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１ 調査概要 

 

 

１.１ 調査目的 

 

 (1) 背景 

 地域包括ケアシステムの構築を進めるにあたり、国はリハビリテーション職と地方

自治体等の連携により、介護予防・日常生活支援総合事業等を通じて、高齢者の介護

予防を推進している。 

一方、昨年度の本事業における調査研究事業結果から、北海道においては、リハビ

リテーション職の専門性を活用した介護予防の推進に向けた以下の問題点・課題と可

能性が明らかになった。 

 

① 問題点・課題 

ア リハビリテーション職の多くが都市部の医療機関に集中しており、リハ職の地

域偏在が課題となっていること。 

イ 上記の結果、リハビリテーション職と連携した総合事業が未実施あるいは効果

的に実施できていない自治体が多く存在していること。 

ウ 通所介護と比較して、介護予防効果が高いといわれている訪問リハビリテーシ

ョン、通所リハビリテーション事業所は数が限られていること。 

エ 介護予防が必要な高齢者が多く利用する通所介護において、リハビリテーショ

ン職との連携により介護予防効果を高める生活機能向上連携加算を算定する事業

所はほとんどないこと。 

オ 介護予防を推進するには、退院後の迅速な介護サービス開始や、在宅ケアを推

進する専門職における本人の生活機能評価や必要なプログラム等についての情報

共有、高齢者本人によるセルフケアを推進することが重要であること。 

カ オの実現に向けては、ケアマネージャーや看護師など在宅ケアを推進する専門

職におけるリハビリテーションの知識・スキルアップ等の人材育成が重要である

こと。 

 

② 課題解決の可能性 

ア 高齢者の介護予防推進に貢献する意欲のあるリハビリテーション職が医療機関

に一定程度存在すること。 

イ リハビリテーション職による高齢者の生活機能評価や訓練指導等を実施するに

あたり、遠隔システムが活用できることが確認できたこと。 

ウ 遠隔システムの利用について、前向きなリハビリテーション職が一定程度存在

すること。 
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- 2 - 

 

エ リハビリテーションの知識やスキルアップを図りたいケアマネージャーや看護

師等が一定程度存在すること。 

オ 国において、フレイル健診の開始、高齢者の保健事業と介護予防の一体化の推

進など、介護予防が必要な高齢者の発掘や、多職種連携により高齢者の介護予防

をさらに推進する動きがあること。 

 

(2) 目的 

  本調査研究は、上記の背景を踏まえて、以下３つの方向性から、おもに虚弱高齢者の

介護・フレイル予防、退院後のリハビリテーション等の推進するための方策を検討する

ため実施する。 

 

① 地域の自治体と外部のリハ職との連携による高齢者の自立支援・介護予防の推進に

向けたモデル検証 

② 医療機関に所属するリハ職と介護事業者等との連携による要支援者等の生活機能向

上推進に向けたモデル検証について 

③ 在宅ケアを推進する専門職等のリハビリテーションスキルの向上を通じた要支援者

等の生活機能向上推進に向けたモデル検証 

 

いずれも特定のエリアを対象とした研究を行い、その成果をもとに地域特性に応じた

モデル構築を行い、道内各地への横断的展開を促進することに留意する。 

また、広大・分散型の特性を有する北海道においては、円滑なサービス提供に向け

て、必要に応じて、遠隔ICTの効果的な有活用を想定する。  

 

１.２ 調査内容・方法 

 

 (1) 検討WGの設置 

本調査研究事業を円滑に遂行しかつ効果的なものにするため、各モデル検証に参画

する事業者や自治体等から構成される検討WGを設置し、各モデルの進捗状況や成果

の共有を行い、調査研究の円滑かつ効果的な推進を図った。 

なお、オブザーバーとしてリハビリテーション専門職を育成する教育機関や行政機

関等に参画いただいた。 

 

① 検討WG名簿 

所属・役職 氏名 備考 

医療法人秀友会札幌秀友会 

病院リハビリテーション科長 

杉原 俊一 理学療法士 

医療法人財団老蘇会 中村 明子 保健師、介護支援専門員 

医療法人秀友会在宅支援部 

統括マネージャー 

藤田 修一 社会福祉士・主任介護支援

専門員 
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済生会小樽病院 医療技術部 

リハビリテーション室技術室長 

平塚 渉 理学療法士 

喜茂別町元気応援課課長 東原 弘行   

㈱北海道二十一世紀総合研究所調

査研究部次長 

河原岳郎 事務局（各モデルのとり

まとめ担当） 

 

【オブザーバー】 

所属・役職 氏名 備考 

厚生労働省北海道厚生局長 桑島 昭文  

厚生労働省北海道厚生局地域包括ケア推進課長 大熊 高司  

厚生労働省北海道厚生局地域包括ケア推進課 

医療介護連携推進係長 

弓場 大輔  

経済産業省北海道経済産業局健康サービス産業

課係長 

大津 崇輔  

北海道保健福祉部高齢者保健福祉課地域支援係 

課長補佐 

山内 亨  

北海道保健福祉部高齢者保健福祉課地域支援係 

係長 

小薮 卓  

北海道保健福祉部高齢者保健福祉課主査（資質

向上） 

宮川 清誇  

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課介

護予防担当係 主査（地域支援） 

小澤 智絵  

北海道科学大学保健医療学部理学療法学科教授 宮坂 智哉  

ボーダレス・ビジョン（株）代表取締役 

（遠隔ICTシステム関連） 
佐々木春光  

 

② 検討WGの開催概要 

【第１回】 

１．日  時：令和 2 年 10 月日（金）17:00～19:00 

２．場  所：オンライン開催（ZOOM） 

       ㈱北海道二十一世紀総合研究所 会議室 

       （〒062-8640 札幌市中央区大通西 3 丁目 11 番地） 

３．次  第 

（１）開会 

（２）本調査研究事業について 

①リハ職が不足する地方自治体と外部のリハ職との連携による高齢者の介護予

防・自立支援の推進に向けたモデル検証 

②医療機関に所属するリハ職と介護事業者等との連携による要支援者等の生活

機能向上推進に向けたモデル検証について 
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③在宅ケアを推進する専門職等のリハビリテーションスキルの向上を通じた要

支援者等の生活機能向上推進に向けたモデル検証 

（３）意見交換 

（４）今後のスケジュールについて 

（５）閉会 

    

【第2回】 

１．日  時：令和3年1月29日（金）17:00～19:00 

２．場  所：オンライン開催（ZOOM） 

３．次  第 

（１）開会 

（２）本調査研究事業の中間報告 

①リハ職が不足する地方自治体と外部のリハ職との連携による高齢者の介護予

防・自立支援の推進に向けたモデル検証 

②医療機関に所属するリハ職と介護事業者等との連携による要支援者等の生活

機能向上推進に向けたモデル検証について 

③在宅ケアを推進する専門職等のリハビリテーションスキルの向上を通じた要

支援者等の生活機能向上推進に向けたモデル検証 

（３）意見交換 

（４）今後のスケジュールについて 

（５）閉会 

 

【第3回】 

１．日  時：令和3年3月29日（月）17:00～19:00 

２．場  所：オンライン開催（ZOOM） 

３．次  第 

（１）開会 

（２）本調査研究事業の最終報告 

①リハ職が不足する地方自治体と外部のリハ職との連携による高齢者の介護予

防・自立支援の推進に向けたモデル検証 

②医療機関に所属するリハ職と介護事業者等との連携による要支援者等の生活

機能向上推進に向けたモデル検証について 

③在宅ケアを推進する専門職等のリハビリテーションスキルの向上を通じた要

支援者等の生活機能向上推進に向けたモデル検証 

（３）意見交換 

（４）今後のスケジュールについて 

（５）閉会 
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(2) 事業の実施 

① 地域の自治体と外部のリハ職との連携による高齢者の自立支援・介護予防の推進

に向けたモデル検証 

ア 喜茂別町の保健師やケアマネージャー、済生会小樽病院の理学療法士、ボーダレ

スビジョン㈱、弊社で構成される検討WGにより、モデル事業全体の企画・運営に

係る検討を行った。 

 

