 37.2 

3 多職種カンファレンスへの参加 441 43.8 

4 ケアプランの作成支援 215 21.4 

5 ケアマネジャーとの同行訪問 378 37.6 

6 住民の通いの場への参加 449 44.6 
 

無回答 195 19.4 
 

合計 1006 100 

 

【介護予防・生活支援サービス等】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 訪問型サービス 456 45.3 

2 通所サービス 302 30.0 

3 生活機能向上連携加算を算定する施設への派遣 208 20.7 
 

無回答 389 38.7 
 

合計 1006 100 

 

【介護保険診療】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 訪問リハビリテーション 504 50.1 

2 通所リハビリテーション 337 33.5 

3 訪問看護 116 11.5 

4 通所介護 71 7.1 

5 介護老人保健施設 160 15.9 

6 その他の介護保険診療に係る施設・サービス 83 8.3 
 

無回答 363 36.1 
 

合計 1006 100 
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【自費サービス】（保険外） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 一般高齢者の介護予防を目的としたサービス 465 46.2 

2 要支援者の介護予防をサポートするサービス 370 36.8 

3 退院後の回復期をサポートするサービス 360 35.8 

4 退院後の維持期・生活期をサポートするサービス 390 38.8 
 

無回答 348 34.6 
 

合計 1006 100 

 

【上記以外の「その他」】 

（理学療法士の回答） 

年齢 所在地 「その他」の具体的な内容 

～29歳 札幌市 なし 

～29歳 静内町 特になし 

30～39歳 札幌市 興味が無い。 

30～39歳 札幌市 
高齢になる前に元気になれば予防に繋がるのではないですか？とい

う考えで、30～60歳代も対象に入れたほうがいいと思います。 

30～39歳 札幌市 なし 

30～39歳 札幌市 分野が異なるので今はあまり考えることができません。 

30～39歳 小樽市 なし 

40～49歳 伊達市 40台からの予防事業 

40～49歳 札幌市 なし 

40～49歳 帯広市 フィットネスジム 

50～59歳 札幌市 なし 

50～59歳 函館市 市の立場で地域支援事業に関わっている 

50～59歳 函館市 市の立場で地域支援事業に関わっている 

50～59歳 - なし 

 

（作業療法士の内容） 

年齢 所在地 「その他」の具体的な内容 

30～39歳 小樽市 

発達障害の学校支援 

学校コンサルタント 

地域保育園の活動支援 

30～39歳 北広島市 なし 

40～49歳 札幌市 ほぼすでに取り組んでいる 

40～49歳 札幌市 なし 

40～49歳 札幌市 保険外で生活期をサポートできるのであればニーズもありそう。 
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40～49歳 札幌市 

訪問リハ、ケアマネの経験があり、今は有料老人ホームで働いて

います。HARPの役割も担っているので（貢献はできていません

が）、上記で特にやってみたいことはありません。 

40～49歳 士別市 
現在担当しております。 

加えて認知症予防 

40～49歳 千歳市 MCI診断後の対象者ならびに家族支援 

40～49歳 北見市 介護保険未算定 

50～59歳 札幌市 今は子どもの施設にいるので縁が無いと思います 

50～59歳 滝川市 

患者や利用者の囲い込みではなく、市場で連携して機能分化する

ことも必要。資本主義的競争は働く側が行い、サービス自体は資

本主義ではなく、社会主義的視点で構築し、共存できる社会環境

を作りたいものです。 

 

問18．高齢者の介護予防等の推進に向けて、リハ職が関わる新たなサービスに関するアイデ

ア等がございましたら、ご記入願います。 

【理学療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な内容 

～29歳 旭川市 各地域の役所と連携して、月一回のリハビリイベントの開催 

～29歳 岩見沢市 

地域の外来リハビリの充実を図るべきであると考えます。 

患者、利用者から多く聞かれるのが、リハビリの時間が短く電気

やホットパックをする時間がほとんどで満足できないとの声で

す。医師と外来リハビリのリハビリテーション職が連携を密に

し、リハビリを充実させることで介護予防につながるのではない

でしょうか。 

～29歳 恵庭市 

小中学生の身体測定のように、当たり前のように毎年（定期的

に）身体機能を評価するシステムを作れるのが理想。そこでPTが

評価に応じてADLや自主トレーニングを指導するなどして対応

し、必要に応じて受診などを勧められれば良い。 

～29歳 札幌市 

介護予防等への参加はリハビリ職の職域拡大に重要であると考え

る。セラピストが副業として行えるシステムがあれば、理想では

ないだろうか。 

～29歳 札幌市 なし 

～29歳 札幌市 
コミュニティや参加を確立するための、予防、フレイルだけでは

なく、それと結びつけた日本情勢、や電子機器の講演活動 

～29歳 帯広市 機械を積極的に使うサービス 

～29歳 稚内市 
60歳以上の方を対象にリハビリテーション職員が考えた体力測定

を実施する 

～29歳 函館市 フィットネス施設や運動施設にリハ職種を配置し、相談所を設け
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ることや施設を回り対象者と会話する人として雇う。 

運動への正しい知識の提供や症状のある対象者のケアなどニーズ

はあるかと思います。 

30～39歳 - 

人は力であると考える 

魅力のある分野であるとともに、後進育成を進めていただきたい 

できる限り、マンツーマンの対応を望んでいる方が多くいると感

じている 

集団体操も大切ではあるが、介護でも医療の本質や理学療法士の

本質を忘れてはいけないと考える 

診察は集団で行うか？理学療法評価は集団で行うか？ 

利用者は自分がみられていない、興味がないことまで知っている 

30～39歳 札幌市 

現在も行われている、地域の運動教室をより多くのかたに知って

もらい、専門職が自由に関われる環境が整うことを望んでいま

す。 

30～39歳 旭川市 自動車運転等の移動手段獲得、維持、向上に向けた支援 

30～39歳 旭川市 
地域での講演会の実施、情報提供の場を作る、身体の相談所をつ

くるなど 

30～39歳 釧路市 医師の指示を必要としない訪問リハビリステーション 

30～39歳 札幌市 

施設内等での旅行を考えたり、孫に会いに行くなどその人の人生

の大きなイベントに参入をしていく。本当に叶いたい夢に対して

なら行動したり、金銭を動かす人は多いと思います。 

30～39歳 札幌市 
市町村とのパイプを太くするべく、市町村へ所属するPTを増やし

ていくことも大事かと思います(職域拡大の意味合いも含め) 

