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都道府県理学療法士会および市町村における新たな総合事業等実践報告会プログラム 
企画 A)「理学療法士と総合事業」 5 月 25 日（金） 

Ⅰ 

19:00～19:30 専門職ネットワーク（都道府県）                                       

Ⅰ-01 兵庫県における地域リハビリテーション活動支援事業の推進に向けた取り組み 

兵庫県社会福祉事業団 総合リハビリテーションセンター  

兵庫県地域リハビリテーション支援センター  安尾 仁志 

Ⅰ-02 地域リハビリテーション介護予防指導者育成事業と介護予防事業等における 

リハビリテーション専門職の関与状況との関係について 

公益社団法人愛知県理学療法士会   林 尊弘 

Ⅰ-03 三重県リハビリテーション情報センター・人材バンクを活かした， 

多様な主体による介護予防サービスへの取組 

一般社団法人 三重県理学療法士会  伊藤 卓也 

Ⅰ-04 地域包括ケアシステム構築に関する沖縄県理学療法士協会の取り組みについて 

～これまでの歩みと今後の展望～ 

医療法人八重瀬会 同仁病院   立津 統 

Ⅰ-05 埼玉県における理学療法士と総合事業・施設と職能団体の協力体制 

医療法人真正会 霞ヶ関南病院 地域リハビリテーション推進部  岡持 利亘 

Ⅰ-06 地域在住の内部障害合併患者に対する在宅リハビリについての人材育成の取組 

神戸市立医療センター中央市民病院 下雅意 崇亨 

 

19:30～20:00 総合事業への事業所の取組                                          

Ⅰ-07 神戸市北区で行なっている総合事業 ～2 次救急病院から地域リハビリテーションへ～ 

医療法人社団 六心会 恒生病院 リハビリテーション課  森屋 崇史 

Ⅰ-08 当法人が実施する東京都 A 区及び B 区からの指定管理委託による 

総合事業展開の取り組み 

社会福祉法人カメリア会  佐藤 信一 

Ⅰ-09 当院の理学療法士における総合事業への関わり－関わりの共有と今後の課題－ 

沼田脳神経外科循環器科病院 リハビリテーション部門  高根 和希 

Ⅰ-10 日野市における総合事業の報告 ～通所介護事業所の立場から～ 

社会福祉法人 創隣会 リハビリデイきりん  免田 伸子 

Ⅰ-11 当院にて実践している介護予防事業に 10 年間携わって 

医療法人社団 土合会 渡邊病院  田村 邦彦 

Ⅰ-12 行方市の地域リハビリテーション活動支援事業における通所介護事業所訪問の報告 

土浦協同病院なめがた地域医療センター リハビリテーション部  藤田 義隆 
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Ⅱ 

19:00～19:30 住民活動における PT の役割 1                                        

Ⅱ-01 群馬県沼田市における介護予防・日常生活支援総合事業， 

通所型サービスでの理学療法士の関わり 

利根保険生活協同組合 利根中央病院 リハビリテーション室   増田 睦 

Ⅱ-02 千葉県銚子市における介護予防事業(銚子プラチナ体操)について 

医療法人社団土合会 渡辺病院   三谷 健 

Ⅱ-03 千葉県銚子市における介護予防事業(プラチナ体操)について 

～通所リハ卒業し介護予防事業立ち上げに～ 

医療法人社団土合会 介護老人保健施設とよさと  太田 恭平 

Ⅱ-04 ご当地体操「阿波踊り体操」を導入ツールとした CSV(共通価値の創造) 活動報告 

医療法人徳寿会 鴨島病院  田村 英司 

Ⅱ-05 大田原マラソン大会における活動について 

      鹿沼整形外科リハビリテーション部，栃木県理学療法士会  

メディカルサポート部  山田 裕司 

Ⅱ-06  2017 年度日光市スポーツ支援事業に関する日光リハビリネットワーク年間活動報告 

地域医療振興協会 日光市民病院  早間 雄貴 

 

 

19:30～20:00 住民活動における PT の役割 2                                        

Ⅱ-07 当院地域周辺を対象とした「転倒予防教室」の活動報告について 

JA とりで総合医療センター リハビリテーション部 寒河江 純平 

Ⅱ-08 おたがいカラダづくりサポーター3 年間の実践報告 

～受講者の活動参加率 26．3%から 64．3%へ～ 

一般社団法人りぷらす  橋本 大吾 

Ⅱ-09 愛媛県理学療法士会が松前町で実施している取り組み 

公益社団法人愛媛県理学療法士会，松山赤十字病院  伊東 孝洋 

Ⅱ-10 東京都中央区「通いの場支援事業」の事業および成果報告． 

～PT 主体で運営したら，住民主体よりも効果的なのか？～ 

               専門学校東京医療学院 理学療法学科， 

公益社団法人東京都理学療法士協会中央区支部   金井 良 

Ⅱ-11 千葉市におけるシニアリーダー（介護予防を推進するボランティア）を活用した 

通所型サービス A（ミニデイ型通所サービス）について 

～地域の通いの場へ繋げるシステムについて～ 

医療法人社団 淳英会 元気ＵＰテラスおゆみの  角田 裕一 

Ⅱ-12 地域団体と協同して進めていく介護予防活動～医療機関としての専門性を活かして～ 

医療法人南島整形外科   森永 亘 
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Ⅲ 

19:00～19:30 専門職ネットワーク（市区町村） 1                                      

Ⅲ-01 安城地域リハビリネットワーク活動報告 ～人口約 19 万都市での取り組み～ 

医療法人安祥会 松井整形外科，安城地域リハビリネットワーク  青木 一樹 

Ⅲ-02 福岡県理学療法士会と糸島市とのこれまでの取り組みについて 

～事業委託から受託までの効率化と当会事務所機能の充実～ 

公益社団法人 福岡県理学療法士会  松﨑 哲治 

Ⅲ-03 鉾田市におけるリハビリテーション専門職の組織化による総合事業への影響 

               医療法人東湖会 介護老人保健施設  

フロンティア鉾田春の場所リハビリテーション室  赤井 広彬 

Ⅲ-04 愛知県豊明市ケア会議から生まれた民間資源利活用の成果と地域リハ支援事業 

「リハ職同行訪問」による地域包括支援センターの変化 

豊明市リハビリテーション連絡協議会   都築 晃 

Ⅲ-05 熊谷市における理学療法士と総合事業 

医療法人 熊谷総合病院  高野 利彦 

Ⅲ-06 地域リハビリテーション活動支援事業におけるリハ職の関わりについて 

～兵庫県明石市への事業参画を通して～ 

社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 総合リハビリテーションセンター  相見 真吾 

 

19:30～20:00 専門職ネットワーク（市区町村） 2                                      

Ⅲ-07 平成 29 年度札幌市地域リハビリテーション専門職派遣事業の実践報告 

特定非営利活動法人ＨＰＴ，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 北海道理学療法士会   福嶋 篤 

Ⅲ-08 川越市における介護予防事業のこれまでと，総合事業の発展に向けたデザイン 

医療法人 瑞穂会 川越リハビリテーション病院 リハビリテーション部 阿久澤 直樹 

Ⅲ-09 刈谷市療法士連絡会(愛知県)における総合事業実践報告 

刈谷市療法士連絡会  和田 陽介 

Ⅲ-10 一歩を踏み出そう！市は我々を待ってくれている！！ 

～兵庫県伊丹市ＰＯＳネットワーク設立とその活動を通して～ 

兵庫県伊丹市ＰＯＳネットワーク  十川 亮麻 

Ⅲ-11 兵庫県西宮市における地域リハビリテーション活動支援事業の取り組み 

～西宮 PTOTST 連絡会の活動を通して～ 

医療法人おかむらクリニック，西宮 PTOTST 連絡会   中 千草 

Ⅲ-12 東京都墨田区における地域リハビリテーション活動支援事業と訪問サービスC 事業の 2年

間活動報告 

東京都リハビリテーション病院  平野 正仁 
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Ⅳ 

19:00～19:30 通所サービスとケア会議 1                                          

Ⅳ-01 千葉市における通所型サービス C（短期リハビリ型通所サービス）について 

～ 地域の通いの場に繋ぐ工夫 ～ 

医療法人社団 淳英会 おゆみの中央病院 リハビリテーション部   川村 悠 

Ⅳ-02 理学療法士による「起き楽広場（鉾田市通所型サービス C 事業）」への関わり 

介護老人保健施設 コミュニティケアセンター樅山  根本 郁也 

Ⅳ-03 介護予防チームを発足して５年，当法人における介護予防活動と玉村町の関わり 

医療法人樹心会 介護老人保健施設たまむら リハビリテーション課  福田 貴洸 

Ⅳ-04 東日本大震災後の高齢化地域における訪問型サービス C の実践報告 

～サービス終了後の自主活動への参加を目指して～ 

一般財団法人日本リハビリテーション振興財団  

宮古・山田訪問リハビリステーションゆずる  山本 喜文 

Ⅳ-05 石川県羽咋市における「自立支援型ケア会議」について 

社会福祉法人 眉丈会 特別養護老人ホーム眉丈園  池島 大智 

Ⅳ-06 石川県金沢市の介護予防支援会議における理学療法士の活動報告 

金沢西病院 丸居 夕利佳 

 

 

19:30～20:00 通所サービスとケア会議 2                                          

Ⅳ-07 当センターにおける総合事業の対象者（事業対象者と要支援認定者）の比較と効果検証 

医療法人 青仁会 池田メディカルフィットネスセンター  星野 一成 

Ⅳ-08 総合事業における，短期集中予防サービス C の通所＋訪問ミックス型による効果の検証 

社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院 身体リハビリテーション課  福元 浩二 

Ⅳ-09 介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス C と 

通所型サービス B での一考察 ～茨城県 A 村における関わりと今後の課題～ 

茨城県リハビリテーション専門職協会 地域包括ケア推進室 長谷川 大悟 

Ⅳ-10 理学療法士の「自立支援型ケア会議」におけるケアマネジメント支援 

羽咋郡市広域圏事務組合 公立羽咋病院 リハビリテーション科  北谷 正浩 

Ⅳ-11 鶴ヶ島市での活動報告と今後の展望 

介護老人保健施設 鶴ヶ島ケアホーム  田澤 俊亮 

Ⅳ-12 笠間市地域包括ケア会議，介護予防教室のリハビリ巡回相談会，施設代表者が集う地域リ

ハビリ支援ワーキングの参加報告 

医療法人社団 聖嶺会 立川記念病院 訪問リハビリテーション    塙 花甫里 
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企画 B)「様々な総合事業を知ろう」 5 月 26 日（土） 

Ⅴ 

11:30～13:00 第 1 セッション                                               

Ⅴ-01 神奈川県におけるフレイルチェックを利用した健康寿命延伸の試み 

地域リハビリテーションセンターふらっと  露木 昭彰 

Ⅴ-02 東京都北区リハネット介護予防委員会の取り組み～行政とリハ職の連携～ 

東京都北区リハネット介護予防委員，北区障害者福祉センター 

東京都健康長寿医療センター研究所  中村 睦美 

Ⅴ-03 患者友の会 YDR（やれば出来るリハビラー）の活動報告 

西湘病院リハビリテーション料  飯田 員頒 

Ⅴ-04 鉾田市における通所型サービス C 事業の活動報告 

医療法人東胡会 鉾田病院リハビリテーション室   林 修平 

Ⅴ-05 青森県五戸町における短期集中型通所サービス「脳わくわく教室(複合型介護予防)」 

について 

東北メディカル学院 桜田 由紀子 

Ⅴ-06 土浦市における総合事業の取り組み 

－土浦市ふれあいネットワークを活かしたリハビリテーション専門職との連携－ 

土浦市社会福祉協議会 地域包括支援センターうらら 羽成木 綿子 

 

