
は、失語症と、それから再発ですので、構音障害と、
両方あるのに加えて、意識障害があるという状況で、
全く発語がありませんし、理解もかなり困難で、今
やっと、ときどき反響言語といいまして、「おはよ
う」と言ったら「おはよう」と返すということが、
ごくまれに見られるということで、あとの言語面へ
の理解も、状況と、あとは感情面で理解できること
はあるなと感じていますけれども、言語そのものを
理解するということはなされていないと思います。

【大石】　どうもありがとうございます。ただ、外
に出られることによって、何か自分を、少し客観的
に見つめることができるようになったのかなという
感じがして、非常にいいかかわりをしていらっしゃ
ると思いました。私たちも参考にさせていただきた
いと思います。どうもありがとうございました。

【吉村】　ありがとうございます。

【村上】　ありがとうございました。松坂先生何か
ありますか。

【松坂】　非常に素晴らしい発表だったと、本当に
感銘を受けているわけです。ただ、こういった機能
の改善がなくて、今お話しされたように、いろいろ
コミュニケーションを取るのも非常に難しい中で、
旅行を提案されたということが、普通は、一般的な
リハの職、われわれの考えから言うと、あまりにも
唐突のような感じもするのです。私も失語症の患者
さんを外に引き出すのに、1年以上かかったという
経験もあるのですが、どういうプロセスで旅行とい
うのをご提案されたのか、そこのところを教えてい
ただければと思います。ST だけの提案ではないよ
うな感じもしますが。

【吉村】　ありがとうございます。

【村上】　吉村さん、幸い時間もございますので、
当事者支援の「やまびこ」の会の説明も含めてお
願いできますでしょうか。

【吉村】　ありがとうございます。言語友の会「や
まびこ」というのがうちのほうにありまして、失
語症者、言語障害のある方とご家族を支援するとい
う形で、昭和62年に発足しております。それから
二十何回の旅行で、今年で25～27回、参加してい
ますが、旅行は唐突のように思えるのですが、経験
の中では、旅行ということの素晴らしさと、本人を
変えていく、家族を変えていく力というのが、長年
の間で分かっているので、旅行にぜひというのは1
つあるのです。言語友の会「やまびこ」に参加し
てもらうことで、かかわるスタッフ、療法士側がい
くら支えようと思っても支え切れないところ、共感
しているようでも、実は立場が違うというところが
どうしてもあって、してもらっている立場だという
ところが抜けないというのもあり、そこを当事者同
士、ご家族同士の中で、お互いの困っている点、こ
うやったら良かったよというようなことを、愚痴も
ありましょうし、苦労話、喜び、いろいろなことを
話される中で、徐々に変化が見られるということが
大きな利点のある会だと思っていまして、その中で
の旅行への取り組みでした。
　この旅行については、主治医の先生が実は連携病
院の方ではなかったので、突然、どこの誰か分から
ない人に旅行に連れていくと言われたら、大変不審
に思われるのではないかと思っていたのですが、訪
問リハビリに行っていたのが、うちとは関係ないと
ころの PT さんが行かれていたので、そこが窓口に
なってくださって、先生と会うことができました。
そうしましたら、かかりつけ医の先生が、「旅行に
行って帰ったら褥瘡ができるだろうね、肺炎になる
だろうね」と言われたのですが、ありがたかった
のは、「でもなってもいいよ、僕が治してあげるか
ら」と言ってくださったのです。そういう後押し
があったことが力になりました。

【村上】　ありがとうございました。またご質問は、
この後半でお受けすることにいたします。それでは
吉村さん、ありがとうございました。

　では4番目の演題です。「ケアプラン作成を通じ
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たリハビリ支援に関する調査研究事業に参加して」。
秋田県の市立大森病院理学療法士、菅原詠子さん。
お願いいたします。

【菅原】　市立大森病院の菅原です。よろしくお願
いします。
　今回、「ケアプラン作成を通じたリハビリ支援に
関する調査研究事業」という、国保のモデル事業
に取り組ませていただく機会を得たので、報告させ
ていただきます。

　まず事業の背景です。平成22年度の先行調査、
「特別養護老人ホームへのリハビリ支援にかかわる
調査研究事業」にて、リハビリ専門職が介護職員
に生活リハビリの視点を指導、助言を行うことによ
り、ケアの質が向上する効果が確認されました。
よって、その効果を実践していくためには、生活リ
ハビリの視点をケアプランに取り入れることが重要
であると考えられます。

　よって、事業の目的は、ケアプランにリハビリの
視点を導入した場合どうなるかといった効果を明ら
かにすること。また、リハビリ視点の導入によって、
変更されるサービス内容や、利用者の生活の変化を
調査し、他職種間の連携を行うことで、ケアマネ
ジャーのマネジメント力を高めること、さらにリハ
ビリの視点を介護の分野に応用することを目的とし
ます。

　本事業の協力施設と役割についてです。医師や
PT、OT らから構成されるリハビリ専門職と、近
隣の地域包括支援センターでサポートチームを作り
ます。地域に所属する特養施設および居宅介護支援
事業所から協力を募り、ケアに課題を感じている介
護サービス利用者を挙げてもらいます。サポート
チームは担当ケアマネジャーとともに対象者を訪問
し、生活場面などのアセスメントを行い、相談や情
報提供などを行いながら、リハビリ支援を提案しま
す。その支援内容をケアマネジャーがケアプランに
導入して、実践してもらうという流れを取ります。
なお、利用者の対象は、食事、移動、移乗、排泄な

ケアプラン作成を通じたリハビリ支援に
関する調査研究事業を経験して 

 

市立大森病院 
理学療法士 菅原詠子 

 事業の目的 
ケアプランにリハビリの視点を導入 
 
 
・その効果を明らかにする 
・サービス内容や利用者の生活の変化を調査する 
・ケアマネのマネジメ ント力を高める 
・リハビリの視点を介護の分野に応用する 

 協力施設と役割 
サポートチーム 

相談 

情報提供・活動支援 

国保直診のリハビリ専門職 

 

医師・歯科衛生士 

PT・OT・ST 

地域包括 

支援セン
ター 

リハビリ支援 

利用者：食事、移動、移乗、排泄などの生活場面での 
          ケアが困難である介護サービス利用者 

特養施設  
スタッフ 

ケアプラン作成・実施支援 

ケアプラン実践 

居宅 
家族・ヘルパー 

ケアマネージャー 

利用者 利用者 

 事業の背景 

先行調査にてリハビリ専門職が介護職員に生活リハ 
ビリの視点を指導・助言を行うことにより、ケアの質 
が向上する効果が確認された。 
 
 
 

効果を実践するために生活リハビリの視点を 
ケアプランに取り入れることが重要。 
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どの生活場面でのケアが困難である介護サービス利
用者とし、選定してもらいました。

　ちなみにリハビリ支援とは、リハビリの視点、い
かに本人の残存能力を生かしていくかという考えの
もと、介助方法を伝え、ベッドや補助具などの選定
を手伝いながら、利用者の身体機能や環境などの改
善を行う試みです。

