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総合事業実践報告会プログラム 
 

セッションⅠ                            座長：岩佐 学（鳴門山上病院） 

17:45～18:30 総合事業とリハ専門職の関わり 1                            

Ⅰ- 01  ロコトレ指導による効果検証 

名瀬徳洲会病院 リハビリテーション科   幸田 康宏 

 

Ⅰ- 02  群馬県高崎市におけるリハビリ専門職派遣事業について 

群馬大学大学院 保健学研究科   山路 雄彦 

 

Ⅰ- 03  日光リハビリネットワークのスポーツ競技協力における 3職種合同の活動報告 

 社団医療法人英静会 介護老人保健施設ヴィラフォーレスタ（森の家）   福田 瑞恵 

 

Ⅰ- 04  自分を客観視できるサポートとコミュニティ 

（一財）宇治市福祉サービス公社  阪東 美可子 

 

Ⅰ- 05  徳島市における「いきいき百歳体操（徳島版）」の実践 

医療法人橋本病院   別部 隆司 

 

 

18:30～19:15 総合事業における専門職間の連携                            

Ⅰ- 06  安城地域リハビリネットワークの取り組み報告  

〜地域リハビリテーション活動支援事業×介護予防・生活支援サービス事業構築〜 

医療法人安祥会 松井整形外科 リハビリテーション部 

                                                   安城地域リハビリネットワーク   青木 一樹 

 

Ⅰ- 07  京都市における通所型サービス Cの現状と普及や連携に向けた課題 

社会福祉法人清和園 京都市久世老人デイサービスセンター   中島 基公 

 

Ⅰ- 08  静岡県内の市町におけるリハビリテーション専門職の関わりについて 

～アンケート調査からの考察～ 

公益社団法人静岡県理学療法士会 社会局   田中 俊輔 

 

Ⅰ- 09  福岡市南区事業所ネットワークについて ～地域と共に成長する「南区いいともネット」～ 

医療法人南島整形外科    森永 亘 

 

Ⅰ- 10  所属施設が異なる複数の理学療法士が取り組む介護予防・日常生活支援総合事業 

～通所型サービスへの派遣を通じて～ 

橋本病院 リハビリテーション部   山下 陽輔 
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セッションⅡ                           座長：佐々木 健史（大神子病院） 

17:45～18:30 普及啓発活動と課題                                   

Ⅱ- 01  静岡県におけるシルバーリハビリ体操指導士養成事業に関する市町への導入の取り組み 

公益社団法人静岡県理学療法士会 職能局   安間 稔泰 

 

Ⅱ- 02  健康長寿地域拠点づくり事業へのリハビリテーション専門職の参画 

―ガイドライン完成までの経緯― 

愛媛労災病院 中央リハビリテーション部  大久保 勝朗 

 

Ⅱ- 03  口腔ケア支援体制づくりを目指した研修会の取り組みと介護関係職員の口腔ケア実施状況 

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔保健支援学分野  藤原 奈津美 

 

Ⅱ- 04  言語聴覚士の介入による介護予防普及啓発事業への取り組みとその効果 

医療法人栄寿会 天満病院 リハビリテーション科   佐藤 央一 

 

Ⅱ- 05  徳島市における「いきいき百歳体操（徳島版）」を用いた住民主体の通いの場の普及啓発活動報告 

公益社団法人徳島県理学療法士会   徳元 義治 

 

 

18:30～19:15 総合事業とリハ専門職の関わり 2                              

Ⅱ- 06  理学療法士がかかわる阿南市介護予防事業の取り組み 

公益社団法人徳島県理学療法士会  平澤 小百合 

 

Ⅱ- 07  仙台市地域リハビリテーション活動支援事業における理学療法士の取組と役割 

仙台市役所 地域包括ケア推進課   菅原 美波 

 

Ⅱ- 08  静岡県伊東市における通所型サービス C・訪問型サービスCの実施状況について 

伊豆高原メディカルたかやなぎ整形外科    西村 洋 

 

Ⅱ- 09  鳴門市における総合事業への取り組み 

～「いきいき百歳体操（徳島版）」を核とした介護予防・地域づくり～ 

公益社団法人徳島県理学療法士会   矢野 広宣 
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 17 :45～18:30 総合事業とリハ専門職の関わり 1  

 

Ⅰ- 01 ロコトレ指導による効果検証 

〇幸田 康宏 1） 佐々木 優里 2） 米村 銀朗 3）         

1）名瀬徳洲会病院 リハビリテーション科 2）鹿児島医療技術専門学校 理学療法科  

3）福岡医健・スポーツ専門学校 理学療法科 

 

 

【目的】 

当院で地域住民を対象に実施している医療講演にて，ロコモティブシンドローム（以下，ロコモ）の啓発と 

日本整形外科学会が推奨するロコモーショントレーニング（以下，ロコトレ）指導を実施し，介護予防の推進 

を図った。しかし，当院が実施しているロコトレ指導による効果は不明であった為，効果検証を行った。 

【対象・方法】 

外来にてリハビリテーション（以下，リハビリ）通院中の患者を対象とし，下肢を主とした訓練を行ってい 

ない男女20名（男性3名，女性17名，平均年齢78.1±8.8歳，64～90歳）を介入群と対照群にランダムに 

割り付けた。介入群には，外来でのリハビリ介入後に訓練室にて，ストレッチとロコトレを実施。自宅でもロ 

コトレを継続して行うように指導し資料を配布した。また，ロコトレ実施の際に自宅でも行うように適宜声掛 

けを行った。対照群は初回と2ヶ月後の測定のみの実施とした。測定はロコモの判定に用いるロコモ度テスト 

から2ステップテスト，ロコモ25の2項目を選択した。また，運動頻度に関するアンケート調査を実施した。 

両群，初回介入時と2ヶ月後に測定を実施し，その変化値を対応のないｔ検定を用いて比較した。 

【結果】 

2ステップテストでは介入群0.06±0.1，対照群0.02±0.13（p＜0.25）。ロコモ25では介入群-7.58±8.84，

対照群-2.75±7.28（p＜0.09）と有意な差は認めなかった。 

しかし，アンケート調査にて自宅でもロコトレを実施していた患者（以下，実施群）は6名であり，5名は 

来院時のみロコトレを実施という回答となった。そこで，実施群と対照群を比較すると2ステップテストで実 

施群0.82±0.1（p＜0.04）を示し有意な差を認めた。 

【考察】 

実施群のみ有意差を認めた要因としては，ロコトレ実施の頻度が関係すると考えられる。外来ハビリは週に 

1～2回程度であるが，実施群は週に5～7回の頻度で行っていた。また，ロコトレは1日 3回と高頻度で行う 

ことを推奨している事から，高齢者でもロコトレを継続することで姿勢制御や運動学習の効果が得られ今回の 

結果に影響したのではないかと考えられる。 

【倫理的配慮】 

本研究はヘルシンキ宣言に従い，対象者には事前に本研究の目的，方法について十分に説明し，所定の書面 

にて研究参加の同意を得た。得られた個人情報は本研究以外では使用しない旨を説明し，情報の管理に配慮し 

た。 
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Ⅰ- 02 群馬県高崎市におけるリハビリ専門職派遣事業について 

○山路 雄彦 1） 山上 徹也 1） 佐藤 江奈 1） 篠原 智行 2） 村山 明彦 3） 

1）群馬大学大学院 保健学研究科 2）高崎健康福祉大学 3）群馬医療福祉大学 

 

 