Ⅵ 

11:30～13:00 第 2 セッション                                               

Ⅵ-01 地域の自助・互助活動を共に考える支援 

（一財）宇治市福祉サービス公社 介護予防サポートセンター 阪東 美可子 

Ⅵ-02 兵庫県洲本市における介護予防・日常生活支援総合事業の考え方 

洲本市役所 健康福祉部  畑山 浩志 

Ⅵ-03 小田原市における地域リハビリテーション活動支援事業の紹介 

～神奈川県西地区リハビリテーション連絡協議会の活動報告～ 

神奈川県西地区リハビリテーション連絡協議会，医療法人社団 温知会 間中病院  酒井 勇紀 

Ⅵ-04 地域在住高齢者の運動習慣の獲得を目指した自治体と医療系大学の取り組み  

―教育的指導に重点を置いて― 

茨城県立医療大学理学療法学科   山本 哲 

Ⅵ-05 茨城県におけるシルバーリハビリ体操指導士養成事業の現状  

茨城県立健康プラザ  今 絵理佳 

ファシリテーター 

秋山泰蔵（医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院），飯島弥生（一般社団法人 茨城県リハビリテーシ

ョン専門職協会），石田修也（茨城県立健康プラザ），内田智子（茨城県立医療大学附属病院），大西耕平

（茨城県立健康プラザ），齋藤由香（日本理学療法士協会），鈴木和江（公益社団法人茨城県理学療法士

会 北茨城地域自立支援センター），今絵理佳（茨城県立健康プラザ） 

 



6 

 

19：00～19：30 専門職ネットワーク（都道府県）         

                                                                                                                               

Ⅰ-01 兵庫県における地域リハビリテーション活動支援事業の 

推進に向けた取り組み 

安尾仁志（PT），篠山潤一（PT），相見真吾（PT），大串幹（Dr） 

兵庫県社会福祉事業団 総合リハビリテーションセンター 兵庫県地域リハビリテーション支援

センター 

                                                                          

兵庫県では，県下 41 市町における地域リハビリテーション活動支援事業を推進する為に，地

域リハビリテーション（以下，リハ）支援体制と，リハ専門職 3 団体が合同で設立した兵庫

県リハ 3 士会合同地域支援推進協議会とが協働し，人材育成及び協力者派遣体制の整備に取

り組んでいる．市町村毎に異なる地域支援事業に対応する為に，市町村単位でのリハ専門職

ネットワークの構築が必要と考え，全県リハ支援センター，圏域リハ支援センターがコーデ

ィネート役となり，各市町事業担当者とリハ専門職とをつなぎ合わせる取り組みを開始して

いる．その中で，地域性に応じた形でのリハ専門職ネットワークの構築が進んできていると

共に，当事業を実施する上での行政側，リハ専門職側双方の課題も浮き彫りになってきた．

今回，兵庫県における体制づくりの活動報告を行うと共に，明らかになってきた課題につい

て参加者と意見交換を行いたい． 

 

 

  

                                                                                                                                        

Ⅰ-02 地域リハビリテーション介護予防指導者育成事業と介護予防事業等における     

リハビリテーション専門職の関与状況との関係について 

林尊弘，都築晃，星野茂，鳥山喜之 

公益社団法人愛知県理学療法士会 

                                                                          

愛知県理学療法士会では，2015 年度から県の委託事業として地域リハビリテーション介護予

防指導者育成事業を作業療法士会・言語聴覚士会と協働して実施してきた．本事業は 3 年間

のもので 1 年目は「啓蒙」，2 年目は「情報提供」，3 年目は「実践」を目標に県下全体（年 1

～2 回）とブロック毎（4～5 回）の研修を毎年開催し，今年で最終年度を迎えた．本報告で

は，2017 年 10 月に県下の全 54 市町村を対象に実施したアンケート調査結果をもとに，事業

の成果について述べる．介護予防事業等におけるリハビリテーション専門職の関与状況につ

いて，本事業が開始した 2015 年度は 27 市町村（50%）であったが，最終年度では 43 市町

村（79．6%）と約 1．6 倍増加していた．関与する一般介護予防事業の中では，サロン・自

主活動グループなどの通いの場への派遣や地域ケア会議への派遣といった地域リハビリテー

ション活動支援事業への関与が多く（63．2%），指導者育成を目的とした本事業の貢献が示

唆された．今後は，全市区町村にリハビリテーション専門職ネットワークを構築し，行政と

の連携を強化していく． 
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Ⅰ-03 三重県リハビリテーション情報センター・人材バンクを活かした， 

多様な主体による介護予防サービスへの取組 

伊藤卓也 

一般社団法人 三重県理学療法士会 

                                                                          

一般社団法人三重県理学療法士会では，平成 27 年度より医療介護総合確保基金を活用し，三

重県リハビリテーション情報センター（以下，情報センター）を運営している．情報センタ

ーの事業内容は，①県内のリハビリテーション施設・サービス情報提供，②リハビリテーシ

ョン専門職人材バンクの管理，③地域リハビリテーション活動支援事業，④地域包括支援セ

ンター支援事業（地域ケア会議・住民集いの場での介護予防等）である．現在，人材バンク

に理学療法士 251 名，作業療法士 88 名，言語聴覚士 24 名が，また協力施設として 58 施設

が登録され，平成 27 年から 3 年間で，地域ケア会議，住民集いの場での介護予防，通所型サ

ービス C などへ，延べ 500 名以上を地域へ派遣してきた．さらにこの人材バンクを活用し

て，企業とともに自動車や運転を通して，社会参加・生きがい・介護予防といった自立支援

に資する取り組みを展開している． 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

Ⅰ-04 地域包括ケアシステム構築に関する沖縄県理学療法士協会の 

取り組みについて～これまでの歩みと今後の展望～ 

立津統 1)，照屋一樹 2)，久高将臣 3)，天久拓哉 1) 

(公社)沖縄県理学療法士協会 社会局 1)医療法人八重瀬会 同仁病院，2)株式会社 まなざし， 

3)沖縄リハビリテーション福祉学院 

                                                                          

(公社)沖縄県理学療法士協会では平成 28 年に県作業療法士会，県言語聴覚士協会と 3 団体合

同で，(一社)沖縄県リハビリテーション専門職協会(リ専協)を設立，沖縄県から「リハビリ専

門職等を活用した地域包括ケアシステム構築事業」を受託し，県指定のモデル市町村へ地域

ケア会議立ち上げ支援や会議への助言者派遣，住民主体の介護予防事業への派遣を実施．専

門職や市町村担当者の資質向上のために，①リハ専門職等向け研修会，②市町村・地域包括

支援センター職員向け研修会の企画・運営を行う．平成 29 年度は沖縄県と県指定のモデル市

町村と連携し，離島も含めた地域を対象に体操指導など実践的な活動と住民主体の通い場づ

くりの立ち上げ支援・展開における具体的な数値目標を立て，県保健師ＯＢを活用し，リハ

専門職と連携して派遣事業を行う．さらに当協会では，西原町と浦添市より介護予防事業を

受託し，住民主体の運動教室において体操指導や運動評価などを実施し，理学療法士が介護

予防領域で活躍ができるよう取り組んでいる． 



8 

 

      

                                                                                                                                     

Ⅰ-05 埼玉県における理学療法士と総合事業・施設と職能団体の協力体制 

岡持利亘 

医療法人真正会 霞ヶ関南病院 地域リハビリテーション推進部 

                                                                          

埼玉県では，平成 26 年度から地域リハビリテーション支援体制を整備し，平成 28 年度から

は，「埼玉県地域包括ケアシステムモデル事業」により，介護予防や自立支援型地域ケア会議

による自立促進，生活支援体制の整備などを目指している．市町村において，「新しい介護予

防・日常生活支援総合事業」の充実や，住民によるインフォーマルサービスとも連動した多

様な介護予防メニューの創出，自助・互助の充実，介護予防ケアマネジメントの定着など，

自立支援に資する取り組みを多方面から応援している．介護予防事業では，住民が主体的に

運営する通いの場で，住民同士が共に元気になり，かつ，通いの場をきっかけに，地域での

見守りや支え合いを育むよう進めている．また，自立支援型地域ケア会議では，自立支援に

資するケアマネジメントやサービス提供のあり方，地域課題の解決までを，多機関・多職種

と協力・連携しながら模索し進めている．本報告では，人材育成や，基盤づくり等，報告す

る． 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅰ-06 地域在住の内部障害合併患者に対する在宅リハビリについての 

人材育成の取組 

下雅意崇亨 

神戸市立医療センター中央市民病院 

                                                                          

高齢化に伴い，肢体不自由障害に比較して内部障害が増加し続けている．中でも心不全や呼

吸不全で急性期病院に入院となった患者は，退院後の再入院率が非常に高いことが問題とな

っており，これらの患者の運動および認知機能を維持することで再入院を予防し健康寿命の

増進を図ることができると報告されている．しかし，実際にはこれらの患者に対する在宅訪

問リハビリの介入率は約６％と極めて低く，リハビリプログラムも十分に確立されていな

い．神戸市立医療センター中央市民病院，神戸在宅医療･介護推進財団，神戸市リハ職種地域

支援協議会の三者共催により，内部障害合併患者に対して，在宅リハビリを強化するための

人材育成（座学・中央市民病院での実地研修等）の取組について報告する． 
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19:30～20:00 総合事業への事業所の取組 

                                                                                                                                         

Ⅰ-07 神戸市北区で行なっている総合事業  

～２次救急病院から地域リハビリテーションへ～ 

森屋崇史 

医療法人社団 六心会 恒生病院 リハビリテーション課 

                                                                          

神戸市北区は 5 つのブロック分けられ，当院はその 1 つを担っている．行政の委託はなく，2

次救急病院が拠点となり，総合事業を展開している．その為，あんしんすこやかセンターや

地域住民，企業からの依頼は全て当院が窓口となる．活動は，①いきいき 100 歳体操，②健

康体操や健康講演，③地域包括ケア推進総括協議会，医療介護サポートセンター活動であ

る．一昨年度は①12 回，②5 回，③2 回の計 19 回．昨年度が①7 回，②5 回，③2 回の計 13

回であった．詳細は，①啓発，評価，実践の重錘は，婦人会の方々が手作り，寄付された．

②脳卒中講演，タオル体操，脳トレ体操を実施した．③医師とコメディカル，医療と介護が

協同し寸劇を．総会は，学会形式でブロック活動をポスターにて発表している．分科会は入

退院連携，認知症，服薬，口腔ケアなど様々な活動報告や問題提議をし，情報交換を行なっ

た．今年度から症例検討，認知症カフェへの参加も計画している． 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅰ-08 当法人が実施する東京都 A 区及び B 区からの指定管理委託による 

総合事業展開の取り組み 

佐藤信一，鈴木陽子，志賀美穂子，石原正人，久保豊彦，高橋利明 

社会福祉法人カメリア会 

                                                                          

当法人は，平成 30 年 4 月より，東京都 A 区の高齢者サービス施設の指定管理を受け，在宅

高齢者地域活動の運営を開始した．ここは，A 区の指定事業である健康トレーニング教室を

１回１時間半，週 4 コマを，16 回を１クールとして行う他，高齢者健康事業としてカラオ

ケ，麻雀，パソコン，茶道，手芸等，全 64 講座を運営している．講座は区指定講座，館主催

講座のほか，自主活動のグループ活動も多岐に渡り展開し，地域高齢者の活動の場として，

区の総合事業の一翼を担っている．同様に，同年 5 月からは，東京都 B 区の新規施設である

特別養護老人ホームの指定管理を開始した．ここは，介護保険施設としての入居・在宅サー

ビスのほか，要介護認定外の高齢者を対象とした高齢者トレーニング事業を区の事業指定に

より，A 区と同様マシントレーニングを中心とした内容で，週 2 コマ，1 回 1 時間半の教室

を 16 回を１クールとして開催を始めた．高齢者健康トレーニングを中心に，両区の総合事業

への取り組みを紹介する． 
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Ⅰ-09 当院の理学療法士における総合事業への関わり 