イ 通所Aサービス利用者（21名）を対象としたモデル検証 

（ア）体力測定会の開催 

（イ）（ア）の結果に踏まえたアセスメントやセルフケア方法の検討 

（ウ）アセスメント結果などのフィードバックやセルフケアの推進 

（エ）（ウ）の取組成果と課題の把握（アンケート調査（訪問）） 

（オ）身体・運動機能等の評価 

 

② 医療機関に所属するリハ職と介護事業者等との連携による要支援者等の生活機能

向上推進に向けたモデル検証について 

ア 札幌秀友会病院の理学療法士やケアマネージャー、弊社により、モデル事業全体

の企画・運営に係る検討を行った。 

 

イ 遠隔ICTを活用した退院前カンファレンスのモデル検証（1名） 

 同院を退院し、小規模多機能居宅介護を利用予定の高齢者を対象に、遠隔ICTを活

用し、同院の理学療法士等と小規模多機能居宅介護のケアマネージャーにより退院前

カンファレンスを実施した。 

 

ウ 遠隔ICTを活用した退院後アセスメントのモデル検証（2名） 

 同院を退院し、現在、居宅サービス（通所リハビリテーション、訪問リハビリテー

ション）を利用している高齢者を対象に、遠隔ICTを活用し、同院の理学療法士等と

各サービスの担当職員により退院後アセスメントを実施した。 

 

③ 在宅ケアを推進する専門職等のリハビリテーションスキルの向上を通じた要支援

者等の生活機能向上推進に向けたモデル検証 

 

ア 医療法人財団老蘇会の保健師やソーシャルワーカー、札幌秀友会病院の理学療法

士やケアマネージャー、小規模多機能居宅介護事業所ミヤビ―の理学療法士、弊社

で構成される検討WGにより、モデル事業全体の企画・運営に係る検討を行った。 
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イ アセスメントツール・アウトカムスケール「SIOS」の勉強会開催 

 ケアマネージャーやリハビリテーション専門職の自立支援の推進や情報共有のツー

ルとして活用可能性があるアセスメントツール・アウトカムスケール「SIOS」につい

ての勉強会を開催した。（道内のケアマネージャー約20名が参加） 

 

ウ 道内のケアマネージャーにおける自立支援ケアマネジメントに関する調査 

 道内のケアマネージャーを対象としたアンケート調査及びグループインタビュー調

査を実施し、自立支援ケアマネジメントに向けた取組意識や取組状況、課題等につい

て把握した。 

 

エ 道内の訪問看護師等におけるリハビリ知識・ノウハウの習得ニーズに関する調査 

 道内の訪問看護事業所や小規模多機能居宅介護、看護小規模多機能居宅介護に所属

する看護師を対象に、利用者の自立支援に向けた取組状況、課題、リハビリテーショ

ンに係る知識や手技等の取得ニーズについて把握した。 

 

オ 自立支援ケアマネジメント等を推進する研修プロトタイプの作成 

 （ア）～（エ）の結果を踏まえて、リハビリテーション専門職と連携した自立支援

ケアマネジメント等を推進する研修プロトタイプを作成した。 

 

④ 調査結果の普及 

  北海道厚生局、北海道経済産業局、北海道、札幌市、北海道ヘルスケア産業振興協

議会（弊社事務局）が主催するセミナー（オンデマンド配信）において、本調査結果

について情報発信を行った。 

 

【本事業で活用した遠隔ICTツール「KizunaWeb」について】 

KizunaWeb(ボーダレス・ビジョン株式会社製）

は、Webベースの遠隔医療システムで、数台のPC

やタブレット端末などをインターネット 上で接続

しTLS1.2を用いたセキュアなビデオ通話が可能で

ある。 

また，KizunaWeb では PC に接続された複数台

の外部カメラの映像を送信することができ，リモートからでもリアルタイムに通信

相手の状況を把握することが可能となっている。 
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２ 地域の自治体と外部のリハ職との連携による高齢者の自立

支援・介護予防の推進に向けたモデル検証 
 

２.１ 喜茂別町における高齢者の自立支援・介護予防の現状と課題 

 

（1）喜茂別町の概要 

喜茂別町は北海道の南西部、北海道後志総合振興局管内の南東部（羊蹄山麓地域）

に位置し、北東部側は札幌市南区、北西側は京極町、西側は真狩村、南西側は留寿都

村、南東側は伊達市（旧大滝村）に接している。 

また、道内の主要幹線である国道230 号・276 号が交差し、札幌市や新千歳空港、

苫小牧市への所要時間が約90分と良好なアクセス、立地環境にある。 

町名である喜茂別は、アイヌ語の「キム・オ・ペツ（山の多い川）」から転化した

ものであり、「えぞ富士」の名で知られる羊蹄山、尻別岳、喜茂別岳など山々に囲ま

れ、その間を尻別川、喜茂別川をはじめとする、大小41の川が町内を流れている。 

令和２年10月末時点の人口は2,139人で高齢化率は38.4％を占めており、喜茂別町人

口ビジョン（社人研推計）によると2040年の人口は1,349人に減少し、高齢化率は 

42.8％まで上昇する見込みとなっている。 

 

（2）KDBデータからみた特徴 

喜茂別町は、後志管内16町村で構成される後志広域連合（保険者）の関係町村の一

つであり、後志広域連合からの委託により地域支援事業を実施している。 

後志広域連合の関係町村及び同規模自治体との比較による同町の医療・介護データ

の特徴は以下のとおりである。 

 

 要介護認定率は16.9％で、同規模自治体より3.3ポイント低く広域連合の中でも3番

目に低くなっている。 

 一方、要介護認定者のうち要介護3以上を占める割合は36.7％と、平均よりも3.9ポ

イント低いが、広域連合の中で2番目に高くなっている。 

 平均自立期間は、男女とも平均を大きく上回っており、いずれも広域連合の中で最

も長くなっている。 

 居宅１人当たりの介護給付費は、3,606円と平均よりも8,000円程度低く、広域連合

で3番目に低くなっている。 

 一方、施設1人当たりの介護給付費は15,767円で平均より1,000円程度高くなってい

る。 

 全体の１人当たり介護給付費は、施設1人当たりの介護給付費が高いこと、相対的

に施設利用者数が多いことなどから、123,465円と平均よりも40,000円近く高く、広

域連合で最も高くなっている。 



 

 

- 8 - 

 