30～39歳 札幌市 VR/ARを用いて遠隔で予防教室などを開催 

30～39歳 札幌市 youtubeで周囲が高齢者介護予防を推進できるよう手助け。 

30～39歳 札幌市 
介護予防について、全般に知識・理解がPTとして不十分なので、

相互理解が重要かと思います。 

30～39歳 札幌市 
高齢者に限らず全ての人を対象にした予防医療を目指すべきと思

います。 

30～39歳 札幌市 テレビなどメディアへ積極的に出る。 

30～39歳 札幌市 
義務教育世代への健康教育：高齢者への関わり、介護への理解・

参加 

30～39歳 札幌市 
運動による身体的、認知的な効果をよく知るリハビリ職が、その

旨のテレビCMを流す 

30～39歳 札幌市 
携帯アプリでの生活指導、メール・動画・テレビ電話などで生活

課題を相談・助言できる場をつくるなど 

30～39歳 札幌市 
介護予防に特化したセラピストの組織を作り、そこから派遣をす

るシステムを構築すべきである。（1や施設勤務しか行っていな
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いセラピストが地域のニーズを理解し、それに対応する介護予防

活動を行うことには限界を感じるから） 

30～39歳 札幌市 

介護される側ばかりでなく、介護をする側の人への知識・技術の

習得を目的としたサービスがあってもよいのではないかと思いま

す。 

30～39歳 三笠市 

各地で既に存在はしますが、フレイル外来の立上げが有用と捉え

ております。地域での活動からフレイル外来へ対象者を促し、医

療での関わり終了後は再度地域での活動にてフォローアップとい

う流れはイメージしております。自治体1としては、市民の介護

予防へ何かしらの形で積極的に関わっていきたいと考えておりま

す。 

30～39歳 小樽市 なし 

30～39歳 森町 
リハ職の開業権を早くすすめるべき！そうすることで、1に通う

人が減って、医療費を軽減できる 

30～39歳 帯広市 

高齢者に限定せず、小学校、中学校などの教育現場から、腰痛予

防など、からだの使い方に関して理学療法士が当たり前に関わる

風土作りができれば。 

30～39歳 池田町 

地域老人会での講話や相談会の開催、デイサービスなどリハビリ

職のいない施設での身体評価や職員へのアドバイス、介護認定予

備軍における一次予防事業の実施 

30～39歳 苫小牧市 

要支援や神経難病の初期症状の方など、利用できる場が少ない方

や予防の重要性にまだ気づいてない方を対象としたサービス提供

できる場を増やしてあげたいです。 

30～39歳 函館市 
サービス付き高齢者住宅やグループホーム等のリハ職派遣。職員

指導。 

30～39歳 函館市 

介護予防事業に参加する方は運動意識が高い傾向にあるため、い

かにして参加しないような方に関わっていくかが重要と考える。

そのため、日常生活の中でよく行く場所（スーパーなどの商業施

設）で体力測定や姿勢や歩行のチェックを行い、運動指導を行う

などが重要と考える。また、運動を行ったら割引きを受けられる

など、運動することでインセンティブがあれば運動へのモチベー

ションも上がる可能性がある。もし、その取り組みが商業施設に

とって客寄せになり得れば、商業施設からセラピストへ日当の支

払いが行われる可能性がある。公的財源を使用せずに介護予防が

可能となりwinwinモデルを構築することができると考える。 

30～39歳 
函 館 市 中

道 

職場の許可が得られればそういった活動をする人は増えてきそ

う。 

30～39歳 北広島市 1等で介護予防サービスを行うことで点数がとれる制度が必要。 
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40～49歳 伊達市 
予防は若いうちから。 

予防接種だって乳児からやるでしょう 

40～49歳 伊達市 腰や膝など疼痛の緩和に特化したサービス 

40～49歳 岩内町 高齢者対象の企業とのコラボイベント 

40～49歳 釧路市 訪問リハステーションの設置 

40～49歳 釧路市 とくになし 

40～49歳 札幌市 ある程度公の機関が関与しないと継続が難しいと考えます 

40～49歳 札幌市 

介護予防は、高齢者になってからではなく、もっと早い方が良い

ので、 

スポーツジムなどやスーパー銭湯などに訪れる方達 

健康に意識があり、動けるうちからの取り組みをすべきと思いま

す。 

40～49歳 札幌市 特にありません 

40～49歳 札幌市 リハ職が関わることで診療報酬になるシステム作り。 

40～49歳 札幌市 
何かしらのインセンティブがあれば、出前教室や、訪問機能評価

事業など(学校の体力テスト的な)も可能では？ 

40～49歳 札幌市 様々な啓蒙活動 

40～49歳 札幌市 なし 

40～49歳 札幌市 
高齢者になる前の関わりが必要であり、生活習慣を含めた知識の

補充や運動をする場の提供 

40～49歳 札幌市 

1所属では院内の業務のみで一杯になり、地域の介護予防等に関

わりたいが機会がないため、予防を専門とする事業所や部門を増

やすような対策があるといいと思う。その場合、収益事業になる

かが問題となるが。 

40～49歳 札幌市 
引きこもりの高齢者への対策として、訪問で予防に繋がるサービ

ス。 

40～49歳 札幌市 模索中です。 

40～49歳 室蘭市 

介護予防は高齢者にだけ行ってもその場しのぎになりマンパワー

不足になる。これからの若者にたいし、介護予防の概念を伝え、

若いレベルで街や地域を変えていく必要がある。伝わりにくけれ

ば、個別に連絡もらえたら説明します。 

40～49歳 函館市 地域包括支援センターへのリハ職常勤配置の義務化 

40～49歳 網走市 保健分野における保健センターとの連携 

40～49歳 
 高齢者向けのフィットネスの利用方法の指導等、元気な高齢者の

介護予防事業 

50～59歳 むかわ町 介護予防事業 

50～59歳 芦別市 
退職者の義務教育化。学校に通うことで、心身共に機能維持・向

上が可能になる。知識や運動機能、社会参加等の様々な面でメリ
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ットは多い。 

50～59歳 江別市 

まずは自治体や包括、居宅事業所などにリハ職の配置が制度化さ

れ採用されるようになること。ただしポンコツなものでは何も仕

事はできないのでしっかりと仕事のできる人材が入っていくこと

と考えます。 

50～59歳 札幌市 健康に過ごせるまちづくりの場の企画や運営 

50～59歳 札幌市 

日々の業務に忙殺されて、アイデアが浮かびません。報酬改定毎

に、リハビリが軽んじられている傾向にあり、明るい未来を描け

ないが、訪問業務の役割や意義を十分に理解して、活動中です。 

50～59歳 札幌市 なし 

50～59歳 函館市 地域リハビリテーション活動支援事業を請負う会社・事業所 

50～59歳 函館市 地域リハビリテーション活動支援事業を請負う会社・事業所 

50～59歳 函館市 
セラピストが持っている、評価法やプログラム立案について、主

治医やケアマネに知っていただく場が必要。 

50～59歳 
野 付 郡 別

海町 

地域包括支援センターへのリハビリテーション専門職の配置の義

務化 

 