～関わりの共有と今後の課題～ 

高根和希，五十嵐達也 

沼田脳神経外科循環器科病院 リハビリテーション部門 

                                                                          

沼田脳神経外科循環器科病院(当院)は群馬県北毛地域に位置する脳と心臓の診療を中心とした

病床数 84 床の急性期病院である．105 名(H30．4)のリハビリテーション専門職が在籍してお

り，入院リハビリテーションの他に，訪問リハビリテーションや地域の総合事業に協力する

など医療から介護へ幅広く携わっている．我々が勤務する北毛地域における高齢者保健福祉

圏域ごとの高齢化率は吾妻 34．6%，沼田 31．6%(H26．10)とされており，今後，更なる高

齢化・人口減少が予想される地域である．よって，本地域の実状から理学療法士が総合事業

へ積極的に携わることは責務であると考える．当院での主な事業内容は「転倒無視(てんとう

むし)訪問」と呼ばれる，訪問型の介護予防事業である．内容は理学療法士 1 名，市役所職員

1 名で地域在住高齢者宅に出向き，体力測定・問診を実施した後に，自主練習プログラムを

提案・実践・可視化するという内容だ．定期的に市役所職員が該当者宅に出向き運動内容の

習熟度，満足度等聴取し経過を追っている．その他にも介護予防事業普及啓発事業・地域介

護予防活動支援事業に携わっており，地域リハビリテーション広域支援センターや市町村職

員・近隣病院の理学療法士と連携した取り組みを実施している．今回は，理学療法士として

の関わりを共有し，今後の課題や新たな知見を追求したい． 

 

                                                                                                                                          

Ⅰ-10 日野市における総合事業の報告 ～通所介護事業所の立場から～ 

免田伸子，本間智恵子，多和田圭祐，工藤靖之 

社会福祉法人 創隣会 リハビリデイきりん 

                                                                          

日野市は東京都南西部に位置し，人口約 18 万 3 千人，高齢化率 24．3％の自治体である．平

成 28 年 4 月より総合事業が始まっている．①介護予防・生活支援サービス事業として日野市

独自の類型分けにより第一号訪問・通所事業が展開，②一般介護予防事業として社会福祉協

議会が委託を受けて，65 歳以上のすべての高齢者，主に元気な高齢者を対象に事業が展開さ

れている．今回は介護予防・生活支援サービス事業を第一号通所事業所の視点から報告す

る．訪問・通所事業において，①重点ケア型②混合ケア型③生活援助型の 3 類型に分類．総

合事業の配置要件として専門職を看護職としており，期間の定めもない．当事業所では理学

療法士を常勤で配置しているが，全職員が自立支援に資するサービスを展開し，介護保険サ

ービスを永続的に利用するだけでなく，その人自身が今までの生活を続けていけることや再

び始めることに向かっていけるような関わりをしていきたいと考えている． 

 

 



11 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅰ-11 当院にて実践している介護予防事業に 10 年間携わって 

田村邦彦 

医療法人社団 土合会 渡邊病院 

                                                                          

我々は，平成 19 年度より，茨城県神栖市の委託を受け，介護予防事業を現在まで運営してい

る．10 年前より，国の政策を踏まえ，市のビジョンに合わせ，リニューアルをしながら開催

している．開始当初は，転倒予防教室から始まり，認知症予防教室，現在は複合的な介護予

防教室として開催している．運営する中では，教室卒業後の問題，参加者獲得の問題，評価

含め効果判定の課題等，多くの課題に直面しているが，市と地域で実践される様々な事業

所，地域住民と連携しながら，課題克服を目指し，実践を継続している．現在までに教室で

は，300 名程度の卒業生を輩出している．今回は，当法人で担っている介護予防事業の変遷

を紹介し，実績を踏まえ若干の考察を交え報告する． 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

Ⅰ-12 行方市の地域リハビリテーション活動支援事業における 

通所介護事業所訪問の報告 

藤田義隆 

土浦協同病院なめがた地域医療センター リハビリテーション部 

                                                                          

当院は，地域リハビリテーション活動支援事業における通所介護事業所（以下，事業所）訪

問の依頼を受け，行方市地域包括支援センター（以下，包括）と連携し，平成 28 年度より新

事業を始めた．市内には 10 件の事業所があり，毎月 1 件ずつ約 1 年をかけ，包括の保健師，

当院の理学療法士と作業療法士が訪問した．事業の目的は，①事業所の現状把握と情報共

有，②事業所の傾向を分析し，事業所間の情報共有をサポート，③生活支援の現状と課題を

分析し，対策を検討することである．訪問時は，事業所の現状をヒアリングし，リハビリテ

ーション（以下，リハビリ）に関する相談に応じた．年度末は，事業所担当者交流会を開催

し，事業の振り返りや事業所間の意見交換を行った．2 年目は，訪問での課題，交流会での

意見等を踏まえ，交流会を年 3 回とした．また，新たにモデル事業を立ち上げ，1 事業所に 1

年間介入し，リハビリの支援を集中的に行うことにした．毎月 1 回理学療法士または作業療

法士が訪問した．継続的にサポートできることで，利用者へのリハビリ評価，施設職員への

リハビリ指導，車椅子のポジショニングや歩行補助具の選定などを行うことができた．継続

的な介入は利用者や職員に対して，有効なリハビリ支援につながった． 
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19:00～19:30 住民活動における PT の役割 １ 

                                                                                                                                          

Ⅱ-01 群馬県沼田市における介護予防・日常生活支援総合事業， 

通所型サービスでの理学療法士の関わり 

増田睦 

利根保険生活協同組合 利根中央病院 リハビリテーション室 

                                                                          

地域包括ケアシステムの構築に向けて，介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が創設さ

れ，群馬県沼田市では平成 29 年 4 月より理学療法士の総合事業へ参加が始まった．当院では

市からの委託業務として，一般介護予防事業と介護予防・生活支援サービス事業の通所型サ

ービスにて関わる機会を得た．通所型サービスにおける初年度の活動内容と今後の課題につ

いてまとめた． 理学療法士は参加者の機能評価(握力・開眼片足立位保持時間・Timed Up 

& Go Test・5m 歩行)と個別面談により，プログラム作成と目標設定を行った．機能評価と面

談は前・中・後期の３回行い，随時プログラム・目標の修正を行った．理学療法士が関わっ

たことによる成果として，評価の正確性の向上と参加者の状態に即したプログラム作成と目

標設定が行えたとの評価が得られた．次年度への課題としては，理学療法士がより主体的に

関わり，評価項目の選定や介護予防に関する情報提供を行うことがあげられた． 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅱ-02 千葉県銚子市における介護予防事業(銚子プラチナ体操)について 

三谷健 

医療法人社団土合会 渡辺病院 

                                                                          

銚子市は平成 27 年度より，総合事業を開始している．その中で，一般介護予防事業として，

地域のリハビリ専門職（以下リハ職）と地域包括センター（以下包括）が共同で介護予防研

究会を立ち上げた．住民主体での活動の場を提供するため，徒歩圏内の会場を基本とし，週

1 回以上の活動を条件とし，銚子プラチナ体操を導入していく企画を進めた．導入前に実施

概要を説明し，第 1 回目～4 回目は包括職員が介入して実施(内 2 回はリハ職同行)．その後

は，3 ヶ月，9 ヵ月と包括職員とリハ職にて実施状況の確認，評価を実施．体操の実施のみを

目的とするのではなく，会場へ出向く事，体操実施までの準備等に活動が生じている事を随

時説明していく．また，交流会として各団体を集め，市長からの表彰式等を行うことで，住

民の意欲を高める工夫を行い，継続率，実施率を保つ工夫を行っている．今後は，事業評価

はもちろんの事，参加者の意欲保持・向上を視野に入れ評価内容や実施内容の検討が必要． 
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Ⅱ-03 千葉県銚子市における介護予防事業(プラチナ体操)について 

   ～通所リハ卒業し介護予防事業立ち上げに～ 

太田恭平 

医療法人社団土合会 介護老人保健施設とよさと 

                                                                          

銚子市は平成 27 年度より，総合事業を開始している．その中で，当施設の通所リハビリテー

ションサービス(以下通所リハ)を卒業後，当施設にてボランティアとして活動継続していくな

かで，一般介護予防事業(プラチナ体操)の立ち上げに繋がった症例を報告する．元々，市の事

業や企画等に幅広く関わっていた利用者であり，通所リハ卒業後は当施設での物品準備や片

づけ等のボランティアへの移行を目標として通所リハを開始した．卒業前より，ボランティ

ア実施内容や保障，留意点等を含め，ご家族，ケアマネジャーとも共有し進めていった．卒

業後，数年ボランティアとして活動して頂いたが，一般介護予防事業の説明を適宜行う中

で，近隣住民へ声をかけ，事業立ち上げへと繋がった．平成 30 年 3 月現在，開始より，4 ヵ

月経過しており，体操以外にも口腔機能，脳トレ等含め自主的に活動が展開されている状

況．今後は，事業評価及び住民自体のモチベーション維持等を図る工夫等を検討していく必

要あり． 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅱ-04 ご当地体操「阿波踊り体操」を導入ツールとした 

ＣＳＶ(共通価値の創造) 活動報告 

田村英司 1) ，柿本直子 1) ，住友祐介(OT)1) ， 土橋孝之(MD)1) ，浅野登(MD)1) 

高田信二郎(MD)2），後藤田志穂 3) ，鳩成正至 3) ，田中俊貴 4)，松原勲 4) 

1)医療法人徳寿会 鴨島病院， 2)独立行政法人国立病院機構 徳島病院 

3)吉野川市 健康福祉部介護保険課， 4)野川市 教育委員会生涯学習課 

                                                                          

【目的】地域包括ケアにおけるＣＳＶ(Creating Shared Value)活動について，阿波踊り体操

を導入ツールとした取り組みを報告する．【背景】阿波踊り体操の効果は，長寿科学総合研究

事業，老人保健施設健康増進事業，日本運動器科学会学術プロジェクトで立証されている．

【活動報告】体操は，地域ケーブルテレビで 12 年間定時放送されており，一般介護予防事業

は勿論のこと，地元の阿波踊り大会・子育て支援・高齢者就労支援・公民館事業等，各種イ

ベントで活用されている．最近では，日本医師会テレビ健康講座で紹介された．【考察】今

後，市中心部のアリーナ完成と駅周辺の活性化計画に伴い，地域総合型スポーツクラブの運

営を通じて，地域コミュニティの形成を勘案したい．【結論】ご当地体操は，起因としての

「健康づくり」のみならず，地域資源を共助推進する「場づくり」ともなる．加えて専門的

ケアを提供する「環境づくり」は，地域特性を生かした「まちづくり」を創造する． 
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Ⅱ-05 大田原マラソン大会における活動について 

山田裕司 

鹿沼整形外科リハビリテーション部  栃木県理学療法士会 メディカルサポート部 

                                                                          