【喜茂別町のKDBデータ（全体像）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業 目的 指標

特定健診受診率 43.4 同規模自治体 45.7

メタボ予備軍 メタボ該当者 非肥満高血糖 腹囲 BMI
血糖・血圧・脂

質

11.3 21.2 8.6 36.4 7.9 32.4

特定保健指導 生活習慣病（リスク）の改善に向けた支援 特定保健指導実施率

医療機関への受診勧奨 生活習慣病（リスク）の治療 医療受診率 596.275 同規模自治体 688.26

介護予防・自立支援 新規要介護認定率 広域連合 0.48%

要介護リスクの早期発見等 要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３以上

50 25 25 0

糖尿病 心臓病 脳疾患 筋・骨疾患 精神

16.4 59.0 22.0 53.7 44.0

高齢者の医療費（保険差指数） 要介護2以上
要支援・

要介護１
認定無し

外来 0.53 0.81 0.91

入院 1.07 1.11 1.4

同規模自治体

介護サービス利用率 71.40% 76.6%

要介護度悪化度 152.2% 102.7%

要介護度改善度 108.1% 102.6%

16.90%
要介護度の重度化防止

（認定率の内訳）
要支援 4.7 要介護１，２ 6.0 要介護３以上 6.2

同規模自治体：20.2％ 4.5 7.5 8.2

84.3

同規模自治体；78.7

87.9

同規模自治体；84.2

金額 123,465

前年比 109.27%

同規模 83,212

金額 3,606円

前年比 92.8%

同規模 11,931

金額 15,767円

前年比 95.1%

同規模 14,831

【喜茂別町】

医療・介護のKPIに関するデータ

町村データ

特定健診の所見

地域支援事業
0.47

新規要介護認定者の要介護度

特定健診（75歳以上は＋フレイル健診）
生活習慣病（リスク）の早期発見

（要介護の原因疾病（リスク）の早期発見）

医療機関への受診 生活習慣病等の治療 要介護認定者の疾患状況

介護保険サービス

（居宅・施設・地域密着型）
自立した生活支援、重度化防止

医療・介護のKGIに関するデータ

要介護認定率

男性

女性

平均自立期間（要介護２以上）

１件当たりの介護給付費

居宅１人当たり介護給付費

施設１人当たり介護給付費

被保険者一人あたりの介護給付費削減（財政健全化）
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国

円

0 8,231

33,347

63,705

246,858
227,359

196,646

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要介護度別の1件あたりの介護給付費（R2）

留寿都村 北海道 同規模町村 国

円
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（3）高齢者の自立支援・介護予防の現状と課題 

① 医療・介護資源の状況 

町内の医療機関は、喜茂別町立クリニック（指定管理者：社会福祉法人渓仁会）

と、歯科医院1カ所となっている。 

また、同じく介護施設や介護サービス事業所については、介護老人福祉施設1カ

所、居宅介護支援事業所2カ所（包括含む）、通所介護事業所1カ所であり、その他の

介護サービスは町外の介護資源に依存している状況である。 

 地域包括支援センターは町直営の1カ所であり、同センターには、保健師・主任ケ

アマネ―ジャー兼務者１名、社会福祉士１名、その他職員１名が配置されている。 

 

【町内の介護施設・事業所】 

施設・事業所名 サービスの種類 運営者 

きもべつ喜らめきの郷 介護福祉施設 社会福祉法人渓仁会 

ケアセンターこころようてい 訪問介護 社会福祉法人渓仁会 

喜茂別町デイサービスセンター 通所サービス、通所介護 喜茂別町 

ケアプランセンターこころようてい 居宅介護支援事業所 社会福祉法人渓仁会 

ケアプランセンターきもべつ 居宅介護支援事業所 社会福祉法人喜茂別町

社会福祉協議会 

 

 

② 地域支援事業の実施状況（令和元年度の実績） 

ア 介護予防・日常生活支援総合事業 

（ア）通所型サービスA（ミニデイウサパラ体操教室） 

 体操や認知症予防の取り組みを行いながら、交流を図り閉じこもりを防ぐ

（延134名） 

（イ）通所型サービスC（スマトレ） 

 保健師やリハビリ専門職の指導や評価のもとマシンを活用し運動機能の維

持向上を図る（延199人）（延94名） 

（ウ）生活支援サービス（IP見守り支援事業） 

 IP電話を活用しながら必要に応じ訪問も行い、主に独居高齢者及び夫婦世帯

の安否確認を行う（延278名） 

（エ）介護予防ケアマネジメント 

 総合事業利用者に対して、ケアプラン作成及びモニタリング、評価をしな

がら支援する（延556名） 

（オ）介護予防把握事業 

 介護予防が必要な方に対し、事業への参加を呼びかけたり、状況確認を行

う（実9名） 
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（カ）地域介護予防活動支援事業 

 参加者が自分の得意なこと好きなことを、仲間とともに自主的に行えるよ

うに支援する（サークル9団体 延1714名） 

（キ）地域リハビリテーション活動支援事業 

 リハビリ専門職が個人、団体、地域に対し専門知識や技術を提供し、付与

することで住民の自立した生活や効果的な介護予防活動を行えるように支

援する。 

 

イ 包括的支援事業 

（ア）包括的支援事業 

地域包括支援センター運営（3名2職種、1名兼務） 

 

（イ）社会保障充実分 

【在宅医療・介護連携推進事業】 

 医療、福祉、介護の各事業所及び専門職が、一堂に会して地域課題について検

討したり、解決に向けて協力する体制づくりを行う。医療について福祉・介護

関係者が学び知識技術の向上に努めながら、専門職が互いの分野の知識や考え

を交換する機会をもつ 

 介護医療福祉従事者勉強会（2回）（ケース検討をとおして1回） 

 

【生活支援体制整備事業】 

 地域の事業や相談対応を通じて地域課題を把握する。地域からあがったニーズ

に対して、住民とともに事業のたちあげ、継続、発展を考え地域の事業へと移

行させていく。 

 地域サロン（3地区）・運動事業（1地区） 

 

【認知症施策準備事業（初期集中支援）】 

 認知症が疑われる方を、医療側・福祉側の双方が発見または相談した場合、早

期に対応を図るよう連携を図る。また、認知症を正しく知り、日常生活の中で

予防を図るための講座を実施。研修に参加し技術力向上に努める。 

 研修参加、支援チームで1ケース対応、脳活塾（3回） 

【地域ケア会議推進事業】 

 保健、医療、福祉の各専門職が一同に、個別から地域の課題までを様々な視点

から検討する。また地域包括ケアの体制づくりを行う。管理者レベルの会議で

は、地域全体の施策につながる内容の話し合いを行う。 

 推進会議（4回）（7回）・個別会議（3回）・管理者会議（2回）（1回） 
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ウ 任意事業 

高齢者に多い皮膚トラブルについて、認定看護師を講師にトラブルの原因とその

対処について講座を行う。またその内容を広報誌に掲載。（1回実施 実30名） 

 

【権利擁護事業】 

 成年後見制度利用にかかる申し立て相談・支援や費用の助成や、虐待予防の相

談・支援、権利擁護全般の普及啓発を行う。（申し立て支援1名、費用助成対象

者2名、虐待予防支援3ケース） 

 

【認知症サポーター養成事業】 

 認知症の理解と支援を広げるためのサポーター養成を行う（サポーター養成講

座1回実施） 

 

③ 地域支援事業の推進に向けた課題 

ア 通所Aサービス利用者の介護予防・自立支援の促進 

高齢者の介護予防・自立支援を目的に、通所型サービスC（3か月～6か月の短期集

中型サービス）を実施していた。 

参加者の一部は卒業後、一般介護予防事業（はちまる運動）に繋がるなど一定の効

果はみられたが、送迎がないことなどが理由で参加者確保が課題となり、事業を廃止

することとなった。 

現在は、喜茂別町社会福祉協議会への委託により通所型Aサービスを実施してお

り、いかに通所Cと同様に、利用者の個別性に応じた機能訓練を実施し、介護予防を

推進するかが課題となっている。 

特に要介護2以上になると、施設サービスの利用が中心となるため、介護給付費が

急増することから、介護保険財政の安定化を図るためにも、高齢者をいかに要介護1

までに踏みとどまってもらうかが重要となっている。 

 

イ 自立支援型地域ケア会議の推進 

自立支援型地域ケア会議の開催に向けて準備を進める必要があり、後志総合振興局

の講師派遣事業の活用などを進めている。 

対象とするケースの選定をどうするかが課題となっている。事例検討をこれまであ

まり実施しておらず、事例を積み重ねる必要がある。 

 

ウ 上記の課題解決に向けたリハビリテーション専門職との連携 

現在、喜茂別町立クリニック（指定管理者：社会福祉法人渓仁会）に作業療法士が

1名配置されているが、上記の課題解決に向けて十分なマンパワーが避けないことが

課題となっている。 
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２.２ 実施内容 

 

喜茂別町の地域包括支援センターを中心とする専門職（保健師、ケアマネージャー、社

会福祉士）と、町外の医療機関（済生会小樽病院）のリハビリテーション専門職が連携

し、遠隔ICTを効果的に活用し、通所Aサービス利用者の個別の生活機能評価及び自主トレ

ーニング促進を円滑に実施するための体制整備に向けた検証を行った。 

 

【済生会小樽病院の概要】 

名称 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 北海道済生会小樽病院 

所在地 〒047-0008 北海道小樽市築港 10 番 1（地図） 

病院種別 一般病院 

その他施設 保育施設 

許可病床数 
一般病床 378 床（包括ケア病棟 53 床、回復期リハビリテーション病棟

50 床、重症心身障がい児（者）病棟 120 床） 

診療科目 

内科：消化器内科：循環器内科：脳神経内科：外科：消化器外科：整形

外科：泌尿器科：人工透析内科：放射線科：リハビリテーション科：緩

和ケア内科：精神科：腫瘍精神科:小児科 

 

 なお、済生会小樽病院から、喜茂別町地域包括支援センターまでは車で約2時間程度を要

する。 

 