　大森地区での取り組みの結果です。実施期間は平
成23年11月から平成24年2月の3カ月間、行いま
した。対象となる利用者は特養施設から5名、居宅
介護支援事業所5カ所から1名ずつ、計5名選出さ
れました。平均年齢、平均要介護度はご覧のとおり
です。

　介入前後で対象となる利用者の FIM の比較を行
いました。特養施設では平均で2.8点の増、居宅で
は3.4点の増となり、どちらも若干ではありますが、
介入後の増加となりました。また、すべての対象者
において、FIM の低下は見られませんでした。具
体的に特養施設では、移乗、歩行項目での増加が見
られました。居宅は FIM の増加項目に共通性は見
られませんでした。

　続いて、介入に当たり効果の見られたリハビリ支
援内容についてです。
　特養施設では、シルバーカーを歩行器に変更する
などの歩行補助具の選定により、歩行への不安がな
くなり、見守りで歩けるようになった、過剰介護に
なっていた移乗の際に、手を添える程度の援助で、
自力での移乗ができるようになった。立ち上がり時
に、ベッドを立ち上がりやすい高さに設定し、L 字
柵を設置することで、ポータブルトイレ動作が自立
して行えるようになった症例がありました。また、
ADL はそれなりに自立しているけれども、何とな
く歩行が不安定であるという課題に対し、転倒しに

リハ支援とは・・・ 
 
 リハビリの視点から 
   （いかに本人の残存能力を活かしていくか） 
 ・介助方法を示す 
 ・ベッドや補助具などの選定を手伝う 
 
「利用者の身体機能や環境の改善を行う」 
 
 
 

 結果２ 
FIM(平均） 特養施設 居宅 
介入前 79.0 98.6 
介入後 81.8 102.0 
増減  2.8↑  3.4↑ 

・全ての対象者においてFIMの低下は見られなかった 

・特養施設･･･移乗・歩行で増加が見られた 

・居宅･･･FIM増加項目に共通性は見られなかった 

 結果3-1  効果の見られたリハビリ支援 

特養施設 
 

 ・歩行補助具の選定 （シルバーカー→歩行器へ） 
 

 ・移乗時の介助方法指導 （なるべく見守る） 
 

 ・立ち上がりの環境整備 （ベッド高さ・柵の設置） 
 

 ・転倒しにくい靴の提案 
 

 ・息を吹く体操指導 
 

 結果１ 

実施期間：平成23年11月～平成24年2月  
サポートチーム：医師・PT・OT・ST 
協力特養施設：１施設 
協力居宅介護支援事業所：5事業所 

利用者 特養施設 居宅 
人数 5名 5名 

平均年齢 85.6歳 81.0歳 
平均要介護度 要介護3 要介護1.8 
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くい靴を提案すると、安定した歩行ができるように
なり、介護職員が歩行を安心して見られるように
なったという効果もありました。
　さらに息を吹く体操は、寝たきりで発声力が衰え
てきた利用者に、何かできることはないかという課
題から提供したものですが、発声力が上がる効果は
3カ月間の介入では見られなかったのですが、息を
吹く体操を促すというやり取り自体が介護スタッフ
と利用者のコミュニケーションへとつながったなど
の効果が見られました。また、この寝たきりの方に
は、車椅子座位のポジショニングも指導し、レクな
どへの参加も促してみたのですが、やってあげた方
が良いと感じるスタッフは多いけれども、時間や人
員の面で、介助量の負担が大きく、実際のところ難
しいという結果に終わりました。

　居宅では、浴室内に滑り止めマットを設置し、動
作指導をしたことで介護力が減り、浴槽への出入り
が安全に行えるようになったというものや、簡単に
できる筋力強化の自主体操を指導した結果、自宅で
の役割が楽に行えるようになったという効果があり
ました。居宅では、特養施設に比べてリハビリ支援
による介入の効果が少ないという結果となりました。
　特養施設、居宅ともに、どれもケアプランの中の
細かい内容や、プランに載せるまでもない小さな内
容にとどまりましたが、それなりに効果が見られま
した。
　居宅での取り組みに関して、生活リハビリの視点
に立った支援はできなかったものの、今回の介入で
印象に残った症例について幾つか紹介します。

　症例1。A さん。男性、72歳。要介護1。脳出血
で軽度右片麻痺となり、妻と二人暮らしをされてい
る方でした。自宅生活はほぼ自立していました。デ
イサービスを利用して機能訓練を行っていますが、
最近、右手の動きの低下から、少しデイサービス自
体に物足りなさを感じているようでした。妻も夫の
日常での活動性が若干低下してきていることを心配
していました。意欲的で、理解も良い方であったた
め、サポートチームでは、自己流で行えるデイサー
ビスの機能訓練よりは、個別リハビリでがっちりプ
ログラムを組んで提供してくれる、デイケアのある
施設のほうが良いと判断し、勧めてみました。これ
に関しては、もともと担当ケアマネジャー自身も、
以前からそのほうが良いのではないかと感じていた
ようでした。私たちのかかわりもあり、本人も少し
行ってみようかという気持ちになったようですが、
新しい環境に移ることに不安もあったため、現在の
デイサービスをなくさず、回数を減らし、代わりに
デイケアをプラスしてもらうという形をプランに組
み込んでもらいました。
　本人としては、的確に運動指導をしてもらえるこ
とで、充実感や、やりがいを感じるようになりまし
た。また入浴時の洗身動作の工夫や、日常での手の
使い方が楽になってきたなど、生活場面への良い影
響も見られるようになりました。生活リハビリの支
援という介入とは少しずれましたが、ケアマネ
ジャーが、ケアプランを変更・修正する良いきっか
けになったようでした。

 結果3-2  効果の見られたリハビリ支援 

居宅 
 
 ・浴室の環境整備 （滑り止めマットの設置） 
 
 ・自主体操の指導 
 
 
 

特養施設に比べ、リハビリ支援による 
効果が少なかった 

 結果４  症例報告１ 
       Ａさん 男性 ７２歳 要介護１ 
       脳出血 右片麻痺 妻と二人暮らし 
 
介入内容：デイサービスの機能訓練から、 
       デイケアでの個別リハビリを導入 
 
 
    ・充実感とやりがいを感じるようになった 
    ・入浴時の洗身動作の工夫や日常での手の    
使い方が楽になってきた 
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　続いて症例2。B さん。女性、82歳。要支援2。
腰部脊柱管狭窄症のある方です。腰回りの筋力低下
があり、生活全般に不自由が多いという課題があり
ましたが、日常生活はマイペースに過ごせていたた
め、腰部周囲の筋力強化を目的に、タオルを使って
できる、簡単な自主体操を指導しました。自主体操
を定着させるために、体操は趣味の韓流ドラマ鑑賞
の時間に行ってもらうよう指導しました。こちらの
症例は、本人の身体機能レベルの向上は特に見られ
ませんでしたが、無為に過ごしていた時間が、リハ
ビリをしているという充実した時間になり、家族に
とっても、「体操やっているか ?」といったコミュ
ニケーション手段にもなってきたそうです。
　担当ケアマネジャーとしては、運動は大事だと
思っていたが、具体的な指導にまで至っていなかっ
たため、専門科からの直接指導により、それが実現
できて、満足しているという声が聞かれました。