【はじめに】我々栃木県理学療法士会，メディカルサポート部では 2007 年より大田原マラソ

ンにて市民マラソンランナーに対しケアルームを設置しレース前後にストレッチやテーピン

グ，トレーニング相談やマッサージなどを個別に対応を行なっている．【活動概要】大会会場

に，施術スペースを８台用意した．施術待ちのランナーのために待合椅子を設置し，問診票

を記載してもらいランナーの気になる部位やニーズなどを確認した．その問診票をもとに，

理学療法士スタッフがランナーと施術スペースにて，再度問診触診などを行ない様々な施術

を行なった．レース前は多くのランナーはストレッチやマッサージなどを希望してきた．ま

たテーピングのニーズも多くあった．レース後は疲労度が高く痙攣するランナーも多く，水

分や塩分の補給を促したり持続的かつ軽めの伸張刺激にとどめたり足底筋膜のダイレクトス

トレッチなどが好まれた．また腰背部の張りを訴えるランナーも多く，脊柱全体の筋緊張を

緩めるような施術を行なった．【おわりに】近年，理学療法士という職業に対する認知度は

年々高くなってきている．ただ，当然のことながら，一般市民が理学療法士にサービスを受

ける機会は少ないと思われる．したがって，このような市民マラソンを介して理学療法士の

存在を広める機会になると感じた． 

 

                                                                                                                                          

Ⅱ-06 2017 年度日光市スポーツ支援事業に関する 

日光リハビリネットワーク年間活動報告 

早間雄貴 

地域医療振興協会 日光市民病院 

                                                                          

【はじめに】行政等の窓口として，日光市の理学療法士(以下:PT)作業療法士(以下:OT)言語聴

覚士(以下:ST)が 3 士合同職能団体日光リハビリネットワーク(以下:日光リハネット)を 2015

年 10 月に発足した．地域包括ケア会議等に参加した世話人が，各施設代表者に情報の伝達や

勉強会，日光リハネット全体の懇親会を行っていたが実践活動は少なかった． 

【スポーツ支援事業】2017 年 4 月より日光市教育委員会スポーツ振興課主催の各実行委員会

事務局から依頼があり，1st 日光 100km ウルトラマラソンに PT19 名 OT4 名 ST2 名が参加

し，極力各職種の特性を活かしつつ競技中の選手のケアを行った．第 12 回日光杉並木マラソ

ン大会 PT8 名 OT4 名と第 12 回日光市駅伝競走大会 PT10 名 OT2 名は，ゴール後のセルフ

ストレッチ教室を行った．JOC ジュニアオリンピック大会日光杯第 12 回全日本女子中学高

校生アイスホッケー大会 PT3 名が今後のサポート活動に関する視察を行った．また，各大会

の説明会に多くの方が参加した． 
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19:30～20:00 住民活動における PT の役割 2 

                                                                                                                                          

Ⅱ-07 当院地域周辺を対象とした「転倒予防教室」の活動報告について 

寒河江純平，豊田和典，板垣昭宏 

JA とりで総合医療センター リハビリテーション部 

                                                                          

【目的】当院地域周辺を対象とした「転倒予防教室」ついて報告する．【背景】内閣府が発表

した平成 29 年高齢社会白書によると，要介護状態になった原因として「骨折・転倒」は

12．2％であり，全体の 4 位であることから，転倒を予防していくことは重要である．当院で

は地域住民を対象とした出前講座「転倒予防教室」がある．【活動実績】2017 年度は 5 回出

張があり，計 130 人の地域住民に指導した．本活動は当院院内新聞に取り上げられた．【考

察】地域住民からの希望で出張回数は年々増えており，住民からのニーズは一定の割合であ

ると考えている．課題としては住民同士で身体機能に大きな差がある場合に，体操の変更な

ど強いられた．今後はより多くの住民に対応した体操や，参加した地域住民の意見を反映で

きるようにアンケートなど導入していきたい．【結論】本活動は地域住民の転倒予防に繋がる

だけでなく，自主的な運動に繋がるコミュニティの構築にも貢献している可能性がある． 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅱ-08 おたがいカラダづくりサポーター3 年間の実践報告 

〜受講者の活動参加率 26．3%から 64．3%へ〜 

橋本大吾，小田智樹，横山翼 

一般社団法人りぷらす 

                                                                          

【目的】2014 年 9 月より，宮城県石巻市にて住民主体の「健康づくり」と「コミュニティー

作り」を目的とした，「おたがいカラダづくりサポーター」（以下，おたからサポーター）の

育成を理学療法士 1 名，社会福祉士１名で開始．【方法】おたからサポーターを育成するプロ

グラムを開発し，その担い手となる住民を募集．合計 12 時間（現在は 16 時間）のおたから

サポーター養成講座を受講し，所定の内容を終了した方を，おたからサポーターとして認

定．認定後は，ボランティアとして，地域の集会場などで体操教室を実施．【結果】養成講座

は，2018 年 3 月までに 115 名が受講，認定者は 92 名．2017 年 4 月〜2018 年 3 月まで１年

間の活動は，体操教室の実施箇所 110 か所，おたからサポーターの活動述べ人数 395 名．体

操教室の参加者述べ人数 1，352 名．これまで，11 期に渡り養成講座を実施．第 1〜2 期の受

講者 23 名中 5 名が体操教室への活動に参加．直近の第 10 期〜11 期の受講者 14 名中 9 名が

体操教室への活動に参加．受講者に占める体操教室への参加率は，26．3%から 64．3%へ上

昇． 
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Ⅱ-09 愛媛県理学療法士会が松前町で実施している取り組み 

伊東孝洋 1)2) ，公原央智 1)3) ，吉野 一弘 1)4) 山崎祐司 1)5)，定松修一 1)2)  

1)公益社団法人愛媛県理学療法士会，2)松山赤十字病院，3)株式会社クオリア訪問看護ステーショ

ンくるみ，4)あき整形外科リハビリテーションクリニック，5)社会医療法人真泉会今治第一病院 

                                                                          

（公社）愛媛県理学療法士会（以下，本会と略する）は平成 26 年度より（公社）愛媛県作業

療法士会，（一社）愛媛県歯科衛生士会と協働して，愛媛県伊予郡松前町において，通所型介

護予防事業（以下，教室と略する）を実施している．対象者は教室への参加を希望された 65

歳以上の住民であり，会場は地区の公民館や集会所で実施している．教室の回数は週 1 回の

ペースで計 12 回開催しており，平成 29 年 3 月末時点で松前町内 27 箇所において，教室が

開催されている．本会は教室において運動機能評価及び転倒予防等の講話や運動指導を実施

している．また教室終了後も参加者を中心とした自主グループの立ち上げに関与しており，

自主グループ設立以後も体操指導者の育成や自主グループの運営支援を目的として，半年に

1 回程度，保健師とともに本会より派遣された理学療法士が住民主体の集いの場に参加し，

体操内容の確認や助言等を行っている．本会は今後も松前町の地域づくりに貢献出来たらと

考えている． 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅱ-10 東京都中央区「通いの場支援事業」の事業および成果報告． 

～PT 主体で運営したら，住民主体よりも効果的なのか？～ 

金井良 

専門学校東京医療学院 理学療法学科  

公益社団法人東京都理学療法士協会中央区支部 

                                                                          

【事業名】東京都中央区「中央区通いの場支援事業」【実施期間】平成 29 年 7 月～30 年 3

月，隔週 1 回全 19 回（各回 2 時間）【活動内容】スロートレーニング，スクエアステップ，

各種健康講座と健康相談，体力測定会【活動実績】参加者数のべ 393 名（男性 27 名，女性

366 名）【研究調査】調査協力を得られ 6 カ月間継続参加した方 18 名について，主観的健康

感，5 回立ち上がり時間，2 ステップ値，E-SAS 項目の前後比較を行った．【事業成果】5 回

立ち上がり時間（p=0．00003），E-SAS 項目の休まず歩ける距離（p=0．024）で，統計学的

に有意に向上を認めた（EZR．ver1．36）．【住民主体サロンとの比較】当会通いの場参加者

26 名と，民生委員さん主体で運営されている別な通いの場参加者 19 名について，前述の項

目を横断的に比較した．結果，当会の参加者において，5 回立ち上がり時間が有意に短かっ

た（p=0．028，BMI と病歴の有無で調整）．【結論】PT 主体で通いの場を運営すると，住民

主体よりも体力指標の改善に効果的であることが示唆された． 
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Ⅱ-11 千葉市におけるシニアリーダー（介護予防を推進するボランティア） 

を活用した通所型サービスＡ（ミニデイ型通所サービス）について 

～地域の通いの場へ繋げるシステムについて～ 

角田裕一 

医療法人社団 淳英会 元気ＵＰテラスおゆみの 

                                                                          

平成 29 年度より，千葉市で総合事業が開始され，当法人ではミニデイ型通所サービスを開設

した．当施設の運営主体は平均年齢 70 歳の 4 名の高齢者であり，非常勤として雇用してい

る．当法人では，平成 27 年度よりシニアリーダー（以下，SL）講座事業を受託し，地域の

介護予防を推進するボランティアである SL を養成，SL が地域に立ち上げる SL 体操教室の

運営を支援している．その SL こそが，当施設の主な従事者として，ご活躍いただいている

方々である．地域の SL 体操教室と同様に，利用者と同年代の SL が主体となって運営にあた

ることで，自然と「地域の通いの場」と同様の環境を作り出すことができている．加えて，

入院，外来及び通所リハビリテーションの個別治療に慣れきってしまっている利用者自身の

健康感を変革し，当施設を経て，地域の通いの場の参加に繋げ，地域において，自らの健康

をセルフコントロールできるようになることを最大の目標としている． 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅱ-12 地域団体と協同して進めていく介護予防活動 

～医療機関としての専門性を活かして～ 

森永亘，中野慎也，中島研一，多賀谷伸一，長尾洸一，姪原優華，喜屋武本希  

医療法人南島整形外科 

                                                                          

当院が所在する福岡市南区には，２５校区それぞれに南区健康推進連合会（以下：健推連）

が存在する．健推連は，健康寿命を延ばすために，地域で健康づくりを進めている団体であ

り，その特色を活かした様々な活動を行っている．我々は，医療機関の専門職として，その

活動に参画し，定期的に運動教室を開催している．内容としては，介護予防運動指導，健康

教育，生活習慣病や運動器疾患の理解とその予防，身体機能測定，ノルディックウォーキン

グ，医師による講演等を行っている．健推連や公民館，住民の方々のご協力もあり，現在こ

の運動教室が地域のなかで機能することができている．地域包括ケアシステムの構築におい

て，総合事業は重要な役割を担う．なかでも理学療法士は，事業の推進的な役割を果たして

いく必要があると考える．今後我々も地域のニーズを把握しながら，内容の再考や啓発活

動，参加者の主体性強化を視野に置き，更なる地域支援に努めていきたい． 
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19:00～19:30 専門職ネットワーク（市区町村） 

                                                                                                                                         

Ⅲ-01 安城地域リハビリネットワーク活動報告〜人口約 19 万都市での取り組み〜 

青木一樹 1) 7)，山田真也 1) 7) ， 堀山貴之 2) 7) ， 清水隆幸 3) 7) ， 高橋宗紀 4) 7) ，小久保充 5) 7) ， 

宇野達也 5) 7) ，岡田浩幸 6) 7) ，山下渓志郎 1) 7) ，長谷川昌弘 2) 7) ，松山太士 5) 7) 

1)医療法人安祥会 松井整形外科 2)株式会社 ONZiii Act 3)八千代リハビリデイサービス彩 4)医療

法人紘寿会 介護老人保健施設さとまち 5)社会医療法人 財団新和会 八千代病院 6)JA 愛知厚生連 

介護老人保健施設あおみ 7)安城地域リハビリネットワーク 

                                                                          