【はじめに・目的】 

群馬県高崎市では2015年度より，群馬県理学療法士協会・作業療法士協会・言語聴覚士会連絡協議会（以 

下，群馬県POS連絡協議会）で委託を受けて，市内約400ヶ所のサロン中270ヶ所のサロンに講師としてリハ 

ビリ専門職を派遣している。このサロンへのリハビリ専門職講師派遣は，各サロンの開催行事の中でもトップ 

クラスの人気を誇っている。この年度より，他に市内14ヶ所の元気づくりステーションにも講師としてリハ 

ビリ専門職を派遣している。2016年度からは，訪問型サービスとして，訪問型Cへのリハビリ専門職の派遣も 

加わることとなった。これらの事業は，2019年度も継続しており，今後も継続されていくものと考えられる。 

今回は，これらの総合事業としての取組の中でも当初から行われているサロンへのリハビリ専門職講師派遣に 

ついて報告する。これまでの実績は以下の通りである。2015年度派遣サロン数：254ヶ所，講師人数：104名， 

2016年度派遣サロン数：263ヶ所，講師人数：93名（PT：66名，OT：24名，ST：3名），2017年度派遣サロン 

数：249ヶ所，講師人数：76名（PT：58名，OT：13名，ST：5名），2018年度派遣サロン数：265ヶ所，講師 

人数：79名（PT：57名，OT：17名，ST：5名），2019年度派遣予定サロン数：257ヶ所，講師予定人数：86 

名（PT：63名，OT：16名，ST：7名）である。サロンでの講義内容は，1時間から1．5時間で運動・認知症・ 

栄養・口腔嚥下の4項目で，年度毎に重点課題を決めてマニュアルと配付資料を作成して講話と実技を実践し 

た。この4年間で，途中の事故やサロンでのトラブルの報告はない。 

【考察】 

参加している市民には好評を得ていて，今後とも継続していきたい事業である。県内では，介護予防や地域 

ケア会議は，群馬県POS連絡協議会で担っていたものから，徐々に地域リハビリテーション広域支援センター 

に引き継ぎが進んでいる。将来的には本事業もその方向性に向かって準備を進めているところである。 
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Ⅰ- 03 日光リハビリネットワークのスポーツ競技協力における3職種合同の活動報告 

○福田 瑞恵 1） 中口 和彦 2） 早間 雄貴 3）      

1）社団医療法人英静会 介護老人保健施設ヴィラフォーレスタ（森の家） 

2）社団医療法人英静会 介護保険事業 3）地域医療振興協会 日光市民病院 

 

 

【背景】 

地域包括ケアシステムへの協力のため，行政等への窓口として3職種で立ち上げた「日光リハビリネットワ 

ーク（以下リハネット）」では，地域ケア会議や介護予防教室への協力の他，リハビリ専門職が専門性を生か 

せるスポーツ競技も地域づくりに重要と考え活動している。 

【目的】 

マラソンやアイスホッケーの大会に協力し，必要物品やスタッフTシャツ支援の他，運営委員等としての登 

録等から運営側と一体感を持てた点や，スポーツ分野に3職種が合同で関われた点で多くの発見があったので， 

経過や結果をアンケートも踏まえ報告する。 

【活動報告】 

1．事前調整 

＜行政との調整＞ 実施可能な内容を要望書として日光市に提示し，2nd日光100kmウルトラマラソン，杉並 

木マラソン，アイスホッケーの3大会に限定し協力することにした。 

＜リハネット内の準備＞ トレーナー経験者が中心となり,リハネットでスポーツ部門を組織化した。3職種共 

多くの会員が参加出来るよう部位の分担や事前の技術研修等で，誰でも不安なく参加できる体制を整えた。 

＜アンケート＞ ウルトラマラソンとアイスホッケーでは会員と参加選手にアンケートを実施した。 

2．各大会での対応 

＜2nd日光100kmウルトラマラソン＞ 計画時から大会本部と協議を重ね，テントや冷却用の氷,スタッフTシ 

ャツ等の提供を受け，約62km地点の給水所の隣で支援を行った。PT14名，OT8名，ST2名が協力し，簡便なア 

イシングやPT，OT，STでの部位の分担の上，ストレッチやマッサージ，テーピングを行った。円滑な競技復 

帰のため選手滞在時間を原則5分以内とした。競技中にも関わらず1681名の内18～77歳の331名の利用があ 

った。概ね円滑に進んだが，レース後半の利用者増での待ち時間発生に対し,対応変更が必要となった。選手 

アンケートでは，訪れた主な理由,満足度や今後も利用したいかを質問項目とした。277件（83.7％）で「大変 

満足」との回答が得られた。課題として会員の技術向上や選手待ち時間の対応方法の再検討が挙げられた。 

＜杉並木マラソン＞ 上記同様の過程を経てスタート前のストレッチ教室を，選手の訴えや症状に合わせ臥位 

や座位で行った。PT9名，OT3名が協力し，とても参考になった等の前向きな発言を得る事が出来た。 

＜アイスホッケー大会＞ 上記同様の過程でPT6名，OT3名の協力及びST等の見学もあった。アイシングやス 

トレッチ，マッサージを試合の合間に15分以内で実施した。5名が利用し，アンケートでは，サポートは大変 

よかったとの意見の他，宿泊施設に来て欲しいとの意見もあった。ニーズとのマッチングや実施場所の利便性， 

胸力会員の確保が課題となった。 

【まとめ】 

行政やリハネット内の細やかな調整，3職種の役割分担や事前の研修実施等により, 運営側との一体感を持

った3職種合同のスポーツ競技支援が行え，地域貢献の場が広がったと感じた。 

【倫理的配慮】 

アンケート結果は個人の同意を得ると共に日光市の承諾を得た。 
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Ⅰ- 04 自分を客観視できるサポートとコミュニティ 

○阪東 美可子 1） 

1）（一財）宇治市福祉サービス公社 

 

 

【はじめに】 

地域での生活に，リハビリテーションの視点を実践的に結び付ける働きかけが重要である。地域の高齢の方 

や動きづらい方，閉じこもりの方が一歩を踏み出すサポートを行い，コミュニティにつなげる機会として，総 

合事業は有効な手段となり得る。コミュニティにつなげる一歩目，訪問による支援と一般介護予防事業の中で 

の取り組み，それに関わる出張講座について，宇治市における実践報告と今後の方向性についてお伝えしたい。 

【事業について】 

①訪問は短期集中型トータルケアコースとして，運動のアプローチ部分を，宇治市より受託して実施してい 

る。利用者の募集や調整，集約については市の健康生きがい課が担っている。市保健師，看護師，当社の理学 

療法士，作業療法士の他に，団体所属の栄養士や歯科衛生士が訪問する。運動指導の必要性があった場合に， 

リハ職が関わる。2017年度は月1回，6ヶ月の期間で関わり，27件の対応を行った。外出に自信がなくなった 

方，活動に制約が起こった方などに対し，体操を通してその方の不安を軽減し，相談を受けながら活動方法の 

提案を行った。 

②宇治市の一般介護予防事業の運動機能向上プログラム「健康倶楽部」として，パワリハトレーニング教室， 

スロートレーニング教室，スロートレーニングミックス教室を受託している。（他に他社が受託しているはつ 

らつトレーニング教室がある。）機器を使ったパワリハトレーニング教室は週2回×3ヶ月，スロートレ二ン 

グ教室は週1回，スロートレーニングミックス教室は複合型で週1回行っている。いずれの教室も募集は市が 

担っているが，毎回申し込み多数のため抽選になっている。（退院直後など緊急的に運動が必要な方には，随 

時申し込める短期集中型トータルプラスコースを勧めている）定員は20名前後である。体操をするだけでな 

く，その場で意見交換を行い気づきを得ていただいて，ご自身の活動に役立てていただいたり，ボランティア 

にチャレンジしていただくきっかけ作りの場として重要な役割を果たしている。 

③介護予防の出張講座については，2018年度まで当社の自主サービスとして実施してきたが，今年度から宇 

治市の地域リハビリテーション活動支援事業として実施する事になり「地域deげんき講座」として積極的に 

啓発する事が出来るようになった。2018年度は36回の地域サロン・グループへの出張を行い，健康講話の他， 

地域で継続可能な体操の紹介等を行った。また新規に地域で活動を始めようとするグループに対してもサポー 

トを行った。 

【まとめ】 

地域で生活する方々にとって，自分の動きづらさ等に気づかれた時，介護予防事業や相談窓口等が身近にあ 

って，それらを知っている地域のリーダーを含んだコミュニティが近隣にある事が重要であると考える。上記 

①～③について，全ては地域の人材育成のためであり，リハビリテーションの視点が町を活性化する一方法で 

ある事を啓発し，実践してもらう事を主軸において継続していきたいと考える。また自分を客観視する機会が 

互助をスムーズに進めるとも感じている。あくまでも，地域で活動するためのトレーニングであり，地域で生 

活する方々の意識で行っていただけるよう，サポートしていきたいと考える。 
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Ⅰ- 05 徳島市における「いきいき百歳体操（徳島版）」の実践 

