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４ 在宅ケアを推進する専門職等における自立支援やリハビリ

テーションの知識や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 

 

 

４.１ リハ職との連携によるケアマネージャーの自立支援ケアマネジメ

ント推進に係る研修プログラム研究 

 

（1）背景と課題 

介護保険制度が創設された当時から、基本的な考え方として「自立支援」が位置付

けられている。 

介護保険法（平成九年法律第百二十三号）は、要介護等を必要とする者が「尊厳を

保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保

健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う」ことを目的とされている。 

自立支援は、介護保険制度における根本となる理念であるが、2016年度介護支援専

門員研修制度の見直しや平成27年度の介護保険制度改正、平成30年度4月から居宅介

護支援事業所の指定権限が、都道府県から市町村に移譲されるようになってから、自

立支援ケアマネジメントに関する理解がケアマネの現場に浸透しつつあるが、自立支

援ケアマネジメントの質の向上の実現に向けた課題は山積していると考えられる。 

 

① 国における自立支援ケアマネジメントの推進状況 

介護保険部会意見書（平成22年11月30日）では、ケアプラン、ケアマネージャーの

質の向上について、「自立支援型、機能促進型のケアプラン推進」や「ケアマネジャ

ーの資格のあり方や研修カリキュラムの見直し、ケアプランの標準化等」の必要性を

指摘し、さらに、社会保障審議会介護給付費分科会における「平成24年度介護報酬改定に

関する審議報告」（平成23年12月7日）は、アセスメントの適切性やサービス担当者会議

の機能発揮、ケアマネの役割の不明確さなど、さまざまな課題を指摘した。 

それらの課題を解決するため、2012年に「介護支援専門員（ケアマネジャー）の資

質向上と今後のあり方に関する検討会」が設置され、2012年3月から7回にわたり検討

会が開催され、2013年に「介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあ

り方に関する検討会における議論の中間的な整理」（以下、「中間的な整理」）が発

表された。 

「中間的な整理」は、検討すべき課題について、以下のように整理している。 

 

ア 介護保険の理念である「自立支援」の考え方が、十分共有されていない。 

イ 利用者像や課題に応じた適切なアセスメント（課題把握）が必ずしも十分でない。 

ウ サービス担当者会議における多職種協働が十分に機能していない。 



 

 

- 48 - 

 

エ ケアマネジメントにおけるモニタリング、評価が必ずしも十分でない。 

オ 重度者に対する医療サービスの組み込みをはじめとした医療との連携が必ずしも

十分でない。 

カ インフォーマルサービス（介護保険給付外のサービス）のコーディネート、地域

のネットワーク化が必ずしも十分できていない。 

キ 小規模事業者の支援、中立・公平性の確保について、取組が必ずしも十分でない。 

ク 地域における実践的な場での学び、有効なスーパーバイズ機能等、介護支援専門

員の能力向上の支援が必ずしも十分でない。 

ケ 介護支援専門員の資質に差がある現状を踏まえると、介護支援専門員の養成、研

修について、実務研修受講試験の資格要件、法定研修の在り方、研修水準の平準化

などに課題がある。 

コ 施設における介護支援専門員の役割が明確でない。 

 

 以上の課題を解決するため、「①介護支援専門員自身の資質の向上に係る見直し」と

「②自立支援に資するケアマネジメントに向けた環境整備に係る見直し」という二つの

視点から改善策が議論された。 

 「ケアマネジメントの質の向上」について、具体的な改善策として、以下の5点が提案

された。 

   

ア ケアマネジメントの質の向上に向けた取組 

 自立支援に資するケアマネジメントに向け、適切な課題抽出や評価のための新た

な様式の活用を推進 

 多職種協働によるサービス担当者会議の重要性の共有と環境づくり 

イ 介護支援専門員実務研修受講試験の見直し 

 試験の受験要件を法定資格保有者等に限定する見直しを検討 

ウ 介護支援専門員に係る研修制度の見直し 

 演習に重点を置いた研修制度への見直しや研修修了時の修了評価の実施について

検討 

 実務研修の充実や基礎研修の必修化について検討 

 更新研修の実施方法や研修カリキラムについて見直しを検討 

 研修指導者のためのガイドライン策定を推進 

 都道府県の圏域を超えた研修等の実施を検討 

エ 主任介護支援専門員についての見直し 

 研修修了時の修了評価や更新制の導入について検討 

 主任介護支援専門員による初任段階の介護支援専門員に対する現場での実務研修

の導入について検討 

 地域の介護支援専門員のネットワーク構築の推進 

オ ケアマネジメントの質の評価に向けた取組 

 ケアマネジメントプロセスの評価やアウトカム指標について調査研究を推進 
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 ケアマネジメントの向上に向けた事例収集及び情報発信 

 

 アに従い、2014年に「課題整理総括表」と「評価表」が作成され、イ～エに従い、20

16年度から介護支援専門員研修制度が見直された。 

 

② 課題整理総括表について 

「中間的な整理」の方向性に従い、厚生労働省は2014年に「課題整理総括表」と

「評価表」を策定し、その活用にあたる手引きを発表した。 

「課題整理総括表」は利用者の状態等を把握し、情報の整理・分析等を通じて課題

を導き出した過程について、多職種協働の場面等で説明する際に適切な情報共有に資

する目的として作成されたものである。 

「課題整理総括表」は標準様式ではないため、ケアプランを作成する際に使用しな

ければならない帳票ではない。具体的に活用できる想定の場面として、以下のように

提示されている。 

 

・介護支援専門員に係る研修で活用 

・サービス担当者会議や地域ケア会議等における多職種間での情報共有に活用 

・課題を導いた考え方などが明確にされ、具体的な指導につながることから、初任

介護支援専門員が主任介護支援専門員等からOJT研修を受ける際に活用 

  

③ 介護支援専門員研修制度の見直し 

介護支援専門員（ケアマネージャー）は、2000年4月の「介護保険制度」導入ととも

に創設された資格である。平成18年（2006年）の介護保険制度の改正で、ケアマネの

資格は5年の更新制となり、「主任介護支援専門員」も新たに創設された。 

「中間的な整理」の方向性に従い、介護支援専門員の質の向上を図るため、法律の

改正が行われた。 

2014年6月18日に成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律」に基づく介護保険法一部改正により、法第69条