【はじめに】平成 24 年 6 月に安城地域リハビリネットワークを発足し，リハビリテーション

の観点から地域に貢献するべく，課題解決型のネットワークとして約 6 年間活動を続けてき

た成果を報告する．【行った事】⓪各種調整，①リハ資源の見える化活動，②人材育成活動，

③健康推進活動，④啓蒙活動を行った．【成果】❶ネットワーク内：事業所間交流が増え，現

状の課題を共有した事で，解決に向けてネットワーク一丸となり行動する事が可能となっ

た．❷行政・他団体：総合事業に関する会議・意見交換会への参加やリハビリテーション活

動支援事業の受託，また，行政からいろいろな相談や依頼をいただく事となった．行政職員

から，「相談窓口が明確となり，相談・依頼がし易くなった．」とお声をいただいている． 

 [PR]安城地域リハビリネットワーク Facebook ページ：https://www．facebook．com/安城

地域リハビリネットワーク-629888740513347/ 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅲ-02 福岡県理学療法士会と糸島市とのこれまでの取り組みについて 

～事業委託から受託までの効率化と当会事務所機能の充実～ 

松﨑哲治，西浦健蔵，永友靖，近藤直樹，時吉直祐，今村純平，中山祥子，長田磨江香，野中香里 

公益社団法人 福岡県理学療法士会 

                                                                          

【はじめに】福岡県の行政区は 2 つの政令指定都市を含む 60 市町村に分かれているため，地

域包括ケアシステムに対する取り組みは各行政区により多種多様である．今回，糸島市と当

会とのこれまでの取り組みが，少しずつ福岡県下にも広がりつつあるので紹介する．【紹介】

地域包括ケアシステムに関する事業への理学療法士（以下，PT）の推薦および派遣依頼の手

続きについて，これまで多くの市町村は福岡県担当課を経由して当会に依頼を行い，当会か

ら PT を推薦後，各行政区単位で PT と契約する流れを執っていた．しかし，糸島市は他の行

政区に先駆けて，当会に直接事業委託ならびに契約を行い，「地域ケア会議」，「訪問 C」，「通

所 A のアドバイザー」，「研修会事業（年間 120 万円）」と糸島市からの事業委託も増えてき

ている．またその形態は，他市町村にも広がってきている．【おわりに】上記取り組みの課題

として，事務所の多忙化などあるものの，多種多様な 60 市町村との関係性を構築する上では

必要な形態と思われる． 

 

https://www.facebook.com/安城地域リハビリネットワーク-629888740513347/
https://www.facebook.com/安城地域リハビリネットワーク-629888740513347/
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Ⅲ-03 鉾田市におけるリハビリテーション専門職の組織化による総合事業への影響 

赤井広彬（PT）1)，鈴木悠史（ST）2)，新堀拓（OT）3)，佐藤央庸（保健師）4)，飯島弥生（PT）5)，

斉藤秀之（PT）5) 

1)医療法人東湖会 介護老人保健施設 フロンティア鉾田春の場所リハビリテーション室， 

2)医療法人東湖会 鉾田病院リハビリテーション科，3)医療法人三尚会 高須病院通所リハビリテ

ーションにこにこ，4)鉾田市保健福祉部介護保険課地域包括センター，5)一般社団法人茨城県リハ

ビリテーション専門職協会地域包括ケア推進室 

                                                                          

鉾田市（以下，当市）では，2011 年に市内 6 つの病院・施設に従事する理学療法士・作業療

法士・言語聴覚士により，「ほこた地域リハビリテーションを明るくする会（以下，明るくす

る会）」を設立し，現在は年 12 回程度の勉強会の開催を中心に運営している． 2014 年に一

般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会（以下，専門職協会）が設立され，市町村

の総合事業に対応する体制整備が開始された．明るくする会は専門職協会の鉾田支部の役割

も担う事になった．当市が総合事業に取り組むため明るくする会が当市担当者との情報共有の場

として活用された． 現在，通所型サービス C，訪問型サービス C，介護予防普及啓発事業，地域

リハビリテーション活動支援事業の委託を受け，全てに理学療法士が関わっている．当市でのリ

ハビリテーション専門職の組織化は，総合事業において病院・施設を問わずに実践できる公益活

動を可能にした． 

 

                                                                                                                                          

Ⅲ-04 愛知県豊明市ケア会議から生まれた民間資源利活用の成果と 

地域リハ支援事業「リハ職同行訪問」による地域包括支援センターの変化 

都築晃 1)  ，豊明市リハビリテーション連絡協議会会員一同 1)  ，松本小牧 2) 

1)豊明市リハビリテーション連絡協議会 2)豊明市役所健康福祉部高齢者福祉課 

                                                                          

愛知県豊明市は 2017 年３月新総合事業に移行した．翌月から多職種地域ケアカンファレンス

を毎月１〜２回開催し，個別事例から自立支援を学び地域課題や資源把握と共有，専門職見

える化と技術移転，地域包括やケアマネ等との連携向上を図った．民間スーパーの高齢者等

へ買い物個別配送，民間温浴施設無料送迎バス利用による外出支援は，利用者数や客単価が

倍増し前年通所介護給付率から２５％以上抑制できた．公的保険外サービス紹介を行政や医

療介護専門職が適切に仲介し成果を出せた．カンファレンスでは，地域包括職員がリハ職利

用メリットを住民に説明できない現状を知り，FAX 依頼で即日リハ職が地域包括職員と同行

訪問する仕組みを設けた．目標やゴール設定，自主トレ指導，福祉用具，住宅改修など迅速

にでき好評である．2016 年内閣府経済財政一体推進委員会，2017 年内閣官房未来投資会議 

構想改革徹底推進会合に招聘，発表． 
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Ⅲ-05 熊谷市における理学療法士と総合事業 

高野利彦 

医療法人 熊谷総合病院 

                                                                          

熊谷市では平成 28 年度から地域づくりにおける介護予防事業が始まった．平成 28 年，29 年

度に 3 回の介護予防サポーター養成講座を開催し，住民主体における通いの場が 12 ヶ所立ち

上がっている．また，地域ケア会議は各地域包括支援センター主体で開催されているが，困

難事例が多いのが現状であり，療法士の参加も一部となっている．訪問 C は平成 29 年度末

より開始され，地域ケア会議から連動し，通いの場へとつなげる構想がある．筆者は介護予

防サポーター養成講座の担当，通いの場での立ち上げ支援，地域ケア会議での助言者，訪問

C での実施者としての活動に関与している．また，平成 27，28 年度には埼玉県理学療法士会

職能局地域包括ケア推進部の部員として活動し，29 年度には介護支援専門員の取得，医療保

険部の部長就任と活動を行っている．本報告では熊谷市での活動と職能局での活動を通し，

総合事業での理学療法士の関わり方の一例について報告する． 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅲ-06 地域リハビリテーション活動支援事業におけるリハ職の関わりについて 

～兵庫県明石市への事業参画を通して～ 

相見真吾（PT）１），高橋 明子（OT）2） 

1)社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 総合リハビリテーションセンター 

2)明石市 福祉局 地域総合支援室 

                                                                          

明石市は，地域における介護予防への取り組みを総合的に支援することを目的として，「自主

グループ」及び「自立支援型ケアマネジメント会議」（地域ケア個別会議）にリハビリテーシ

ョン専門職（以下，「リハ職」という．）が関与する地域リハビリテーション活動支援事業

（以下，「事業」という．）を段階的に実施している．また，事業の円滑な展開を図るため，

市職員と関与しているリハ職との情報共有や課題を検討する場である「明石市リハ専門職連

絡会」を開催している．当センターは，平成 29 年度より事業に参画している．その取り組み

を通して，地域住民にグループ活動がもたらす効果を伝える際に，ＡＤＬやＩＡＤＬの向上

に役立つ助言はもちろんのこと，参加者のやりたいことに関連付けた助言やグループ活動が

継続する為の動機付けとなるような助言が重要であると感じた．今回，本事業に関与するリ

ハ職に求められる役割について，明石市リハ専門職連絡会であがった意見を踏まえ，私見を

交えて報告する． 
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19:30～20:00 専門職ネットワーク（市区町村） 

                                                                       

Ⅲ-07 平成 29 年度札幌市地域リハビリテーション専門職派遣事業の実践報告 

福嶋篤 1)2)3），小川 真太郎 1)2)3），濱本龍哉 2)3)4)，平恵浩 2)5)6)，菊地伸 2)3)7)，須川兼次 2)3)8)，柿澤 

雅史 2)3)9) 

1)特定非営利活動法人ＨＰＴ，2)一般社団法人 北海道リハビリテーション専門職協会，3) 公益社

団法人 北海道理学療法士会，4)医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院，5)公益社団法人 北海道

作業療法士会，6)医療法人 札幌山の上病院，7)社会福祉法人宏友会 札幌市西区介護予防センタ

ー西町，8)医療法人中山会 新札幌パウロ病院，9)札幌医科大学附属病院 

                                                                    

札幌市では，介護予防の推進役として，専任の保健福祉専門職を配置した「介護予防センタ

ー」を設置している．平成 29 年度には，新たな取組として介護予防センターが短期集中型の

介護予防教室等をモデル的に実施することになった．また，その実施にあたっては，リハビ

リテーション専門職と連携することとされた．我々理学療法士は「地域リハビリテーション

専門職派遣事業」として市内 3 区の介護予防センターの新たな取組を支援してきた．今回は

そのうち 1 区の介護予防センター（8 か所）の職員（17 名）を支援した結果を報告する．支

援内容は，【直接支援】として，体力測定など「効果測定の支援」や，講話の実施などの「運

営支援」を行った．また，【間接支援】として，「研修の開催」や介護予防教室の運営を支援

する「ツールの提供」などを行ってきた．支援の成果として，介護予防センター職員から

「体力測定が正しくできるようになった」「住民の介護予防への関心やモチベーションの向上

になった」という声が聞かれた． 

 

                                                                                                                                          

Ⅲ-08 川越市における介護予防事業のこれまでと， 

総合事業の発展に向けたデザイン 

阿久澤直樹 

医療法人 瑞穂会 川越リハビリテーション病院 リハビリテーション部 

                                                                          

川越市では H15 年度から介護予防事業を開始，H19 年度より継続性を目的とした住民主体化

事業と発展した．H21 年度より住民リーダーとなる介護予防サポーターの養成を開始し，

H29 年度までに 800 名以上養成し市内 187 か所を超える住民主体の通いの場が誕生した．従

来の二次予防事業として複合プログラム(運動器，栄養，口腔)を実施するときも運動教室を行

っており，総合事業の通所型 C へ移行している．住民主体化事業，介サポ養成のマニュアル

化，拡大の背景には行政，包括支援センター，リハビリテーション専門職との連携検討会議

を発足したことが大きく，事前事後の事業について多く検討してきた．現在，中核市として

より多くの方の介護予防，自立支援の普及啓発，実践に向け各事業の連動性の強化，総合事

業(通所，訪問，生活支援)との連結，自立支援型地域ケア会議のあり方，事業の全体像のリニ

ューアルを図っている．今回，上記の経緯と背景について報告する． 
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Ⅲ-09 刈谷市療法士連絡会(愛知県)における総合事業実践報告 

和田陽介 1)，酒井元生 1)，早川淳子 1)，松田龍治 1)，北野智和 1)，保田祥代 1)，野原聡 1)，鈴木亨 1)，

岩丸陽彦 1)，宗像沙千子 1)，柴田弥生 2) 

1)刈谷市療法士連絡会 (辻村外科病院，刈谷豊田総合病院・同 東分院，介護老人保健施設かりや，

介護老人保健施設ハビリス一ツ木，一里山・今井病院，刈谷市社会福祉協議会) 

2)刈谷市役所福祉健康部長寿課 

                                                                          