　続いて C さん。男性、86歳。要介護3。こちら
も腰部脊柱管狭窄症のある方で、妻と二人暮らしを
しています。この方は腰痛症状が重く、起き上がり

動作などにも難儀していました。起き上がりも、腰
痛を悪化させそうな動作をしていたため、起き上が
りパターンの変更や、ベッド環境の変更を提案して
みましたが、今までの動作パターンを変えることへ
の抵抗感や、本人の頑固な性格から、なかなか受け
入れてもらえませんでした。自主体操にはそれほど
抵抗がなかったため、腰痛体操を指導し、腰痛が幾
らかでも軽減することで、動作がしやすくなればと
期待してみたのですが、逆に腰痛が悪化してしまう
という結果になってしまいました。
　再度訪問し、様子を確認する予定でしたが、本人
の拒否もあり、介入は終了しました。この方は、腰
の痛みについての病院受診は、さまざまな理由でで
きていなかったのですが、ケアマネジャーを通して
病院受診するよう勧め、ケアマネジャーのほうでも
継続的に促した結果、病院受診することになりまし
た。ケアマネジャーの熱心な働きかけがあったこと
で、本人、家族との信頼関係が深まり、病院受診に
つながったのだと思います。

　これらの症例も含め、事業後に得られた感想につ
いては、利用者からは、動きやすくなった、楽に
なったという意見がありました。介護スタッフや家
族からは、会話が増えた、笑顔が増えたように思う、
教えてもらった体操が生きがいになっているようだ
という、利用者だけでなく、家族やスタッフの
QOL の向上も見られました。

 結果４  症例報告２  
      Ｂさん 女性 82歳 要支援２ 
       腰部脊柱管狭窄症      
 
介入内容：タオルを使っての自主体操の導入 
 
 
 
 
無為に過ごしていた時間が充実した時間になった 

 結果４  症例報告３ 
     Ｃさん 男性 86歳 要介護３ 
     腰部脊柱管狭窄症 妻と二人暮らし 
 
介入内容：腰痛軽減を目指し簡単な腰痛体操の導入 
 
 
 
            腰痛が悪化→介入中止 
 
※事業がきっかけで、ケアマネージャーの働きにより
拒んでいた病院を受診する気持ちになった 

 結果５－１ 事業後に得られた感想  

 
利用者   
   「動きやすくなった」 
   「楽になった」 
 
 
 

介護スタッフ・家族 
   「利用者との会話や利用者の笑顔が増えた」 
   「利用者にとって体操が生きがいになってい
る」 
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　ケアマネジャーからは、ケアプランを見直す良い
きっかけとなった。利用者との信頼関係が深まった
ように感じるなど、利用者への生活の効果だけでは
なく、今回の介入は、ケアマネの業務を見直す機会
になったようでした。リハスタッフからは、リハビ
リ = 機能訓練というイメージがまだ強く、事業を
進めていく上で、利用者もケアマネも、リハスタッ
フから運動や体操を指導してもらえると思っている
方が多く、リハビリ支援の提供を物足りなく感じて
いるようだったという意見や、自主体操は軽視して
いたが、意外と体だけでなく、精神面での効果があ
るという発見があった。また、居宅でそれなりに生
活できている人にとって、生活パターンを変えるよ
うな大きな介入は難しいと感じたなどがありました。

　考察です。特養施設と居宅の結果の違いについて
考察すると、リハビリ支援には、利用者により、生
活リハビリが適応の場合と、確立された生活を維持
向上するための運動提供を求められる場合があると
考えられました。特養施設では、前回の事業で協力
していただいたこともあり、生活リハビリの視点が、

ケアマネやスタッフにも理解されていたため、効果
が多く得られた。逆に居宅では、生活リハビリの概
念の導入が難しく、利用者の選定段階で、対象がず
れてしまったために、支援できる内容が少なかった
と思われます。対象がもう少し適応であれば、より
効果の得られる介入になった可能性も考えられます。
また、居宅のケアマネによっては、リハビリ視点の
反映されたプランの作成をされている方もおり、サ
ポートチームが支援できる内容は、むしろその確立
された生活を維持向上するために必要な運動提供の
場合があり、在宅でのリハビリのニーズについて勉
強することができました。それでも私たちの小さな
介入ではありましたが、ケアマネジャーにとっては、
第三者からケアプランについて指摘されることで、
業務を見直し、プランに自信を持って取り組める機
会になったのではないかと感じます。

　リハビリイコール機能訓練という認識のケアマネ
ジャーはまだ多く、生活リハビリという視点をケア
マネが理解し、その視点に立って利用者を見ること
で、ケアプランが個別性や具体性を持ち、利用者へ
のより良いサービスの提供につながると考えられま
した。そのためにケアマネジャーがリハビリの視点
を共有できるような機会はまだ少なく、それを補う
地域連携のあり方が必要であると感じました。

ケアマネージャー 
  「ケアプランを見直す良いきっかけとなった」 
  「利用者との信頼関係が深まった」 
 
リハスタッフ 
  「リハビリ＝機能訓練というイメージが強い」 
  「自主体操指導にも効果がある」 
  「利用者の生活を変える大きな介入は難しい」 

 

 結果５ー２ 事業後に得られた感想 

考察１ 

・リハビリ支援は利用者により、 
 生活リハビリが適応の場合と、 
 確立された生活を維持向上す 
 るための運動提供を求められ 
 る場合がある。 
 

 

 考察２ 

・「リハビリ＝機能訓練」という認識のケア
マネはまだ多く、生活リハビリという視点
もケアマネが理解し、その視点に立って
利用者を見ることで、ケアプランが個別
性や具体性を持ち、利用者へのよりよい
サービスの提供につながる 

 

・ケアマネがリハビリの視点を共有できるよ
うな地域連携のあり方が必要 
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　ケアプランへのリハビリ支援は、利用者や介護す
る家族、スタッフだけでなく、ケアマネジャーのマ
ネジメント力の向上につながり、ケアプランにリハ
ビリ視点を導入することは、利用者の生活をよりよ
くするために効果的であると思います。
　以上、ご清聴ありがとうございました。

【村上】　菅原さん、ありがとうございました。昨
年のリハのモデル事業の結果について、あらためて
他方面からきちんと整理して、提言していただいた
ように思います。フロアの皆さまのほうからご質問、
ご感想はありますか。あるいは補足でも結構です。
　よろしいですか。松坂先生、これは先生がモデル
事業の担当として行ったものですけれども、何かご
感想はありませんか。

【松坂】　先ほど演者の菅原さんからの発表の中で
は、機能的に FIM は変化がなかったという発表
だったのですが、全国5カ所か6カ所ぐらいでやっ
たモデル事業全体を見てみますと、FIM は改善し
ています。特に改善が強かったのは特養に入居して
おられる方で、在宅生活をされている方でも、特養
ほどではないのですが、統計的に見て、有意に機能
が改善していたというところを一応補足しておこう
と思います。
　つまり、どういうことかというと、まだ残存能力
があったということではないかと思います。非常に
短期間の介入で改善があったということは、やはり
そこに潜在能力があった、そういったものを見落と
していたという意味もあるかも分かりません。一応、