〇別部 隆司 1） 鶯 春夫 2） 徳元 義治 1） 泰地 良博 1）           

1）医療法人橋本病院 2）徳島文理大学 保健福祉学部 

 

 

【目的】  

徳島県理学療法士会（以下，本士会）は徳島市より委託を受けて，2017年度より徳島市いきいき百歳体操推 

進事業（以下，本事業）を開始し，理学療法士の専門的な知識を活かしながら住民主体での効果的な介護予防 

を実施すると共に，通いの場の充実を図りながら継続的に拡大していくような地域づくりを支援している。今 

回，本事業を開始して2年が経過したため，これまでの本士会の活動と今後の課題や展望について検討した。 

【事業内容】 

本事業に従事する理学療法士は本士会が開催する「介護予防推進リーダー研修」を終了し本事業に参加を希 

望する者で，現時点で計76名が講師登録している。講師の所属施設は急性期・回復期・生活期とさまざまで 

あり計13施設となっている。各サロンには地域活動経験年数が長い理学療法士1～2名をリーダーとした計3 

～4名を1チームとして配置している。チーム編成においては1施設のみに偏らずに複数施設から選抜するこ 

とで，それぞれの知識や経験をチーム内で活かしてもらえるように心がけた。 

 事業内容は，地域住民が主体となって運営できるように，初回から3回までは週1回の頻度で講師を派遣し 

体操の概要や注意点の指導，運動機能評価や質問紙法による体力測定を実施した。その後は3か月後，さらに 

6か月後毎に講師による体力測定と体操指導等を継続している。 

 また，開設して1年が経過したサロンには新たに作成した「認知機能改善編（約 10分）」の DVDを配布し， 

筋力づくり運動の後に認知機能低下予防の目的で実施してもらっている。 

【理学療法介入の成果】 

 本事業開始から2年が経過し，現在は22カ所のサロンが開設され活発に活動している。体力評価において 

も運動機能面（CS30，TUG）での改善や運動習慣の向上，うつ測定尺度の改善を認めている。また，いきいき 

百歳体操を近所でなじみの仲間と定期的に実施することは，高齢者の閉じこもり予防や地域コミュニティーの 

繋がりにも貢献していると考えられる。なお，本士会では各サロン担当講師が自主的にサロンを追加訪問する 

ことを推奨しており，参加者とのコミュニケーションを深め，本事業に対する意見や健康相談などを受けてい 

る。 

【今後の課題・展望】 

今後の課題としては，段階的に体力向上ができるような支援方法の確立や本事業に長期的に参加継続しても 

らえるような工夫などが挙げられる。そして，通いの場の充実を図りながら，本事業で元気になった高齢者の 

役割づくりや地域貢献活動などについても十分な検討を行い，本事業のさらなる拡大を進めていきたいと考え 

る。 
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 18:30～19:15 総合事業における専門職間の連携  

 

Ⅰ- 06 安城地域リハビリネットワークの取り組み報告 

〜地域リハビリテーション活動支援事業×介護予防・生活支援サービス事業構築〜 

○青木 一樹 1）2） 宇野 達也 2） 川崎 亮 2） 堀山 貴之 2） 大谷 達宣 2） 高橋 宗紀 2） 

小久保 充 2） 岡田 浩幸 2） 山下 渓志郎 2） 園部 智子 2） 山田 真也 2） 

1）医療法人安祥会 松井整形外科 リハビリテーション部 2）安城地域リハビリネットワーク 

 

 

【はじめに】 

2012年6月に安城市（人口約19万人）内の，理学療法士・作業療法士・言語聴覚士（以下，リハ職）で任 

意団体の安城地域リハビリネットワークを発足し，リハ職の観点から地域社会に貢献するべく，課題解決型の 

ネットワークとして約7年間活動を続けてきた。今回，当ネットワークで行なっている事業の一つである，リ 

ハビリテーション活動支援事業（以下，活動支援事業）について，事業委託までの経緯とその内容を報告する。 

【経緯】 

2013年に当ネットワーク内で有志が集まり，福祉施設内で運動サロン（salonあんちゃん）を開始した。2015 

年に活動が行政の目にとまり，当ネットワークに総合型介護予防事業を委託される。2016年に活動支援事業の 

前身となる「サロンお助け講習会」を実施。2017年に手探りの中，活動支援事業開始となる。 

【活動内容】 

2016年〜2018年は，自助・互助の概念やリハ職が地域に十分に認知されていないため，行政×社会福祉協 

議会（以下，社協）×当ネットワークで，まずは住民運営の通いの場（以下，サロン）への支援と健康づくり 

リーダーへの支援を行うこととした。 

8中学校区の支援回数を計80回とし，既存のサロンへ自立支援の啓蒙・サロンの構築を間接支援，健康づく

りリーダーへの支援は直接介入で行った。 

このように，約3年間，行政と社協の協力のもと，地域との関係づくりを行った。 

しかし，地域ケア会議等は未整備であったため，2018年には，活動内容に予防の観点を含め，活動支援事業

と介護予防・生活支援サービス事業を最適化させるべく,当ネットワークから事業提案を行なった。 

その結果，地域包括支援センターを新たに関係職種に迎え，2019年1月31日に行政・社協・地域包括支援 

センター・リハ職総勢60名を対象に，2019年からの活動趣旨の説明を行い，活動支援事業と介護予防・生活 

支援サービス事業を連携させる新体制を整えた。 

【今後の活動内容】 

2019年は8中学校区の支援回数が計120回となり，サロンへの介入を基盤とし，社協・地域包括支援センタ 

ーとともに運動認知機能評価・地域ケア会議等の実施，短期集中型介護予防サービスの利用促進等の予防に資 

する仕組みを作成していく。 

【まとめ】 

ネットワークが機能したことにより，単一事業所では達成困難な成果を出すことが出来ている。また，積極 

的にリハ職が地域に出向き，多職種と協働することにより，地域包括ケアシステム構築の大きな力になると改 

めて感じた。 
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Ⅰ- 07 京都市における通所型サービスCの現状と普及や連携に向けた課題 

○中島 基公 1） 

1）社会福祉法人清和園 京都市久世老人デイサービスセンター 

 

 