の34の第3項目として、以下の内容が新設された。 

  

3 介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関

する専門的知識及び技術の水準を向上させその他その資質の新知識及び技術の水

準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。 

 

法律の改定に従い、2016年度から介護支援専門員研修制度が見直された。 

具体的には、「地域包括ケアシステムの中で、医療職をはじめとする多職種と連

携・協働しながら、利用者の尊厳を旨とした自立支援に資するケアマネジメントを実

践できる専門職を養成」することが目標とされ、介護支援専門員実務研修と介護支援
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専門員実務従事者基礎研修の統合や主任介護支援専門員更新研修の創設、修了評価の

実施などの取組が導入された。 

 

 

 
※実務研修等は平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から、専門研修等は平成28年４月１日から施行。 

出典：社会保障審議会介護保険部会第64回（平成28年９月23日）「参考資料4 ケアマネジメントのあり方」 

 

また、都道府県が主導で実施した研修内容に差があるという課題を踏まえ、2016年 

11月29日に国が研修を企画・運営する際の考え方や具体的な研修内容に関する以下の

ガイドライン等を策定し、都道府県ごとの研修の質の標準化を図ろうとした。 

 

 介護支援専門員実務研修ガイドライン 

 介護支援専門員専門研修ガイドライン 
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 主任介護支援専門員研修ガイドライン 

 主任介護支援専門員更新研修ガイドライン 

 介護支援専門員養成研修における実習受入に関する指針 

 介護支援専門員養成研修における修了評価に関する指針 

 

ガイドラインでは、介護支援専門員研修の最終目標の例として8項目を図に示されて

いる。 

  介護支援専門員研修の最終目標（アウトカム） 

 

研修各段階における受講者の熟達度 

 

出典：厚生労働省「介護支援専門員実務研修ガイドライン」（平成28年11月） 

 

 さらに、ガイドラインでは、自立支援の考えを盛り込み、アセスメントの質の向 

上を図るため、ICFの視点からのアセスメントの手法が推奨されるようになった。 
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④ ICFについて 

ICF（International Classification of Functioning, Disability and Health）は、2001年5月

に、世界保健機関（ＷＨＯ）総会において採択された生活機能と障害の国際分類であ

る。厚生労働省は、2002年にICFの日本語訳である「国際生活機能分類－国際障害分類

改訂版－」を作成し、2006年に社会保障審議会統計分科会の下に生活機能分類専門委

員会を設置し、さらに現場レベルにおけるICFの一層の普及を目指し、2019年の第19回

ICF専門委員会において「生活機能分類普及推進検討ワーキンググループ（WG）」の

設置を決定した。 

ICFは1,600を超える項目からなり、項目ごとに問題の程度を0から4点で評価する評

価点の仕組みが備えられているため、人の生活機能における問題を包括的に表現する

ことができる。 

 

ア ICFの目的 

 ICFの目的は、下記の4点とされている。 

（ア）健康状況と健康関連状況、結果、決定因子を理解し、研究するための科学的

基盤の提供 

（イ）健康状況と健康関連状況とを表現するための共通言語を確立し、それによっ

て、障害のある人々を含む、保健医療従事者、研究者、政策立案者、一般市民

などのさまざまな利用者間のコミュニケーションを改善すること 

（ウ）各国、各種の専門保健分野、各種サービス、時期の違いを超えたデータの比

較 

（エ）健康情報システムに用いられる体系的コード化用分類リストの提供 

 

イ ICFの構成要素 

ICFは情報を「生活機能と障害」と「背景因子」の二つの部門に整理している。そ

れぞれは二つの構成要素からなる。 

 

第１部：生活機能と障害 

（ａ）心身機能（Body Functions）と身体構造（Body Structures） 

（ｂ）活動（Activities）と参加（Participation） 

第２部：背景因子 

（ｃ）環境因子（Environmental Factors） 

（ｄ）個人因子（Personal Factors） 
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 各用語の定義は、以下のとおり。 

用語 定義 

心身機能 身体系の生理的機能（心理的機能を含む） 

身体構造 器官・肢体とその構成部分などの、身体の解剖学的部分 

機能障害 

（構造障害を含む） 

著しい変異や喪失などといった、心身機能または身体構造上の

問題 

活動 課題や行為の個人による遂行 

参加 生活・人生場面（life situation）への関わり 

活動制限 個人が活動を行うときに生じる難しさ 

参加制約 個人が何らかの生活・人生場面に関わるときに経験する難しさ 

環境因子 
人々が生活し、人生を送っている物的な環境や社会的環境、

人々の社会的な態度による環境を構成する因子 

出典：厚生労働省ホームページに基づき作成した 

 

 

出典：第21回社会保障審議会統計分科会生活機能分類専門委員会（令和3年3月5日）参考資料2「ICFの概念図とコード

の概要」 

 

ウ ICFの課題 

社会保障審議会統計分科会生活機能分類専門委員会生活機能分類普及推進検討ワ

ーキンググループの成果報告書によれば、ICFが「共通言語」として、多くの現場で

受け入れられてきたと評価する一方、「評価・統計のための分類ツールとしては、

活用の期待は高いものの、分類項目が網羅的であるが故に数が多く、定量化（評

点）が求められるという実用における課題がある」と指摘した。 
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⑤ 介護報酬制度での対応（特定事業所加算制度） 

厚生労働省によれば、特定事業所加算制度は、「中重度者や支援困難ケースへの積

極的な対応や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合

的に実施することにより質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、

地域域における居宅介護支援事業所のアマネジメントの質の向上に資することを目的

とするものである」としている。 

特定事業所加算1は、ケアマネージャーの配置人数や、サービスの提供体制、職員の

研修実施状況、地域包括支援センターとの連携などが評価される。 

平成30年の報酬改定では、特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）共通の算定要件として、

「他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等の実施」が新

規追加された。 

「平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査」の結果によれば、

平成30年の報酬改定で新たに特定事業所加算の算定要件に追加された研修に関する課

題について、「業務多忙で研修のための時間を確保するのが難しい」（51.9％）が最

も高く、次いで講師の確保や内容の企画、ニーズの把握、研修の実施方法に課題を感

じている事業所が多くなっている。 

 
平成30年の報酬改定で新たに特定事業所加算の算定要件に追加された研修に関する課題 

（事業所調査票） 

 
（注）特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を算定している事業所に限定して集計している 

（注）居宅介護支援事業所のみを集計している 

出典：介護給付費分科会－介護報酬改定検証・研究委員会第17回（平成31年３月14日）「資料1－3改 （3）居宅介護支援事

業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査研究事業 （結果概要）（案）」に基づき作成 

 

