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地域支援事業を通して考える
リハビリテーション専門職の可能性

岡山県津山市役所健康増進課

作業療法士 安本 勝博

理学療法士，作業療法士の活動概念図

①個別支援

直接的アプローチ

③地域支援

直接的アプローチ

②個別支援

間接的アプローチ

④地域支援

間接的アプローチ

PT・OT

⑤計画策定・事業管理等

リハビリテーション専門職
への期待

これからのリハビリテーション
専門職の働き方

一億総活躍社会実現に向けた健康寿命の延伸において果たす役割

Ⅰ 高齢者介護の方向性について

Ⅱ これからの介護予防

Ⅲ 介護予防の機能強化の取組

Ⅳ 一億総活躍社会実現におけるリハ専門職の役割
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平成28年１月30日
公衆衛生協会地域保健総合推進事業報告集会

厚生労働省 老健局 老人保健課

課長補佐 福本 怜
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講演中の発言から

これからのリハ職は

①（ ）からの卒業を！

②（ ）・（ ）の仕事をしないと生き

残ってはいけない！

③（ ）に役立ってほしい！

（ ）ができると証明してほしい！

④（ ）の場に必ずつないでほしい！

⑤（ ）課題の解決を！
7

地域リハビリテーション活動を始めるにあたっての
基本的な心得

①（ ）が大事

②（ ）を振りかざさない

③（ ）を一方的に押し付けない

④（ ）することは求められていない

⑤主役は（ ）ではない

講演「これからの介護予防 ～リハビリテーション専門職への期待～」（H２７．２．８）

厚生労働省老健局老人保健課 鶴田真也 課長補佐 （講演スライドより抜粋）

リハビリテーション専門職
の目指すものとは

当事者が
（ ）になる！
を支援する

健康とは

ＷＨＯ（世界保健機関） １９４６年

健康とは、単に疾患がない、虚弱でないとい
うことではなく、身体的、精神的、社会的に完
全に良好な状態

→あなたは健康ですか？

健康とは

健康とは、からだと、こころ
と、周りの人との関わりがよい
状態のこと
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どんな人が、どのような生活をしている人が、
主観的健康感が高いのでしょうか？

①病気がない・痛みがない・睡眠が良い（医学的な心身機能）

②身体運動の習慣がある

③趣味を楽しみ、社会活動に参加して役割を果たしている

（よく外出する人）

④家庭や社会・ご近所・友人からの支えがある

⑤自らの人生に生きがいを感じている（自信・活力）

⑥積極的に生活を行っている

⑦経済力がある

石岩、谷村厚子、他：在宅高齢者の主観的健康感に関連する要因の文献的研究．日本保健科学学会誌，１６（２）：８２－８９，２０１３

皆さん自身は、
健康に関わっていますか？

期待にどうこたえるか
①個別地域ケア会議
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地域ケア会議

要支援１

作業療法士
理学療法士
歯科衛生士
管理栄養士

など

ケアプランの実行・評価・見直し

地域ケア会議

ADL向上→IADL向上→QOL向上

要支援・要介護者を元気に！

ケアプラン作成者・事業所 等

地域包括支援センター

保健所

市（保険者）（例）

専門職種の視点を
入れたプラン作成

・多職種協働による協議
・自立を阻害する要因の追求
・医療との連携
・インフォーマルサービスの活用
→生活の質の向上を目指す！
・地域課題発見、解決策の検討
・関係職員のOJTの場

資料：大分県高齢者福祉課

利用者の状態 ： 生活の不活発により下肢機能の低下が顕著（要支援２）
利用者の課題 ： 入浴ができない
期間 ： ６ヶ月

清潔の保持に努める
（安全に入浴する）

デイサービスでは入浴できても
自宅では入浴ができない

デイサービスで週２回風呂に入る

６ヶ月後
自分で入浴することができる

デイサービスで下肢筋力の強化と
入浴動作の訓練を行う

浴室の住宅改修や
入浴補助用具の購入

お世話型のケアマネジメント

具体的事例（地域ケア会議で検討したケアプラン）

ケアマネが立てた目標

ケアマネが立てた支援計画

このケアプランの問題点
お世話無しには
生活できない

６ヶ月後評価困難

ケア会議で修正した目標

ケア会議で修正した支援計画

ケア会議で修正した支援計画

自立支援型のケアマネジメント

根本的な原因に対する
アプローチと、残存機能の
維持・向上・悪化の防止

６ヶ月後評価可能

目標があいまい
永遠の目標になる
代表的な目標例

○要介護度の改善
○自立した生活へ

○根本的な課題解決になっていない。
○介護サービスが生活の不活発を助長 重度化の恐れ

ケア会議のポイント

①この個別ケア会議では、自立支援という介護保険の理念の実現
に向けて、よりよいケアプランを立てることを目的としている

②どうすれば、利用者の生活の質が向上するのか、その人らしい
生活や人生といえるのか考える

③こうなればいいという理想論を語り合う場ではないので、具体的
で現実的に実現可能な提案をお願いしたい

④事例提出者は、状況説明ではなく自立を妨げている、要因（体・
心・関係性）とその解決策についての報告をお願いする

対象者の望む生き方を支える

ためのアドバイスを！

個別地域ケア会議で
リハ専門職ができること①

「したいこと」とは

①よくしていることの中で一番大事なもの

②充実感や幸福感に包まれる

③人や場所、時間と繋がっている

④生活習慣になっている

⑤自分らしいと感じられる

⑥健康になる

⑦社会や家族などに貢献・役割を果たす
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聞けているかチェック！