名古屋市の南東，愛知県西三河地方にある刈谷市は人口約 15 万人(高齢化率 19．6%)であ

る．市内に勤務する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が，地域の課題抽出と解決策の検

討を横断的かつ継続的に行うため，2015 年 3 月に刈谷市療法士連絡会(以下，連絡会)を設立

した．参加施設数 33，会員 256 名．連絡会が関わる総合事業は，①療法士が講話・体力測

定・運動指導を行う「地域リハ活動支援事業」，②作業療法士が生活行為向上マネジメントを

実践する「生活機能向上訪問事業」で，刈谷市長寿課や地域包括支援センターが窓口となり

連絡会へ依頼する．連絡会は申請団体(申請者)の住まい近隣の施設から療法士を派遣できるよ

うに調整する．当該事業は 2017 年 9 月より開始した．2018 年 3 月までの派遣件数は，①9

件（講話 53 名，体力測定 54 名，運動指導 67 名，合計 174 名に実施），②1 件である．連絡

会は県士会や市内他団体・他市同職種団体との情報交換なども積極的に進めている． 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅲ-10 一歩を踏み出そう！市は我々を待ってくれている！！ 

～兵庫県伊丹市ＰＯＳネットワーク設立とその活動を通して～ 

十川亮麻 1) ，野村亮太 2) 

1)医療法人尚和会 介護老人保健施設 ケアヴィラ伊丹 

2)医療法人社団 星晶会 介護老人保健施設 伊丹ゆうあい 

                                                                          

兵庫県伊丹市では，高齢者福祉部門にリハ職職員の配属がなく，新しい総合事業にリハ職が

介入していなかった．そのような中，我々は地域包括支援センター（以下：地域包括）に，

新しい総合事業につなげるための活動として，住民運営の通いの場への協力提案を行い，地

域包括と協働しながら一部のエリア内で活動を始めた．その後，市から市内全域に対しての

協力の相談を受け，協力体制の拡大が必要だと感じ，伊丹市ＰＯＳネットワークを設立し

た．実働を続けながら，市や地域包括との協議を重ね，リハ職や地域包括職員への研修会等

を開催し，各地で開かれている住民運営の通いの場への協力ができ始めてきた．活動を通し

て見えてきた課題として，①リハ職間の問題（量・質）②事業所間の問題（環境）③地域包

括とリハ職間の問題（共有）等が挙げられる．協議を重ねて見出したそれらの対策とその結

果，今後の目標などを活動実績も含めて報告する． 
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Ⅲ-11 兵庫県西宮市における地域リハビリテーション活動支援事業の取り組み 

   〜西宮 PTOTST 連絡会の活動を通して〜 

中千草 

医療法人おかむらクリニック，西宮 PTOTST 連絡会 

                                                                          

地域包括ケアシステムの推進に向け，兵庫県西宮市では 2015 年にリハビリテーション 3 職

種の連携体制を強化すべく西宮 PTOTST 連絡会（以下，POS 会）が発足し，在宅医療・介

護連携推進の取り組みに対し，行政や他職種と協働している．2017 年度からは自立に向けた

ケアマネジメント会議（以下，ケア会議）が開始され，POS 会は圏域リハビリテーション支

援センター（以下，圏域リハ）と協力し準備段階から携わっている．ケア会議実施後に行政

や圏域リハより地域包括支援センターや介護事業所，リハビリテーション専門職にアンケー

トを実施しており，その中で肯定的な意見が 90%以上得られ，成果と課題が抽出された．

2018 年度からは新たな地域リハビリテーション活動支援事業も開始予定となっており，2017

年度の振り返りから今後 POS 会として担うべき役割について報告する．なお事業実施主体で

ある行政に発表に関する説明を行い，同意を得ている． 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅲ-12 東京都墨田区における地域リハビリテーション活動支援事業と訪問サービス

C 事業の 2 年間活動報告 

平野正仁 1)，伊藤丈仁 1)  

東京都リハビリテーション病院 

                                                                          

経緯:2015 年に墨田区高齢福祉課が東京都理学療法協会・東京都作業療法士会に依頼し，1 年

間の交渉や研修などの準備を行った．準備は地域包括支援センター(墨田区では高齢者総合支

援センター)との情報共有，墨田区在勤の理学療法士事業派遣者の選定などである． 

事業概要:事業主体は墨田区，東京都理学療法士協会と東京都作業療法士会が委託を受けてリ

ハ職を派遣している．各士会が契約事務，事業報告と報酬の取り扱いを担い，区内在勤リハ

職が派遣日程調整，支援事業，訪問事業を行っている．区内には地域包括支援センターが 8

箇所ある．地域リハビリテーション活動支援事業は，初年度各包括年間 PT/OT それぞれ 12

回，次年度は 20 回の事業を行った．訪問 C 事業は初年度 PT/OT それぞれ 8 回，次年度は 16

回受託した．地域リハビリテーション活動支援事業は，90 分，訪問 C 事業は 1 事例 120 分

×6 回以内である．地域リハビリテーション活動支援事業の支援内容は住民への支援，地域

介護福祉職，ケアマネ支援などである．訪問 C 事業は「閉じこもり改善，健康増進，ADL や

IADL の向上が見込まれる者」を対象に行っている． 
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19:00～19:30 通所サービスケアとケア会議 1 

                                                                                                                                          

Ⅳ-01 千葉市における通所型サービス C（短期リハビリ型通所サービス）について 

～ 地域の通いの場に繋ぐ工夫 ～ 

川村悠 

医療法人社団 淳英会 おゆみの中央病院 リハビリテーション部 

                                                                         

平成 29 年度より，千葉市で総合事業が開始され，当法人では，平成 29 年 11 月から平成 30

年 3 月までの間，「短期リハビリ型通所サービス」を受託した．対象となる事業対象者および

要支援者は，期間最大で 15 名を受け入れ，3 か月間（週 1 回，計 12 回）実施した．プログ

ラムは転倒及び認知症予防を目的とした SL 体操を中心に，HUR スマートタッチ，コグニバ

イク等を使用したトレーニングに加え，管理栄養士，言語聴覚士による講義を実施した．当

法人では平成 27 年度より，千葉市よりシニアリーダー（以下，SL）講座事業を受託し，SL

（介護予防推進ボランティア）が自主運営する体操教室が市内 133 箇所に広がっている．当

サービスは，終了後に地域の通いの場に繋げることを目標にしており，利用中に地域の通い

の場（主に SL 体操教室）を紹介，お試し参加を経て，サービス終了後の参加継続に繋がる

よう，ケアマネージャーと協働している． 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅳ-02 理学療法士による「起き楽広場（鉾田市通所型サービスＣ事業）」 

への関わり 

根本郁也，圷真毅，福井基裕，加瀬幸希，関口和弘，菊川雄太 

介護老人保健施設 コミュニティケアセンター樅山 

                                                                          

社会福祉法人樅山会では，平成 20 年度より鉾田市から委託され，特定高齢者を対象とした介

護予防教室を実施している．平成 29 年度からは，通所型サービスＣ事業として「起き楽広

場」と名称を改め，鉾田市の旭地区を担当している．実施に際し，高齢者本人を取り巻く環

境へのアプローチを含めたバランスのとれたプログラムの実施により，セルフケア能力を高

め，家庭や社会への参加に繋げることを目的としている．対象は，65 歳以上で生活機能の低

下がみられる方または介護保険サービスを利用していない要支援１・２の認定がある方であ

る．サービス提供期間は，利用者 1 人に対し 1 回につき 6 ヶ月を限度とし，回数は週 1 回程

度（年間 46 回），時間は 1 回 90 分程度である．内容は，7 項目の評価測定やマット体操，口

腔体操等を実施し，利用者の生活状況や満足度について月 1 回モニタリングを行っている．

この事業は，行政はもちろん地域住民に対し理学療法士の存在をアピールできる場になって

いる． 
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Ⅳ-03 介護予防チームを発足して５年，当法人における介護予防活動と 

玉村町の関わり 

福田貴洸 

医療法人樹心会 介護老人保健施設たまむら リハビリテーション課 

                                                                          

玉村町は，人口約 3 万７千人，高齢化率 22％，介護認定率 18．6％の町であり，2025 年以

降は高齢化率が全国平均を上回ると予測されている為，居場所などをはじめとした地域づく

りに尽力している．当法人では，玉村町で唯一の病院を母体とする法人として地域の医療・

福祉に根差し，地域貢献に励んでいる．リハビリテーション課でも地域の健康づくりを目的

に平成 25 年度より，リハビリテーション職が中心となる介護予防チーム（25 名）を発足

し，地域連携課と協働して約 5 年間で 45 回の健康講座を開催してきた．このような活動を通

して行政職員との関わりも増え，平成 28 年度より総合事業である一般介護予防事業や介護予

防・生活支援サービス事業（通所型サービス C）を委託して頂き，介護予防の啓発や機能強

化に携わっている．今回，当法人の介護予防チームによる約 5 年間の活動報告とその中で得

られた行政や地域との関わりについて報告する． 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅳ-04 東日本大震災後の高齢化地域における訪問型サービス C の実践報告 

～サービス終了後の自主活動への参加を目指して～ 

山本喜文 

一般財団法人日本リハビリテーション振興財団  

宮古・山田訪問リハビリステーションゆずる 

                                                                          

岩手県山田町は，太平洋沿岸部に位置し，人口約 1 万 6 千人の漁業を主産業とする町であ

る．2011 年 3 月の東日本大震災以前からも高齢化は進んでいたが，現在では高齢化率が

37．1%となった．町では訪問型サービス C を実施し，理学療法士等による訪問型個別指導を

行い，運動機能及び生活機能向上のための助言や運動指導を行っている．対象者 1 名につき

月に 1 回程度訪問指導を実施し，3 回を 1 実施期間としている．運動指導の資料は，町が取

り組んでいるシルバーリハビリ体操を取り入れ，サービス終了後も町が開催する運動教室な

どへ参加しやすいように工夫して作成した．また，自主活動などへの参加意欲が高い方へ

は，運動資料の一部に添付してある自主活動の案内を提示し参加を促すとともに，地域包括

支援センターへ情報提供を行った．全員で 50 名程度が利用される予定であり，現在 30 名程

度が終了している．発表当日は，事業の取組結果に若干の考察を加え発表する． 
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Ⅳ-05 石川県羽咋市における「自立支援型ケア会議」について 

池島大智 1)  北谷正浩２) 

1)社会福祉法人 眉丈会 特別養護老人ホーム眉丈園 

2)羽咋郡市広域圏事務組合 公立羽咋病院 リハビリテーション科 

                                                                          

石川県羽咋市では，「自立支援」と「地域支援ネットワークの構築」を目指し「自立支援型ケ

ア会議」と「地域ケア会議」が開催されている．この「自立支援型ケア会議」は，自立支援

に基づき，利用者の「生活機能の維持・向上」や「活動・参加」に焦点を当てた支援方針を

多職種で検討する会議である．平成 29 年度は，すべての要支援認定者のうち通所介護又は訪

問介護を利用する見込み（現在利用している）の者等に対し，自立に資する支援方針・内容

の検討を行うため，助言者として理学療法士 5 名（地域包括ケア推進リーダー4 名），作業療

法士 1 名及び主任介護支援専門員 12 名が交代で参加している．この会議に参加している理学

療法士は，原則として日本理学療法士協会の推進リーダー取得者とした．今回，その会議の

取り組みと実施における課題及び会議に参加した事例提供者やサービス事業者ヘのアンケー

ト結果等について報告する． 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅳ-06 石川県金沢市の介護予防支援会議における理学療法士の活動報告 

丸居夕利佳 1）4），小堺武士 2）4），木村創史 1）4），諏訪勝志 4），北谷正浩 4） 

1）金沢西病院 2）KKR 北陸病院 3）ほやね城北 4）（公社）石川県理学療法士会 職能局 

                                                                          