特定事業所加算の算定率（平成31年4月分）は、（Ⅰ）は1.05％、（Ⅱ）は 

17.43％、（Ⅲ）は10.69％、（Ⅳ）は0.4％という低い状況にある。 

 
1特定事業所加算制度には訪問介護と居宅介護があるが、ここでは居宅介護に限定して考察を行う。 
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（注）月報 平成31年4月サービス提供分 

出典：社保審－介護給付費分科会第194回（令和2年11月26日）「資料1 居宅介護支援・介護予防支援の 報酬・基準について」 

 

 ケアマネジメントの質を向上させ、算定率を上げるため、2021年度の介護報酬改

定では、特定事業所加算制度が見直される見込みである。居宅介護支援について

は、ケアマネの配置に課題を感じる規模の小さい事業所も算定しやすいよう、事業

所間連携により体制確保や対応等を行う事業所が新たに評価され、「特定事業所加

算Ⅳ」が別加算に変更され、特定事業所加算（A）が新設された。 

 

 

出典：社保審－介護給付費分科会第199回（令和3年1月18日）「資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項について」 
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出典： 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」 
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(2) 道内における自立支援ケアマネジメントの現状と課題 

① 調査結果のまとめ 

自立支援ケアマネジメント推進に向けた現状と課題を把握にするために、道内の介

護支援専門員資格所有者を対象に、アンケート調査及びグループインタビュー調査を

実施した。 

調査結果は以下のとおり。 

 

ア 自立支援に対する理解力と実践力の不足 

自立支援について、アンケート調査の結果、理解できているとの回答が9割を超えて

おり、実践できているとの回答が7割近くなっているが、グループインタビューでは、

多忙な業務等に追われていることや研修内容と実業務とのミスマッチなどで、自立支

援があまり理解できていない、活用できていないケアマネが多いのでは、という意見

が多くあげられていた。 

 

イ 作成したケアプランに対する不安 

利用者の自立に繋がるようなケアプランを作成したいという意識を持っているケア

マネが少数ではない。しかし、医療的な知識の不足や自立支援に対する理解の不足、

利用者の意思に関する情報収集能力の不足、様々な理由により、作成したケアプラン

の妥当性に疑問や不安を持っているケアマネが数多くいる。 

 

ウ アセスメント能力のばらつき 

ケアマネによって、自立支援への意識や能力にばらつきがあり二極化が進んでい

る。 

ケアマネの意識の高さや能力の高さは、ケアプランの作成や、自立支援型アセスメ

ントの実践度、利用者との信頼関係作り、多職種との連携体制の構築に関わってくる

ので、意識も能力も高いケアマネと、意識も能力も低いケアマネとの差がどんどん大

きくなるという傾向がある。 

従来の研修を受けたケアマネは、プランに盛り込んだ介護保険サービスに対する理

由付けやサービスの情報提供が得意であるが、利用者からの情報収集や目標設定など

は苦手である。 

 

エ 実行性の高い知識を獲得する要望が高い 

ケアマネ本人のモチベーションや能力の高さとは関係せず、自立支援型ケアマネジ

メントの過程で、目標設定やケアプランの妥当性に困り事を感じていたり、業務をよ

り効率的、効果的に実行したいという意識を持っているケアマネが多い。 

新たなアセスメントツールの導入や、研修会の開催、事例検討会の開催、現場での

実体験、多職種との連携体制の構築など、座学中心ではなく現場にすぐに生かすこと

ができる研修を望んでいる。 
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オ リハ職との連携への要望が高い 

ケアマネジメントにおいてその中核的な役割を担う介護支援専門員には、介護保険

制度に関する知識だけでなく、保健・医療・福祉に関する幅広い知識や技術が求めら

れている。 

一方、研修ではあらゆる知識習得を支援するよりも、必要に応じて、自分が求める

知識を獲得できるような仕組みづくりのほうがニーズは高い。 

また、アセスメント時の同行訪問や、気軽に相談可能な体制作りなど、リハ職との

連携ニーズは高い。 

 

カ ICT活用に前向き 

業務の効率化を進め、ICTの活用に前向きな態度を持っているケアマネが多い。 

リモート会議の開催やケアプラン自動作成ソフトの導入など、様々な提案があっ

た。 
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② アンケート調査 

 

ア 調査概要 

項目 内容 

調査期間 令和2年11月下旬～12月下旬  

調査対象 道内の介護支援専門員 

調査方法 ①道内全ての居宅介護支援事業所・地域包括支援センター（1780件）

にケアマネ向け調査票を3部封入し、ケアマネによる回答を依頼 

②インターネット（google form）による回答を依頼 

回収結果 総計1856件（郵送より1629件、インターネットより227件） 

 

イ 調査結果 

 

（ア）自立支援に対するケアマネの自己評価 

自立支援に対して、「理解できている」や「ある程度理解できている」と自己評価

をしているケアマネは9割を占めている。 

 

 

 

自立支援に資するケアマネジメントの実施状況については、「実践できている」や

「ある程度実践できている」と評価しているケアマネが7割を超えている。 
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（イ）自立支援に資するケアマネジメントの実践に向けた課題 

自立支援に資するケアマネジメントの実践に向けた課題について、「ICFの視点にお

けるアセスメントを効率的に実施する技術が十分ではない」が最も高く、次いで「ICF

の視点におけるアセスメント」や「ケアプランの作成」、「利用者・家族からの情報

収集」に十分な時間が取れないことが続いている。 

また、ケアマネジメントプロセスにおいて負担感が大きい業務について、「記録や

書類作成」の割合が最も高くなっていることから、自立支援の実践ができていると自

己評価しているにもかかわらず、実際はその業務に使える時間があまり取れていない

可能性もあると言える。 
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自立支援に資するケアマネジメントの実践に向けた課題について、自由回答を整理