（1）遠隔ICTを活用した取組方針・内容の打ち合わせなど 

喜茂別町及び済生会小樽病院がKizunaWebに接続し、本事業の実施方針や実施内容に

ついて打ち合わせを行った。 

※（2）以降の取組に関する打ち合わせもすべてKizunaWebを活用した。 

 

（2）体力測定会の実施 

 通所Aサービスの時間を活用し、リハビリテーション専門職により個々の身体機能や

認知機能評価するための測定会を開催した。 

 歩行の状況は動画で撮影した。 

 

  【開催日時】  令和2年10月22日（木）、27日（火）9：30～11：30 

  【実施内容】  体力評価 Short Physical Performance Battery（歩行、バランス、筋力） 

          痛みの評価  PDAS (Pain Disability Assessment Scale)    

                  認知機能評価 MoCA（Montreal Cognitive Assessment) 

                  生活機能評価 E-SAS（日本理学療法協会作成） 

  【参加人数】 21名（男性2名、女性19名） 

http://www.saiseikai-otaru.jp/hotnews/detail/00000109.html
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（3）リハ職によるアセスメントや自主運動プログラムの検討 

（1）のアセスメントシートや撮影した動画は、クラウドによるデータ共有サービス

「box」を活用して、参加者個別のフォルダを作成し情報を収納した。 

上記の情報をもとに、リハ職がアセスメントを行い、利用者に対するフィードバッ

クシートと個別の自主トレーニングメニューを作成し、boxにて共有した。 

上記の情報を、喜茂別、ケアマネが定期的にKizunaWebを活用した打ち合わせや、 

boxを活用した情報共有を行った。 

 

 【共有内容】  

  ・体力測定会での撮影動画（ケアマネ→リハ職） 

・同アセスメントシート（リハ職→ケアマネ） 

・アセスメント結果（リハ職→ケアマネ） 

・上記に基づく個別の自主トレーニングメニュー（リハ職→ケアマネ） 

 

（4）リハ職とケアマネによるアセスメント結果や自主トレーニングメニューのフィー

ドバック 

対象者の自宅において、KizunaWebを活用しリハ職がアセスメントの結果や個別の自

主トレーニングメニューについて情報提供を行った。 

なお、自宅には担当ケアマネージャーが訪問し、KizunaWebを利用するためのPCや

通信環境の設定、利用者や自宅の様子の撮影、リハ職からのアドバイスの補足やフォ

ロー等を行った。 

 

【開催日時】  令和2年11月9日（月）～19日（木）10：00～17：00 

（一人あたり15～30分程度） 

【実施内容】  ・アセスメント結果の情報提供（リハ職） 

※ 測定会での歩行の様子を動画で共有し、本人の自覚を促す 

      ・個別の自主トレーニングメニューの情報提供（リハ職） 

【実施人数】  21名（男性2名、女性19名） 

          ・上記に基づくアセスメント結果 等 

 

（5）最終評価の実施 

当初、（2）と同様に現地にて体力測定会を実施する予定であったが、新型コロナウ

イルス感染拡大の影響により、リハ職の訪問が困難となったため、担当ケアマネージ

ャーが対象者の自宅を訪問し、（2）と同様の測定を実施した。 

併せて、自主トレーニングの実施状況を把握するためのアンケート調査（聞き取

り）を実施した。 

上記の結果はbox等で共有し、4月以降に（4）と同様のフィードバックを実施する予

定である。 
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２.３ 実施結果 

 

外部のリハビリテーション専門職との連携による高齢者の自宅での自主トレーニング

の促進や身体機能の改善効果について分析した。 

 

（1）高齢者による自主トレーニングの実施状況に関する調査 

① 調査項目 

ア 基本的な考え方 

自主トレーニングの実施した（実施しなかった）理由については、リハ職との連携

による取組に関係するものだけではなく、本人のそもそものモチベーション等も影響

しており、そこをしっかり把握する。 

 

 

 

② 調査項目 
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設問４ 実施できなかった理由、途中でやめた理由は何ですか？（設問１で「１」or「２」の回答者が対象））

【PTとの連携による取組に関係する理由】（例）

１．あまり外部の人に関わってほしいと思わない

２．自主トレのやり方がよくわからなかった（紙では不十分だった）

３．自分ひとりで黙々とやるのは苦手だ（集団でならワイワイ楽しめるなど）

４．自分の主体性だけで継続するのは難しい（定期的にチェックするなどの必要性）

・・・・・

【そもそもの本人のモチベーションに関係する理由】（例）

１．普段から運動していないので、抵抗があった

２．体を動かすこと自体が好きではないから

３．通所Aサービス自体も非常におっくうであり（その理由は？）さらに運動するのはいやだ

４．通所Aサービスを利用しているので、運動は十分だと思っているから

５．特にやりたいことや目標がないため、もっと元気になりたいとは思っていない（自己実現）

６．家族の協力や後押しがないから（危険だから家族がやってほしくないと思っているなど）

７．自主トレするためのスペースがない

８．忙しい／時間がない

・・・・・・・
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③ 調査結果 

 調査対象者19名のうち12名が、リハ職によるアセスメント結果や自主トレーニン

グメニューのフィードバック後に「継続的に実施している」と回答した。 

 実施できた理由としては、「（漠然と）介護状態になりたくないから」が11名で

最も多くなった。 

 

設問1 通所Aサービスに参加している理由は何ですか？ 

 

 

設問2 自宅での自主トレーニングを実施しましたか？ 

 

※ 継続的に実施している人の頻度： 

（ほぼ毎日：4名、週に1～2回：5名、不定期に：3名） 
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設問3 実施できた理由は何ですか？（16名） 

 

 

設問4 実施できなかった理由、途中でやめた理由は何ですか？（3名） 

 通所Aサービス自体も非常におっくうであり（その理由は？）さらに運動するの

はいやだ（1名） 

 通所Aサービスを利用しているので、運動は十分だと思っているから（1名） 

 自主トレするためのスペースがない（1名） 
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（2）高齢者による自主トレーニングの実施等による身体機能の改善効果に関する調査 

・身体機能、運動機能は大きな変化は見られなかった。（身体機能でアウトカムを出

すにはもう少し期間が必要か） 

・自己効力感は高くなった。 

・冬期間の環境要因により、生活の広がり、人とのつながりが悪化した。 

 

 

 

【測定結果の前後比較（悪化、改善が見られた項目）】 
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２.４ 今後の課題と方向性 

 

（1）遠隔ICT（KizunaWeb）について 

① 利用可能性 

 町内の専門職と外部リハ職間で打ち合わせを行う際、KizunaWebは、他のツール

と異なり事前にURLを通知するなどの手間がいらず、普通に電話をかける感じ

で非常に使いやすい。 

 また、高齢者の自宅の状況や本人の動作、生活環境が把握しやすいため、住宅

改修に向けたアドバイスや、リハ職から直接本人に具体的なアドバイスにも繋

げることができた。 

 遠隔ICTを介してであるが、リハ職が対面で高齢者と会話・指導することで、普

段顔なじみのケアマネージャーではない第３者と関わりが増えることで、本人

のモチベーションの維持にも貢献できる可能性がある。 

 今後、with／postコロナ下においては、最低限必要なツールとなる可能性もあ

る。 

 

② 利用課題 

 KizunaWeb上では、通常のクラウドサービスのようにデータを共有することが手

間取ったため、既存のクラウドサービスを利用したが、KizunaWeb上で打ち合わ

せから情報共有まで完結できるとより利便性が向上する。 

 KizunaWebは、オンライン診療ガイドラインに対応したシステムであるため、利

便性に加えて安心して利用できるメリットがある。 

 自宅で活用する際、ケアマネージャーによるノートPCやカメラ、通信機器等の

セッティングが煩雑であった。 

 このためPCとカメラが無線接続が可能としたり、ジンバルカメラのような小型

カメラが使いやすい。 

 