【作業療法士の回答】 

年齢 所在地 具体的な内容 

～29歳 釧路市 

定期的に訪問し、運動や生活に対するアドバイスをする機会を設け

ることで、在宅にいても顔を見に来てくれるだけでなく適切な指導

もしてもらえたら良いと思う。始めは訪問で介入し、徐々に通いの

場に誘い出したりとか…。そのためにもリハ職は初回で相手に安心

感を持ってもらえるようなコミュニケーション力が必要だと思う。 

～29歳 札幌市 

自身の職場としては急性期ではあるものの退院後の患者フォロー、

退院前家屋調査など回復期1が当たり前にやっていることを導入した

い。その後は地域の行事(パークゴルフ大会など)に出席し、行事の

一環に健康チェックなどの要領で指導や評価ができれば、定期的に

チェックでき、受診の推奨などもできるのではないか。 

～29歳 札幌市 地域でできる旅行プラン 

～29歳 小樽市 作業療法士と市の介護予防の連携を強化する 

～29歳 大樹町 特にないです。 

～29歳 北見市 
地域高齢者へのadvancecareplanning自体への参加、それに付随する啓

蒙活動への参加。 

～29歳 紋別市 行政や関係機関との連携が必要だと感じています。 

30～39歳 釧路市 
ICTを活用した新たな地域サービスを診療報酬以外の分野で活動す

る人達と連携して作り上げていくこと 

30～39歳 札幌市 在住する町内会や地区単位での公的機関により充実したot配置を検
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討するか地域住民として参加するなど。虚弱高齢者となる前の、一

般高齢者の段階での活動や参加機会の拡大に介入していくなど。 

30～39歳 札幌市 産業リハビリ 

30～39歳 札幌市 

・新たなサービスではないですが、作業療法士がメディアの場など

で介護予防や作業療法士の役割などを発信し、リハビリテーション

や介護予防というものに対する認知度・必要性を理解してもらうこ

とが、全国民の意識や行動を変えることにつながっていくと思いま

す。 

・現在でも地域支援包括センターなど行政が介護予防教室などを行

っているが、作業療法士が全く関わっていないものも多く、新たな

サービスも大事だが、既存のサービスに専門職が関わるようになる

こと(専門職の必要性が伝わっていないことが原因だと思いますが)

伝わることも重要だと思います。 

30～39歳 函館市 
高齢者を介護予防するのも大事だが、現役世代から介護予防の声か

けをしていかないと行けないのではないかと思います。 

30～39歳 函館市 

要支援・要介護の方でも就労できるような環境がない。働くことが

介護予防にもつながると思う。リハ職が一人一人の残存能力を評価

し、適切な役割分担をマネジメントしながら職場の運営に携わって

いければ良いと思う。 

30～39歳 
北 広 島

市 
なし 

40～49歳 旭川市 就労に関してのサポート 

40～49歳 
河 東 郡

音更町 

自分がやりたいことをやるための何らかのサービスがあるといいと

思う。高齢者は元気にデイサービスに行っていれば安心というよう

な風潮を感じる。集団は苦手だが、1対1なら何かしたいという人も

いるので、そのような人が選択できるサービスが増えるといいと思

う。本人より家族の思いの方が優先されがちで、「ある程度歩ける

人はデイサービスに」との価値観を押し付けられていると感じるこ

とがある。本人がしたい活動を優先できるような仕組みに同意する

人が増えると良いと思う。 

40～49歳 岩内町 
介護予防サロン事業を公共機関(役場)が開設し、セラピストの人件

費も賄ってもらう。 

40～49歳 釧路市 セラピストが開業出来るようになる事 

40～49歳 厚岸町 なし 

40～49歳 砂川市 

色々なデイサービスができてますね。IADL特化型なんてものもあり

ますが、リハ専門職が在籍してません。今後どんな部分に特化した

ものができるか楽しみです。認知症予防特化型？とかとか 

40～49歳 札幌市 介護予防学会とかあると 
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どんなふうに取り組んでいるのか？どんな内容をやっているのか、

共有できる機会ができるのでは？ 

40～49歳 札幌市 なし 

40～49歳 札幌市 
地域によりサービスの充実には偏りがあるため、その部分を担える

形がリハ職として何かあれば… 

40～49歳 札幌市 

関わりたい気持ちはあるが、仕事として関わりたい。本体業務の他

に、善意で、ボランティアで、というならやりません。高齢者の介

護予防等の推進には、本来もっと人とお金が必要なはず。もし推進

したいなら、今の財政状況ではできません、国民に負担が必要で

す、とはっきりいうべき。いやだといわれれば、この国はお金の問

題で介護予防等を推進できません、とはっきり国の内外に示すべ

き。あくまでこの国は民主主義の国ですから。また、一部本気で国

民のことを思ってか、はたまた功名心で推進したいリハ職がいるの

なら、ろくにお金もでない業務に若い療法士を巻き込み、過労死さ

せかねないことを自分たちがしていることを認識してほしい。 

40～49歳 札幌市 
町内会の会館を利用した、高齢者のサロンと小学生の放課後デイサ

ービスを融合させた機能を持つサービス 

40～49歳 札幌市 
まずは身近なところからでもアプローチできる 

親や親戚などにたいしてから適切にアドバイスできるはず 

40～49歳 士別市 
リハ職という視点ではなく、自分が何ができるかだと思います。 

独自サービスの開業も含めて。 

40～49歳 帯広市 

地域の民生委員、町内会との関わりを持つことから進めていくと、

良いのではないか。それには、都道府県のリハ専門職協会は待つの

ではなく、地方自治体と話し合っていけると何かしらの問題や、役

立てるかかわり方も見つかるのではないか。 

40～49歳 当別町 
資質向上のための研修会や様々な取り組みがされているが、活用さ

れていないと感じる。もっと活用していって欲しい。 

40～49歳 
洞 爺 湖

町 

作業療法士という資格を堂々と名乗って地域に出れると素晴らしい

ですね。あと、やはり子育て世代としては子供と高齢者をつなぐ仕

事や役割がOTにあるといいなと思います。 

50～59歳 石狩市 高齢者スポーツクラブ。イベント企画会社。 

50～59歳 帯広市 
作業療法士が推進している介護予防ツールを積極的に予防事業へ取

り込んで頂けてもらえたらと思います。 

50～59歳 滝川市 

無いとは言えませんが、具体的に示すだけの知識も技量もありませ

ん。 

ただ、不可能な希望（歩けないのに歩きたいとか）に向き合える仕

事（叶え方・諦め方）がしたいので、これから築き上げていきたい

と考えております。 
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50～59歳 函館 地域のコミュニティ作りを学校の空き教室を利用して行う 

50～59歳 函館市 支える世代への介入。 

50～59歳 北見市 
アイデアとは違うが、市町村や地域包括支援センターにセラピスト

の勤務が増えること。 

60～69歳 当別町 IT支援 
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資料3 道内通所介護事業所向けアンケート調査結果一覧 

 

高齢者の自立支援・重度化防止に向けたリハビリテーション職との連携に関する調査 

 