した結果、「サービス利用者の意向・意欲」に関する回答の割合が最も高く、「サー

ビス利用者の家族の意向に関する回答」や「ケアマネ業務の困難さや、自身の業務遂

行能力に関する回答」、「『自立支援』の概念の共有に関する回答」、「具体的な目

標やプランの設定に関する回答」が続いている。 

 

カテゴリ 件数 割合 

(1)サービス利用者の意向・意欲に関する回答 252件 37.9% 

(2)サービス利用者の家族の意向に関する回答 127件 19.1% 

(3)ケアマネ業務の困難さや、自身の業務遂行能力に関する回答 124件 18.6% 

(4)「自立支援」の概念の共有に関する回答 98件 14.7% 

(5) 具体的な目標やプランの設定に関する回答 90件 13.5% 

(6) 業務に割く時間の余裕が無いという回答 67件 10.1% 

(7) 各サービス事業者や地域との連携に関する回答 60件 9.0% 

(8) サービス利用者の能力に関する回答 54件 8.1% 

(9) 社会資源や人手の不足に関する回答 52件 7.8% 

(10) サービス利用者への不満に関する回答 50件 7.5% 

(11) 新型コロナウイルスの感染拡大に関する回答 10件 1.5% 

以上に分類ができなかった回答 31件 4.7% 

総回答数 665件 100% 
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（ウ）アセスメント・モニタリングにおける課題 

自立支援の観点から、アセスメント・モニタリングにおいて、「経済状況」や「家

族の心身の状況」に関する情報収集、「認知症」や「行動・心理症状」に関する評価

に困難を感じているケアマネが多い。 

 

 

 

また、「週間サービス計画書」より、「居宅サービス計画第1表」と「居宅サービス

計画第2表」に困難を感じているケアマネのほうが多い。 

「居宅サービス計画書第1表」は 「『課題』と『利用者・家族の生活に対する意

向』の妥当性」 、「居宅サービス計画書第 2 表」は長期と短期の目標設定・妥当

性、「週間サービス計画書」は「利用者の主な日常生活の把握」が最も困難な項目と

なっている。 
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（エ）ICFについて 

ICF の理念や活用方法に関する理解度について、「理解できている」と「ある程

度理解できている」が7割を超えている。 

一方、アセスメント等における ICF の活用状況について、「活用できている」と

「ある程度活用できている」が3割未満となっている。 
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（オ）リハ職との連携について 

自立支援型ケアマネジメントの実践に向けて、リハ職の視点によるアドバイスや評

価を受けたいケアマネは、9割近くなっている。一方、「必要な時にアドバイスや評価

を受けられている」ケアマネは3割未満となっている。 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

- 66 - 

 

リハ職からアドバイスや評価を受けたいプロセスについて、「利用者の状態等に関

するアセスメント」（63.3％）が最も高く、次いで「モニタリング結果を踏まえたケ

アプランの再評価」（39.1％）と続いている。 

 

 

 

リハビリテーション専門職との連携による自立支援型ケアマネジメントの実践に向

けて、「あったらよい」と思う仕組みについて、リハ職との同行訪問や必要な時に相

談できる仕組みづくりへの期待が高くなっている。 
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リハ職との連携による自立支援型ケアマネジメントの実践に向けた課題や「あっ 

たらよい」と思う仕組みについての自由回答を整理した結果、「リハビリテーショ

ン専門職からの評価・助言を受けたいという回答」の割合が最も高くなっており、

次いで「リハビリテーション専門職による同行訪問に関する回答」や「リハビリテ

ーション専門職に気軽に相談できる環境についての回答」が続いている。 
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（カ）ICTの活用について 

ケアマネジメントプロセス業務の生産性向上に向けたICTの活用については、具体的

な項目を問わず、「現在実施中」の割合が低い状況にある一方、「今後必要と考え

る」の割合が数倍高くなっている。具体的には、「現在実施中」は同一法人グループ

内部での実施が多く、グループ外の実施が低い。「現在実施中」の結果とは対照的

に、「今後必要と考える」はグループ内より、外部との連携での実施要望が大きくな

っている。 
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② グループインタビューの実施 

ア 調査概要 

No. 調査日時 調査対象 

1 2021年2月24日（水）17:30～19:30 

札幌市内及び市外のケアマネ5名 

（豊平区1名、喜茂別町2名、枝幸町1名、南

幌町1名） 

2 2021年3月1日（月）17:30～19:30 札幌市内手稲区勤務のケアマネ5名 

 

イ 調査結果 

札幌市手稲区と札幌市以外の地方部に分けてグループインタビューを実施したが、

それぞれの回答には大きな相違点が見られなかった。 

全体から見れば、地方部より、都市部ではリハ職の環境に恵まれているので、現時

点におけるリハ職との連携がある程度できているところが多い。それによって、リハ

職との連携における課題を認識できており、多職種連携の在り方に関する提案が多か

った。 

一方、リハ職が少ない地方部では、リハ職との連携への意欲が高いことが明らかと

なった。 

 

（ア）高齢者の自立支援・重度化防止に向けた実践について 

 

【自立を考える時間が足りない】 

 自立支援の重要性についての研修を多数受講しているので、認識ができてい

る一方、実際の業務では、面談や帳票業務などで多忙な業務に追われ、ケア

プランが画一的なものになってしまったり、改善が必要な部分に目をつぶっ

たりすることもある 

 新規認定者の場合、サービスの使用が迫っている状況でケアプランを立てる

ことが多いので、自立支援までじっくり考える余裕がない 

 

【ケアマネの能力不足】 

 できるとできないケアマネの差がとても大きくなっている 

 自立支援の概念について、ケアマネは理解できている人が感覚的に 15%程度 

 ケアマネは文章化することが苦手な人が多く、目標を具体化する能力がない 

 介護保険の卒業が自立支援だと思い込んでいるケアマネが多い 

 

【ケアプランの妥当性】 

 ケアプランはケアマネの業務状況や能力によって操作できることに問題を感

じる 

 完成できたケアプランは利用者の自立のためになっているかどうかが不安
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で、自信がない。常に疑問や課題を持ちながら作成している 