【はじめに・目的】 

京都市では2017年4月から総合事業が開始となり当施設でも通所型サービスAとCを開設した。通所型サ 

ービスCは理学療法士が個別に関わり，短時間で送迎もあることなどから当初より多くの方に利用して頂いた。 

利用時には各個人の希望を考慮しながら社会参加や活動が維持・回復できるように介入し一定の成果を得た。 

一方で，利用期間が決まっていることから対象者の抽出や終了後の行先，状態変化などの経過の追い方に関し 

て開始時より課題となっており対策を考えた。 

【方法】 

対象者の抽出に向けて，地域包括支援センターや介護予防事業と連携しながら潜在的な対象者にサービスの 

情報を提供することを目的に様々なアウトリーチ活動を行った。終了後の経過に関しては介入期間中に担当ケ 

アマネージャーや利用者と検討した。 

【結果】 

2017年4月から2019年3月までの2年間で延べ115人と比較的多い利用があった。利用者のニーズとして， 

地域で暮らしながら専門職の介入によって活動・参加の維持・改善を希望するものや退院後の在宅生活や社会 

参加の回復を希望するものが多くあった。終了後の行先として当施設の通所型サービスAや他のデイサービス， 

介護予防教室などの利用があった。セルフケアのみとなったものは全体の4割程となった。終了後の状態変化 

の確認としては当施設の通所型サービスA利用者以外は担当ケアマネージャーへの聞き取りが主となった。 

【考察】 

京都市においても通所型サービスCに理学療法士が関わることで十分なニーズがあった。一方で，平成31 

年2月に行われた京都市主催の通所型サービスCに関する情報交換会の資料より，市内の通所型サービスCの 

1か月の総利用者の内，6割以上が当施設の利用者となっていた。事業所の数としても，当初が5か所であっ 

たのに対し現在6か所と横ばいになっている。介入が必要な対象者の十分な抽出には，通所型サービスCが普 

及することに加えて，対象者が得られる情報の豊富さやケアマネージャーを始め各担当者の十分な理解が必要 

になると考える。 

終了後の経過に関して，6割程の利用者が既存のサービスを継続・開始した。終了後は十分なセルフケアを 

獲得することに加えて既存のサービスなどを有効に利用し，必要時に再度通所型サービスCを利用することが 

望ましいと考える。また，利用者の経過を長期的に追うにあたり，聞き取りのみとなった利用者に対して，状 

態の変化を確認する為に定期的なモニタリングの機会が必要になると考える。適切な時期に通所型サービスC 

を利用するためには，開始前や終了後の連携が重要となる。今後連携先が多様化した場合には事業所間での情 

報共有の方法など，介護予防のシステムに関して課題になると考える。 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Ⅰ- 08 静岡県内の市町におけるリハビリテーション専門職の関わりについて 

～アンケート調査からの考察～ 

○田中 俊輔 1） 三田 久載 1） 川村 浩二 1）           

1）公益社団法人静岡県理学療法士会 社会局 

 

 

【目的】 

近年，国の制度改正により，市町の介護予防事業にリハビリテーション専門職（以下，リハ専門職）が派遣 

される機会が多くなってきている。今回，公益社団法人静岡県理学療法士会では静岡県内の市町とリハ専門職 

の連携強化に必要な分野を明らかにすることを目的とし，市町における地域包括ケアシステムの現状とリハ専 

門職への要望についてアンケート調査を実施した。 

【方法】 

実施時期は2018年8月20日から1ヶ月間である。対象は静岡県内の35市町とし，地域包括ケアシステム・ 

介護保険事業に関わる部署へアンケート用紙を郵送した。調査内容は保険者機能強化交付金の評価指標で地域 

包括ケアシステムにおける地域ケア会議・実務者会議・認知症総合支援事業・介護予防事業における住民主体 

の集いの場・地域リハビリテーション活動支援事業へのリハ専門職の参加状況と要望とした。さらに，静岡県 

のリハ専門職派遣窓口の周知の有無も調査内容とした。 

【説明と同意】 

本報告は調査の趣旨を説明し，同意が得られた市町の回答のみを使用した。 

【結果】 

アンケートの回収率は80％であった。地域ケア会議は61％，実務者会議は50％の市町でリハ専門職が参加 

していた。リハ専門職が参加していない市町では80％以上の市町が参加を希望していた。認知症総合支援事業 

は39％の市町でリハ専門職が関わっていた。リハ専門職が参加していない市町では59％の市町が参加を希望 

していた。住民運営の集いの場について，71％の市町でリハ専門職が関わっていた。地域リハビリテーション 

活動支援事業は75％の市町でリハ専門職が関わっていた。介護保険運営の適正化における福祉用具貸与計画に 

関する点検と住宅改修費支給申請書の点検について，リハ専門職が関わっている市町は30％～40％であり，今 

後参加を希望するという市町は大半をしめた。リハ専門職派遣窓口については，61％の市町が知っていると回 

答した。 

【考察】 

静岡県内の市町において，要望はあるが現状としてリハ専門職が関わっていないという市町が確認された。 

厚生労働省は2018年に，介護予防事業が地域の特性に応じた効果的な取り組みに発展させる目的で保険者機 

能強化推進交付金を創設した。その評価指標としてリハ専門職との協働の必要性が示されている。今後リハ専 

門職の関わりが少ない分野では行政からの要望がさらに増加してくることが予想される。現状，市町により介 

護予防事業への取り組み状況が様々である。そのため，市町レベルで行政とリハ専門職とのネットワークをさ 

らに強化することと，各市町の要望に対応でき幅広い視野で地域包括化ケアに携わることができる連携体制と 

人材の育成が必要である。本調査結果をもとに，県士会内担当部局と連携し，市町事業への参画に役立ててい 

きたいと考えている。  
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Ⅰ- 09 福岡市南区事業所ネットワークについて 

～地域と共に成長する「南区いいともネット」～ 

○森永 亘 1） 中野 慎也 1） 永友 靖 2） 木山 浩志 2）           

1）医療法人南島整形外科 2）医療法人社団誠仁会 夫婦石病院 

 

 

【はじめに】  

福岡市南区では，高齢者支援の基盤作りを目指し，地域ケア会議の積み重ねや自治組織の活動などを通して， 

医療や介護の関連職種間で顔が見える関係作りがなされている。また，そこからさらに発展した取り組みとし 

て，医療や介護事業所がネットワークを構築し，地域と連携・協力して地域課題の共有や解決へ向けた活動を 

行っている。今回は，そのネットワークの概要や圏域における活動事例について，ここに報告を行う。 

【地域課題と事業所ネットワーク構築の背景】 

ネットワーク構築の背景には，地域課題を発掘し，それを解決するための体制作りが急務とされたことにあ 

る。「地域の活動者と医療や介護の専門職が，生活支援・介護予防などの課題について継続して検討できる場 

作り」「校区の自主的な取り組みが継続できるような支援や仕組み作り」「課題解決のための地域と事業所の協 

力体制作り」などを目的に，現在，地域と医療や介護専門職との連携強化が進められている。 

【事業所ネットワークの概要】 

当区には，現在13の圏域で医療や介護事業所を中心とした高齢者支援ネットワークが結成されており，そ 

の主な活動は，「校区や各種団体が開催する講座，教室，サロンへの協力」「地域カフェの運営協力や参加」「認 

知症高齢者の支援体制作りへの協力」などである。また，最近では，スーパーマーケットや一般企業などの協 

力も増えつつあり，地域支援への理解が広がりをみせている。さらに昨年6月には，各圏域での連携を深めて 

いくために，140を超える事業所で構成された「南区いいともネット」が結成され，区全体での情報交換や圏 

域を超えた支援を目指す取り組みが進められている。 

【圏域における活動事例】 

「ほっとかれん隊」は，当区第5包括圏域に2015年に結成された。区内で最も高齢化率が高いという地域 

性から，その活動の中心は認知症高齢者の支援であり，認知症の啓発活動やサポーター育成，行方不明者捜索 

のシステム作りや捜索訓練を行っている。また，昨年より医療機関の専門職による運動教室も開催され，今後 

はより包括的な高齢者支援を目指している。 

【まとめ】 

地域包括ケアシステムは，それぞれの地域の状況や特性に応じたものになるよう，地域の自主性に基づき作 

りあげなくてはならない。そのためには，様々な団体が参画し連携を図りながら，協同的に地域を支えていく 

体制が重要である。なかでも医療や介護事業所がその構築へ向けた取り組みに積極的に参画する意義は大きい。 

今後も，当区における事業所ネットワークのテーマである「地域と共に成長していく事業所」という共通認識 

のもと，その専門性を活かしながら，地域の課題解決に努めていきたい。 
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Ⅰ- 10 所属施設が異なる複数の理学療法士が取り組む介護予防・日常生活支援総合事業 

～通所型サービスへの派遣を通じて～ 

○山下 陽輔 1） 鶯 春夫 2） 岩井 隆比古 3） 

1）橋本病院 リハビリテーション部 2）徳島文理大学 保健福祉学部 理学療法学科 

3）伊月病院 リハビリテーション部 

 