１．貴事業所の概要についてお答えください 

問1．貴事業所の所在地についてお答えください。（単一回答） 

No. 所在地 件数 割合（％） 

1 札幌市 215 36.7 

2 旭川市 40 6.8 

3 函館市 23 3.9 

4 小樽市 19 3.2 

5 帯広市 17 2.9 

6 釧路市 16 2.7 

7 北見市 13 2.2 

8 その他 302 51.5 
 

無回答 6 1.0 
 

【「その他」について】 

具体的な内容 

岩見沢市、江差町、斜里町、古平町、江別市、北広島市、余市町、恵庭市、日高町、東川

町、苫小牧市、石狩市、新得町、西興部村、七飯町、名寄市、伊達市、紋別市、足寄町、

新ひだか町、大樹町、稚内市、和寒町、訓子府町、枝幸町、美深町、上士幌町、仁木町、

音更町、利尻町、網走市、登別市、奈井江町、中標津町、池田町、むかわ町、白老町、栗

山町、松前町、室蘭市、富良野市、留萌市、深川市、千歳市、根室市、士別市、遠軽町、

安平町、北斗市、厚岸町、赤平市、滝川市、三笠市、中標津、弟子屈町、白糠町、音威子

府村、亀田郡七飯町、厚沢部町、今金町、蘭越町、美瑛町、芽室町、本別町、佐呂間町、

湧別町、南幌町、月形町、寿都町、夕張市、平取町、美幌町、遠別町、真狩村、ニセコ

町、砂川市、京極町、別海町、新冠町、浦幌町、浜中町、美唄市、苫前町、幕別町、長万

部町、留寿都村、利尻富士町、共和町、八雲町、黒松内町、厚賀町、清里町、当別町、標

茶町、大空町、 
 

問2．通所介護の施設区分についてお答えください。（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 地域密着型 341 58.2 

2 通常規模 223 38.1 

3 大規模（Ⅰ） 13 2.2 

4 大規模（Ⅱ） 7 1.2 

  無回答 2 0.3 

  合計 586 100 
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問3．所属する法人の形態についてお答えください。（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 社会福祉法人（社協除く） 140 23.9 

2 医療法人 46 7.8 

3 営利法人（会社） 310 52.9 

4 特定非営利活動法人（NPO法人） 22 3.8 

5 社会福祉協議会 33 5.6 

6 その他 28 4.8 

  無回答 7 1.2 

  合計 586 100 
 

 

【「その他」の具体的な内容】 

カテゴリ 具体的な内容 

「その他」 

株式会社、一般財団法人、町営、有限会社、町立、市町村、社会医療法

人、合同会社、農協、地方自治体、宗教法人、中小企業等協同組合 

公益社団法人 

 

問4．貴事業所と併設・隣接するサービスについてお答えください（複数回答）。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 訪問介護 121 20.6 

2 訪問入浴介護 6 1.0 

3 訪問看護 40 6.8 

4 訪問リハビリテーション 17 2.9 

5 通所リハビリテーション 22 3.8 

6 短期入所生活介護 78 13.3 

7 短期入所療養介護 6 1.0 

8 居宅療養管理指導 3 0.5 

9 通所介護 123 21.0 

10 福祉用具貸与 9 1.5 

11 特定福祉用具販売 7 1.2 

12 住宅改修 5 0.9 

13 特定施設入居者生活介護 28 4.8 

14 認知症対応型通所介護 26 4.4 

15 小規模多機能型居宅介護 12 2.0 

16 認知症対応型共同生活介護 49 8.4 

17 居宅介護支援 154 26.3 

18 地域密着型通所介護 76 13.0 
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19 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 19 3.2 

20 夜間対応型訪問介護 0 0.0 

21 看護小規模多機能型居宅介護 5 0.9 

22 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0.0 

23 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 9 1.5 

24 介護老人福祉施設 69 11.8 

25 介護老人保健施設 9 1.5 

26 介護療養型医療施設 2 0.3 

27 養護老人ホーム 20 3.4 

28 その他介護保険サービス 23 3.9 

29 障害者に対するサービス 27 4.6 

30 併設ないし隣接するサービスはない 116 19.8 

  無回答 27 4.6 

  合計 586 100 

 

【問4の自由記述】 

カテゴリ 具体的な内容 

「障害者に対する

サービス」 

・訪問リハビリ 

・訪問介護 

・介護予防、日常生活支援総合事業 

・軽費老人ホーム 

・訪問介護相当、通所介護相当 

・サービス付高齢者住宅 

・特別養護老人ホーム 

・有料 

・地域包括支援センター 

・有料老人ホーム 

・住宅型有料老人ホーム 

・日常生活支援総合事業 

・認知症対応型通所介護 共用型 

・総合事業 

・介護予防、日常生活支援総合事業第一号通所事業 

・保育所 

・一般型ケアハウス 

・介護予防支援事務所 

「障害者に対する

サービス」 

・療養通所 

・盲人養護老人ホーム恵明園 

・放課後等デイサービス 児童発達支援 
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・日中一時支援 

・地域活動支援センター 

・生活介護、短期入所、居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問

介護 

・身体障害者を主な対象とした生活介護 

・自立支援法に基づく訪問入浴サービス 

・障害福祉サービス 

・障がい者支援施設、短期入所、相談支援事業所、ホームヘルプサ

ービス 

・障害者支援施設、障害者福祉サービス、障害児支援事業、相談支

援事業 

・指定障害者支援施設 

・共生型生活介護 

・北広島リハビリセンター更生部、療護部 

・基準該当生活介護 

・居宅介護、重度訪問介護 

・居宅、重度、移動 

・(共用型)児童発達支援、(共用型)自立訓練、(機能訓練型)就労継続

支援B型 

・知的障害者更生施設 

・基準該当福祉サービス 

 

問5．利用登録者数（実人数）について要介護度別にお答えください。（数字を記入） 

【総合事業対象者】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 0人 113 19.3 

2 1～9人 180 30.7 

3 10～19人 40 6.8 

4 20～29人 30 5.1 

5 30～39人 10 1.7 

6 40人以上 21 3.6 
 

無回答 192 32.8 
 

合計 586 100 

 

 

 

 

 



 

 

- 248 - 

 

【要支援1】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 0人 47 8.0 

2 1～9人 239 40.8 

3 10～19人 82 14.0 

4 20～29人 48 8.2 

5 30～39人 23 3.9 

6 40人以上 31 5.3 
 

無回答 116 19.8 
 

合計 586 100 

 

【要支援2】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 0人 43 7.3 

2 1～9人 215 36.7 

3 10～19人 119 20.3 

4 20～29人 57 9.7 

5 30～39人 26 4.4 

6 40人以上 25 4.3 

7 無回答 101 17.2 

8 合計 586 100 

 