（2）アセスメント方法について 

① アセスメント方法の適切性 

 今回は、今後のことも見据えて、地域の専門職であれば「だれでもできる」

「安全性」を踏まえて実施しやすい手法を意識した。導入という面では適した

手法だった。 

 通所Aサービスの利用者を対象としており、比較的身体・運動機能に問題のない

高齢者が多かったが、今回の測定会を通じて、下記の特徴を有する人も多く含

まれていることが推測された。 

認知機能が低下している人／ダイナペニア（筋量正常、筋低下）の人／運動

と栄養バランスが悪い人 
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② アセスメントに必要な高齢者の情報の量と質 

 体力測定会の際に個別に高齢者に聞き取りができたため、ケアマネージャーが

事前に共有したケアプランの利用者情報（フェイスシート）で十分だったが、

対面でのヒアリングができない場合は、事前に既往歴の情報があるとよりよ

い。 

 今後は遠隔ICTを活用し、高齢者と事前に顔合わせをし、対象者のキャラクター

などを理解し、信頼関係をある程度構築できると、本人から詳細情報を得ら

れ、その後の評価が円滑かつより効果的なものになる可能性はある。 

 

③ 今後の課題 

 あくまで高齢者の自立支援や介護予防を目的としているため、運動の結果、外

出頻度が増えたり、行動範囲が広げることを、目標として地域全体で共有する

ことが重要である。 

 また、アセスメントやセルフケアの促進によるアウトカムとして活動量を設定

する必要があるが、今回のアセスメントでは、綿密な活動量（歩数）や活動範

囲が把握できないので、改良や工夫が必要である。 

（E-SASにもLSAはあるが、中心部と郊外、過疎地など居住地によって、（知人の

家まで500m離れているなど）行動範囲に影響があるため、実態を把握しづら

い。） 

 通所サービスは「身体・運動機能向上」を中心にプログラム化されているが、

併せて「認知機能」や「食生活」のアセスメント、コグニサイズ（ダブルタス

ク）などを実施し、高齢者の保健事業と介護予防の一体化に関連した取組に展

開できると考えられる。 

 フレイルの高齢者への食生活改善に向けては、管理栄養士との連携も必要であ

る。喜茂別町には管理栄養士がいないため、今後は外部の管理栄養士との連携

も期待される。（今回、一部の高齢者には済生会小樽病院の管理栄養士作成の

ペーパーを配布した） 

 

（4）外部リハ職と連携した取組効果を高めるための工夫や課題 

① 自宅でのセルフケアの促進 

 本人に自主トレーニングの状況を記録してもらい、それをリハ職が確認し、褒

めたりアドバイスする取組を定期的に実施するとモチベーションが高まる可能

性はある。 

 また、KizunaWebを活用し、自宅で使える椅子や道具などを使ったより具体的な

アドバイス（環境提示）も効果的であると考える。 

 本人の成功体験を促すため、即時効果の高いストレッチを実施してもらい、前

後比較するのも有効である。 
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 本人の主体性だけでは、セルフケアは難しいので、ケアマネージャーがどこま

でコミットするか、どのような声がけが効果的かなどを検討するなど課題は多

い。 

 高齢者は日常的にテレビでのラジオ体操をよく見ている。煩雑なセッティング

は少なく、テレビ画面上で、リハ職による自主トレーニングの動画が簡単に観

られる仕組みなどを検討する必要がある。 

 

② 通所Aサービスのメニューの組み込み 

 通所Ａサービスにおいて、前述した様々なアセスメントやコグニサイズなどの

新しい内容を追加することで、飽きず継続的に参加するモチベーションを高め

ることが重要 

 また、今回のアセスメント結果を踏まえて、通所Aサービスメニューを検討する

必要がある。そのためには、リハ職と町、社協職員との合意形成や人材育成も

含めて検討することが必要である。 

 通所Aの中で、体力測定会を定期的に実施することで、本人のセルフケアの取組

成果が可視化される機会が増えるのでモチベーションに繋がる可能性がある。 

 

（5）リハ職との連携による自治体の自立支援ケアマネジメントの推進可能性 

 今回のリハ職との連携を通じて、既存のケアプランのアセスメント結果を変更

するなど、自立支援ケアマネジメントに係る一定の効果はみられる。 

 一方、こうした取組を面的に取り組むためには、町として高齢者の自立支援に

向けた取組方針や目標を設定し、「自立支援型」地域ケア会議等を機能させ、

そのうえで外部リハ職の役割を明確にして連携することが効果的であり、次年

度以降の重点課題として位置付けられる。 

 今回の取組は、町の総合事業「在宅医療・介護連携推進事業」でも活用しうる

内容であり、町の事業としての展開も模索していく。 
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３ 医療機関に所属するリハ職と介護事業者等との連携による

要支援者等の生活機能向上推進に向けたモデル検証 

 

札幌秀友会病院を調査フィールドとし、医療機関に所属するリハビリテーション専門職

が、遠隔ICTを活用しながら、退院後も継続的に高齢者の介護予防や自立支援に関わるこ

とを目的に、地域のケアマネージャー等との円滑な情報共有や利用者のアセスメントの実

施に向けた課題を検証した。 

 

３.１ 背景・課題 

 

（1）退院前の医療機関とケアマネージャーの適切な情報共有の必要性 

医療機関が退院後の患者の生活機能向上を支援する一つとして、患者の様々な情報

やその評価結果を、ケアマネージャー等に対して円滑に情報提供・共有することが求

められている。 

ここでは、患者の入退院支援に関するおもな診療報酬や介護報酬や、入退院支援に

おける課題等について整理する。 

 

① 医療機関の入退院支援に関するおもな診療報酬の整理（入退院支援加算） 

入退院支援加算は、患者が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や

生活を継続できるように、施設間の連携を推進した上で、入院早期より退院困難な要

因を有する患者を抽出し、退院・在宅復帰に向けて支援することを評価したものであ

る。 

前回の平成30年診療報酬改定において、この「在宅への早期退院を目指す支援」

は、「入院前の生活環境や生活者（患者）の想いや加療状況の確認から始めることが

大事であることが評価された。（「入院時支援加算 200点」） 

入退院支援に係る令和２年診療報酬の改定内容は以下のとおりである。 

 

・「入院時支援加算」について、入院前の支援の状況により2つに分かれたこと 

・「総合機能評価加算」が入退院支援に組み込まれたこと 

・人員配置の「常勤専従」の考え方が「常勤換算」「専任」で可能となったこと 

 

ア 入院時支援加算 

入院前から在宅復帰に向けた取り組みを評価されている「入院時支援加算」は、下

記の（ア）～（ク）まですべてを実施する場合の評価として、「入退院支援加算1  

230点」が新設された。（これまで行われていたものは、「入院時支援加算2 200

点」となる）。 

「外来にて情報を収集し、入院カンファレンス等により、病棟に申し送る」という
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ことが必要になる。 

 

（ア）身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握（必須） 

（イ）入院前に利用していた介護サービスまたは福祉サービスの把握 

  （該当する場合は必須） 

（ウ）褥瘡に関する危険因子の評価 

（エ）栄養状態の把握 

（オ）服薬中の薬剤の確認 

（カ）退院困難な要件の有無の評価 

（キ）入院中に行われる治療・検査の説明 

（ク）入院生活の説明（必須） 

 

イ 総合機能評価加算 

介護保険サービス給付対象者の総合的な機能評価を行い、その結果を踏まえて支援

を行った場合の評価として、新たに入退院支援加算の中に組み込まれた。 

「総合的な機能評価」とは、「基本的な日常生活能力」「認知機能」「意欲」等に

ついて、支障がないかどうかを評価するため、入退院支援加算1及び2が対象となる。 
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ウ 人員配置基準 

「働き方改革」の推進意向が強く含まれており、「入退院支援加算」にかかわるも

のは、以下2点ある。 

・入他院支援加算1～3、及び入院時支援加算の施設基準において、専従の非常勤の

看護師又は社会福祉士のカウントが、「週3日以上、22時間以上勤務者」2名以上

の「常勤換算」で認められた。 

・入退院支援加算3の看護師の配置要件において、「専従の看護師」が「小児患者

の在宅移行に関する研修を修了した専任の看護師」に変更となった。 

 

② 介護事業所における退院・退所支援に関するおもな介護報酬の整理 

 