補足をさせていただきたいと思います。

【村上】　ありがとうございました。よろしいです
か。それでは菅原さん、ありがとうございました。

【菅原】　ありがとうございます。

【村上】　もう一度皆さん、拍手をお願いいたします。
　それではお時間をいただいて、後半のフロアとの
討議の準備をいたしますので、しばらくお待ちくだ
さい。
　それでは演者の方、ご登壇をお願いします。
　後半の部に入ります。皆さん、あらためて言うま
でもなく、地域に根付いたいろいろな良い活動を、
いろいろな工夫をして、その実践の発表をいただき
ました。ありがとうございました。これからはわれ
われ、あるいはフロアの皆さんを交えての検討とい
うことになりますが、その前に、それぞれ4つの施
設から療法士の立場で発表いただいたのですが、イ
メージ的に、どういう病院で、どういうリハスタッ
フの内容で動かれているのかということが、ある程
度分かったほうが、いろいろなイメージがついてご
質問もしやすいと思います。例えば西村さんだった
ら、訪問リハの事業所ということですが、なかなか
分かりにくいところもあります。簡単でよろしいの
で、自分たちの動いているリハの紹介、あるいは売
り、「うちのリハはすごいよ」というところがあり
ましたら、その辺も含めてコメントいただけますで
しょうか。お願いします。

【西村】　ありがとうございます。うちの事業所で
すが、リハビリテーション事業所で、院内のリハビ
リに付随するような形になっています。セラピスト
は PT が4名で OT が1名の5名で動いております。
私たちのところは甲賀圏域といいまして、甲賀市、
湖南市と、あとは近隣の地域のリハビリをしており
まして、県の中でもかなり広範囲の地区に当たりま
すから、移動距離がかなりのロスになりますので、
地域ごとで担当を決めて動いております。ただ、
OT の場合は1名しかおりませんので、OT だけは

 まとめ 

 
 

ケアプランへのリハビリ支援は、利
用者や介護する家族・スタッフだけ
でなく、ケアマネのマネジメント力
の向上につながり、ケアプランにリ
ハビリ視点を導入することは利用
者の生活をよりよくするために効果
的である。 
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かなり広い範囲で動いています。
　売りというのは、一応依頼を受けたものは、原則
断らないような方針にはしておりますが、なかなか
難しいところでもあります。そのような感じです。

【村上】　依頼を受ければ断らないということです
ね。
　それでは矢掛町です。吉澤さん、リハスタッフの
数などを少しご紹介いただいたのですが、売りも含
めてお願いします。

【吉澤】　当院では、矢掛町の住民の方が主ではあ
りますが、近隣の市町村にもわずかながら訪問リハ
ビリをさせていただいています。ただ、訪問リハビ
リに行かせていただいているリハスタッフは1名で、
その1名も、病院リハビリと兼務という格好なので、
すべての訪問リハビリの依頼を受けるというわけに
はいかない状態のときもあります。そういう意味で
は、ある程度人数制限を設けてリハビリを行ってお
ります。
　かかりつけが病院である方と、個人病院で、当院
以外が主治医である場合があります。このたび発表
させていただいたのは、当院が主治医になっていた
場合で、非常にスムーズに連携が取れました。そこ
が一番風通し良く、情報も伝わりやすいということ
で、一番の売りはそういうところです。あとは医師
のほうも地域に対して非常に協力的で、援助をして
くださっているというところが売りであると思いま
す。

【村上】　素晴らしいですね。訪問リハ兼務という
ことですが、どなたも、実際に動かれている療法士
は実感していると思うのですが、訪問リハは結構、
一面ストレスが多いですね。その中で兼務するとい
うのは、いろいろな意味でしんどいことだと思いま
すが、例えば3年以上経験した人、あるいは5年以
上の人を充てるなど、そういう約束事はありますか。

【吉澤】　今、リハビリスタッフでいるメンバー自
体がすべて、ある程度の経験年数を持っていますの

で、そういう約束事はないのですが、

初めのうちはセラピスト1人1人に、訪問担当が何
人か、訪問リハビリに行く件数があり、個別で、特
に入院していた方はそのまま訪問でも行くという対
応を取っておりました。ただ、やはり人数的にも制
限があり、ケアマネジャーとの情報のやり取りの中
で、各セラピストによっても差がある。情報の収集
にも差が出てくるというところを考えると、1人に
窓口を集中した方がいいのではないかということで、
結局、今現在は、1人がすべての訪問リハビリの窓
口にもなっているという状況です。

【村上】　ありがとうございます。それではみつぎ
の吉村さん。

【吉村】　訪問リハビリについての紹介ということ
でよろしいですか。

【村上】　そうですね。多分、いろいろなところか
らの訪問があるだろうとは思いますが、その辺も含
めて簡略にお願いします。

【吉村】　訪問看護ステーションのほうに、PT、
OT、ST とおりますが、PT が2名、OT が1名、
それから ST が、私が本日発表させていただきまし
たけれども、0.5の動きはできていないのですが、
兼務という形でかかわらせていただいています。田
舎なものですから、1日に4軒、5軒も回ったら、
もうへとへとでというような状況で、隣町からまた
隣町へというのはざらにあるという環境の中での訪
問になっています。あとの訪問は、老健からの指定
訪問などで訪問活動はしていますので、老健の中に
もまた PT、OT、ST といますので、その都度、必
要な者がというところで動いています。
　売りですが、うちは地域包括ケアシステムという
中で動いていますので、病院とか、それから総合施
設の中に、いろいろなハード面があるので、その中
で、連携がしやすいといいますか、横のつながりが
かなりできるというところでの強みがあるかなと思
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います。ただ、それだけというわけにもいきません
ので、近隣との連携をどう取っていくか、どうア
ピールしながらかかわっていくか、また周りに少な
いサービスのところもありますので、そのあたりを
カバーしていくかというところで、動いていると思
います。

【村上】　ありがとうございました。それでは大森
病院の菅原さん。

【菅原】　大森病院は、まず病床数は150床程度で、
リハビリのほうは、PT7名、OT2名、ST1名の10
人体制で、入院リハビリと外来リハビリを行ってい
ます。私はかかわっていないのですが、訪問リハの
ほうも兼務で、PT2名、OT1名がかかわっていて、
訪問リハのほうは週に6軒程度の割合で行っていま
す。
　売りは、当院は急性期病院であり、リハビリ専門
病院からあぶれて行き場のなくなった患者さんたち
が結構いらっしゃって、その方たちの維持的なリハ
ビリも結構かかわることが多いというか、術後の、
急性期のリハビリもやるのですが、何でも屋という
か、何でもやりますというところです。あとは、ス
タッフは10人ですが、年齢が大体30歳前後と、結
構若めのスタッフで、技術とか知識とかはあまりな
いのですが、まず若さゆえにというか、何でもやら
せていただいているので、今回の事業もやらせてい
ただいて、日々成長を続けている病院とでもいいま
しょうか、そのような特長です。

【村上】　ありがとうございました。いろいろな意
味で難しい患者さんを受けていくというのは、直診
の役割の1つと言えるかもしれませんが、同じよう
な状況の中で、皆さん頑張っているということです
ね。そういういろいろな背景を持たれて、仲間たち
と活動されている施設、療法士ですが、皆さんのほ
うにご意見をいただく前に、座長のほうから1つ2
つ、共通してお伺いをして、その後、フロアの方に
お願いをしたいと思います。
　1つは、分からない部分は結構ですが、本日のメ