【要介護1】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 0人 5 0.9 

2 1～9人 146 24.9 

3 10～19人 168 28.7 

4 20～29人 110 18.8 

5 30～39人 55 9.4 

6 40人以上 62 10.6 
 

無回答 40 6.8 
 

合計 586 100 

 

【要介護２】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 0人 4 0.7 

2 1～9人 273 46.6 
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3 10～19人 169 28.8 

4 20～29人 74 12.6 

5 30～39人 22 3.8 

6 40人以上 9 1.5 
 

無回答 35 6.0 
 

合計 586 100 

 

【要介護３】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 0人 20 3.4 

2 1～9人 442 75.4 

3 10～19人 65 11.1 

4 20人以上 5 0.9 
 

無回答 54 9.2 
 

合計 586 100 

 

【要介護４】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 0人 89 15.2 

2 1～9人 391 66.7 

3 10～19人 13 2.2 

4 20人以上 4 0.7 
 

無回答 89 15.2 
 

合計 586 100 

 

【要介護５】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 0人 164 28.0 

2 1～9人 285 48.6 

3 10～19人 3 0.5 

4 20人以上 2 0.3 
 

無回答 132 19.8 
 

合計 586 100 

 

【利用登録者数合計】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 0人 2 0.3 
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2 1～49人 211 36.0 

3 50～99人 165 28.2 

4 100～149人 78 13.3 

5 150～199人 21 3.6 

6 200人以上 7 1.2 
 

無回答 102 17.4 
 

合計 586 100 

 

問6．貴事業所では、機能訓練指導員としてリハビリテーション職を雇用していますか？

（数字を記入） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 常勤の理学療法士がいる 58 9.9 

2 非常勤の理学療法士がいる 41 7.0 

3 常勤の作業療法士がいる 45 7.7 

4 非常勤の作業療法士がいる 29 4.9 

5 常勤の言語聴覚士がいる 8 1.4 

6 非常勤の言語聴覚士がいる 9 1.5 

7 リハビリテーション職は雇用していない 406 69.3 
 

無回答 39 6.7 
 

合計 586 100 

 

【常勤理学療法士人数】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 0 0 0.0 

2 1人 3 0.5 
 

無回答 55 99.5 
 

合計 58 100 

 

【非常勤理学療法士人数】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 1人 2 4.9 

2 2人 1 2.4 

3 無回答 38 92.7 

4 合計 41 100 
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【常勤作業療法士人数】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 1人 1 0.2 

2 3人 1 0.2 
 

無回答 43 99.7 
 

合計 45 100 

 

【非常勤作業療法士人数】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 2人 1 0.2 

2 無回答 28 99.8 
 

合計 29 100 

 

【常勤言語聴覚士人数】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 1人 2 0.3 
 

無回答 6 99.7 
 

合計 8 100 

 

【非常勤言語聴覚士人数】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

 
無回答 9 100.0 

 
合計 9 100 

 

2．加算の算定状況についてお答えください 

問7． 個別機能訓練加算（Ⅰ）または（Ⅱ）について 

問7－1．個別機能訓練加算の算定状況についてお答えください（複数回答）。算定している

場合は、利用登録者に占めるおおよその割合を数字でお答えください。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している 175 29.9 

2 個別機能訓練加算（Ⅱ）を算定している 275 46.9 

3 算定していない 250 42.7 
 

無回答 10 1.7 
 

合計 586 100 
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【個別機能訓練加算（Ⅰ）利用登録者％】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 0～9.9％ 2 0.3 

2 10.0～19.9％ 3 0.5 

3 20.0～29.9％ 5 0.9 

4 30.0～39.9％ 14 2.4 

5 40.0～49.9％ 11 1.9 

6 50.0～59.9％ 8 1.4 

7 60.0～69.9％ 11 1.9 

8 70.0～79.9％ 3 0.5 

9 80.0～89.9％ 11 1.9 

10 90.0～99.9％ 34 5.8 

11 100％ 55 9.4 
 

無回答 18 73.2 
 

合計 586 100 

 

【個別機能訓練加算（Ⅱ）利用登録者％】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 0～9.9％ 5 0.9 

2 10.0～19.9％ 6 1.0 

3 20.0～29.9％ 10 1.7 

4 30.0～39.9％ 19 3.2 

5 40.0～49.9％ 15 2.6 

6 50.0～59.9％ 15 2.6 

7 60.0～69.9％ 23 3.9 

8 70.0～79.9％ 21 3.6 

9 80.0～89.9％ 22 3.8 

10 90.0～99.9％ 50 8.5 

11 100％ 62 10.6 
 

無回答 27 57.7 
 

合計 275 100 

 

問7－2．個別機能訓練加算について、「課題となっていること」や「算定していない理由」

についてお答えください。（複数回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 加算点数が少ない 155 26.5 

2 加算の内容では十分効果が得られない 37 6.3 
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3 算定の対象となる利用者が少ない 58 9.9 

4 機能訓練指導員が多忙で、対応しきれない 139 23.7 

5 
機能訓練指導員以外の看護職や介護職員、生活相談

員等が多忙で、対応しきれない 
167 28.5 

6 利用者の家族の理解が得られない 13 2.2 

7 利用者の担当ケアマネジャーの理解が得られない 11 1.9 

8 その他の理由 108 18.4 
 

無回答 128 21.8 
 

合計 586 100 

 

【「その他の理由」の具体的な内容】 

・3ヶ月に1回以上の訪問の調整がむずかしい 

・OT、PT等を雇用する資金がない 

・加算 

・加算が対象外のサービスである 

・看護師以外の機能訓練指導員が見つからない 

・機能訓練指導員の資格を持っている人が少ない。 

・訓練指導員を雇用していない 

・限度額超過が理由にて算定に至らない場合有。 

・個別(Ⅱ)を算定要件のハードルが高い 

・算定案件(人員基準の配置が整えば)が合えば要検討 

・指導員の確保難 

・指導員の確保難 

・指導員の確保難等～以下同じ 

・スタッフが休むことがあり、対応しきれない事がある 

・専従の機能訓指導員を配置できない 

・専門職を雇用する予定がない 

・対象者をしぼっている 

・短時間での運動効果がすぐにはえられない 

・特になし 

・中重度加算を算定しており、配置を充分に確保できないため 

・認知症対応型通所介護のため 

・認知症対応型のため(Ⅰ)(Ⅱ)の区別なし 

・認知症対応型の為単価が高い。他の加算を増やす事により利用者減につながる事が危惧

される為加算を取っていない。 

・非該当 

・利用者様の家族の訓練やステレッチの協力が中々説得できない面がある。 

・利用料が高くなるし、人件費も大変。リハビリをしたい利用者は通所リハに行っている
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ので当事業所では・・・。当所は認知症の方が多く徘徊等が多くなるので機能訓練は難し