 ケアプランが個人の意識に基づいて作成されたものなので、他者に聞かれた

ら、根拠のある回答ができるかどうかが不安 

 ケアプランを変更するには、手続きが煩雑なので、できるだけ変えないよう

にしている 

 利用者の自立支援より、家族や事業所等の都合が優先される場合もある 

 自分のケアプランに自信がないので、他人に見せるのが恥ずかしい 

 日々の業務に追われて、並行して業務をやっているので、お互いにプランを

見せ合い、情報共有をして検討するのは負担なので、あまりやっていない 

 

【提案】 

項目 内容 

業務の効率化 
頭で考えているものを効率的にケアプランに反映できるシステ

ムが必要 

介護予防の推進 

・介護予防に関するケアマネジメント対価への付与が必要 

・全てが介護保険から卒業ではなく、一部が地域支援に繋がっ

たことでも、自立支援だということをイメージつけるのが大

事 

・介護予防に関する情報の提供 

ケアプランの見

える化 

・カンファレンスによるケアマネの意識を変えることが重要 

・ケアマネ同士で、常にお互いのケアプランを共有できるよう

なシチュエーションを作ることが重要 

 

（イ）研修形態の在り方について 

【自立支援に関する勉強の不足】 

 サービスの利用に関する練習が多かった。平成 28 年度以降初めて、自立支援

の考えがケアマネの間で浸透されるようになってきている 

 

【学習した内容を実践化されにくい】 

 研修で学んだケアプランは地域の実情に合わなく、結局モチベーションも下

がる 

 座学でわかっても、実践で生かされることは少ない 

 

【具体性の欠如】 

 素晴らしいケアプランを共有したり、ケアプラン作成の具体的なプロセスに

関する研修会が少ない。実習でもやらない 

 主任ケアマネ更新の研修では、自立支援につなげた事例が少ない 
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【研修形式の単一化】 

 座学がほとんどである 

 予算上の問題で、出張が必要な研修会への参加が難しい。オンライン研修が

まだ少数である 

 

【提案】 

項目 内容 

研修の 

内容 

・自立支援の概念についての研修が必要 

・素晴らしいケアプランそのものより、アセスメントのプロセスや具

体的なやり方についての説明が望まれている 

・重度から軽度、自立支援へ移行した事例の検討も必要 

・プロに問いかけるようなシステムが望ましい 

・困難事例から入った方がいい 

・壮大な成功事例だけではなく、小さな成功事例を共有できるよう

な、ケアマネがわくわくするような研修会が望ましい 

・具体的なサービスを考える前に、人としての存在意義や、価値観を

どう評価するかについて、研修をしたほうがいい。現状の困り事で

はなく、目標設定からやってほしい 

研修の 

形式 

・座学がいらない 

・座学ではなく、実践できたら、成功体験を得られやすい 

・もっと軽い気持ちで受けられるような研修会が希望 

・新人ケアマネへの指導時間がないので、経験させた方法が望まれる 

・リモート会議の形式が望ましい 

・自立支援の考えは、わざわざ研修や勉強会でやったり、ICF等の

様々なツールを通してやったりするより、業務の中で自然に取り組

む形がいい 

・多職種かつ行政が主催するなら、自立支援型の地域ケア会議は一番

即効性がある。特定のケアマネによるケアプランを批判するのでは

なく、多職種で意見を出し合い、どのようなケアプランを作成する

かを議論することが重要 

・利用者本人の考えが不可欠なので、サービス担当者会議が一番い

い。さらに、ZOOM等で、成功型のサービス担当者会議を配信しプ

ロに問いかけるようなシステムが望ましい 

研修のタ

ーゲット 

・スタッフの底上げより、管理者の底上げのほうが大事 

・ターゲットは、主任ケアマネ（＝管理者）にする必要がある 

・平成28年度改正前に主任ケアマネを取った人が一番自立支援を理解

できていない可能性があるので、そこに絞って集中的にやる方法も

可能である 
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（ウ）ICFについて 

【活用できない】 

 ICF に関する研修を数多く受講しているが、実際の業務では活用できない 

 業務で使われているアセスメントツールや課題分析シート等は ICF とうまく

連携できない 

 ICF をプランに反映させるツールがない 

 ICF 自体を理解しているより、項目を埋めることに必死になりがちである 

 ICF の研修内容と実業務で求められるものとミスマッチがある。実際の業務

で各事業所にプランを提出する際に、求められるのは ADL やできるかできな

いかなどのような具体的なもの 

 

【ICFの理解に関するケアマネの差が大きい】 

 ケアマネの職種や年齢によって、ICF に対する勉強経験や理解度にばらつき

がある。保健学校や社会福祉学校から卒業した若者は、卒業前の学校教育で

も ICF の授業を受けているので、介護福祉士からケアマネになった人より理

解できている傾向がある 

 そもそも ICF を理解していないし、活用しようと思わないケアマネもいる 

 

【提案】 

 研修会で ICF に関する知識を受講して終わるのではなく、実業務における指

導も必要である 

 ICF の書き方ではなく、書かれた ICF の使い方のほうが現実的な研修である 

 できることからアセスメントするように教育するのは、ICF や自立支援の入

り口である 

 

（エ）自立支援ケアマネジメントの実践に向けたアセスメントツールのあり方 

【現状】 

 どのアセスメントツールにするかは、国が決めたものの中から選ぶことにな

っている。どれを使うかは、各事業所で指定しなければならない。よって、

同一事業所では、基本同じものを使用している 

 アセスメントツールにこだわりはなく、使いやすいものであれば OK 

 現在使用中のアセスメントツールを変えることに、抵抗感はない 

 

【提案】 

 自然に ICF の考えや自立支援型プランになるようなツールが望ましい 

 サービス担当者会議の録音データを抜粋し、文字にできるようなシステム

や、話した内容を自動的に長期目標や短期などに分類し、文字化できるよう

なシステムが必要 

 アセスメントをする際に、やるか、やらないか、やれるかやれないかについ
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ての指標があるとやりやすい 