【はじめに】平成 29 年度から金沢市では，総合事業での短期集中型通所サービス利用開始前

に介護予防支援会議（以下，支援会議）を開催している．今回，この支援会議に石川県理学

療法士会から理学療法士を派遣している活動について報告する．【活動報告】金沢市内の 19

地域包括支援センターに，担当者として理学療法士・作業療法士を各々配置している．担当

者は，毎月交代で地域包括支援センター職員と支援会議を行い，対象者の目指す生活実現を

踏まえ支援計画の助言等を行っている．【結果と考察】平成 29 年度に理学療法士は，支援会

議に 100 回参加し 313 件に対応した．理学療法士間の情報交換では，会議の運用方法や対象

者の選定，作業療法士との意見交換や事業評価の必要性等の意見が挙がった．今後は，理学

療法士の助言の質の向上や地域特性を考慮した事業評価を行い，他士会や市の事業担当行政

職と共によりよい事業展開を図っていきたいと考える． 
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19:30～20:00 通所サービスとケア会議 2 

                                                                                                                                          

Ⅳ-07 当センターにおける総合事業の対象者（事業対象者と要支援認定者） 

の比較と効果検証 

星野一成 

医療法人 青仁会 池田メディカルフィットネスセンター 

                                                                          

当センターは平成 29 年 4 月から鹿児島県の鹿屋市において総合事業への関わりとして，事業

対象者と要支援認定者に通所型サービス C と国基準通所型サービスを提供している．利用状

況としては通所型サービス C が 1 年間で利用者が 3 名（延べ件数が 89 件），国基準通所型サ

ービスが月平均 58．5 人（延べ件数が月 283 件）であった．サービスの内容は，スタッフ 6

名（理学療法士 1 名，看護師 2 名，介護福祉士 3 名）により，ケアプランに基づき，マシン

トレーニング，有酸素運動，ストレッチなどの運動プログラムを提供した．また 3 ヶ月に 1

度（通所型サービス C はサービスの開始前後）に体力測定を行い，運動能力のアセスメント

やモニタリングを行った．今回，通所型サービス C と国基準通所型サービスの利用者につい

て，比較と効果検証を行い，理学療法士として総合事業の対象者にどのように関わる必要が

あるか検討を行ったので報告する． 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅳ-08 総合事業における，短期集中予防サービスＣの 

通所＋訪問ミックス型による効果の検証 

福元浩二 

社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院 身体リハビリテーション課 

                                                                          

【はじめに】当院では袖ケ浦市との協働で，介護予防日常生活支援総合事業（以下総合事

業）における短期集中予防サービスＣの委託を受託した．その際，リハビリテーション専門

職としての強みとして，通いのリハを提供するだけではなく，自宅を訪問し，対象者の住ん

でいる環境や状況を把握する事で環境・運動機能改善を図れるのではという想いから，通所

＋訪問ミックス型の提案をした．【方法】2017 年 4 月～2018 年 3 月までの 1 クール 5 ヶ月の

計 3 クールに参加した袖ケ浦市内在住の 57 名（男性 21 名，女性 36 名）に対し，①握力②

左右片脚立ち③Timed Up Go Test（以下 TUG）④膝伸展筋力⑤30 秒椅子立ちあがり

（以下 CS－30）を実施した．また，主観的な指標として①日本理学療法士協会により E-

SAS 内の『転ばない自信』②ロコモ 25③簡易栄養状態評価（以下 MNA）を実施した．【結

果】各項目において全般的に向上が認められた，特に『転ばない自信』においては要支援レ

ベルから一般高齢者と同等のレベルにまで変化した． 
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Ⅳ-09 介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス C と 

通所型サービス B での一考察 ～茨城県 A 村における関わりと今後の課題～ 

長谷川大悟 1），飯島弥生 1），澤畠京子 2），上条八洲江 2），石橋昌子 3），川上多恵子 3） 

1)茨城県リハビリテーション専門職協会 地域包括ケア推進，2)東海村シルバーリハビリ体操指導

士連合会，3)東海村福祉部介護福祉課 なごみ総合支援センター 

                                                                          

本邦において，「介護予防・日常生活支援総合事業」が平成 27 年から開始された．今回報告

する内容は，一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会を通じて A 村に派遣され，

平成 28 年度から参画している通所型サービス C（短期集中予防サービス）における活動と今

後の課題を報告する．また，平成 29 年度から参画している通所型サービス B（住民主体によ

る支援）では，茨城県が推し進めるシルバーリハビリ体操事業に，理学療法士がどう関われ

るか？を念頭に，実践に向けた理学療法士とシルバーリハビリ体操指導士との協働・連携モ

デルを報告する．これまでは，どこにいても同水準のサービスが受けられた．これからは，

住み慣れた地域によって受けられるサービスが異なり，それぞれに特色が出てくるものと思

われる．本実践報告を通して，良い面も悪い面も地域で活動を展開されている皆様と共有

し，情報交換が出来れば幸甚である． 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅳ-10 理学療法士の「自立支援型ケア会議」におけるケアマネジメント支援 

北谷正浩 1)，桶谷淳一 1) ，小曽宇谷夕子２) ，山岸 瞳２) ，片山みゆき２) 

1)羽咋郡市広域圏事務組合 公立羽咋病院 リハビリテーション科 

2)羽咋市地域包括支援センター２ 

                                                                          

石川県羽咋市では，平成 29 年度からすべての要支援認定者のうち通所介護又は訪問介護を利

用する見込み（現在利用している）の者等に対し「自立支援型ケア会議」を開催し，理学療

法士や主任介護支援専門員，薬剤師が助言者として参加している．この「自立支援型ケア会

議」は，自立支援に基づき，利用者の「生活機能の維持・向上」や「活動・参加」に焦点を

当てた支援方針を多職種で検討する場であるため，事例提供者等には，支援の具体的「手立

て」の提示だけでなく，どのような支援がなぜ必要かを考える「見立て」の支援も同時に行

っている．今回，この会議で理学療法士がリハビリテーションマネジメントを実践するため

に，事例提供者等に対するケアマネジメント支援を意識した助言の結果，入浴目的で利用し

ていた通所介護サービスから訪問リハと訪問介護利用により通所介護を卒業し，地域の通い

の場への参加が可能となった事例を報告する． 
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Ⅳ-11 鶴ヶ島市での活動報告と今後の展望 

田澤俊亮 

介護老人保健施設 鶴ヶ島ケアホーム 

                                                                          

埼玉県鶴ヶ島市では，平成 27 年度から介護予防推進モデル事業に取り組んでいる．人口は，

7 万人程の地域で，高齢化率は 26．24％となる（平成 29 年 4 月 1 日時点）．また鶴ヶ島市

は，埼玉県の中でも高齢化の進行が急激で，すでにサロン活動などが活発な地域でもある．

私は，市のアドバイザーとして３年間，事業に関わらせて頂き，『住民運営通いの場』を５か

所，『ボランティア養成講座』を 3 クールの開催に携わってきた．昨年度からは『自立支援型

地域ケア会議』も月 1 回のペースで参加させて頂いている．私の中で，今後も重要となるテ

ーマは，『地域性』，『地域連携』，そして『理学療法士の役割』と考えている．理由として

は，地域があって，私たちの仕事は活かされるという事であり，その為には，お互いに助け

合う力を高める必要があると，強く感じているからである．活動を通じて感じた事を，今後

の展望も踏まえて，ご報告する． 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅳ-12 笠間市地域包括ケア会議，介護予防教室のリハビリ巡回相談会，施設代表者

が集う地域リハビリ支援ワーキングの参加報告 

塙花甫里，國谷伸一，磯部紀仁 

医療法人社団 聖嶺会 立川記念病院 訪問リハビリテーション 

                                                                          

地域包括ケア会議：笠間市での会議参加者は 50〜100 名ほど．参加職種は幅広く医療関連職

種では，医師や歯科医師，薬剤師，看護師，保健師，理学療法士など，支援者，コーディネ

ーターとして社会福祉士やケアマネージャー，介護福祉士などの職種，行政や社会福祉協議

会の職員などが参加している．主としてマインドマップを使用した見える事例検討会により

顔の見える関係づくりを実施．リハビリ巡回相談会：笠間市内の集落センターなどで，シル

バーリハビリ体操やスクエアステップ教室へ理学療法士等を派遣して，ロコモティブシンド

ロームや運動器不安定症などの講話を実施．地域リハビリ支援ワーキング：笠間市内の医療

機関や介護保険施設，訪問看護ステーションなどに所属する代表の理学療法士等が集い，地

域包括支援センター職員と総合事業やリハビリマップ作成などリハビリテーション専門職の

活用について議論している． 
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11:30～13:00 第 1 セッション           

                                                                                                                                

Ⅴ-01 神奈川県におけるフレイルチェックを利用した健康寿命延伸の試み 

露木昭彰 

地域リハビリテーションセンターふらっと 

                                                                          

神奈川県では，「かながわ未病改善宣言」の一環として，「フレイル予防」に取組んでいる．

東京大学高齢総合研究機構飯島教授が中心となり，考案した「フレイルチェック」を実践

し，「市民主体」で取り組む総合的な一次予防活動として，県内全域への普及を目指してい

る．平成 26 年度から活動し，市町村が独自に取り組むための支援を平成 31 年度まで予定し

ている．「フレイルチェック」は，医療職など専門職の介入を必要とせず，住民主体で可能な

手法であり，総合事業における通所 B 型サービスへの橋渡しになる可能性を含んでいる．フ

レイルチェックを行うのは，フレイルサポーターであるが，フレイルサポーターを養成する

ためのフレイルトレーナーを神奈川県においては，理学療法士を中心に考え，健康寿命の延

伸への関わりを強めている．神奈川県における本活動の取組と各市町村との関係，理学療法

士としての役割を発表す 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅴ-02 東京都北区リハネット介護予防委員会の取り組み～行政とリハ職の連携～ 

中村睦美 1)2)3)，卜部吉文 1)4)，長谷川恭一 1)5) 

1)東京都北区リハネット介護予防委員，2)北区障害者福祉センター，3)東京都健康長寿医療センタ

ー研究所，4)大橋病院，5)赤羽中央総合病院 

                                                                          

東京都北区リハビリテーションネットワーク（以下 リハネット）は，区内在勤の理学療法

士，作業療法士，言語聴覚士からなる任意団体である．平成 16 年に，地域に従事するリハ職

同士で「顔の見えるお付き合いを」との思いで発足され，現在会員数が 503 名となってい

る．北区リハネットには，6 つの委員会が設置されており，そのうちの一つである介護予防

委員会の取り組みについて報告する．介護予防委員会は，区の総合事業と関わりをもち，一

般介護予防事業における地域リハビリテーション活動支援事業の中で，住民主体の「通いの

場づくり」への支援を行っている．また，区内に 17 か所ある地域包括支援センター（以下 

包括）との連携を深めることを目的に，委員の中から各包括の担当者を決めている．担当者

は，包括と連携をとりサロンの講師や地域ケア個別会議への参加，協議体への参加など行っ

ている．また，地域リハビリテーション活動支援事業への知識と理解の向上を目的とした研

修会を年に数回行っている．  
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Ⅴ-03 患者友の会 YDR（やれば出来るリハビラー）の活動報告 

飯田員頒 

西湘病院リハビリテーション料 

                                                                          

当会は，神奈川県西地区リハビリテーション連絡協議会主催のリハビリフェスタ（以下リハ

フェス）２０１６で結成しました．リハフェスでの講演会内容を検討しているときに私の担

当患者さんは，以前退院後の生活について不安を感じられ，情報を得ようと小田原から横浜

のリハビリセンターまで通い先輩の片麻痺の方に情報を頂いていたという話を聞きました．

そこで，近隣の障がいをお持ちの方に対して精神的なサポートとアドバイスや片麻痺ならで

わの工夫を伝えていこうという趣旨で講演させていただきました．リハフェス終了後でも何

かしらの情報発信をしたいと会を発足しました．【活動内容】YDR は，２ヵ月に１度小田原

UMECO を利用させていただき会員間での現状報告と行事の企画【活動実績】１．リハフェ

スで当事者・家族の立場からの発表 ２．花見 ３．バス日帰り旅行【今後の展望】１．リ

ハに携わる職種に対しての講演会の開催 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅴ-04 鉾田市における通所型サービス C 事業の活動報告 