い。 

・令和2年2月で退職したため 

・機能訓練への知識が少ない。応用・工夫等 

・メニューが単調になってしまう 

・単位数が足りない 

・機能訓練指導員の不足 

・小規模の事業者は専門職を入れると会社として(利益)成り立たない為リハビリを強化さ

せることが難しい 

・専従のリハスタッフが居ない為 

・本人が望まない 

・加算点数の割には家庭訪問等スタッフのやるべきことが多い。 

・訓練の質 

・常勤での機能訓練指導員不在の為 

・個別はほぼ100%に近いが支援者は運動器 

・特になし 

・看護職が非常勤の為、算定していません 

・金銭的に負担増になると利用回数↓する 

・単位数上限にて外している方が多い 

・計画書書くのたいへんなのでとりません 

・2019.12.1より休止 

・担当の看護職の訓練が必要なため 

・認知デイなのでⅠとⅡではない 

・本来は加算を取りながら専門性見出していく流れだが、料金が高いと言われ、金儲けと

思われてしまう。 

・設備的面 

・認知症利用者の評価が難しい 

・算定用件を満たすのが困難 

・常勤の機能訓練指導員がいない 

・稼動していない 

・看護職が兼務しているが、訓練の評価ができない 

・スタッフの確保が難しく、十分なサービスを提供できない。 

・算定に必要な記録等の整備に対応が追いつかない 

・訓練内容の充実を計る必要が常にある 

・訓練内容の充実を計る必要が常にある 

・体制が整えられない 

・人員不足 

・算定に伴い、書類が多く、加算以上に時間がとられる。効率的でない 
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・利用の単位がオーバー(自己負担発生)するので、算定していない場合がある 

・セラピストと看護師のリハビリに対しての解釈が違うのにどっちでも良いことに疑問を

感じる。 

・リハビリをうりにしていないから 

・算定要件を満たす記録、評価等に時間がかかりすぎる 

・機能訓練指導員を他の職種が兼務している為。 

・利用者が少ない(定員８名)のため専門職を雇用できない。 

・他サービスを利用の為、単位数が足りない 

・看護職員が機能訓練指導員と兼務しており対応が困難である。 

・帳票類の手間が多い 

・考えていない 

・人員基準を満たす事が困難な為 

・看護師の確保が難しく加算取得が出来なかった。 

・本人が希望しない 

・常勤専従の機能訓練指導員の確保が難しい 

・利用者の方の理解としてリハビリのイメージ(病院)が強い 

・書類作成に時間を取られる 

・配置要件があり、困難な場合もある 

・スタッフの人手不足 

・個別のかかわりが十分ではないと感じる時がある 

・ニーズがない 

・看護職と機能訓練指導員とのかけもちの為ほぼ機能訓練指導員の対応できず。他に雇う

と、その分の収入はなく赤字となる為雇えない 

・体制が整っていない 

・特になし 

・現状必要としていない方がいる 

・訓練目標の設定についてケアマネからの丸投げも多い。 

・機能訓練指導員の1の配置がない。点数の割に業務が多忙。収入に見合わない。 

・職員の人員不足 

・課題ではありませんが、3ヶ月ごとの書類が多く大変です。1日の業務も多く、いかにそ

の時間を作るかということですね。 

・実施する職員によって内容に差がある事 

・職員不足 

・地域柄、現役で畑など自営業手伝いを継続している方が多く必要性が感じられない様だ 

・評価の問題がある 

・専従の職員がいない為 

・出来る範囲で行っている 

・リハビリ目的ではない為 
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・加算対象の事業ではない 

・自宅訪問、書類の作成 

・同じ系列で通所リハビリ開設している 

・書類作成に時間がかかる。 

・リハビリ職で求人してもなかなか来ない。 

 

問8．生活機能向上連携加算について 

問8－1．生活機能向上連携加算の算定状況について、お答えください（複数回答）。算定し

ている場合は、利用登録者に占めるおおよその割合を数字でお答えください。 

 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 算定している 41 7.0 

2 条件が整えば算定したい 94 16.0 

3 算定していないし、算定する予定はない 424 72.4 
 

無回答 27 4.6 
 

合計 586 100 

 

【「算定している利用登録者％」】 

No. カテゴリ 件数 割合（％） 

1 0～19.9％ 3 0.5 

2 20.0～39.9％ 1 0.2 

3 40.0～59.9％ 4 0.7 

4 60.0～79.9％ 4 0.7 

5 80.0～99.9％ 2 0.3 

6 100％ 8 1.4 
 

無回答 19 96.2 
 

合計 41 100 

 

問8－2．生活機能向上連携加算の算定について、「課題となっていること」や「算定予定が

ない理由」についてお答えください（複数回答）。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 加算点数が少ない 95 16.2 

2 
基準に適合する事業所・医療提供施設がそもそも見つか

らない 
84 14.3 

3 算定の対象となる利用者が少ない 75 12.8 

4 算定要件が厳しい 168 28.7 

5 加算の内容では十分効果が得られない 17 2.9 

6 現在の機能訓練指導員が多忙で、対応しきれない 126 21.5 
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7 
機能訓練指導員以外の看護職や介護職員、生活相談員等

が多忙で、対応しきれない 
140 23.9 

8 利用者の家族の理解が得られない 6 1.0 

9 利用者の担当ケアマネジャーの理解が得られない 8 1.4 

10 その他の理由 64 10.9 
 

無回答 129 22.0 
 

合計 586 100 

 

【「その他の理由」の具体的な内容】 

・2019.12.1より休止 

・PT、OT、STの雇用がむずかしい。 

・PT、OTがいる 

・PT、OT等がいない為 

・PTが常勤でいるため、必要性が分からない。 

・医療機関の職員に来てもらう事が困難。(費用も含め) 

・会社からのお話がない為 

・外部委託であり、単価からするとあまり利益は得られない 

・外部のリハ職等へ支払う委託料も気になっています。 

・加算が対象外のサービスである 

・加算対象の事業ではない 

・考えた事が無い 

・考えていない 

・看護職が非常勤の為、算定していません 

・機能訓練指導員(看護職)がいるため 

・機能訓練指導員の1の配置がない 

・金銭的な問題 

・訓練指導員を雇用していない 

・検討する状況にもなっていない 

・この点数で連携するメリットが少ない。自事業所にＰＴがいるのになぜ算定できないか

不明である 

・サービスが稼動していない 

・算定用件を満たすのが困難 

・事業所内にリハ職がいるため 

・事業所の力量不足 

・市内に就職希望するPT、OT等がいないとハローワークから言われた。 

・事務負担が大きい 

・上記と同様事由 

・常勤ＰＴが在席している為、効果が得られない為 
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・常勤でリハ職配置をして、相談、アセスメントを実施している。算定要件に当てはまら