 SIOS（社会的自立支援アウトカム尺度）は ICF に準拠して作成されたもの

で、利用者の主体性をピックアップできる利点があるので、アセスメントツ

ールとしての活用が期待できる 

 ケアプランの書式に拘らず、裏ケアプランの作成も考えられる 

 

（オ）リハ職との連携について 

【リハ職に対するイメージ】 

 ケアマネは、リハ職との関わること自体とても好意的だと思う 

 利用者から見れば、リハ職が介護職でも医者でもない立場で、知識があり、

しかも親しみやすい人だと理解されている。それにより、リハ職が現場に入

ると、利用者のモチベーションが高くなるという傾向がある 

 リハ職は教え方や伝え方が上手で、説得力があるので、同じ内容でもケアマ

ネより、リハ職から伝えたほうがより効果的である 

 リハ職が入ると、利用者のモチベーションが上がるのみならず、同席してい

るケアマネも新しい知識に触れ、刺激を感じ、モチベーションが上がり、プ

ラン変更まではいかなくても、意識や考えを変えたりすることが多い 

 ケアマネにとって、ICF やケアプラン等よりは、ケアマネとリハ職の連携が

できたほうより効果的である 

 

【リハ職との連携現況】 

 都市部と地方部を問わず、昔と比べ、ケアマネがリハ職との関わりが増えて

いる 

 一方、地方部では、訪問リハや通所リハを利用していないなど、リハ職が関

わらない利用者の場合は、リハ職の調整が難しいという現状がある 

 地方部と比べ、都市部ではリハ職がある程度充実しているので、連携の素地

は大きい。 

 利用者の自宅訪問まではリハ職が関わるのは難しい。どうしてもサービス担

当者会議などの進んだ段階に入らないと、訪問はできない状況にある 

 対価もないのに、アドバイスをもらう程度のみで、リハ職に依頼するのが申

し訳ないと考えているケアマネも多い。 

 

【リハ職との理想的な連携形式】 

項目 内容 

利用者全員にリハ職

を関わらせる 

・利用者全員に自立支援やリハビリテーションの目線で評

価するため、リハ職が入ったほうがいい 

気軽な相談体制作り 

・ケアプランを確定する前にリハビリのミスマッチの防止

にもなるし、もう少し気軽に相談できるようなシステム

がいい（単発での利用が可能なシステムを希望する） 
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項目 内容 

継続できるフォロー

体制作り 

・リハ職との同行訪問について、最終的にリハのサービス

に繋がらない場合は、一回訪問して評価するという形で

終わるのではなく、ケアマネが持続できるような技術習

得や連携方法を工夫する必要がある 

・同行訪問のみならず、その後のフォローができるような

システムも大事 

目的に合わせたリハ

職との連携 

・リハ職との同行訪問について、アセスメントのための訪

問と、アセスメント後のアドバイス等の訪問に分けて実

施したほうが効果的である 

 

【リハ職との連携における課題】 

 リハ職のうち身体機能や能力のみにフォーラスする人もいる。その場合、リ

ハ職によるアドバイスに対して、訪問看護や家族などの意見とも合わせ、利

用者の実状況を見て、ケアマネが最終判断をする必要がある 

 座学形式のものではなく、日常の業務で自然に取り組む、現場型の OJT につ

いては、利用者の状況によって検討する必要がある 

 

（カ）多職種の連携について 

【提案】 

 自立支援を実践する際に、多職種の知見を借りる必要がある。ケアマネに

は、多様な職種をコーディネートする能力が問われている 

 多職種による意見のすり合わせは、アセスメントのずれを緩和できるので、

個別地域ケア会議を充実させたり、日ごろ専門職との連絡を取ったりして、

多職種の会議や気軽に相談できる仕組みづくりが必要である 

 ケアマネには、利用者を地域にうまくつなげるような能力が求められている

ことからも、連携が一層大事となる。事例検討をがっちり検討するという集

まりよりは、軽い気持ちであいさつを兼ねて意見交換ができるような集まり

も必要である 

 

【課題】 

 各職種の力関係もあり、職種によって視点も違うので、様々な意見をうまく

取りまとめる課題や、人脈作りが得意なケアマネと不得意なケアマネの差を

埋める課題もある 
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（3）ケアマネを対象とした研修のプロトタイプ 

 

① 研修の目的と目標 

 

 

② 研修内容のコンセプト 
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③ 研修の構成案 

ア 研修のターゲット 

研修ターゲットを明確にし、個々の意識に合わせた研修内容を検討する必要があ

る。 

業務に忙殺され、「今のままのやり方で業務をこなすことで精いっぱい」のケアマ

ネが多くを占めているのが現状である。一方、少数にもかかわらず、自立支援型アセ

スメントや利用者の生活改善に少しでも興味のあるケアマネからアプローチする。 

 

 

 

また、主任ケアマネはケアマネの教育も担当し、管理者であることも多いので、一

定の権限を持っている主任ケアマネからアプローチする。 

さらに、居宅介護支援の「特定事業所加算」は「連絡体制・相談体制確保」、「研

修実施」、「実務研修への協力」、「事例検討会の実施」といった複数の要件を、他

の事業所との連携により実施することも評価対象になったことや、所属機関外の人に

意見を出し合いやすいというケアマネの意見もあったことを踏まえ、「特定事業所加

算」の取得に関心のある事業所からアプローチする。 

以上より、研修のターゲットは、自立支援型アセスメントや利用者の状況改善、

「特定事業所加算」の取得に関心のあるケアマネや事業所が想定される。 
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イ 自立支援の対象となる高齢者 

自立支援の支援対象である高齢者は、軽度認定者（要支援1・2、要介護1）を対象と

する。 

また、疾患については、自立支援による効果が高い廃用性症候群にアプローチする。 

 

 

ウ 研修内容（案） 

（ア）研修内容（案）の全体像 

研修は、ケアマネージャーが自分だけの「自立支援マニュアル」を作成できること

をコンセプトにした研修と、リハビリテーション専門職との連携機会を提供する実践

型研修の二つからなる。 
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（イ）自分だけの「自立支援マニュアル」を作成する研修 

5つのステップで構成され、対面やオンラインでの開催により実施する。 
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（ウ）自立支援に理解のあるリハビリテーション専門職との現場での連携機会の提供 