ア 入院時情報連携加算 

入院時情報連携加算は、ケアマネージャーから病院に対して、下記の必要な情報を

提供していることが加算要件となっている。 

＜必要な情報＞ 

（ア）当該利用者の入院日 

（イ）心身の状況（疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など） 

（ウ）生活環境（家族構成、介護者の介護方法や家族介護者の状況など） 

（エ）サービスの利用状況 

 

平成30年度介護報酬改定により、居宅介護支援業務において、入院後3日以内の情

報提供が新たに評価されることとなった。（従来は7日以内のみ） 

   また、医療機関への情報提供の方法は問わないこととなった。（面接、FAX等） 

 

＜従来＞ 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 

200 単位／月 

・入院後 7 日以内に医療機関を訪問

して情報提供 

 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 

100 単位／月 

・入院後 7 日以内に訪問以外の方法

で情報提供 

 ＜H30.4～＞ 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 

200 単位／月 

・入院後 3 日以内に情報提供 

（提供方法は問わない） 

 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 

100 単位／月 

・入院後 7 日以内に情報提供（提

供方法は問わない） 
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イ 退院・退所加算 

病院・施設等の職員と面談又はカンファレンスへの参加を行い、退院又は退所に

あたっての必要な情報の提供を受ける場合に算定される。 

 

【算定条件】 

（ア）退院または退所にあたり、病院等の職員と面談を行うこと。 

（イ）利用者に関する必要な情報を収集し、ケアプランの作成を行うこと。 

（ウ）退院、退所後に利用する居宅系サービス等の調整を行うこと。 

（エ）連携回数が3回になる場合には、入院または入所中の担当医等との退院時カン

ファレンス等に1回以上参加すること。 

※ 同一日に複数回面会又はカンファレンス参加でも1回として算定。 

※ 利用者又はその家族の同意を得た上で、ICT によるカンファレンス又は面談を

行った場合も可（令和2年4月から適用） 

※ 初回加算を算定する場合は、算定不可 

 

 カンファレ

ンスによる

情報提供 

面談による 

情報提供 

合計訪問 

回数 

退院・退所加算（I）イ【450単位】 - 1回 1回 

退院・退所加算（I）ロ【600単位】 1回 - 1回 

退院・退所加算（Ⅱ）イ【600単位】 - 2回以上 2回以上 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ【750単位】 1回以上 1回 2回 

退院・退所加算（Ⅲ）【900単位】 1回以上 2回以上 3回以上 

 

③ 道内のケアマネージャーにおける医療・介護連携に関する現状と課題 

後述する「在宅ケアを推進する専門職等のリハビリテーションスキルの向上を通じ

た要支援者等の生活機能向上推進に向けたモデル検証」の一環で実施した道内のケア

マネージャーを対象としたアンケート調査結果のうち、入院前・退院前における医療

機関との連携に関する現状と課題について整理する。（回答者数1,856名） 

 

ア 入院の際の医療機関への情報提供 

利用者が入院する際に、医療機関に利用者の情報を提供しているかについては、

「積極的に情報提供するようにしている」が59.1％で最も多くなっている。 

 

 

 

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 積極的に情報提供するようにしている 1097           59.1            59.8            

2 可能な範囲で情報提供するようにしている 702             37.8            38.3            

3 あまり情報提供していない 36               1.9              2.0              

無回答 21               1.1              

N （％ﾍﾞｰｽ） 1856           100             1835           
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イ 入院時の医療機関への情報提供における課題 

利用者の入院時における医療機関への情報提供において課題と感じる点について

は、「入院した情報がすぐに入らない」が35.2％で最も高く、「自分自身が医療に関

する知識を十分に有していない」が24.1％で次いでいる。 

 

 

 

ウ 利用者の入院期間中に実施している（実施したことがある）取組 

利用者の入院期間中に実施している（実施したことがある）取組については、

「入院中から、在宅の医療機関等と連絡を積極的にとり、退院に備える」が63.9％で

最も多く、「退院に向けたカンファレンスの開催を医療機関に依頼」が59.8％で次い

でいる。 

 

 

  

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 事業所において利用者の入院時に医療機関に情報提供する方法が定まっていない 116             6.3              6.4              

2 医療機関の連携窓口や担当者がわからない 359             19.3            19.9            

3 自分自身が医療に関する知識を十分に有していない 436             23.5            24.1            

4 医療機関に提供する情報をまとめることが難しい 134             7.2              7.4              

5 医療機関に訪問するための日程調整が難しい 216             11.6            12.0            

6 医療機関に情報提供する機会・タイミングを確保することが難しい 201             10.8            11.1            

7 医療機関がどのような情報を求めているのかわからない 280             15.1            15.5            

8 医療機関において情報提供を受け入れる体制が整っていない 188             10.1            10.4            

9 医療機関から情報を求められない 300             16.2            16.6            

10 医療機関へ提供した情報が活用されない 345             18.6            19.1            

11 医療機関の専門職に時間を取ってもらえない 102             5.5              5.6              

12 医療機関の専門職とコミュニケーションが取れない 175             9.4              9.7              

13 入院したという情報がすぐに入らない 635             34.2            35.2            

14 利用者や家族が情報提供を拒否する 15               0.8              0.8              

15 その他 95               5.1              5.3              

16 特にない 354             19.1            19.6            

無回答 50               2.7              

N （％ﾍﾞｰｽ） 1856           100             1806           

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 退院に向けたカンファレンスの開催を医療機関に依頼 1109           59.8            62.4            

2 入院中から、在宅の医療機関等と連絡を積極的にとり、退院に備える 1186           63.9            66.8            

3
在宅復帰の可能性が高められるよう介護サービス事業者など在宅側の受入体制の調整

を積極的に行っている
957             51.6            53.9            

4 在宅で受け入れられる体制について入院先の医療機関に積極的に提案している 603             32.5            34.0            

5 その他 38               2.0              2.1              

無回答 80               4.3              

N （％ﾍﾞｰｽ） 1856           100             1776           
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エ 退院時カンファレンスについての課題 

退院時カンファレンスにおいて課題に感じていることについては、「退院時カン

ファレンスが開催されないことがある」が60.3％で最も多く、「退院時カンファレン

スの連絡が直前にくることがある」が48.5％で次いでいる。 

また、情報共有に関する項目としては、「退院後の計画を立てるために必要な情

報が十分提供されていないことがある」も23.7％を占めている。 

 

 

  

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 退院時カンファレンスの連絡が直前にくることがある 901             48.5            51.3            

2 退院時カンファレンスに呼ばれないことがある 668             36.0            38.0            

3 退院時カンファレンスが開催されないことがある 1120           60.3            63.7            

4 退院時カンファレンスに業務多忙で参加できないことがある 261             14.1            14.9            

5 医師や医療スタッフの説明だけで発言の機会がないことがある 164             8.8              9.3              

6 退院後の計画を立てるために必要な情報が十分提供されていないことがある 439             23.7            25.0            

7 必要と考える職種が参加していないことがある 210             11.3            12.0            

8 退院後のサービスメニューがすでに決められていることがある 523             28.2            29.8            

9 自分自身が医療に関する知識が不足しており、主体的に参加できないことがある 252             13.6            14.3            

10 その他 83               4.5              4.7              

無回答 99               5.3              

N （％ﾍﾞｰｽ） 1856           100             1757           
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（2）生活機能向上連携加算を活用した医療リハ職と居宅サービス事業所との連携促進 

 

退院した患者の在宅生活のフォローを含めて、医療機関のリハビリテーション専門

職が介護事業所と連携し、在宅高齢者の生活機能向上を推進する介護報酬として生活

機能向上連携加算がある。 

ここでは、生活機能向上連携加算の概要や道内介護事業所における算定に向けた課

題等について整理する。 

 

① 生活機能向上連携加算 

当該事業所職員と外部のリハビリテーション専門職が連携してアセスメントを行

い、計画書を作成した場合に算定できる加算である。 

令和3年度の介護報酬改定では、訪問系・多機能系サービス以外においても、ICTの

活用等により外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに、利用者の状態を把握・助言

する場合の評価区分が新設される予定である。 

 