 

【はじめに，目的】 

理学療法士（以下，PT）の多くは病院や施設等で勤務しながら地域の様々な事業に関わっている。そのために一 

人のPTが頻度を多くして定期的に関わることは難しい。今回，町が町社会福祉協議会に運営委託している通所型サ 

ービスにおいて所属施設が異なる複数のPTがチームを組んで参画している現状を報告する。 

【事業参画の経緯】 

後期高齢者の割合が年々増加している徳島県海部郡美波町の介護保険料は県内で3番目に高い金額となり，介護 

予防・日常生活支援総合事業（以下，総合事業）に力を入れることになった。そして，町から事業委託を受けた美 

波町社会福祉協議会は「デイサービスセンター竜宮」において地域リハビリテーション活動支援事業を実施するこ 

とになり，平成29年4月から毎週水曜日10:00～12:00に所属施設が異なる4名のPTが各週担当制で参画するこ 

ととなった。 

【事業内容】 

対象者の内訳は要支援認定者と基本チェックリスト該当者（介護予防・生活支援サービス事業対象者）であり，1 

日平均15名（うち要支援認定者3～5名）である。PTの主な役割は利用者及び介護職員等への介護予防に関する技 

術的助言，身体機能や生活機能の評価等である。具体的には，握力やTUG，CS‐30等の運動機能評価の他，個人の 

生活課題に合わせた個別指導（10:00～11:00），「いきいき百歳体操（徳島版）」を中心とした集団体操（11:00～12:00） 

等を実施している。そして毎回，個別経過記録ノートや実施チェックシートを記載した後，個人情報には十分留意 

し，メールにてすべてのPTへ連絡し情報共有を図っている。 

【理学療法介入の成果】 

個別指導については，個別経過記録ノートを作成することにより，4名のPTが共通認識のもとで実施できている。 

また，実施チェックシートを作成したことで，評価結果の申し送りや，限られた時間の中で課題解決の重要性の高 

い対象者を選別することが可能になった。さらに介護職員に「いきいき百歳体操（徳島版）」の指導を行うことで， 

集団体操の時間にPTが個別指導を実施（11:20～12:00）できるようになり，より自立支援に向けた取り組みが展開 

できている。なお，平成31年4月からは毎週金曜日もPTを派遣することが決定し，別の4名のPTのチームで対応 

することになった。 

【今後の課題および展望】 

地域でPTの専門性を発揮するために，複数のPTが同一事業に関わる機会も多くなると思われるが，その場合す 

べてのPTが一同に会して意見交換することは難しい。今回紹介した個別経過記録ノートや実施チェックシートの活 

用は情報共有という点では有効であったと考えられる。一人では十分地域に関われる時間がないPTであったとして 

もチームを組むことにより町の総合事業等に貢献できる可能性が示唆された。さらに，情報共有の工夫を図るとと 

もに，提供する理学療法についても検討し，総合事業等に貢献したいと考える。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

対象者に対して研究主旨について十分な説明をし，同意を得た。 

 

 



13 
 

 17:45～18:30 普及啓発活動と課題  

 

Ⅱ- 01 静岡県におけるシルバーリハビリ体操指導士養成事業に関する 

市町への導入の取り組み 

○安間 稔泰 1） 川村 浩二 1） 加藤 倫卓 1） 

1）公益社団法人静岡県理学療法士会 職能局 

 

 

【はじめに】 

日本理学療法士協会（協会）はシルバーリハビリ体操指導士養成事業（シルリハ事業）を活用した介護予防・ 

健康増進事業の推進のため，各都道府県士会において都道府県コーディネーターを養成した。静岡県理学療法 

士会（県士会）では，職能局地域包括ケアシステム推進部がコーディネーターとなり活動している。今回，県 

士会の多部局が連携して市町の地域課題を調査し，そのニーズに応じた説明会を協会の支援を得て開催したこ 

とが，シルリハ事業の導入の契機となったのでその経過を報告する。 

【経過】 

当初，県の担当課にシルリハ事業の導入に向けて，シルリハ事業の説明と市町への広報の依頼から始めた。 

また，県士会会員と関わりのある市町に対して，シルリハ事業の導入についての面談，さらには社会局公開講 

座部と連携した公開講座で市町および市民への紹介を実施したが，導入につながることはなかった。そこで， 

社会局調査部において，市町の総合事業における理学療法士の関りに加えて，シルリハ事業に関するアンケー 

ト調査を実施した。アンケートの内容は，市町での介護予防事業での理学療法士の活用についての項目とシル 

リハ事業への興味についての項目とした。アンケートの結果，県内10の市町よりシルリハ事業に興味がある 

との返答があった。協会の支援を得て検討した結果，興味があると答えた市町とその周辺の市町を招き県内2 

箇所でシルリハ事業の説明会を開催した。説明会の開催場所は，高齢化が進んでおり介護予防事業への介入が 

必要で，かつ県士会会員が少なく県士会として介入する利点が大きい地域を選んだ。説明会の内容は，協会と 

県士会の担当者が，それぞれの立場からシルリハ事業の概要と実際の取り組みについて説明した。結果，説明 

会に参加したN町がシルリハ事業の前向きな態度を示していただき，2019年度の導入について本格的な活動を 

実施することになった。また，公開講座部と連携しN町での公開講座も開催を検討している。 

【考察】 

当初の取り組みとして，シルリハ事業の導入について積極的に情報発信に努めたが，思うように市町からの 

理解が得られなかった。その理由の一つは，県士会側からの一方的な取り組みとなっていたことが考えられた。 

社会局調査部と連携し，県内の市町の介護予防に対するニーズを把握し，協会担当者からの他都道府県の事例 

も参考にしながら，適切な地域で情報発信ができた。今回，N町の事例が作れたことは，多部局と連携し市町 

の地域課題を明確にできたこと、協会の全面的な支援が得られたことが要因と考える。今後，N町でのシルリ 

ハ事業の事業化に向け，社会局公開講座部と効果的な連携をとり，活動を加速させたい。  
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Ⅱ- 02 健康長寿地域拠点づくり事業へのリハビリテーション専門職の参画 

―ガイドライン完成までの経緯― 

◯大久保 勝朗 1） 加地 和正 2） 白石 友子 3） 渡部 浩二 1） 阿部 大樹 2） 坂本 大樹 2） 

二宮 健太郎 4） 渡部 宥太 4） 加地 歩美 5） 森 政基 3） 曽我部 有司 4） 池田 裕子 3） 

樋口 綾子 6） 矢野 恵梨 4） 佐々木 正子 7） 野口 文香 7） 

1）愛媛労災病院 中央リハビリテーション部 2）ながやす整形外科クリニック リハビリテーション科 3）

住友別子病院 リハビリテーションセンター 4）財団法人積善会 附属十全総合病院 リハビリテーション科 

5）デイケアセンターともだち 6）訪問看護ステーションそよ風さん 7）新居浜市地域包括支援センター 

 

 

【はじめに】 

厚生労働省によると，2014年介護保険法改正を受け，介護予防は，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，人と人との繋がりを通じて，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 