 自立支援型ケアマネジメントプロセスにおいて、ケアマネージャーがリハビリ

テーション専門職の知見やノウハウを活用できる機会を提供する。（ケアマネ

が選択できるようにする） 

 業務の効率性等を踏まえて、遠隔ICTの活用を基本とする 

 

     具体的には、以下の三つの成功体験を通して実施する。 

 

【リハ職との同行訪問を通じた成功体験】 

 ケアマネの自宅訪問時によるアセスメント・モニタリングに「リハ職」が

関わる仕組みを通じて、リハ職目線の入ったよりよいアセスメントや相互

の人材育成に繋げられないか。（豊明市モデルを参考に） 

 利用者・家族との関係で、同行しない方が良い場合は、本人の動画を撮影

し共有し、後日フィードバックを貰う。 

 

【サービス担当者会議を通じた成功体験】 

 リハ職がサービス担当者会議に参加することによって、リハ職目線の入っ

たよりよいケアプラン作成に繋げられないか。（実施に向けた調整がケア

マネの業務負担になっており、その状況も踏まえた遠隔ICTの活用を想定） 

 生活機能向上連携加算に向けた取組として、サービス担当者会議前後の時

間を活用し、リハ職からアドバイスをもらうことも考えられる。 

 

【「（自立支援型）地域ケア会議」を通じた成功体験】 

 「地域ケア会議」の目的は、現場のケアマネからすると「壮大」すぎて、

多職種連携そのもののハードルがあまりにも高いものになっている可能性

もある。 

 遠隔ICTを活用し、自分のケアプランを顔の見えるリハ職等の専門職と共有

（重たくない場として）、意見をもらうという場を通じて、成功体験を得

る。 

 こうしたケースをデータベース化する仕組みがあれば、自治体としても地

域ケア会議の最終目的である「地域づくり」や「新たな資源開発」や「政

策形成」に繋げられるのではないか。 
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４.２ 訪問看護師のリハビリテーション能力向上に係る研修プログラム

研究 

 

（1）背景と課題 

住み慣れた地域で自分らしく最期まで暮らしていけることを目指した地域包括シス

テムの整備が進められており、要援助者等の療養の場が地域に移行し、地域での看護

やリハビリテーションの必要性が今後さらに高まることが考えられる。また、新型コ

ロナウイルスの流行により都市部では、病院や施設から在宅療養に切り替える事例も

増えてきている。 

国は、生活機能が低下した高齢者に対して「心身機能」「活動」「参加」のそれぞ

れの要素にバランスよく働きかけるという視点を踏まえた訪問看護の提供を推奨し、

看護職員とリハビリ専門職との連携を求めている。 

しかし、自立支援ケアマネジメント推進の重要な役割を担うリハビリテーション

専門職が地域によって偏在しており、リハビリテーション専門職が一人もいない自

治体も存在する。また、介護保険の今後の改正で、訪問看護ステーションからのリ

ハビリテーション専門職の派遣について見直しの方向性が出ている。訪問看護とし

てのリハビリテーション専門職によるサービスの量が減る可能性があり、看護師が

その部分を補う必要が出てくると思われる。 

今後の在宅療養においては、リハビリテーションや看護などのサービスの需要が

高まる一方で、医療機関で専門分化したそれぞれの役割を集約もしくは統合した形

で提供することや、訪問看護は、要援助者の自宅での療養上の世話のみならず、自

立支援をめざしてリハビリテーションの視点を踏まえたサービスの提供が求められ

ることが推測できる。訪問看護師のリハビリテーションスキルや手技の向上を目的

とした研修内容のプロトタイプの作成は国の動向や現場のニーズと合致していると

言える。 

 

① 看護師とリハビリ専門職が連携する必要性 

看護師の独自の機能は、病人であれ健康人であれ各人が健康あるいは健康の回復

（あるいは平和な死）の一助となるような生活行動を行うのを援助することである。 

ヴァージニアヘンダーソンは看護教育で学ぶ看護過程でのアセスメント指標の一つ

に、基本的欲求14項目を上げて、「看護の必要となるもの」を説明した。 

 

＜14の基本的ニード＞ 

ア 正常に呼吸する 

イ 適切に飲食する 

ウ 身体の老廃物を排泄する 

エ 移動する、好ましい肢位を保持する 
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オ 眠る、休息する 

カ 適当な衣類を選び、着たり脱いだりする 

キ 衣類の調整と環境の調整により、体温を正常範囲に保持する 

ク 身体を清潔に保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する 

ケ 環境の危険因子を避け、また、他者を傷害しない 

コ 他者とコミュニケーションを持ち、情動、ニード、恐怖、意見などを表出する 

サ 自分の信仰にしたがって礼拝する 

シ 達成感のあるような形で仕事をする 

ス 遊ぶ、あるいはある種のレクリエーションに参加する 

セ 正常な成長発達および健康へとつながるような学習をし、発見をし、好奇心を 

満たし、また、利用可能な保健設備等を活用する 

 

ヘンダーソンの基本的欲求14項目をマズローの欲求5段階説に合わせて考えると、

看護師が在宅の戻った要支援者等のその人らしい自立した生活を考える時には、マズ

ローの欲求5段階説のより上位にくる欲求に対しても支援が必要である。 

心身機能の回復だけではなく、その方の活動や参加についても支援することが求め

られる。つまり、看護師にはリハビリテーションの視点も必要だと言える。 

 

 

 

全国訪問看護事業協会2018「訪問看護事業所における看護職員と理学療法士等のよ

りよい連携のための手引き」は、「住み慣れた地域で自分らしく、生きがいや役割を

持って生活できる地域の実現を目指すためには、生活機能の低下した高齢者に対し

て、『心身機能』『活動』『参加』のそれぞれの要素にバランスよく働きかけるとい

う視点を踏まえた訪問看護の提供が重要である」と述べ、「心身機能」「活動」「参

加」というICFの視点の重要性を明記し、訪問看護師と理学療法士等のリハビリテー

ション専門職が連携し、協力しながらお互いのスキルアップを図ることが重要である
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ことを指摘した。連携の具体例として、理学療法士等によるコンディショニングケア

の学習会や、基本動作訓練、機能回復訓練の学習会の開催を推奨した。 

 