インテーマ、朝からのテーマのほうでありましたよ
うに、地域包括ケア体制を、それぞれの地域で実現
化していく。その中で、それを担うのが一般的とい
うか、法律的には、それぞれの市町村の地域包括支
援センターと位置付けられております。いわゆるわ
れわれ直診のリハビリとしても、介護予防のみなら
ず、そうした地域の地域包括支援センターと連携し
て動いていく、そちらのほうが、いろいろな形で効
率的なかかわりができるだろうという見方が1つあ
るわけですが、皆さんの施設、地域のほうで、皆さ
んのところの地域包括支援センターとの関係はどの
ようなものだろうか。「あまり仲良くないです」で
もいいですし、「分からないけれども、結構動いて
いますよ」でも結構です。これからのかかわりの
重要性を含めてご紹介いただきたいと思うのですが、
菅原さんからいいですか。

【菅原】　地域包括支援センターとの関係は、今回
事業にかかわるまでは、特別、それほど深い関係で
もなかったけれども、悪い関係でもないというイ
メージでした。まず建物が隣にあるので、顔を見る
ことはあるし、また、患者さんのケースで少しかか
わることはあるけれどもという程度だったのですが、
今回、事業として、1つの事業に一緒に悩んだりし
ている中で、これから私としても、どう利用するか
というのは、まだ見えてこないところがあるのです
が、地域包括支援センターを頼りにしていきたいと
思っているところと、あとは地域包括支援センター
のほうからも、事業後にしばしば相談を受けるよう
になったところもあるので、これからもう少し親密
な関係になっていけるのではないかという印象があ
ります。

【村上】　ありがとうございます。
　それでは広島の吉村さん、いかがでしょう。

【吉村】　うちは地域包括のほうの動きが割としっ
かりしているのではないかと思います。よそも大体
そうだと思っていたら、そうではないというお話を
最近聞いたので、それを聞くと、頑張っているなと
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思います。いろいろな仕事を引き受けてやってくれ
ているので、困ったときは、まず相談してみようと
思える関係だと思いますし、その場ですぐ解決しな
いにしても、なんらかの回答が返ってくるという関
係です。また逆に、それぞれの役割の中で、地域包
括のほうから相談を受けることもあるので、比較的
うまくいけているのではないかと思っております。

【村上】　ありがとうございます。
　岡山の吉澤さん。

【吉澤】　皆さん、いい関係を築かれているのでう
らやましいと思います。決して当院が、うちの町が
悪いわけではないのですが、各ケースによってお話
があって、そこで情報の共有化はしますが、実際に
定期的にお顔を合わせる機会があるかというと、近
い建物にはいらっしゃいますが、今のところ定期的
に情報提供するという機会を持っていません。本日
のいろいろな発表を聞かせていただいたら、大森病
院のほうで、一緒になってやることができるのだと
あらためて感じたので、これからのいい課題をいた
だいたのではないかと思っております。

【村上】　ありがとうございます。
　西村さん。

【西村】　私のところの事業所もそうですが、ケア
マネジャーさんから、要支援状態の方の依頼をいた
だいて、そのケースの方で受けるという形なので、
とても親しいかと言われると、そうではないと思い
ます。しばしば顔を合わせるような感じです。

【村上】　介護保険上の地域包括支援センターの役
割というのは、ある程度はイメージできていますか。

【西村】　何となくできます。

【村上】　ありがとうございます。
　まだまだ、いろいろお聞きしていきたいと思いま
すが、それでは4人の方の演題の発表の内容につい

てでも結構ですし、先ほど来の、連携、あるいは生
活支援に係るご質問でも結構ですが、フロアの皆さ
まからのご意見、ご質問をいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
　中央のマイクでよろしくお願いします。所属とお
名前を言っていただければと思います。

【三宅】　お疲れさまです。長崎県の在宅保健事業
の会の「みつば会」というのがあるのですが、そ
の中に保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士の4
師・士で頑張って、在宅にいる者が集まって地域の
活動をしているところです。みつば会の三宅といい
ます。よろしくお願いします。
　今聞いていて思ったのですが、訪問リハというの
は、新しいと言えば新しい、昔からやっていると言
えばやっているものだと思うのですが、それは介護
保険の適用でされているのか、それと病院の通所の
ほうの医療のほうでやっているのか、そこのところ
です。それから、包括が知らないというのもあるの
ですが、高齢者の二人家族のところが最近は在宅で
多いですね。その場合の介護保険の利用状況はどう
なのか、そこら辺の連携はあるのかということです。
それからその中で、定期的にケア会議というのが
あっていると思うのですが、そういうのはないのか、
そこら辺を教えてほしいのです。よろしくお願いし
ます。

【村上】　1つは活動、医療保険、介護保険のお話と、
それからケア会議、サービス担当者会議のお話と、
それから高齢者のお二人の。

【三宅】　高齢者お二人で介護をする場合です。訪
問リハに行かれた場合、週に1回としても、家庭の
中でリハビリするというのが非常に効果的なので、
個人にだけされるのか、家族と一緒にされるのか、
そこら辺ですね。それで、家族ではここら辺を注意
してくださいと指導されているのか。もし訪問看護
とか、訪問介護、家事介助とか入浴サービスを利用
されているのなら、その方たちにもそういう指導を
されているのかをお尋ねしたいのですが、よろしく
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お願いします。

【村上】　よろしいでしょうか、その3点。保険の
ことと、サービス担当者会議に参加していますかと
いうことと、いわゆるリハビリ的な指導だけで終わ
るのではなく、他職との協働、あるいはご家族との
話、ご指導等も行っていますかということです。

【吉澤】　当院では、医療のほうで、訪問リハビリ
は行かせていただいています。
　サービス担当者会議のほうは、定期的に開催して
いますので、ほとんどご自宅のほうへお話を聞きに
行く、あとは訪問リハビリのお話をさせていただく
ことがほとんどです。
　家族に実際に指導することがあるかというと、や
はりケース・バイ・ケースで、訪問リハビリに至っ
た原因と、その原因に対し、こちらがどういう目的
を持って訪問リハビリをしているかということで、
やはり家族への介助が必要であるとか、方法の指導
が必要であるということであれば、そういう方法も
ご指導させてはいただいております。では、ほとん
どの中でそういうことが多々あるかというと、基本
は、ある程度、課題をクリアしている方が機能維持
をするために、訪問リハビリを受けているという印
象があり、訪問リハビリは機能訓練をしてもらって
いるというイメージが非常にあるとは思います。た
だ、ご家族で、その場、その場で、少し難しくなっ
てきたというお話があったら、そのときどきで対応
させていただくという格好になっています。ですか
ら、毎回家族にどう指導しているかというわけでは
なく、不定期でしているという状態です。

【村上】　ありがとうございます。吉村さん、いか
がですか。

【吉村】　3つの質問すべて、ケース・バイ・ケース
というのが答えです。訪問看護ステーションの中で
は、医療保険の方にも、特定疾患の中で医療保険に
対応しますので、そちらのほうにも行きますし、割
合としては、介護保険で対応している方が多いです。

