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総合事業への関わり

201７年8月6日
京都岡本記念病院 田後 裕之

現状、参加における留意点
(事業の概要 参加にむけて）

保険部 平成２９年度 第１回研修会
『地域包括ケアに向けて、医療介護保険制度を知ろう！』

総合事業への理学療法士の関わり 現状・課題

2017年7月16日 平成29年度 第1回生活期WGより

・平成30年度までに介護予防・日常生活支援総合事業へ
完全移行がされ、市町村ごとの取り組みとなる

・総合事業へ理学療法士が参加している（ことを把握している）
市町村は少ない

・全市町村に対して理学療法士が関与し、
質の高いサービスを提供できるかが問われており、
早急な支援体制を構築する必要がある。

・市町村単位での
理学療法士の質向上、組織の強化（ネットワーク化）を
していく必要がある

総合事業への理学療法士の関わりにむけて

共通認識しておくべきと愚考する内容（私見）

①総合事業の理解

（国の施策、経緯、地域包括ケアにおける位置づけ、事業構成など）

②総合事業における理学療法士としての関わり
（役割 期待されていること）

③市町村の実情

④参加、関わる上での留意点

□地域包括ケアシステムの深化・推進

１ 自立支援・介護予防に向けた取り組みの推進
２ 医療・介護の連携の推進等
３ 地域包括ケアシステムの深化・推進のための基盤整備

□介護保険制度の持続可能性の確保

１ 利用者負担の在り方
２ 給付の在り方
３ 費用負担

□その他の課題

１ 要介護認定業務の簡素化
２ 被保険者の範囲
３ 介護保険適応外施設の住所地特例の見直し

平成28年1２月９日 社会保障審議会 介護保険部会
介護保険制度の見直しに関する意見（素案・抜粋）
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１ 自立支援・介護予防に向けた取り組みの推進

・リハビリテーション専門職等との連携推進

・地域ケア会議の多職種連携による取り組みの推進

・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の推進。
（例）住民主体の通いの場の立ち上げや充実

地域ケア個別会議への関与等

・介護予防・日常生活支援総合事業において、市町村が地域ケア会議等
にリハビリテーション専門職等を派遣するための事業を新設し、
これらの専門職の関与を促進（地域リハビリテーション活動支援事業）

）平成28年1２月９日 社会保障審議会 介護保険部会
介護保険制度の見直しに関する意見（素案・抜粋）
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2012年度 201５年度

2015年度バージョン
・「本人の選択」重視
・「介護予防」と「生活支援」が一体化し土壌に！

総合事業の開始
8

地域包括ケアにおける循環的リハビリテーション

健康管理・虚弱予防（期）

救急・急性期
（ICU 一般病棟）

亜急性期
回復期リハ病棟

地域包括ケア病棟

生活期（維持期・慢性期）
介護・介護進行（期）

看取り（期）
入院・入所（療養病床 介護施設）
通院、通所サービス 訪問サービス

発症

急性期
リハ

回復期
リハ

生活期
リハ

生活リハ

総合事業
その他サービス

医療機関

主に介護施設

介護・進行予防（期） 生活リハ
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介護予防・日常生活支援総合事業

（以下「総合事業」）

厚生労働省 HPより

・市町村が中心となって、
・地域の実情に応じて、
・住民等の多様な主体が参画し、
・多様なサービスを充実することにより、
・地域の支え合いの体制づくりを推進し、
・要支援者等に対する効果的かつ効率的な
支援等を可能とすることを目指すもの。

多様な生活支援の充実
多様なサービスが支援の対象であり、ＮＰＯ、ボランティア等による
サービスの開発、サービスにアクセスしやすい環境の整備も進めていく。

高齢者の社会参加と地域における支え合い体制づくり
高齢者の地域の社会的な活動への参加（高齢者自身の生きがいや介護予防）

介護予防の推進
生活環境の調整 居場所と出番づくりも含めた、アプローチにむけて
リハビリ専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進する。