を推進している。それを受け，2015年度，新居浜市介護予防事業の一環である健康長寿地域拠点づくり事業（以 

下，拠点事業）が開始された。この事業は，歩いていける自治会館等で，住民が主体となり運営する通いの場 

を作り，高齢者自ら介護予防や健康づくり，仲間づくり等の取り組みを推進することを目的としている。同年， 

愛媛県理学療法士会は新居浜市から地域リハビリテーション活動支援事業の委託を受け，にいはま元気体操介 

護予防編ぴんぴんキラリ体操（以下，PPK体操）を開発した。その後，2018年7月にリハビリテーション専門 

職協議会は新居浜市と委託契約を交わし，拠点事業のガイドライン作成に着手した。そこで今回，その内容と 

ガイドライン完成までの経過について報告する。 

【説明と同意】 

本事業に参加したリハビリテーション専門職（以下，リハ専門職）及び新居浜市地域包括支援センター担当

者に対して，今回の発表の趣旨を説明し，同意を得た。 

【活動内容と経過】 

2016年度の介護予防事業を実施している拠点の開設数は26箇所，登録者数は518名だったが，2017年度は， 

54箇所，1129名と増加している。そこで2018年5月に地域包括支援センターよりPPK体操や拠点運営などの 

現状と問題点の報告や，今後の事業計画案の説明があった。7〜8月にリハ専門職が，拠点へのモニタリングを 

実施した。その後ガイドラインの作成にあたりリハ専門職や包括支援センターの方との合同会議での課題を解 

決する上で，Social Networking Service（以下，SNS）を活用しながら会議を進め，課題を集約し，地域包括 

支援センターの意見，要望を参考にして，ガイドラインを作成した。12月には事業者向けに拠点運営や運動能 

力評価方法・PPK体操に関して説明や指導をし，2019年1〜3月に各拠点でガイドラインのモニタリングを実 

施し，3月末にガイドラインを完成させた。 

【考察】 

地域住民が主体的に拠点でのPPK体操へ参加し，介護予防に取り組んでいるが，正しい運動方法の習得や継 

続した拠点の運営方法を見直しする必要性が出てきた。そこで今回，ガイドラインを作成する運びとなった。 

指導事業者への説明会やガイドラインを完成させることは，地域住民主体の介護予防事業を支援できると考え 

られる。そして，環境や体制を整えることは，住民の社会参加や介護予防効果の一助に繋がると考えられる。 

また,新居浜市拠点事業の現実と課題を踏まえ，リハ専門職として関わる機会を得たことで，我々の知識や技 

能は地域住民の健康を支えかつ地域づくりにも参画出来る職種の一つであることを改めて感じられた。地域包 

括ケアシステムの中で，今後も介護予防事業を推進する上で，リハ専門職が地域に果たす役割は決して小さく 

はない。  
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Ⅱ- 03 口腔ケア支援体制づくりを目指した研修会の取り組みと 

介護関係職員の口腔ケア実施状況 

◯藤原 奈津美 1） 尾崎 和美 1） 吉田 佳世 2） 竹内 祐子 3） 柳沢 志津子 4） 

1）徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔保健支援学分野 2）徳島大学大学院 口腔科学教育部 口腔保健学専

攻 3）徳島大学大学院 医歯薬学研究部 地域医療福祉学分野 4）徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔保健

福祉学分野  

 

 

【目的】 

口腔ケアは誤嚥性肺炎予防および認知症予防効果をもたらすことが広く知られている。要介護高齢者に十分 

な口腔ケアを提供するには，歯科専門職による専門的口腔ケアと家族や介護職員等による日常的口腔ケアが両 

立されることが重要である。しかしながら，地域によっては歯科専門職員が少なく，口腔ケアが家族や介護職 

員等に多くを委ねられるため，介護職員等の口腔ケアに対する関心や地域包括ケアシステムのなかに口腔ケア 

が導入されるなどの支援体制づくりが必要である。本研究では，徳島県海部地域の医療・介護関係職員を対象 

に，口腔への興味や意識を高め地域での日常的口腔ケアの推進をねらいとし，口腔ケア研修会の開催と口腔ケ 

ア実施の現状調査を行ったので報告する。 

【方法】 

徳島県海部地域において，入院および在宅での医療・介護に関わる医療・介護職員を対象に，口腔ケア研修 

会を2回開催した。研修内容は，「口腔のはたらきと疾患（講義）」「相互歯磨き（実習）」「高齢者の身体・口 

腔の特徴（講義）」「高齢者モデルの器質的口腔清掃（実習）」で，全3時間の研修を実施した。研修会終了後 

に無記名式質問紙調査を実施し，現在の口腔ケア実施の有無や口腔ケアに対する意識，本研修会の満足度など 

を調査した。 

【結果】 

本研修会には28人（男性7人，女性21人）が参加した。平均年齢は，45.2（±12.4）歳だった。受講者の 

職種は，看護師／准看護師・医師・歯科衛生士・栄養士のような医療職員，介護支援専門員・介護職員・地域 

福祉相談員・生活支援コーディネーターのような介護関係職員で構成されていた。参加者の約7割が口腔清掃， 

摂食・嚥下リハビリテーション，利用者（患者）の情報提供，口腔に関する相談・助言などの口腔ケアに関わ 

っていたが，そのうちの約7割は口腔ケアに関する研修受講が今回で初めてだった。本研修会内容について， 

ほとんどの参加者が満足し楽しく研修時間を過ごすことができたとの回答が得られた。参加者の多くは，口腔 

ケアへの関わりが不十分であると考えており，口腔ケアへの悩み（口腔ケア拒否，開口できない，口腔ケアに 

十分な時間がとれないなど）の詳細が明らかとなった。今回の調査結果をもとに，研修内容の再検討や継続し 

た研修会の開催など，医療・介護現場で従事している職員への口腔リテラシー向上や口腔ケアの普及に努めた 

い。  
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Ⅱ- 04 言語聴覚士の介入による介護予防普及啓発事業への取り組みとその効果 

○佐藤 央一 1） 北島 晶子 2） 東山 祐陽 3） 鶯 春夫 4） 

1）医療法人栄寿会 天満病院 リハビリテーション科 2）板野町地域包括支援センター 3）東山歯科医院 

4）徳島文理大学 保健福祉学部 理学療法学科 

 

 

【はじめに】 

 徳島県板野郡板野町は，徳島県北東部，阿讃山脈の麓に位置している人口約13,000人の地域である。 

 本町での言語聴覚士介入による介護予防普及啓発事業「おたっしゃ倶楽部 口腔機能向上教室」が2017年

から開始となった。 

 本事業は，口腔機能向上を目的とする教室（1回／月）の他に運動機能向上を目的とする教室（2回／月），

認知症予防に向けた教室（1回／月）が開催されている。 

【目的】 

本事業における口腔機能向上プログラム介入での効果についての発表は全国的に少なく，参加者への効果が 

確認されないまま実施されていることが多い。今回は，本事業でのプログラムの取り組みと口腔機能向上プロ 

グラム開始・終了前後での効果を検証し，今後の本事業における課題について述べる。 

【対象と方法】 

本事業での教室に参加し，開始前・後の評価が実施できた9名（男性1名 女性8名）を対象とした。本プ 

ログラムは，全身体操，口腔体操，早口ことば，合唱，口を使ったゲーム，発声トレーニング，口や飲み込み 

に関する講義などを適宜組み合わせ，各回所要時間は約90分実施した。本プログラム開始前と7回のプログ 

ラム終了後に口腔衛生，口腔乾燥，舌・口腔機能，舌圧，咀嚼力，嚥下機能，音声機能の 7項目を評価した。 

評価実施者は，言語聴覚士，歯科衛生士とし，測定方法については各機器のマニュアルに従い実施した。解析 

方法では，開始・終了前後の結果比較をするにあたってWilcoxon testにて検定し，危険率5％で有意差を求 

めた。 

【結果】 

本プログラム開始前の結果より，9名全てで7評価項目の内1‐3項目において基準値以下の結果となった。

開始前・終了後の結果比較においては，口腔衛生，舌・口腔機能，音声機能において有意差を認めた。 

【今後の課題】 

 今回の調査では，対象人数が少なかったため調査人数を増やしていくと同時に，長期にわたって追跡調査を

していきたい。 

本事業に参加する地域住民の中には，オーラルフレイルの可能性高く，口腔機能障害には至っていない状態 

（口腔機能低下症）にある方が多くいる可能性がある。口腔・嚥下に関わる専門職として，口への関心や現在 

の状況についての気づきへの啓発は必要である。  
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Ⅱ- 05 徳島市における「いきいき百歳体操（徳島版）」を用いた 