あとはそのほかの場面で行く場合は、病院からです
と医療保険になりますし、老健から行けば介護保険
という形で行っております。
　サービス担当者会議については、いずれも担当者
が、できるだけ出るようにはしています。出られな
い場合にはコメントをさせていただくという形で、
できるだけみんな、顔を合わせてお話をするように
はしています。
　それからご家族への指導についてですが、やはり
必要に応じてさせていただくのですが、これはどち
らかというと対応の仕方であるとか、どういうふう
に気をつけたらいいですというような、アドバイス
的な指導をさせていただくことが多いと思うのです
が、週に1回か2回しかリハビリが来ないから、お
うちの人に、その間の歩行練習は、ここからここま
でを何回やってみてくださいねというようなことは
意外と少なかろうと思います。私は ST なので、歩
行についてのことを宿題のように出すことはないの
ですが、言語面においても、こういうところの練習
をしておいてねというのは、またご家族の負担にも
なるとか、ご家族と利用者さまとの関係ということ
も考えますと、外から行った者が、訓練的な、練習
的なところはかかわり、そのほかは生活場面の中で
注意してくださいねというふうにお話しすることが
多いかと思います。

【村上】　よろしいでしょうか。保険については、
医療保険、介護保険それぞれあって、またがること
もありますが、サービス担当者会議等には、多くの
場合、きちんと参加しています。ご家族への指導、
アドバイスについても、当然その辺は配慮して、い
わゆる訪問リハだから、訪問リハだけやって帰って、
あとは知らないよということではないというお返事
だと思います。よろしいでしょうか。
　ほかにご感想でも結構です。よろしくお願いしま
す。

【中林】兵庫県五色診療所の理学療法士、中林と申
します。4人の演者の方、発表、大変ご苦労さまで
した。最後の菅原さんの発表について、感想もある
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のですが、地域包括支援センターの活動の中に、リ
ハビリ的な視点を入れていくことの重要性というの
が表れていたと思います。松坂先生からも補足があ
りましたが、介入した中で、やはり FIM が改善し
ているというので、やはり地域包括支援センターの
活動の中に、リハビリ専門職としてかかわることの
重要性というのがあると思うのですが、モデル事業
でかかわられて、そのモデル事業の活動の中で動か
れているということは、動きやすいと思うのですが、
今後そういう地域包括との連携というか、それを続
けていくとしたら。あとはフロアの先生方皆さんに
もお聞きしたいのですが、今後、どういった取り組
みといいますか、地域包括との連携を具体的にこう
したらいいかなというようなのがございましたら、
お聞かせ願いたいと思います。

【村上】　ありがとうございます。いかがでしょうか。

【菅原】　質問ありがとうございます。具体的にこ
うしたらというところまで、まだちゃんと見えてき
ていないところが実際のところはあるのですが、ま
ずこの事業が終わって、包括のほうから勉強会を開
いてほしいという依頼がありました。それでケアマ
ネジャーさんを100人ぐらい呼んで、その中で、今
回の取り組みについて発表させていただいて、その
後に、ケアマネジャーさんから、「ちょっと見てほ
しい利用者さんがいるんですけど」という依頼を
受けることがしばしばあったので、これはなんとな
く理想なのではないかとは思っています。ただ、ケ
アマネジャーさんの発表でも言ったのですが、リハ
ビリに対しての意識というのが、運動というのがま
だ私のほうにもありまして、そういうのをもう少し
変えていけると、例えば包括のほうが、こういう困
難事例の方がいて、特に運動の面で、介護の面で、
何か工夫できるところはないかというのでリハビリ
に相談しに来ていただけるというラインはいいかな
というのが、私の今のところの理想です。
　私のほうは、地域の人たちがリハビリに何を望ん
でいるのかを少しずつ聞いていかないといけないか
なというのは事業を通して思ったことなので、それ

をどう形にしていけばいいのかというのはまだ模索
中の段階です。答えになっているか分からないので
すが。

【村上】　大森の場合は、これを手がかりにコミュ
ニケーションが取れていければいいと思いますが、
包括の機能の中に、いろいろな役割の中に、どうし
てもリハビリ的な要素が強いというか、療法士が配
置できればベストだという声はあるようなのですけ
れども、いろいろな経済的なものを含めて、今のと
ころは難しい。けれども、一緒に協働していく必要
はあるし、その工夫は要るのではないかというお話
です。
　平戸の大石さん。包括とうまくコミュニケーショ
ンを取って動かれているという活動があったと思い
ますので、よろしかったら、その辺のお話をいただ
ければと思うのですが。

【大石】　突然のご指名でびっくりしております。
国保の総合保健施設というのが病院のすぐ横にあり
まして、今は本庁のほうに機構改革で移ったのです
が、10年ぐらいずっと、すぐそばにありましたので、
比較的、顔の見える関係でいつも連携は取りやすく、
特に介護予防ということに力を入れてやっていまし
た。ですからうちが特別働きかけが良くてというよ
りも、どちらかというと、構造的に良かったかなと
いうことが、うちの場合はあったのではないかとい
う考えです。ただ、包括支援センターが横にあるの
ですが、私は広域のリハの支援センターもしており
まして、ほかの自治体の包括とも、定期的に話し合
いを持ちながら、しかも、自治体が3つあるのです
が、3つの包括の、それぞれの介護予防の取り組み
とか、データの収集をしながら、それぞれ比較しな
がら、今後の展望をどうするかということで、保健
所も交えて、話し合い等は定期的にしております。
実際的な効果はまだ目には見えていませんが、少し
ずつ介護予防ということで進んでいはいます。
　ご指名されましたので、私から1つ教えていただ
きたいことがあります。在宅のケアとか、在宅でリ
ハをするときに、今は連携パスとかシートとか、要
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するに連携のことが言われていますが、そうすると
きに、他職種とか、多くの機関がかかわらなくては
いけません。そうするときに、共通の言語としての
パスといいますか、そういうふうなものがもしあっ
て、うまく活用ができているところがございました
ら、どのようにしてまとめていかれているのでしょ
うか。うちが今、それに取りかかっているものです
から、リスク管理の面においても、在宅というのは、
ある意味では病院でするより危険性といいますか、
特に積極的にやろうとすると、医者はいないし、
PT だけで行くとすると、看護師もいないしという
ことで、ある面、非常にリスクの高い環境かと思い
ます。そうすると、いろいろな関係機関がきちんと
連携を取って、共通の認識でいないと、積極的に進
めようとしたときに、何か事故等があったりしたと
きの、お互いのコンセンサスのない状態で進めると、
やや危ないのではないかということもあったりして、
そこら辺を、特にみつぎなどはうまくされているか
と思うのですが、教えていただければと思います。

【村上】　医療・介護の連携パス等について、後ほ
ど伺いますけれども、その前の地域包括との連携の
方法等について、まず松坂座長のほうにまとめてい
ただきたいと思います。