市町村、住民等の関係者間における意識の共有
自立支援に向けたサービス等の展開
自立支援・介護予防の理念や、高齢者自身の介護予防への取り組み、
地域づくりの方向性等を共有し多職種によるケアマネジメント支援を行う。

認知症施策の推進
認知症の人に対して適切な支援が行われるようにするとともに、
認知症サポーターの養成等により、認知症にやさしいまちづくりに取り組む。

共生社会の推進
地域のニーズが要支援者等だけではなく、多様な人との関わりが支援にも
有効で、豊かな地域づくりにつながっていくため、要支援者等以外の高齢者、
障害者、児童等がともに集える環境づくりに心がけることが重要。

・市町村が中心に実施

・一般高齢者・二次予防事業対象者・要支援者へのさまざまな
生活支援サービスを連続的、一体的に提供していくことで、
高齢者の介護予防と日常生活の自立支援を目指した事業
（従来の予防給付と介護予防事業を一元化したもの）

・地域ごとの多様なマンパワーや社会資源を活用する
（例）ボランティア組織による支援、営利事業者によるサービス、

自発的な介護予防の取り組み、公民館や老人クラブの活動など

・「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」
により構成

総合事業 概要 総合事業 概要

・人（介護力）も無い、金（各種予算・資金）も無いなかで

・市町村が音頭をとりつつ、地域の人財や資源だけでなく

・自分や自分たち（自助・互助）で

・今やこれからの暮らしが少しでも自立できるように
（介護予防 自立支援）

・「街ごと」の特性をふまえて取り組んでいく事業

少しくだけて言うと…
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総合事業
概要図

介護予防・生活支援サービス事業 地域リハビリテーション活動支援事業
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・

個別訓練
・現状評価
・生活課題の抽出と原因分析
・予後予測（できる・できないの見立て）
・目標設定
・支援計画立案（具体的方法）
・実践、指導、環境・サービス調整
・リスク管理 上記を補填する個別訓練

根拠に基づいた
具体的な

実生活へのつなぎ

安心・安全な
街づくり

総合事業への理学療法士の関わり

利用者チーム/多職種/地域への働きかけ
・介護予防、自立支援、生活支援に繋がる答申
（居場所づくり・人材育成・環境整備 他情報共有）
・自助・互助によるあらたなサービスの促進・模索
・地域の発展、経済効果等を勘案した発言や提案

「個別課題解決」+「地域課題解決」

個別課題解決

地域課題解決

・現状評価
・生活課題の抽出と原因分析
・予後予測（できる・できないの見立て）
・目標設定
・支援計画立案（具体的方法＊）
・実践、指導、環境・サービス調整
・リスク予見・管理 上記を補填する個別訓練