ア 対象サービス 

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護※、短期入所生活介護※、

特定施設入居者生活介護※、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同

生活介護※、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、訪問

介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護※。（※は予防

サービスを含む） 

 

イ 算定要件 

（ア）生活機能向上連携加算（Ⅰ）（新設） 

 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを

実施している医療提供施設（許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中

心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る）の理学療法

士等や医師からの助言（アセスメント・カンファレンス）を受けることができる

体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的と

した個別機能訓練計画を作成等すること 

 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICT

を活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと 

 

（イ）生活機能向上連携加算（Ⅱ）（現行と同じ） 

 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者

宅を訪問して行う場合、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設

（許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル

以内に診療所が存在しないものに限る）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚
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士・医師が訪問して行う場合に算定 

 そのほか、外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするた

め、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテ

ーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。 

 

ウ 訪問系・多機能系サービスの要件変更点 

訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護（予防含

む）の生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、カンファレンスの開催要件が緩和され

る。 

 

サービス提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪

問した上で、共同してカンファレンスを行う要件に関して、要介護者の生活機能

を維持・向上させるためには 多職種によるカンファレンスが効果的であること

や、業務効率化の観点から、同カンファレンスについては利用者・家族も参加す

るサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービス提供

責任者及びリハビリテーション専門職等によるカンファレンスでも差し支えない

こと 

 

エ 介護事業所における算定に向けた課題等 

厚生労働省が2019年度に調査した2018年介護報酬改定の効果検証によると、生活機

能向上連携加算の算定割合は、改定1年半が経過した19年10月時点で3.1％にとどまっ

ている。 

算定に向けた課題として、外部連携先に介護報酬が発生しない点が上げられてお

り、委託契約等により加算算定事業所から連携先へ対価を支払う等の対応が必要とな

る。 

算定していない理由としては通所介護では「外部との連携が難しい」（36.7％）、

「コスト・手間に比べて単位数が割に合わない」（35.9％）と高く、連携先は同一法

人で53.0％、グループ法人21.0％となっている。 

算定による利用者へのメリットについては「専門的な視点を踏まえ質の高い個別機 

能訓練計画を作成できた」「利用者のADL／IADLの維持・向上につながった」が7～ 

9割を占め、算定事業所の機能訓練指導員、介護職員のケアの質が向上したとの回答 

は5割前後となっている。 

ケアマネージャーからは「利用者の身体機能の維持・向上につながった」との回答

が7割超となっており、「ケアプランの見直しへ良い影響がある」とする評価も9割以

上となっており、算定を契機として自立支援型ケアマネジメントが推進される可能性

が示唆されている。 

 

 



 

 

- 32 - 

 

【道内通所介護事業所を対象とした調査】 

昨年度の本調査において、道内の通所介護事業所を対象としたアンケ―ト調査結果

において、生活機能向上連携加算を算定しない理由としては、「算定要件が厳しい」

が28.7％、次いで「機能訓練指導員以外の看護職や介護職員、生活相談員等が多忙

で、対応しきれない」が23.9％、「現在の機能訓練指導員が多忙で、対応しきれな

い」が21.5％となっている。 
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３.２ 実施体制 

 

（1）札幌秀友会病院の概要 

  医療法人秀友会札幌秀友会病院に本調査のフィールド提供いただき、同院リハビリ

テーション科にモデル検証に向けてご協力いただいた。 

  同院の概要は以下のとおりである。 

 

【札幌秀友会病院の概要】 

名称 医療法人秀友会札幌秀友会病院 

所在地 札幌市手稲区新発寒 5 条 6 丁目 2 番 1 号 

病院種別 一般病院 

許可病床数 141 床 

診療科目 
脳神経外科・神経内科・循環器科・麻酔科・内科・消化器外科・肛門外

科・リハビリテーション科・精神科・消化器外科・肛門外科 

スタッフ 

常勤医師（13 名(脳神経外科専門医 6 名、神経内科専門医 1 名、麻酔科専門

医 2 名、外科専門医 1 名、リハビリテーション専門医・指導医 1 名、その

他 2 名)、理学療法士（21 名）、作業療法士（16 名）、言語聴覚士（9 名） 

看護職員（150 名（看護師：108 名）（介護福祉士・ヘルパー・他：42 名） 

グループ 

札幌秀友会病院 

札幌秀友会病院 訪問リハビリテーション 

いしかり脳神経外科クリニック 

秀友会いしかりデイ・ケアサービス 

秀友会介護保険相談センター 

札幌市手稲区第 1 地域包括支援センター 

札幌市手稲区第 2 地域包括支援センター 

石狩市北地域包括支援センター 

訪問看護ステーションふじ 
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（2）リハビリテーションの概要 

① リハビリテーション体制 

リハビリテーション体制のイメージは以下のとおりである。 

 

 

 

② 入退院支援 

当院の入退院支援のイメージは以下のとおりである。 
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同院では、病棟全フロアーを自宅の浴室や、洗面所、居室と想定し、セラピストが

実際場面で具体的な練習を行っている。自宅での生活状況から在宅場面をイメージ

し、また適宜ご家族への介護指導、福祉用具（杖・車椅子・ベッドなど）の準備や住

宅改修の助言（手すりの設置・段差の解消など）を行っている。 

退院前の家庭訪問や外泊訓練、屋外環境訓練を通じ、在宅の準備を進めるととも

に、退院前にケアマネージャーと院内スタッフによる退院前合同カンファレンスを実

施している。 
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３.３ 実施内容 

 

（1）遠隔ICTを活用した適切な情報共有・提供に向けたモデル検証 

札幌秀友会病院の退院予定の患者について、病院のリハビリテーション専門職と退

院後に利用予定の介護事業所のケアマネージャーとの退院前カンファレンスを遠隔ICT

を活用して実施し、病院からの情報提供や両者での情報共有が適切に実施できるかに

ついて検証した。 

 

① 退院前カンファレンスの対象となる高齢者 

 年齢 性別 要介護度 生活課題 事業所 

ア 89歳 女性 要介護1 

（区分変更

申請中） 

認知機能及び活動性の低

下、転倒リスクの増大の

予防（元来は独居であっ

たが、自宅生活が困難と

なり、施設入所まで 小

規模多機能事業所 を利

用し在宅生活を支援する

事になる）。 

小規模多機能居宅介

護つむぎ 

 

② 病院から提供した高齢者の情報 

 看護サマリー（必要時に応じて退院時共同指導要約書）とリハ連絡シート 

 

③ 構成システム 

・ノートPC（windows）／モバイルルーター／ジンバルカメラ 

・無線の場合は、ワイアレスイアホンマイクを用意。bluetooth接続によりマイクとジ

ンバルカメラを接続 

 

【ジンバルカメラの使用について】 

・利用者の動画撮影ツールとしては、タブレット端末を当初想定していたが、タブレ

ット端末で正確に利用者の状況を撮影する場合、両手がふさがれてしまい、万が一

利用者がふらついたり転倒しそうになった場合に対処できない可能性がある。 

・また、タブレット端末等のようにいかにも撮影している状況について、利用者側の

心理的な抵抗が生じる可能性のある。 

・このことから、小型であり片手で操作可能であり、かつカメラを水平に保って手ブ

レを防いでくれるジンバル機能を有する小型カメラ（ジンバルカメラ）を採用し

た。 
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④ 実施プロセス 

ア 事前準備 

（ア）リハビリテーション専門職が小型カメラ（ジンバルカメラ）を使い、患者の様

子を撮影。介護事業所側で注意してほしいところや事前資料（紙面）では伝わり

にくい部分を中心に撮影することに留意した。 

 

（イ）クラウドでのデータ共有サービス（box）を活用し、上記の動画や病院が入退

院支援の一環で把握した患者の情報について事前に介護事業所に情報提供 

 

 【情報提供内容】 

  

イ カンファレンス当日 

（ア）病院、介護事業所が相互にKizunaWebに接続 

（イ）リハビリテーション専門職が事前に撮影した動画を再生し、補足的に説明 

（ウ）提示された映像や事前情報を踏まえ、介護事業所からリハビリテーション専門

職に退院後のサービス提供に関わる質問 

（エ）リハビリテーション専門職から（ウ）の回答や具体的な介助方法等についてア

ドバイス 
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（2）病院リハ職の遠隔ICTによる退院後アセスメントに関するモデル検証 