【松坂】　ご存じのように、地域包括支援センター
には、先ほどのご質問にもありましたように、リハ
の機能はないと言ってもいいと思います。全国のい
ろいろなところでも、先進的なところではされてい
るようですが、今、大石先生からの発言がありまし
たように、やはりリハビリテーション機能をどう包
括支援センターに入れて、理解していただくかとい
うことは、介護予防というのが1つのキーワードで
はないかと思います。介護予防を通して、いろいろ
な運動とか、そういったものをやっていく中で、自
主グループというのができてまいります。長崎のい
ろいろな離島でもやっているのですが、自主グルー
プができていきますと、お互いに支え合いが出てき
て、なおかつ地域包括支援センターはリハビリテー
ションについて非常に理解が深まっていくといった

活動がありますので、リハビリテーションと地域包
括支援センターが連携を深めていくというのは、や
はり介護予防の事業を通してではないかと思ってお
ります。よろしいでしょうか。

【村上】　ありがとうございました。
　それでは先ほどの平戸の大石さんからのご質問で
す。医療機関と在宅との連携の中で、脳卒中の連携
パスとか、急性期、回復期等ではあるのですが、皆
さんのところで独自にといいますか、医療・介護の
連携パスのようなのを使われていたり、考えたりさ
れているだろうかということです。まずは○、×、
△で結構ですが、西村さんのところから。

【西村】　私のところでは、地域で脳卒中連携パス
を作成しようという動きはあると思います。ただ、
それが軌道に乗っているかどうかは、私は存じ上げ
ません。済みません。

【吉澤】　残念ながら、そういうものはまだです。

【村上】　必要性はいかがですか。

【吉澤】　必要性は非常に感じます。ある程度、こ
ちらとしても情報を発信する意味でも、きちんとし
た項目の漏れがないようにしたいなというところで、
まず自分たちのところから発信する情報をどうまと
めたらいいかというのは、おぼろげながら感じると
ころではあるのですが、では今度、情報をいただく
となったときのほうは、まだそこまで連携が至って
いないので、そういう用紙は残念ながら活用してい
ません。

【村上】　吉村さん、お願いします。

【吉村】　うちも同じで、在宅との連携パスのよう
なものは、私は見たことがないので、ないと思いま
す。ただ、確かに訪問に行く中でリスクは高いです
し、そのときの保障といいますか、恐々とやってい
るということも確かにあると思うのですが、様式と
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して返すとしたら、本当に毎月の、主治医とかケア
マネジャーさんに、こういうことです、このように
なっていますよという状況をお返しするのと、あと
は、その都度確認をさせていただくということしか
今のところはないのです。訪問看護のナースに確認
する。そこからドクターに確認するという形で確認
したうえで、かかわらせていただいているというと
ころが現状だと思います。

【菅原】　私は大森病院の訪問リハのほうにはかか
わっていないので、詳しいところが分からなくて申
し訳ないのですが、パスなどはないはずです。ただ、
スタッフたちの声を聞いていると、そういうのが
あったほうがいいなという印象は受け取れます。パ
スまでいかなくても、リスクに関しては、例えば中
止基準だったり、そういうのでリハ部門内だけでま
ず相談したり、また緊急時とかは、ケアマネジャー
さんと連絡を取っているようなところもあるのです
が、ある程度、見本になるようなものがあったらい
いのかなという印象はあります。

【村上】　ありがとうございました。今のところ具
体的なものは持っていないが、そのニーズの高さは
認識されていることだろうと思います。ご案内のよ
うに、国診協でも、香川のシームレス研究会の成果
等を参考にさせていただいています。いわゆる在宅
の情報を医療機関が受け取ることにより、いろいろ
な意味でイメージがつく、あるいは支援の具体的な
ことが分かるとか、一体感が取れるので、介護側か
らの情報を医療現場にフィードバックできる方法を
というのは、各地で要望が大きいように聞いており
ます。この辺も、連携をキーワードにして動かない
といけない私たちリハビリの役割の1つかとは思っ
ています。また、皆さんのほうで情報がありました
ら、発信をお願いしたいと思います。
　少しずつ時間もなくなってきましたが、皆さんの
ほうからあと1つぐらいご意見をいただきたいと思
うのですが、甲賀病院の奥邨さん。何かご感想をい
ただきたいと思います。

【奥邨】　ありがとうございます。公立甲賀病院の
ほうで、広域支援センターを担当しております理学
療法士の奥邨といいます。貴重な報告をありがとう
ございました。先ほど大石さんからの報告でもあり
ましたように、広域支援センターの場合は、動き的
に、地域包括支援センター、あるいは保健所との連
携や、あるいは松坂先生に先ほどご助言いただいた
ような介護予防を1つのツールとして取り組んで
いってという部分では、少しずつ広がってきている
ところはあるのです。病院もそうですし、訪問に出
ると、単に要支援の方のマネジメントという部分で
の包括支援センターとしての役割だけではなく、地
域包括支援センターをどう使っていったらいいのか
という部分で、多分そのあたり、吉村さんなどは大
変活動されているので、それ以外の、包括支援セン
ターでは意外とこういうふうなのを持っていたりす
るというようなのがあるかとは思うのですが、どう
包括支援センターを使っていけばいいのかというよ
うな、その辺の使い方ですね。
　地域での訪問リハビリの本来の役割が、どういう
ことを目的としてやっているのかが非常にあいまい
な部分の中、地域包括支援センターとどう取り組ん
でいくのかは確かに課題かとは思います。吉村さん
のほうで、今回、報告をしていただいた患者会や、
そういった部分との包括のかかわりとか、今のマネ
ジメントという部分、要支援のところ、地域包括が
担っている、ケアマネジャーとしての役割以外の部
分での、地域包括の絡みとかという部分がありまし
たら。

【吉村】　まず言語友の会については、地域包括は
かかわっていません。

【奥邨】　そうですか。

【吉村】　もともと失語症の方にかかわる中で、必
要だなといって、ご家族を支えるという意味も含め
て、どうやっていこうかという中で、自然的に発生
したので、ST 室の中ででき上がったものが、だん
だん周りに認識されていったという形で広がってい
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るということで、活動自体については、全体として
知ってもらっていると思いますが、今も直接的にか
かわりがあるということはありません。ただ、たま
に、よその地域包括からも、「こういう方がいるの
ですが、一度、計画に行ってもいいですか」とい
うようなことで、活動を知ってもらうというところ
で、よそからも相談を受けることが、少ないですけ
れども、あります。ですからいろいろなところで、
いろいろな活動を広めていく、認知度を上げていく
ことも必要かと思っています。
　あとは地域包括のそのほかの活動について、具体
的に私は説明できないのですが、介護予防、あとは
普通に困難事例の方、それから最近私が受けたのは、
近くですが、うちの系列ではない、よその施設さん
から、地域包括に相談がある場合、リハの必要性を
地域包括が思われたので、そのときに一度行ってみ
てほしいということで、それは広域としての活動で
行かせてもらったりということはありますが、その
ほか、何かありましたら付け加えていただけたらと
思います。