実生活への具体的な落とし込み（＝つなぎ）

総合事業への理学療法士の関わり

個別課題解決

単なる個別訓練や運動指導だけでなく
『実生活』につながる『根拠に基づいた』発信

＊具体的方法
心身機能への働きかけ
習熟・習得へむけた練習・工夫
福祉用具、環境調整

今のくらしと未来の希望に
支配・制約・干渉・保護的にならないよう

『寄り添い』『見守る』

『ご本人・ご家族の思いとの乖離はないですか？？』
『生活は日々変化することを見落としていませんか？？』
『お世話型の関わりになっていませんか？？』

個別課題解決における留意点

「個々の思いを大切に」
「今の暮らしに寄り添い」
「今の暮らしにゆとりと彩りを添え」
「未来への安心にむけた提示と希望に寄り添う」

個別・集団
指導

地域ケア会議
ｶﾝﾌｧ
等

居場所づくり
通いの場

◎個別・集団指導（通いの場 居場所づくり支援含む）
サロンや各種予防教室等への関わり
提案、評価、指導、助言、調整、情報発信、見守り 等

◎カンファレンス・地域ケア会議等への参加
医学と生活支援の視点からの情報提供
地域診断、事業企画、困難事例 等への関わり

◎人材育成（リハ視点、技術の伝達 役割づくり支援）
住民、ボランティア、スタッフ育成にむけた
相談対応、養成支援、イベント見守り 等

◎街づくり支援
住環境・公共の場の見直し 各種相談、指導、助言、調整 等

（地域の発展、経済効果等も勘案した発言や提案）

人材育成
街づくり
支援

総合事業への理学療法士の関わり

地域課題解決
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地域課題解決における留意点

・関わる地域の特徴（人口、年齢、資源等）や
課題を把握し、生活習慣・風習を理解するよう努める

・多職種への理解と尊重に努める

・わかりやすい言葉ではなす（専門用語はなるべく使わない）

・過度の質問はさける（職種・分野が違えば情報は限られる）

・過度の自己主張はさける（専門職間の会話とは違い 相手が疲弊）

＊勢いよく、わからない言葉で言われると、相談しずらい。

・地域の発展、経済効果等も勘案した、できるだけ具体的な
「使える」発言、助言、提案をこころがける

某行政職員のつぶやき
（総合事業で期待していること）

◎市町村も不安を抱えている
総合事業や地域ケア会議のみならず、
地域包括ケアシステム自体がよくわからない状態で進んでいるのは確か。

（確たる目標をもって進んでいる市町村の方が少ない）
ただ不安を抱えながらも、なんとかいい地域にしたいと思っている。

◎専門職視点での助言、協力は有り難い。
（自立支援 介護予防 生活支援を すすめていく根拠・自信になる）

（例）運動・体操を今までは漠然としてた。
これからは結果をだすために『何のため（目的）、何を（種類）、どの
程度（負荷）、何に気を付けて（リスク）、生活でどう続けていくのか

（継続・つなぎ）』を助言してほしい。

◎会議・カンファレンスでは専門職がいてくれたら助かる！！
他職種による多様な視点が出るので「個をみる力、全体をとらえる力」
を活かし、ファシリテーター・協力者としての役割も期待している。

①関与する個人の資質向上にむけた教育体制整備

②参加にむけた所属施設への働きかけ

③参加における「費用」負担への協力
（制度利用・紹介 市町村への働きかけ）

④他職種・他組織団体との組織連携

協会・府士会の後押しへの期待（私見）

個別訓練
相談

地域ケア会議
ｶﾝﾌｧ 協議会
交流会 など

居場所づくり
通いの場

人材育成

街づくり支援

参考 地域包括ケアにおける理学療法士の関与（私見）

現状評価/課題抽出/原因分析/予後予測/目標設定/計画立案/実践、指導/各種調整

〇単なる機能訓練でない『実生活』につながる対応

「自立支援」「生活支援」「看取り支援」

支配・制約・干渉・保護の回避

『心身機能の向上』『動作習得・工夫』『福祉用具、環境調整』

主体性・自主性の尊重

〇サロンや各種予防教室等への関わり
提案、評価、指導、助言、調整、情報発信、見守り 等

〇医学と生活支援の視点からの情報提供
〇地域診断、事業企画、困難事例 等への関わり
〇相互理解、共通言語、有機的ネットワーク構築

〇リハ視点、技術の共有 役割づくりへの協力

住民、ボランティア、スタッフ育成にむけた 相談対応、
養成支援、イベント見守り 等

〇環境整備 各種相談、指導、助言、調整等
地域の発展、経済効果等も勘案した発言や提案
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・世間一般におけるリハビリのイメージ(生の声を知る) 

・総合事業・地域ケア会議に求められる理学療法士の役割

・診療報酬、介護報酬、各種制度

・自地域の資源、今後の高齢化率、地域計画 等

・多職種との連携にむけた各職種の役割
(例)医師、保健師、看護師、CM、介護職、相談員、ヘルパー、民生員等

・住民、支援者への教育・指導のポイント（こつ・工夫）

・職員教育・人材育成のポイント（こつ・工夫）

・行政、包括、他施設、 各種団体への働きかけのポイント（こつ・工夫）

・ネットワーク構築に有効なルール・ツール

・意図をくみ取り会議目的に合った発言

参考 地域包括ケア関与に向け知っておくべきこと（私見・抜粋）