ない事業所や法人内配置での連携も同様にして欲しい 

・職員全員がＰＴ－ＯＴ－ＳＴのいずれかの資格を持っているため必要性がない。 

・書類作成のちに、かなり時間と手間がかかる。 

・人員基準を満たす事が困難な為 

・人員不足 

・生活相談員がOTの資格を持っているため 

・設備的面 

・専門職を雇用する予定がない 

・対象者を増やして行く方向で検討中 

・体制が整っていない 

・体制は整え、算定可としているが、要望・必要者がいない 

・短時間利用者が多いため、算定ができない 

・単に予定がない 

・通所介護施設であるので、対象となっていない。 

・出来る範囲で行っている 

・問７－２と同じ 

・同上 

・弊社規定による 

・訪リハ、通所リハ、リハを行う医療機関でしか算定要件に入っていないため 

・魅力がない 

・有資格者がいない 

・リハ職がいない 

・利用者様が多いので時間を要する 

・利用者にとって有意義な加算になっていない。 

 

問9．ADL 維持等加算（Ⅰ）または（Ⅱ）について 

問9－1．ADL 維持等加算（Ⅰ）（Ⅱ）の算定状況についてお答えください（複数回答）。算

定している場合は、利用登録者に占めるおおよその割合を数字でお答えください。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 ADL維持等加算（Ⅰ）を算定している 6 1.0 

2 ADL維持等加算（Ⅱ）を算定している 6 1.0 

3 条件が整えば、ADL維持等加算（Ⅰ）の算定したい 76 13.0 

4 条件が整えば、ADL維持等加算（Ⅱ）の算定したい 64 10.9 

5 算定の予定はない 459 78.3 
 

無回答 22 3.8 
 

合計 586 100 
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【ADL維持等加算（Ⅰ）利用登録者％】 

No. カテゴリ 件数 割合（％） 

1 46% 1 0.2 

2 67% 1 0.2 

3 80% 1 0.2 

4 100% 2 0.3 
 

無回答 1 99.1 
 

合計 6 100 

 

【ADL維持等加算（Ⅱ）利用登録者％】 

No. カテゴリ 件数 割合（％） 

1 80% 1 0.2 

2 90% 1 0.2 

3 100% 4 0.7 
 

無回答 0 99.0 
 

合計 6 100 

 

問9－2．ADL維持等加算の算定について、「課題となっていること」や「算定予定がない理

由」についてお答えください（複数回答）。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 加算点数が少ないこと 173 29.5 

2 事業所の機能訓練指導員に対する説明や説得 41 7.0 

3 
機能訓練指導員の補助をしている他の職種の職員の機能

訓練に対する説明や説得 
50 8.5 

4 利用者や家族に対して説明し同意を得ること 25 4.3 

5 算定要件を満たすこと 265 45.2 

6 
既に他の方法で結果評価尺度を導入していたので、それ

との調整 
8 1.4 

7 届出のための事務負担が大きいこと 141 24.1 

8 その他 63 10.8 
 

無回答 109 18.6 
 

合計 586 100 

 

【「その他」の具体的な内容】 

カテゴリ 具体的な内容 

「その他」 

・3～4時間の利用の為 

・3時間以上未満のみの運営なので要件にあわない 

・5時間以上なので(当センターは3～4h) 
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・会社からのお話がない為 

・加算が対象外のサービスである 

・加算対象の事業ではない 

・加算の要件が複雑かつ面倒 

・加算を増やす事は、居宅サービスを減らす事につながり、単価の高い所

の利用者減につながる恐れがある。 

・加算をもらえるための介護をクリアが難しい 

・考えていない 

・看護職が非常勤の為、算定していません 

・気がない 

・共用型のため、利用実人数が少数である。そもそも加算対象外である。 

・記録等の事務負担が大きい為 

・訓練指導員を雇用していない 

・計画書書類たいへんなので必要なし 

・今回初めて知った為 

・サービスが稼動していない 

・算定する必要性を考えていない 

・算定要件を満たせない。 

・算定要件を満たせない。 

・就職希望するPTが市内に居ない。 

・職員多忙により対応しきれない 

・職員不足 

・人員不足 

・選定要件を満たす対象者が少ない 

・専任の職員を配置する余裕がない。 

・専門職を雇用する予定がない 

・総数が２０名以上に満たしていない為 

・短時間 5時間未満のため 

・短時間利用のため、算定できない 

・単に予定がない 

・問７－２と同じ 

・同左 

・特に考えた事が無い 

・特になし 

・特になし 

・なし 

・認知症対応型通所介護にはその加算がない為 

・人員の確保など 
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・日々の業務におわれ検討にもいたっていません 

・費用対効果 人件費 

・弊社規定による 

・要介護３以上で15％以上にはならない為 

・要件を満たさない 

・令和2年4月～算定開始予定 

 

3．利用者の生活機能の向上に向けた取組内容や今後の意向等についてお答えください。 

 

問10. 機能訓練等の効果の把握方法についてお答えください（複数回答）。 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 機能訓練指導員による定性評価 275 46.9 

2 要介護度の測定 48 8.2 

3 日常生活自立度の測定 93 15.9 

4 FIM の測定 41 7.0 

5 バーセルインデックスの測定 94 16.0 

6 TUG等歩行速度の測定 165 28.2 

7 柔軟性の測定 105 17.9 

8 筋力の測定 210 35.8 

9 バランスの測定 187 31.9 

10 持久性の測定 77 13.1 

11 独自に開発した評価スケールの測定 21 3.6 

12 その他の方法 34 5.8 

13 特に把握はしていない 126 21.5 
 

無回答 42 7.2 
 

合計 586 100 

 

【問10の自由記述について】 

カテゴリ 具体的な内容 

「独自に開発

した評価スケ

ールの測定」 

・歩行速度、バランス、握力など 

・歩行撮影、分析 

・パワーリハビリテーション評価に近い内容 

・ＳＩＯＳ 

・体力測定表を用いた評価 

「その他の方

法」 

・10m歩行 

・3ヶ月毎に評価をし通所介護計画へ反映している。 

・５ｍ歩行、握力、片足立ちの測定 

・5m歩行速度 



 

 

- 262 - 

 

・ＡＩの導入 

・ＣＭや関係機関からの情報 

・ＨＤＳ－Ｒなど 

・ＩＡＤＬ、ＱＯＬ、生活のひろがり、介護負担感 

・握力、100m歩行速度、30秒間起立回数、開眼片脚立ち 

・握力測定、片足バランス測定、5ｍ歩行測定 

・今現在ケアマネから簡単な情報提供のみで機能訓練的なことは行ってい

ない 

・インボディを使用 

・看護職員が施設における日常生活の様子を見ながら評価している。 

・今後はTUGと同時に、歩行姿を動画として残し、過去と現在の歩行の様

子を見比べる事ができるようにしたいと考えております。(準備中) 