第１位 畑で野菜をつくる

（草ぬきを含む）

第２位 おしゃべり・会話

第３位 手芸

第４位 テレビを見る

第５位 おいしいものを

つくる・食べる

第６位 はなづくり

第７位 グランドゴルフ

第８位 旅行

生活目標を聞くときのポイント

セルフケア

ＡＤＬ・ＩＡＤＬなどの身の回りのことをする

生産活動

仕事や勉強など自分の生活のために何かを作り出

したり、社会に貢献したりする

レジャー

趣味や娯楽など楽しみとして行うもの

支援者は、「セルフケア」を目標に
したがる

当事者は「生産活動」や「レジャー」
をイメージする

望む生き方を知ることはなぜ大事？

望む生活・望む地域は，支援者が決めるものでは決し
てありません．なぜならば悩みを忘れたり，幸せな気持ち
になれる活動は当事者にしかわからないからです。

その活動を目標として設定し，達成していくプロセスは
当事者にとって充実した生活だといえます．

支援者は当時者が意思決定するために必要な情報を
提供し，望む目標がどうすればうまくできるようになるか
についての知識や技術を持っています．

それぞれがオープンに考えを出し合って，試してみるこ
とをはじめようというわけです．

支援方法は

回復・習得・代償で整理する

個別地域ケア会議で
リハ専門職ができること②

できそうをできるにする方法

①回復モデル（その人の心身機能を変える）

②習得モデル（練習して上手くなる）

③代償モデル（環境を変える）

・道具を使う

・やり方を変える

・環境を調整する
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回復？習得？代償？

回復モデル
（訪リハ・デイ）

習得モデル
（ヘルパー中心に）

代償モデル
（行政OT・ヘルパー
訪リハ・福祉用具業者
ケアマネ）

洗濯 旅行配膳 就労調理

個別ケア会議 支援者の視点（私見）

①健康（からだ・こころ・お付き合い）になる支援を

（主観的健康感が上がるような支援）

②予後予測ができる

③多職種を尊重し、理解しようとするセンスを持っている

④専門用語をなるべく使わない

⑤情報は限られている 質問ばかりしない

⑥今日から使える具体的なアドバイスを

⑦代償をしっかり考えられるセラピストに

⑧暮らす地域の情報、生活の風習、地域課題などを理解
するよう努める

期待にどうこたえるか
②まちづくりを視野に入れた生活支援サービスの

充実と高齢者の社会参加

｢まちづくり」の定義

住民生活における「土地の共同」利用とその上に成り立つ共同生活条件の
整備を目的として、生活の必要性に基づいて地域問題を解決し、目指すべ
き地域像を達成していく取り組み

（山崎丈夫『まちづくり政策論入門』）

まちづくりとは、地域社会に存在する資源を基礎として、多様な主体が連
携・協力して、身近な居住環境を漸進的に改善し、まちの活力と魅力を高
め、『生活の質の向上』を実現するための一連の持続的な活動である

（日本建築学会編『まちづくり教科書第1巻「まちづくりの方法」）

包括的な概念であり、その地域に生活する人すべてが様々な活動やコミュ
ニケーションを通じて、地域の歴史や文化を踏まえながら未来に向かって
活力あふれる活動を展開できる社会の構築を目指す地域全体の共同作業

（津山市『人にやさしいまちづくり条例』）

｢まちづくり」の定義

生活する地域での取り
組み・活動・共同作業

→誰が・どの領域で・どのような取り組みを

行うかによって、違いはある



2016/7/27

7

小地域ケア会議とは

『誰もが住み慣れた地域で、
いきいきと暮らし続けていく』

そのためにはどうすればよいかを
『福祉目線』

で福祉の仕事に就いている人
（⾏政、社協、包括⽀援センター等）
と住⺠の皆さんが⼀緒に話し合う場

生活支援サービスを住民で
立ち上げる議論がスタート！

行政として

何ができる？？

私が行ったこと

①生活ニーズ調査の内容検討

②生活が困るってどういうこと？

③支援内容の検討

日常生活のお困りごとは？

①買い物に行くこと

②家族の介護

③病院に行くこと

④食事づくり

⑤公的手続きをすること

⑥緊急時に頼る人がいないこと

⑦掃除・洗濯・ゴミ出し

城西地区住民ニーズ調査より（８０７人）

日常生活で不便を感じていて、
有料でも利用したいのは？

①家の簡単な修理

②食事の配達

③介護の補助

④買い物の代行

⑤家事全般の手伝い

⑥病院・買い物等への送迎・同行

城西地区住民ニーズ調査より（８０７人）

個人個人

必ず毎日

時々やること

人と外ですること

整容

入浴

移動

排泄

食事

更衣

洗濯

買物

食事の
準備

財産
管理

電話

外出

旅行

仕事

休日

友人訪問
演奏会

食事会

飲み会

掃除

薬の
管理

コミュニ
ケーション
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要支援・サービス未利用者が
困っていることは（洗濯編）