林修平（PＴ）1)，小沼志帆（PT）1)，西 良佳（ST）2）佐藤央庸（PHN）３)，飯島弥生（PT）４），

斉藤秀之（PT）４) 

1)医療法人東胡会 鉾田病院リハビリテーション室，2)医療法人東胡会 介護老人保健施設 フロ

ンティア鉾田春の場所，3)鉾田市健康福祉部介護保険課地域包括支援センター係，4)一般社団法人

茨城県リハビリテーション専門協会地域包括ケア推進室 

                                                                         

鉾田市では，2017 年 4 月から翌年 3 月まで通所型サービスＣ事業として「起き楽広場」を年

間 45 回開催した．「起き楽広場」は生活機能の低下した高齢者に対し，保健・医療の専門職

が，生活機能の改善を目的とした介護予防プログラムを実施する事で，高齢者の生活機能を

改善させる目的で行った．また，介護予防の必要な高齢者の掘り起こしという意図もある．

事業内容としては，利用者定員 15 名で PT と ST の考案した集団体操，健康講話，口腔体

操，ゲーム等，利用者の皆様が楽しく健康になれるよう，また自宅でも実践出来るような内

容を吟味し提供している．利用後のケアとしては事業内で個々の身体機能を評価している

為，生活環境を踏まえて PT，ST とケアマネジャーで情報共有しながら必要に応じて，次の

サービスにつなげる事も可能である．「起き楽広場」を通して介護予防対象者から要支援者ま

で幅広い対象者に対して，包括的な支援が可能となるのではないかと思われる． 
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Ⅴ-05 青森県五戸町における短期集中型通所サービス 

「脳わくわく教室(複合型介護予防)」について 

桜田由紀子 

東北メディカル学院 

                                                                          

青森県五戸町では，「脳わくわく教室」と称する 3 ヶ月（12 回）の短期集中型通所サービス

事業を年間 3 コース開催している．地域包括支援センターを含む福祉保健課職員を中心に運

営され，地域ボランティアとプログラムごとの専門職とが加わっている．会場は，町営温泉

に併設された公民館であり，希望する参加者は有料で入浴もできる．プログラムは運動・口

腔・栄養・認知機能等の介護予防を目的とした複合型であり，昼食をはさんで６時間半の間

に毎回異なる複数のメニューが組まれている．中には町内の名所訪問などの外出プログラム

も用意されている．運動器介護予防プログラムは 1 回 2 時間，12 回中 7 回の開催され，理学

療法士と健康運動指導士が交互に担当している．これまでに開催された 5 コースの全参加者

58 名の内，63．8％にあたる 37 名が 12 回中 10 回以上参加している．教室の初回と最終回

に主観的健康感を「1:最高に良い」から「6:全然良くない」の 6 件法で聴取したところ，聴取

できた 44 名のうち 14 名（31．8％）が 1 または 2 段階の改善を示した． 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅴ-06 土浦市における総合事業の取り組み 

 ～土浦市ふれあいネットワークを活かしたリハビリテーション専門職との連携～ 

羽成木綿子，上田和寿 

土浦市社会福祉協議会 地域包括支援センターうらら 

                                                                          

土浦市においては，平成 6 年から多職種が連携しシームレスな支援体制を構築する取り組み

として，土浦市ふれあいネットワークを実施している．ふれあいネットワークにおいては市

役所内の福祉関連部署，社協や地域包括支援センター等の担当者が集まる会議（スクラムネ

ット）と，スクラムネットのメンバーに加えて，医療・福祉の専門職（医師・薬剤師等）と

民生委員児童委員・ボランティアなどの地域に生活している方々にも参加をいただく会議

（ふれあい調整会議：地域ケア会議と位置づけ）を実施している．これらの会議は，一人の

生活をネットワークで支援する体制を構築するだけでなく，そこから地域課題や政策形成と

いった，まちづくりにつなげていく機能も備えているものであり，生活支援体制整備事業と

も密接な連携を図っていくものである．平成 30 年度からは茨城県リハビリテーション専門職

協会の協力を得て，同会議にリハ専門職が参加する体制を整え，土浦型の地域包括ケアシス

テムの構築に向けて，より多様な視点での議論・事業推進を行っている． 
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11:30～13:00 第 2 セッション 

                                                                                                                                          

Ⅵ-01 地域の自助・互助活動を共に考える支援 

阪東美可子 

（一財）宇治市福祉サービス公社 介護予防サポートセンター 

                                                                          

当センターでは，平成９年より地域のリハビリテーション支援を行ってきた．現在は介護予

防・日常生活支援総合事業を主軸に，地域（その人）に合った形の自助・互助活動を支援す

る通所型事業と訪問型事業を実施している．また，地域のニーズに応え，地域サロンへの出

張講座，通いの場の立ち上げ時に，身体を動かす活動についてアドバイスを行っている．通

所型事業としては，トレーニング機器を使用する教室と体操を中心に行う教室，栄養や口腔

ケアの内容を含めた教室を担い，適した運動方法はもとよりリハビリテーションの視点に基

づく啓発活動や，地域活動の情報提供を行っている．サロンへの出張講座は，昨年度３０件

の対応を行い，参加して身体を動かす事で健康を維持出来，社会貢献につながる事を実感し

ていただけている様子である．今後も運動方法等をアドバイスするプログラムを通じて，交

流・参加する事の素晴らしさをお伝えし，地域（その人）に合った活動を共に考える役割を

果たしたいと考えている． 

  

 

 

 

                                                                                                                                          

Ⅵ-02 兵庫県洲本市における介護予防・日常生活支援総合事業の考え方 

畑山浩志 

洲本市役所 健康福祉部 

                                                                         

洲本市は，平成 29 年度より介護予防・日常活動支援総合事業（以下，総合事業と略す）を開

始し，それに伴い事業整理を行った．総合事業は地域支援事業の一部であり，様々な地域支

援事業との連動が必要になる．洲本市にはおいては，自立支援型地域ケア個別会議（以下，

個別ケア会議と略す）を中心に，在宅医療・介護連携事業，認知症総合支援事業，生活支援

整備体制事業，総合事業が連動するように取り組んでいる．個別ケア会議の助言者として理

学療法士が入っているが，それも総合事業の地域リハビリテーション活動支援事業を活用し

ている．平成 29 年度の個別ケア会議の実績として 179 事例の検討を行うことができた．ま

た，平成 22 年度より住民主体の通い場「いきいき百歳体操」を啓発し，現在 84 グループが

週 1 回体操を実施している．いきいき百歳体操においても理学療法士が普及啓発や体力測

定，継続実施するための講話等を行っている．理学療法士が総合事業や地域支援事業の様々

な事業で活躍している． 
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Ⅵ-03 小田原市における地域リハビリテーション活動支援事業の紹介 

～神奈川県西地区リハビリテーション連絡協議会の活動報告～ 

酒井勇紀 

神奈川県西地区リハビリテーション連絡協議会 

医療法人社団 温知会 間中病院 

                                                                          

【神奈川県西地区リハビリテーション連絡協議会】（以下，当会）平成 21 年 4 月 1 日発足，

会員数 114 名(平成 30 年 4 月 17 日時点)，任意団体．神奈川県西地区は，神奈川県二次医療

圏中，最も医療・介護資源の少ない地域である．資源・人材の少なさを逆手にとって，近隣

の PT，OT，ST 等リハビリ関連職種の，ベテランから新人まで，一人一人の顔が繋がる環境

を作り，「地域住民が，安心かつ質の高いリハビリを受けられる地域づくり」，「目指せ！県内

一顔の繋がる地域」を目指している．【小田原市からの委託事業】当会は，平成 28 年度より

小田原市委託事業「地域リハビリテーション活動支援事業」を受注開始し，介護予防の取り

組みを総合的に支援することとなった．事業内容は，当会会員向けの介護予防に関する研修

会開催，地域包括支援センターでの事例検討会参加，介護事業所への派遣である．課題は，

人材確保．各所属施設に対し施設外活動への参加を許可して頂くような働きかけが必要であ

る． 

                                                                                                                                          

Ⅵ-04 地域在住高齢者の運動習慣の獲得を目指した自治体と医療系大学の取り組み 

―教育的指導に重点を置いて― 

山本哲 1)，石井大典 2)，野口光 3)，棚町兼也 3)，岡本善敬 4)，髙崎友香 5)，藤田好彦 5)，堀田和司 5)，

岸本浩 6)，岩井浩一 7) ，河野豊 2) 

1)茨城県立医療大学理学療法学科，2)茨城県立医療大学医科学センター，3)茨城県立医療大学付属

病院理学療法科，4)筑波大学附属病院リハビリテーション部，5)茨城県立医療大学作業療法学科，

6)茨城県立医療大学付属病院診療部，7)茨城県立医療大学人間科学センター 

                                                                          

定期的な運動習慣を獲得するためには教育的指導を含む講座を行うことが効果的であると考

えられる．本取組は，茨城県立医療大学が所在する阿見町教育委員会生涯学習課の施策の一

環で行われ，阿見町-大学連携公開講座「いつまでも，いきいきとした生活をおくるための運

動習慣」のテーマのもと，80 分の講座を 5 週間で全 5 回行った．対象は阿見町在住の日常生

活が自立している 46 名（平均 71 歳）であった．講座内容は運動方法に加え，栄養摂取や脳

神経の働きに関する知識の提供，更に日々の運動施行チェック表の導入等の教育的指導とし

た．結果，講座開始時と比べて終了時には 30 秒椅子立ち上がりテスト回数の有意な増加，

Timed Up & Go テスト時間の有意な短縮を認めた．またアンケートより，自分の体力を知る

ことができて，健康への考え方が変わった，これからも運動を継続したい等の感想が得られ

た．上記より，地域住民の運動や健康に関わる講座へのニーズは高く，5 週間程度の短期間

であっても，教育的指導を含む講座が一定の効果を示すことが示唆された． 
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Ⅵ-05 茨城県におけるシルバーリハビリ体操指導士養成事業の現状  

今絵理佳 1)，大川沙緒里 1)，塚田優子 1)2)，古澤綾 1），石田修也 1)3)，大西耕平 1)3)，吉田日出子 1)，

大田仁史 1) 

1)茨城県立健康プラザ，2)医療法人社団筑波記念会，3)公益社団法人日本理学療法士協会 

                                                                          

茨城県では，平成 17 年度から住民参加型の介護予防事業として，シルバーリハビリ体操指導

士（以下，指導士）養成事業を健康プラザ（以下，プラザ）で実施しており，いばらき未来

共創プランにおいても重点プロジェクトとして掲げている．開催する体操教室も年々増加

し，「住民主体型」が定着した．指導士の受講資格は，概ね 60 歳以上の茨城県民で，常勤の

職に就かず，受講後に地域でボランティア活動ができることである．指導士は，役割の違い

により区分され，3 級指導士は普及活動の実践者，2 級指導士は普及活動のリーダー，1 級指

導士は地域活動の中心的役割とともに 3 級指導士及び 2 級指導士の養成を担う．平成 29 年度

末までに 8，312 名の指導士を養成した．平成 29 年度活動実績の詳細は，ポスターにて報告

する．プラザでは，県内 5 地域の協議会に対し，フォローアップ研修会を実施するなど支援

に努めている．「住民主体型」の本事業は，県民が介護予防の重要性を認識し，自主的かつ継

続的に取り組める介護予防システムとなった．茨城県では，平成 32 年度までに指導士 11，

000 人の養成を目標としている．プラザでは，指導士の活動がさらに活発化するよう支援を

強化していく． 
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