【村上】　広島の場合、地域包括と、いろいろな形
で活動が重なっているところもありますし、それぞ
れが独自でやっているところもあるというところで、
今のところ、そういった地域の資源的な活動で重
なっているところ、単独でやっているところ、それ
を今度は整合性をつけようというところまでもまだ
至っていません。ありがとうございます。
　それでは最後に、大変素晴らしいお話をいただき
ましたので、多分、いろいろな病院の直診の、ある
いは施設の療法士たちが、在宅支援、地域展開、訪
問リハ、いろいろやってみたいとは思っているけれ
ども、マンパワー的なところ、あるいはいろいろな
病院の条件で動けないというところもあると思いま
す。先達として、いろいろな活動をされている皆さ
んが、もしそういう直診の療法士さんたちにアドバ
イスするとしたら、1個ぐらいでいいのですが、い
ろいろ考えずに、とりあえず患者さん1人でいいか
ら、退院したら訪問しなさいとか、1つの例ですが、
動きたい、やりたいと言っている療法士の仲間たち

に一言アドバイスできることがあるとすれば、どの
ようなことでしょうか。西村さんからお願いします。

【西村】　訪問リハビリは依頼が来て伺うという形
になってしまうので、依頼がちゃんとうちに来ない
と、私たちも行けないわけです。そこで依頼を受け
るためには、ケアマネジャーさんの事業所と密に連
絡を取らないといけないとは思います。そこから広
がっていくのかなと思います。あと、質問とは関係
ないかもしれないのですが、訪問に行くと、家庭の
中に入っていくので、その家庭の流儀のようなもの
がありますし、そこで最初はかなりとまどった部分
もあったのですが、ただ、回数を重ねていくことで、
利用者さんとか家族さんの困っていることがだんだ
ん分かってきたりして、会話をしていく中で、そう
いうことを見つけていけるので、訪問リハビリも良
いのではないかと思います。

【村上】　ありがとうございます。吉澤さんお願い
します。

【吉澤】　結局、似たようなお話になるとは思うの
ですが、病院でのリハビリ自体が、回復させて何ぼ
というか、退院して、無事に家で過ごせるように
なってという、回復していく段階が目に見えるよう
な状況でリハビリに携わっていくと、訪問リハビリ
にかかわるようになると、機能維持のほうが主に
なったりということで、私は個人的にも、訪問リハ
ビリで頑張っていくというモチベーションを維持す
るところが非常に厳しいと感じたときもありました。
ただ、本日のいろいろな発表があった中でもそうで
すが、生活リハビリの中で、療法士として助言をし
ていく中で、家族、ご本人にとって非常に有益であ
る助言をさせていただくなど、そういった意味で、
病院でのリハビリとは違う、訪問リハビリの楽しさ
というか、手応えというか、そういうところは、ま
た違うところにあるというのを頭に入れていただき
ながら、特に初めに取り組む方は、そういうところ、
いずれ面白さが分かると言ったらおかしいですが、
充実できるというところを思っていただければと感
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じました。

【村上】　吉村さん、一言お願いします。

【吉村】　一言ですと、まず自分も楽しむというこ
とと、あとは、気をつけていることは、1人で抱え
込まないということだと思います。1人でできる力
はわずかしかないので、できるだけみんなを巻き込
みながら、相談しながら、いい方向に向かっていく
ようにということだけは心がけています。

【村上】　菅原さんも一言いいですか。訪問リハで
はなく、リハの専門職としての介入ですが。

【菅原】　訪問リハはやっていないのですが、訪問
リハをやってみたいなという気持ちにはなりました。
事業を通して、言ってしまえば、やや面倒くさいと
ころはあったのですが、いろいろな人とかかわって、
1人の患者さんを良くする、良くはならなくても、
1つのことに取り組むというので、いろいろ見えて
くるところが多かったので、多分、訪問リハはそう
いうところに面白さがあるのではないかと思ったの
で、皆さんたちに勉強させていただいて、私もいず
れ経験をしたいと思います。

【村上】　それぞれ前向きなご意見をいただきまし
た。ありがとうございました。それでは皆さんの意
見、フロアの意見も含めまして、松坂座長からコメ
ントをいただきたいと思います。

【松坂】　今お話がありましたように、在宅ケア、
在宅リハをやっていくうえで、やはり鍵になるとこ
ろはケアマネジャーと地域包括支援センターではな
いかと思います。しかし残念ながら、ケアマネ
ジャーについても、あるいは地域包括支援センター
についても、リハビリテーションについての認識と
いうのは、まだまだのところではないかと思います。
しかしケアマネジャー、あるいは地域包括支援セン
ターとの連携を進めていくうえで、きょうお話があ
りましたように、やはりポイントは、共同作業だっ

たということではないかと思います。事例を通して、
一緒に作業をすることによって、顔の見える関係を
作っていくということではないかと思います。
　国診協でリハビリテーションのニーズに気付くポ
イントの資料を一昨年、作っております。ADL、
生活機能が低下したときに、どういうところを注意
したらいいかというような資料を作っておりますの
で、国診協のほうにお問い合わせになって、そう
いった資料をご利用いただければと思います。
　きょうの4人のシンポジストの方の発表を聞いて
おりますと、機能改善がなくても、社会参加につな
がっていったというところではないかと思います。
地域のダイナミクスというのでしょうか、やはり地
域には癒やす力があるということではないかと思い
ます。そういったことをうまくリードしていくのが、
リハビリテーションの役割ではないかと思っており
ます。環境の整備もありましたし、あるいは日常生
活動作も含めた活動を確立させていくということも
ありましたし、ほかのいろいろなところとの連携と
いうのもあったのではないかと思います。
　僕が非常に注目したいのは、吉村さんがお話にな
りました、失語症の会というのでしょうか、イン
フォーマルのケアの存在ではないかと思います。患
者さんが、あるいは地域にお住まいになっている障
害のある方、高齢者の方が、最後に生き生きとなる
のは、専門職のかかわりというよりも、むしろ住民
の人たちのいろいろな支え合いとか、声かけとか、
そういったものではないかと思います。そういった
ものを総合的にまとめて、コーディネートしていく
のは、やはりリハビリテーションの役割ではないか
と思います。これは先ほど、吉澤さんが、院内で、
リハビリテーションの訓練室で、リハ室でコーディ
ネートをやったということも、その1つではないか
と思います。地域包括ケアシステムの構築が13年
後には完成すると国は言っております。13年後と
いいますのは、ちょうど私が後期高齢者になるとき
です。そのときに安心して、僕も介護を受けられる
ように、もし生きていたときの話ですが、そのよう
に、一つ一つ連携を取って、そして国保直診がずっ
とやってきたこの地域包括ケアシステムというもの
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の確立に向けて、1つ1つ進んでいく必要があるの
ではないかと思います。
　本日はこの4人のシンポジストの方に非常に素晴
らしい発表をしていただきました。特に僕が注目し
たいと思うのは、非常に若いセラピストの人たちが
中心になってされているところではないかと思いま
す。今後、国保直診が本家の地域包括ケアをどのよ
うにしていくかが問われていくのではないかと思い
ます。本日発表していただきました4人のシンポジ
ストの方に、もう一度盛大な拍手をお願いしたいと
思います。どうもありがとうございました。

【村上】　それではこのワークショップの要諦を松
坂座長の締めのお言葉に代えて、「在宅ケア・在宅
リハ」のセッションを終わりたいと思います。4人
の演者の方、あるいはフロアの皆さま、2時間どう
もありがとうございました。
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