その③:道具や環境を変える

その②:できる動作に変える

その①:からだを鍛えて体力をつける

改善するためのポイント 上手な支援方法

出来ることは自分で！が基本

それは、出来る力を支える
ためです！

では、こんな時どうします？？
～人に頼む？ ちょっと工夫して自分で続ける？～

浴槽のそうじが大変！

かぼちゃが切れない！

結局、私がしたことは・・・

住民が望む地域の実現
に向けて、達成するプロ
セスを、考えを出し合って
、一緒に考えただけ。



2016/7/27

9

リハ職の得意分野は？？

①「活動と参加」

②「環境」の重要性を知っている

③「できそう」を「できるしているに」

④「望む生活の実現」

期待にどうこたえるか
③住民運営の通いの場

「主体的」・「自主的」・「自律的」

住民運営の通いの場の充実プログラム

市町村の全域で、高齢者が容易に通える範囲に通い
の場を住民主体で展開

前期高齢者のみならず、後期高齢者や閉じこもり等
何らかの支援を要する者の参加を促す

住民自身の積極的な参加と運営による自律的な拡大
を目指す

後期高齢者・要支援者でも行えるレベルの体操など
を実施

体操などは週1回以上の実施を原則

＜コンセプト＞

地域づくりによる介護予防とは

53

なぜ行政や支援者は、住民の
「主体的」そして「自主」「自律」を
目指しているの？
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主体的・自主・自律とは

主体的

自分の意志・判断に基づいて行動するさま

自主

他からの干渉や保護を受けず、独立して事を
行うこと

自律

他からの支配・制約などを受けずに、自分自
身で立てた規範に従って行動すること

（デジタル大辞泉より）

干渉・保護・支配・制約を
支援者はしていないか？

干渉・保護・支配・制約

干渉

他人のことに立ち入って自分の意思に従わせようとすること

保護

外からの危険・脅威・破壊などからかばい守ること

支配

ある地域や組織に勢力・権力を及ぼして、自分の意のままに動か
せる状態に置くこと

制約

ある条件や枠をもうけて、自由な活動や物事の成立をおさえつ
けること

（デジタル大辞泉より）

①

⑥⑤④

③②

事業概要

•０ｋｇ～１．３ｋｇまで１２段階に

調節可能な、おもりを使用

•米国国立保健研究所・老化医学

研究所推奨の６種類の体操を

週１回・ ３ヶ月実施（計１２回）

•参加者の身体的負担度によって

次回０．２ｋｇを限度に負荷を増減

加茂圏域

北部圏域

勝北圏域

久米圏域

西部圏域

南部圏域 東部圏域

中央部圏域

めざせ元気！！
こけないからだ講座
津山市内一覧

現在

１９６地域
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実施地区比率

１９６／３６５（５３．７％）

高齢者参加率
３，８００／２９，３７０（１２．９％）

平成２５年度介護予防普及啓発事業
介護予防教室 参加延べ人数

平成２５年度介護予防普及啓発事業
介護予防教室 延べ開催回数

津山市の特徴
（よく聞かれる質問から）

なぜ続くの？

自分が元気
↧

周り（場）が元気
↧

地域が元気

継続のポイント①

体操だけじゃない
（やりたいことができる場となっている！）

継続のポイント②
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自分が決めるから
「やる！」を引き出す支援を

継続のポイント③

①住民は自ら動く力・選び取る力を持っている。
その力を信じている

→介護予防の効果・必要性を信じている
→汗と熱を感じてもらう
②やらせる→やる！を引き出す
→こころ動く媒体の作成
③自己選択・自己責任・自己決定の共有

→選び取るまでのプロセス支援を大切にしよう
④住民主体とは何か支援者で共有している

住民が「やる！」に寄与するには

なぜ体操するのか
理解しているから

継続のポイント④

【図１３ 「講座が始まるときに決めた生活目標は達成しましたか？ 」 の回答別測定平均値と改善者比率】

「講座が始まるときに決めた生活目標は達成しましたか？ 」への回答別測定平均値の推移
『膝伸展筋力 右（kg） （初回測定時⇒２回目〔３ヵ月後〕測定時）』

【表１３ 「講座が始まるときに決めた生活目標は達成しましたか？ 」 の回答内訳】

大切なのは

①住民の持つ力を信じること

②住民が「やりたくなる」を支援すること

③そばにいて、やりっ放しにしないこと

（住民主体の意味を勘違いしない）

地域生活支援とは（私見）

地域生活支援に、診断名や障害の
種類や重症度は重要ではない。

健康を意識し、やりたいこと・望
む地域を、住民自身が気付き、より
良い方向へ改善していくプロセスを
支援すること。