住民主体の通いの場の普及啓発活動報告 

〇徳元 義治 1） 鶯 春夫 1） 別部 隆司 1） 泰地 良博 1） 

1）公益社団法人徳島県理学療法士会 

 

 

【はじめに】 

「いきいき百歳体操」は，2002年度に高知市で開始され，2015年度には40都道府県で実施されていたが， 

その当時，徳島県下で定期的にこの体操を実施している通いの場はなかった。そこで，2016年4月に徳島県理 

学療法士会（以下，県士会）と介護予防等の協定を締結した鳴門市の住民主体の通いの場で初めて「いきいき 

百歳体操(徳島版)」（以下，いき百）が導入され，2018年11月には，徳島県下24市町村のうち，18市町村323 

ヶ所まで「いき百」を実施するサロンは増加した。 

徳島県の県庁所在地である徳島市の総人口は253,250人，65歳以上の人口は72,711人（2019年4月1日現 

在）となっており，高齢化率は28.7％に上る。この徳島市では，2017年4月1日から開始された「介護予防・ 

日常生活支援総合事業」の一環として「いき百」を行うサロンを数多く開設することにより、地域の実情に合 

った介護予防・生活支援サービスや高齢者の健康づくりを推進している。そして、そのサロンを普及・啓発す 

るために，徳島市内のイオンモール徳島（以下，イオン徳島）にて，「いき百」の講義や実技指導等を理学療 

法士が月１回（90分）の頻度で実施する運びとなった。そこで今回，徳島県下の商業施設で初めて定期的に実 

施する「いき百」普及・啓発活動について報告する。 

【事業内容】 

2017年7月度より，イオン徳島にて県士会所属の理学療法士により，徳島市で実施される「いき百」と高知 

市版との違いや，徳島版の効果と課題等について20分程度説明した後，「いき百」のDVDを使用して，十分な 

説明を加えながら1時間程度の体操を実施している。なお，終了後には参加者にアンケート調査を行い，要望 

や意見を聴取している他，希望者には握力と立ち上がりテストの体力測定を実施し，個別相談も行っている。 

【結果】 

2017年7月より2019年3月までの参加者数は平均33.1名であった。開始当初は毎月の開催日が不定期であ 

ったため参加者数にバラつきが見られたが，2019年2月より毎月第3水曜日に固定されたことや，地元新聞に 

て広報活動を行うことで，それ以降は新規の参加者が増え，50名以上の参加者が得られている。その結果，2017 

年7月から2019年2月までの約2年半で17カ所であった徳島市のサロン開設件数は，それ以降はわずか2カ 

月間で4カ所増加することとなった。また，参加者アンケートでは，「あまり外出しない主人が週一回重りな 

しでいき百を実施するようになりました。」「足が楽になりました。また参加したいです。」「友人を集めて教室 

を開きたい。」など前向きな意見が多くみられた。 

【まとめ】 

大規模な商業施設での啓発活動であるため，徳島市在住の方だけでなく，その他の市町村の住民に対する啓 

発活動にもなっていると考える。今後もこの事業に参加したことを契機として，新規に開設する「いき百」の 

サロンを増やせるように，いろいろな工夫を加えながら活動を継続したいと考えている。 
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 18:30～19:15 総合事業とリハ専門職の関わり 2  

 

Ⅱ- 06 理学療法士がかかわる阿南市介護予防事業の取り組み 

○平澤小百合 1）2） 鶯 春夫 1) 3） 東田武志 1) 4)  

1）公益社団法人徳島県理学療法士会 2）介護老人保健施設 阿南名月苑 3）徳島文理大学 4）小松島病院 

 

 

【はじめに】  

 徳島県の南部に位置する阿南市は総人口73,133人，高齢化率31.1％（2017年3月末現在）である。阿南市 

から徳島県理学療法士会（以下，本士会）には以前から介護予防教室等への講師派遣依頼があったが，単発的 

であり対象者の身体機能向上や運動の定着に十分貢献できているとはいえない状況であった。 

そこで，全国的にも介護予防の効果が認められている高知市の「いきいき百歳体操」を取り入れることがで 

きないかという協力依頼が本士会にあり，2017年度より地域住民の自助・互助を目的とした「通いの場」づく 

りに協力することとなった。約2年経過した現在，いきいき百歳体操を定期的に実施する「通いの場」は82 

ヶ所まで増えており，今回その経過等について報告する。 

【方法】 

本士会担当者と阿南市職員とで十分な打ち合わせをした上で，体操は「いきいき百歳体操」を使用すること 

とし，理学療法士は阿南市地域包括支援センター職員等を対象に，体操の意義や効果の説明と具体的に体操方 

法や体力測定の説明を行った。そして，住民25名を対象に計13回のモデル事業を行った後，「いきいき百歳 

体操」を行う住民主体の通いの場の開設や継続を支援することとなった。理学療法士は開設初日のみに関わり， 

運動の必要性や体操する上での注意点，おもりの増やし方等の説明を行った。なお，体力測定は阿南市職員等 

が行うため，安全性と簡便性を考慮し，30秒立ち上がりテスト，5ｍ歩行（もしくはTimed up & Goテスト）， 

長坐位体前屈位，握力の４項目とした。この事業については，2017年度と2018年度における65歳以上を対象 

とした「通いの場」への参加者数及びその割合の他，介護保険認定の有無や認定結果の変化を調査し，比較検 

討することにより評価した。 

【結果】 

参加者数は2017年度が67ヶ所，1,346人，参加率は5.8％であったが，2018年度は82ヶ所，1,560人，参

加率は6.9％に増加した。 

2018年度の参加者1,560人中，2017年度に引き続き介護保険認定がない者は1,333名（85.4％），2017年度 

の介護認定結果と比較し悪化した者は98名（6.3％），維持した者は91名（5.8％），改善した者は38名（2.4％）

であった。なお，改善群の中には介護認定が非該当となった者が7名含まれていた。 

【考察】 

阿南市介護予防事業に関わるにあたり，職員等からは住民に任せても大丈夫なのか，継続して運動をしてく 

れるのだろうか，実際に通いの場のグループはできるのだろうかといった不安や否定的な発言が多く聞かれた 

が，理学療法士が職員や住民に最初にしっかりポイントを持って説明したことで体操の意義や効果を理解し， 

結果として短期間で82ヶ所まで増えたと思われる。現在，理学療法士は初回だけでなく，1年を経過した通い 

の場にも派遣され，体操の実施方法や効果，おもりの確認などを行い，体操の継続に繋がるように支援してい 

る。まだまだ参加率も低いため，引き続き，阿南市住民の介護予防等に貢献していきたいと考える。 
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Ⅱ- 07 仙台市地域リハビリテーション活動支援事業における理学療法士の取組と役割 

○菅原 美波 1） 渡邉 好孝 2） 藤野 隆喜 3） 櫻井 健太郎 4）            

1）仙台市役所 地域包括ケア推進課 2）医療法人松田会・医療法人光友会 アルパイン川崎 

3）独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 4）医療法人社団脳健会 仙台東脳外科病院 

 

 