・職員の全体ミーティングにおける、利用者の状態等の情報共有。月1回 

・職員の全体ミーティングにおける利用者の状態等の情報共有、月1回 

・生活機能へのアセスメント 

・生活リハビリの中で、機能維持向上を評価 

・その疾患に合わせた評価方法にて測定。 

・対象者の主観をきき、記録すること 

・体力測定 

・立ち上がり 

・担当看護師の評価のみです。 

・定期的な体力測定 

・てんとう虫テスト 

・転倒リスク評価表、居宅訪問チェックシート 

・日頃の生活リハビリの積み重ね 

・歩行の調子やバランス、嚥下、会話時の応答等 

・リハプランシステムの活用 

 

問11. 利用者の生活機能の向上に向けて、「現在取り組んでいること」、「条件が整えば

今後取り組みたいこと」について、お答えください。（該当箇所に〇） 

 

【介護職に対して、機能訓練指導員や連携している外部リハ職から生活機能の維持・向上に

資する方法を伝えてもらい、日々のケアで実践している】（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在取り組んでいること 202 34.5 

2 条件が整えば今後取り組みたいこと 183 31.2 
 

無回答 201 34.3 
 

合計 586 100 
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【機能訓練指導員や連携している外部リハ職が、利用者宅を訪問して環境を確認し、在宅で

の生活を踏まえた機能訓練を行っている】（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在取り組んでいること 146 24.9 

2 条件が整えば今後取り組みたいこと 165 28.2 
 

無回答 275 46.9 
 

合計 586 100 

 

【機能訓練指導員や連携している外部リハ職が、機能訓練で実施している内容を踏まえて、

利用者や家族に対して、在宅でのセルフケア方法を伝えている】（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在取り組んでいること 152 25.9 

2 条件が整えば今後取り組みたいこと 161 27.5 
 

無回答 273 46.6 
 

合計 586 100 

 

【機能訓練指導員がサービス担当者会議に参加して、機能訓練の目標や計画づくりに関わっ

ている】（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在取り組んでいること 147 25.1 

2 条件が整えば今後取り組みたいこと 212 36.2 
 

無回答 227 38.7 
 

合計 586 100 

 

【ケアマネジャーや訪問介護や訪問看護ステーション等と機能訓練内容を共有し、ヘルパー

や看護職員等を通じた利用者の在宅でのセルフケアを推進している】（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在取り組んでいること 121 20.6 

2 条件が整えば今後取り組みたいこと 195 33.3 
 

無回答 270 46.1 
 

合計 586 100 

 

【社会参加や家での役割等、社会的な役割を視野に入れた機能訓練を実施している】（単一

回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 現在取り組んでいること 232 39.6 

2 条件が整えば今後取り組みたいこと 166 28.3 
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無回答 188 32.1 

 
合計 586 100 

 

問12. 利用者への効果的な機能訓練の実施に向けて、課題となっていることはありますか。 

（複数回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 
リハビリテーション職を雇用したいが確保することができ

ない 
170 29.0 

2 外部のリハビリ専門職との連携がとれない 131 22.4 

3 
リハビリ専門職以外が機能訓練指導員を担っており、リハ

ビリや機能訓練に関する専門知識が不足している 
163 27.8 

4 
機能訓練指導員を専任で配置する余裕がなく、他の業務と

の兼務で機能訓練に専念できない 
207 35.3 

5 
職員の機能訓練に関わる知識や技術を向上させたいが、身

近に研修できる機会がない 
125 21.3 

6 
利用者に対する自宅でのセルフケア（運動など）を促進す

ることが難しい 
156 26.6 

7 
加算などのインセンティブが少ないため、効果的な機能訓

練の実施に向けた体制整備などが難しい 
140 23.9 

8 
退院した利用者への疾患別の機能訓練などの専門知識が不

足している 
73 12.5 

9 その他 31 5.3 
 

無回答 67 11.4 
 

合計 586 100 

 

【「その他」の具体的な内容】 

・５の内容であるが研修に行く人的ゆとりがない 

・お金がかかる 

・加算点数が少なく、現状の指導員の人数では全ての利用者に満足感を与えるのは難しい 

・加算はとっていないが、本人・家族・CM等と相談をし合い、在宅生活を少しでも長く

できる様希望されるリハは、個別に対応している。 

・雇用する予定がない 

・サービスが稼動していない 

・事務負担が大きい。事業として成り立たない 

・職員人材の確保 

・人員不足 

・人件費に対する収入が見込めない 

・スタッフの配置は本社が管理している 
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・全ての利用者様にセルフケアの提案までは至っていない 

・専門職を雇用できる程の報酬はない 

・そこまでの機能訓練を必要とする利用者が通所していない 

・特になし 

・認知度の高い方が多く、家族の希望もリハビリに対しての希望がないため。 

・場所の確保が困難となっている。 

・母体からリハ職員が異動するが、病院自体人材が不足している 

・前向きにリハビリをする利用者が少ない。やってもらいたい気持ちが強い(マッサージ

等) 

・余裕はない 

・理学療法士が管理者を兼務しており多忙なこと 

・リハ職を増員しても収支に見合わない 

・利用者、fa、CMの機能訓練への評価が低い 

 

 

問13. インターネットを活用し、リハビリテーション職が遠隔によって利用者の評価や計

画作成、個別訓練の方法等についてアドバイスができる仕組みについて、関心はあり

ますか？（単一回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 関心がある 83 14.2 

2 ある程度関心はある 226 38.6 

3 あまり関心はない 166 28.3 

4 よくわからない 97 16.6 

 無回答 14 2.4 

 合計 586 100 

 

問14. 利用者の身体機能や疾病履歴等のデータを元に、リハビリテーション職が監修した

個別の運動プログラムが自動作成できるシステムについて関心はありますか？（単一

回答） 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 関心がある 105 17.9 

2 ある程度関心はある 265 45.2 

3 あまり関心はない 132 22.5 

4 よくわからない 70 11.9 
 

無回答 14 2.4 
 

合計 586 100 
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問15. リハビリテーション職との連携により、個別性を踏まえた機能訓練等を実施する対

象者として、要支援者や要介護１の軽度者を重点対象とすることについて、どのよう

にお考えですか。（単一回答） 

【高齢者の介護予防を推進する観点から、要支援者・要介護１など軽度者を対象とすべきで 

ある】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 そう思う 201 34.3 

2 ある程度そう思う 259 44.2 

3 あまりそうは思わない 105 17.9 
 

無回答 21 3.6 
 

合計 586 100 

 

【要支援者・要介護１など軽度者を対象とした方が実施効果は得られやすい】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 そう思う 187 31.9 

2 ある程度そう思う 286 48.8 

3 あまりそうは思わない 92 15.7 
 

無回答 21 3.6 
 

合計 586 100 

 

【要支援者・要介護１など軽度者を対象としたいが、加算がないなど、実施のハードルが高

い】 

No. カテゴリ 件数 割合（%） 

1 そう思う 245 41.8 

2 ある程度そう思う 193 32.9 

3 あまりそうは思わない 121 20.6 
 

無回答 27 4.6 
 

合計 586 100 
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資料４ 調査票 
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