札幌秀友会病院を退院した高齢者に対して、病院のリハビリテーション専門職が遠

隔ICTを活用して、自宅や高齢者が利用している介護事業所等において、適切に生活機

能評価を実施できるかについて検証した。 

  

① 対象となる高齢者と評価実施場所（利用している介護事業所） 

 年齢 性別 要介護度 生活課題 事業所 

ア 85歳 男性 要介護2 口腔機能低下、誤嚥性肺

炎の予防 

いしかりデイケア・サ

ービス（通所リハ） 

イ 65歳 男性 要介護3 安全な歩行能力の維持、

装具不具合の改善 

札幌秀友会病院訪問リ

ハビリテーション 

 

② 介護事業所から事前に病院に提供した情報 

・食事姿勢の写真（もともと同院で入院していた事もあり、バックグラウンドは基本

的に把握済であった） 

 

③ 構成システム 

・（1）と同様 

 

④ 実施プロセス 

ア 病院、介護事業所が相互にKizunaWebに接続 

 

イ 介護事業所の職員が小型カメラ（ジンバルカメラ）を使い、利用者の様子を撮影

準備。施設の環境に応じて、マイクやスピーカー等の調整を実施 

 

ウ 病院のリハビリテーション専門職の誘導に従い職員が利用者の様子を撮影 

 

エ カメラを通じて撮影したリアルタイム映像を踏まえ、リハビリテーション専門職

が身体機能や日常生活動作の評価を実施し、アドバイスを実施 
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３.４ 成果と課題 

 

（1）遠隔ICTを活用した情報共有やアセスメントの可能性 

 通常の退院前カンファレンスや高齢者のアセスメントに係る情報は紙面に限られて

いたが、動画を利用することで、文字情報よりもイメージを共有しやすいこと等に

より、紙面情報の不足分を補完しうることが確認できた。（赤字がオンライン・動

画の利活用により収集・評価可能な情報 

 

 

 

 ジンバルカメラのような小型カメラの活用することにより、高齢者とりわけ認知症

高齢者の心的負担を可能な限り少なくできる可能性を確認できた。 

 事前に配布資料や撮影動画を共有することにより、カンファレンスやアセスメント

の時間を短縮することができた。また対面での実施と異なり、カンファレンスやア

セスメントへの移動時間を短縮でき、日程調整がしやすいメリットも確認できた。 

 また、オンラインの方がお互い緊張せずに意見交換できるメリットも確認できた。 

 一方、通信機器や環境が医療・介護職同士の円滑なコミュニケーション等に影響を

与えるため、以下のとおり、必要な実施体制や環境について整理する。 

 

（2）遠隔ICTによる情報共有やアセスメントに必要な実施環境・体制 

① 実施体制 

病院のリハ職は、機器の使用方法や介護支援専門員、サービス事業者との意思疎通

について、機器の操作説明や指示、撮影動画の説明が求められる。自宅や利用してい
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る介護サービス事業所でも遠隔でアセスメントが可能になるよう、事前にコミュニケ

ーションを図り、実施体制の準備を行う。 

 

②機器・通信環境 

 映像・音声・通信が確保された機器等を用いるための事前準備が重要 

 実施者と対象者とが相互に表情、声が確認でき、アセスメントに必要な様々な動

作を視認できること 

 映像と音声の送受信が常時、安定し、かつ円滑であること（実施環境の標準化） 

 対象者が複雑な操作をしなくても利用できること（ケアマネジャーや施設職員に

よる操作の確認） 

 情報セキュリティが確保されること（周囲の音、個人情報の映り込み等も含む） 

 対象者や施設環境を考慮した環境設定（ジンバルカメラ、ワイヤレスイヤホン・

マイクの活用） 

 

③ 資料・教材・器具等を利用した対象者との情報共有 

短時間でアセスメントを実施するためには、共有フォルダや電子メール等を活用し

て介護支援専門員やサービス事業者に資料を事前に提供 、アセスメントの結果等を

事後速やかにと共有するとともに、リモートを活用し、目標・ケアプランの策定支

援、自主訓練や環境整備等の指導等を行う 

 

（3）まとめ 

本実証では、リハ職による高齢者の生活機能評価や、その結果をもとにしたリハ職

からケアマネジャーへのアドバイス等について、遠隔ICTを活用して一定程度実施可

能なことを確認した。 

一方、映像と音声の送受信が常時安定し、かつ円滑に実施できるように、介護現場

の多忙な環境下で簡単に実施できる体制・整備が重要である。 

また、リハ職の支援内容は、先行調査より身体機能やADL評価に留まらず、介助方

法や環境整備等の助言など多岐にわたることが示されており、ジンバルカメラ等の設

備の工夫が必要である。 

 

① 退院時カンファレンスの推進に向けて 

道内ケアマネージャー向けのアンケ―ト結果において、退院時カンファレンスの課

題として、「退院時カンファレンスが開催されないことがある」、「退院後の計画を

立てるために必要な情報が十分提供されていないことがある」などがあげられてい

た。 

コロナウィルス感染拡大の影響で、対面での患者・家族を含めたカンファレンスや

退院後訪問等が実施困難となる中、医療機関側に対して、遠隔ICTを活用すること
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で、より短時間に適切な情報・提供の共有が可能であることを普及することが重要で

ある。 

また、居宅介護支援事業所においては、令和2年4月から退院・退所加算（介護報

酬）において、利用者又はその家族の同意を得た上で、ICTによるカンファレンス又

は面談を行った場合も算定が可能となったこともあり、遠隔ICTを活用したカンファ

レンスの参加の推進が期待される。 

 

② 生活機能向上連携加算の算定施設・事業所の拡大に向けて 

生活機能向上連携加算については、令和3年度の介護報酬改定では、訪問系・多機

能系サービス以外においても、ICTの活用等により外部のリハ専門職等が事業所を訪

問せずに、利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分が新設される予定であり、

遠隔ICTを活用した算定施設・事業所の拡大が期待される。 

一方、算定可能施設・事業所の拡大に向けては、医師及び関連する専門職、そして

利用者や家族らのICT活用についての理解を得るための情報提供が必要と思われる。 

また、国では「外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするた

め、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーシ

ョン事業所が 任意で情報を公表するなどの取組を進める」としているように、介護

事業所が連携しうる施設を把握できるよう、利用者の生活機能向上を支援しうる施設

からの情報発信も重要である。 

 

 

 

【ケアマネージャーの自立支援ケアマネジメント支援の一環として】 

前述した国の調査結果では、生活機能向上連携加算の算定により、ケアマネージャ

ーからは「ケアプランの見直しへ良い影響がある」とする評価が9割以上となってお

り、算定を契機として自立支援型ケアマネジメントが推進される可能性が示唆されて
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いる。 

リハ職による利用者のアセスメント結果は、自立支援型ケアプラン作成を求められ

ているケアマネージャーにとっても有用であると考えられ、遠隔ICTを活用し、ケア

マネージャーが利用者の自立支援に向けて解決すべき課題の抽出と設定を示し、算定

するサービス提供事業者とリハ職で共有する取組の推進が期待される。 

 

 

 

③ リハビリテーション専門職における教育体制 

生活機能向上連携加算の算定を希望する施設・事業所の拡大に向けては、リハ職に

おいて遠隔で支援するための進行方法や助言方法等、自立支援に資する取組みに向け

た実践の蓄積に加え、適切な情報提供・共有、相互理解、スキル向上等に向けた教育

体制の整備が必要になると言える。 

リモートを用いた相談や指導を行うにあたっては、リハビリテーションの専門性と

しての論理的思考力、統合と解釈をベースにしたプレゼン能力や論理的な考察の能力

が必要であることから、その実践力を高める取り組みが必要と考えられる。 

新たな教育体制の一つとして、ICT の活用による退院後アセスメント評価やカンフ

ァレンスの参加を通じて、医療機関のリハ職が退院後の生活を知る機会が増える事に

より、適切な情報提供・共有、相互理解、スキル向上に繋がり、要支援者等の生活機

能向上推進に寄与できることを願う。 
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