【はじめに】 

2017年度より仙台市が総合事業の取組を開始し，それに伴い宮城県理学療法士会（以下，当会）は，地域リ 

ハビリテーション活動支援事業（以下，事業）の業務を受託した。今回は，事業の取組内容と，その中で理学 

療法士（以下，PT）が担える役割について報告する。 

【方法】 

事業対象は，仙台市が選定した身体運動を活動の主体としていないサロン活動を行う団体であった。業務内 

容は，団体の活動内容や参加者の状態を確認し，普段の活動にすぐに取り入れられる，簡単で効果的な運動等 

の提案とされた。訪問は1団体につき2回行い，2回目の訪問後に仙台市が実施した団体代表者，参加者，訪 

問担当者向けのアンケートを年度毎に集計した。1年目の取組が終了したのち，アンケートの集計結果をもと 

に，支援内容等の情報共有を含めた反省会を実施した。2017～2018年度の2年間で，59団体へ訪問した。 

【説明と同意】 

事業参加に際し，仙台市又は地域包括支援センター職員が参加者に対し事業内容の説明を行い同意を得た。

実施時は，当会から当日運動に関する説明を行い同意を得た。 

【結果】 

訪問先では，虚弱な参加者がいたり，複数の団体を掛け持ちする活動的な方がいたりと，団体毎に様々な状

況がみられ，支援には臨機応変な対応が求められた。 

訪問担当者のアンケートでは「リハビリテーション専門職が地域支援を行う必要性があると思うか」という 

質問に対し「とても必要である」が66％，「必要である」が34％であった。自由記載欄では「予防の観点や医 

療ベースでの考え方で支援を必要とする方がいる」「身体機能だけではなく，環境面・精神面等包括的な評価 

が必要」といった意見がみられた。 

参加者のアンケートでは「今回の訪問により，運動への意識が高まったか」という質問に対し「とても高ま

ったと思う」が57％，「少し高まったと思う」が36％であった。 

【考察】 

事業開始当初の主な目的は「参加者が運動に興味を持つ」であったが，参加者のアンケート結果から，全体 

の約9割の参加者が当事業の参加により運動への意識の高まりを感じていた。参加者の状態像や団体のニーズ 

を把握し，そこで取り組めそうな運動を提案したことで，運動に対する興味を引き出せたのではないかと考え 

る。 

また，訪問担当者アンケートの結果から，訪問後にはすべての訪問者が地域支援を行う必要性を感じていた。 

自由記載欄の意見にもあるように，地域の中にも様々な状態像の方が参加しており，理学療法の専門的な視点 

を踏まえた支援が必要だと感じたためと考えられる。 

様々な状態像の方が暮らす地域で，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の充実が求め 

られる中で，PTが運動への意識付けを行えた当事業は重要な役割を担っていると考えられる。今回，多様な地 

域の支援を数多く体験することができたことは，今後，総合事業に理学療法士が参画していく前段階として大 

変意義のある取組であったと考える。 
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Ⅱ- 08 静岡県伊東市における通所型サービスC・訪問型サービスCの実施状況について 

○西村 洋 1） 赤坂 裕太 1） 三田 直子 1） 高柳 伸之 1） 

1）伊豆高原メディカルたかやなぎ整形外科 

 

 

【はじめに】 

静岡県伊東市は，高齢化率が2018年4月現在で41％で，全国平均の28％を大きく上回っている。これは50 

年後の全国平均と同程度の非常に高い割合である。一方，出生数は2013年度408人だった以降は400人を下 

回り，人口減少と高齢化率の加速に拍車をかけている。そのような状況の中，介護予防の推進は急務であり， 

重度化を未然に防ぐことは非常に重要な課題となっている。今回，2017年度と2018年度に伊東市で行われた 

介護予防・日常生活支援総合事業において実施した内容について報告する。 

対象は伊東市により事業対象者と認定された者のうち，地域包括支援センターから依頼があった者。事業計

画段階では年間の利用者実人数20名を想定して計画された。 

【事業内容】 

短期集中プログラムとして通所型サービスと訪問型サービスを組み合わせた形で実施。通所型サービスは週 

1回事業所（当法人の場合はデイサービス）において理学療法士による個別の助言，運動指導と集団での運動 

を合計12回実施した。集団での運動は事業所に隣接するフィットネスにおいて健康運動指導士とトレーナー 

の指導によるサーキットトレーニングも取り入れながら実施した。サーキットトレーニングとは，異なる8種 

類の器具での運動とステップを30秒毎に繰り返す形式のトレーニングで，本事業ではフィットネスで一般の 

利用者に対して提供しているプログラムを簡素化して実施した。 

訪問型サービスは通所型サービスの開始前と11回目から最終12回目の間に合計2回，PTが自宅を訪問して

動線の確認や動作方法指導，住宅環境に関する助言をする形で実施した。 

【実施結果】 

2017年4月1日から2019年3月31日までに実施した者は男性6名，女性13名。そのうち終了後に自主ト 

レーニングに移行した者は13名，一般介護予防教室に参加した者は1名，介護保険を利用し通所型サービス 

の利用を続けた者は3名，利用を中止した者は2名であった。 

体調不良で利用を中止した2名を除く17名から事業に対して満足したとの回答を得た。 

【考察】 

本事業は介護予防を主な目的として実施されたが，事業利用者の転帰は68％が自主トレーニングという形で 

介護認定を受けることなく生活を継続することが出来た。ただし，利用者の総数が当初の計画の半数以下にと 

どまっている。本事業は事業所が直接利用者を選定するのではなく，地域包括支援センターからの紹介となっ 

ていることから，今後は行政との連携を一層深め事業の啓発を行なっていくことも重要であると考えられる。 
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Ⅱ- 09 鳴門市における総合事業への取り組み 

～『いきいき百歳体操（徳島版）』を核とした介護予防・地域づくり～ 

○矢野 広宣 1） 直江 貢 1） 鶯 春夫 1） 柳澤 幸夫 1） 

1）公益社団法人徳島県理学療法士会 

 

 

【はじめに】 

団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて，地域包括ケアシステムの構築が急務である。さらに，これ 

からの介護予防事業は地域の特性を活かしながら，住民主体の通いの場，社会活動の場（以下，サロン）を充 

実させ，人と人とのつながりを通じて，地域で高齢者を支え合う地域づくりの拡大が課題となる。2015年7 

月に徳島県理学療法士会と鳴門市は，介護予防活動の充実に関する連携協定を締結し，活動を展開している。 

今回は我々の活動を報告するとともに，いきいき百歳体操（以下，いき百）の効果検証を行い，今後の課題に 

ついて検討を加え報告する。 

【対象・方法】 

対象は，2016年7月までに鳴門市で開設されたサロン24箇所のサロンに参加されている662名の中で，初 

回，4ヶ月後，8ヶ月後の3回の体力測定を実施した153名（男性33名・女性120名，平均年齢75.1±2.9歳） 

とした。方法は，いき百の効果検証として実施される体力測定5項目（握力，5ｍ最速歩行時間，開眼片足立 

ち時間，長座位体前屈，CS-30）の3回の体力測定値で正規性の検定を行った後，多変量検定を行い比較検討 

した。有意水準は危険率5％未満とした。加えて，健康状態や生活の広がり，身体や気持ちの変化などについ 

て自由記述式アンケートを実施した。なお，本報告は，ヘルシンキ宣言に基づき実施したものである。 

【結果】 

体力測定5項目において，初回と比べ4ヶ月後は，握力， 5ｍ最速歩行時間，開眼片足立ち時間，CS-30に 

有意な改善を認めた。4ヶ月後と8ヶ月後の間に有意な改善を認めた測定項目はなく，握力については有意に 

低下した。一方， 5ｍ最速歩行時間と開眼片足立ち時間，CS-30については初回と比べて8ヶ月後においても 

有意な改善を維持できていた。長座位体前屈については有意な改善を認めなかった。また，アンケート結果で 

は，楽しみが増えた，友達が増えた，外出が増えたなど，肯定的な回答をする者が多くを占めた。 

【考察】 

今回の結果より，握力については，いき百に握力を個別に強化する運動が含まれていないため，重りを握っ 

て行うなど握力を意識した体操の工夫が必要であると考える。柔軟性において変化がみられなかったのは，ス 

トレッチ時の持続伸張時間や頻度に問題があるためと考える。そのため，日常生活の中で可能な限り頻回に行 

うことと併せ，伸張反射の考え方に基づいた正しい方法で行うことの重要性を指導することが肝要であると考 

える。そして，開眼片足立ち時間やCS-30などが8ヶ月後においても改善するためには，『過負荷の原則』や 

『超回復理論』に従い，重りを正しく使用し，ややきついと感じる強度の運動で週2回程度実施することや正 

しいフォームの習得を個別指導していくことなどが重要であると考える。 

 