② 地域におけるリハビリ専門職の不足 

本事業における昨年度の調査では、道内の一部の市町村にリハ職の不足や地域偏在

の問題について、以下のように整理した。 

 

（ア）リハビリテーション職の地域偏在 

北海道における理学療法士不在市町は61（34％）、同作業療法士は92（51％）、言

語聴覚士は124（69％）となっており、おもに都市部の医療機関にリハビリテーション

職は集中しており、地域偏在がみられている。 

 

（イ）通所リハ・訪問リハ事業所の数は限定的 

介護分野においてリハビリテーション職の多くが従事している通所リハビリテーシ

ョン事業所がない道内自治体は115（64%）、同じく訪問リハビリテーション事業所は 

87（49％）となっており、（ア）と同様に地域偏在がみられている。 

 

 

（注）（）は道内自治体数（179）に対する割合 

 

リハ職がいない地域でも、リハビリテーションが必要な利用者に対してサービスを

提供するには、以下の3点によって、リハ職の代わりに、看護師がリハ職の役割を担う

ことも実行可能な対策だと考えられる。 

 

（ア）看護師は要援助者等へのリハビリテーションの必要性にいち早く気づくことが

できる職種である 

（イ）医療専門職としてリハビリの知識をある程度習得している 

115（64.2％）

87（48.6％）

82（45.8％）

0 50 100 150

①通所リハビリテーション事業所が

ない道内自治体

②訪問リハビリテーション事業所が

ない道内自治体

①,②ともにない道内自治体

自治体数
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（ウ）病院とは異なり、利用者の自宅に多くの専門職が入ることは要援助者等にとっ

て抵抗や混乱を招くことも考えられるが、看護師は利用者にとって馴染みのある

存在である 

 

一方、リハビリの専門職ではないので、看護師はリハビリテーションの視点でのア

セスメントや評価、手技については知識も経験も不足しているという課題もある。 

 

③ 訪問看護に係る介護報酬制度の見直し 

訪問看護の利用状況等について、2019年7月17日に開催された中央社会保険医療協議

会総会（第419回）と社保審－介護給付費分科会第193回（2020年11月16日）では、以

下の実態と問題が指摘された。 

 

（ア）訪問看護ステーションの従事者数のうち、理学療法士等が占める割合が増加し 

ている。 

 

 

出典：「中央社会保険医療協議会 総会（第 419 回）」 
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（イ）理学療法士等の割合が多い訪問看護ステーションが増加している。また、理

学療法士等の割合が多い訪問看護ステーションでは、24時間対応体制加算の届

出割合が少ない。 

 

 

出典：「中央社会保険医療協議会 総会（第 419 回）」 

 

（ウ）訪問看護ステーションの利用者は、介護保険、医療保険ともに増加してお

り、特に医療保険の利用者数が伸びている。 

 

 

出典：「中央社会保険医療協議会 総会（第 419 回）」 
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（エ）訪問看護ステーション利用にかかる費用は、医療費及び介護給付費ともに増

加しており、医療費の伸び率が大きい。 

 

 
出典：「中央社会保険医療協議会 総会（第 419 回）」 

 

（オ）訪問看護ステーションにおける訪問看護費の請求回数は、訪問看護の一環と

しての理学療法士等による訪問が増加している。特に、要支援における理学療

法士等による訪問の割合が高い。 

 

（カ）利用者の主傷病名、受けている医療的処置・ケア、訪問看護の目的は、主な

サービス提供が看護職員であるかリハビリ職であるかによって異なっており、

特に、リハビリ職による訪問看護を主に提供されている利用者は、医療的処

置・ケアが少ない。 

 

 
出典：社保審－介護給付費分科会第193回（令和2年11月16日）「資料14 訪問看護の報酬・基準について」 
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理学療法士等の訪問が多い事業所は、看取りの実績が少ない、軽度者の割合が高い

ことや、医療ニーズを有する高齢者の更なる増加が見込まれる中で、理学療法士等に

よる訪問割合が増加する傾向が続くと、訪問看護の役割を十分に果たせるか懸念があ

ることを踏まえ、以下の対策が議論された。 

（ア）看護職とそれ以外の職員の比率を人員基準の中に追加する等の対応 

（イ）必要に応じて、看護職員の割合や看護職員による訪問割合に応じ、メリハリ

ある報酬体系にするといった対応  

（ウ）看護職とリハ職の専門性にあった評価の導入 

（エ）理学療法士等による訪問看護については、訪問看護の人員基準の追加や回数

による減算など本来の訪問看護のあるべき姿に誘導 

（オ）要支援の人については、理学療法士等による訪問看護はなしにするなど大胆

な見直し 

（カ）訪問看護は、看取り等の役割を果たすものであり、理学療法士等による訪問

看護は総合事業等の充実によって対応 

以上の対策を踏まえ、質の高い訪問看護を確保するため、2021年度介護報酬改定で

は、まず、夜間対応型訪問介護について、月に一度も訪問サービスを受けていない利

用者が存在するなどの実態を踏まえて、定額オペレーションサービス部分の評価の適

正化が行われる。 

 

 

出典：厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」 

 

また、訪問看護及び介護予防訪問看護について、機能強化を図る観点から、理学療法

士・作業療法士・言語聴覚士によるサービス提供に係る評価や提供回数等の見直しが行

われる。 

 

出典：厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」 
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（2）道内の看護師におけるリハビリ知識等の取得ニーズに関する調査 

 

① 調査結果のまとめ 

    看護師におけるリハビリテーション専門職との連携によるリハビリ知識などの取得

ニーズを把握するために、道内の訪問看護ステーション、小規模多機能型居宅介護・

看護小規模多機能型居宅介護（以下、小規模多機能型居宅介護等）の看護師を対象

に、アンケート調査を実施した。 

     調査の結果は以下のとおり。 

 

ア 利用者からリハビリ需要への対応が不足 

   リハビリが必要な利用者については、特に要介護度とは関係なく必要と認識してお 

り、「維持期・生活期」の需要が特に大きい。 

リハビリの需要があるにもかかわらず、訪問看護ステーションの4割程度、小規模多

機能居宅介護等の9割近くの事業所にリハ職が不在である。 

また、リハビリ実施の必要性がある利用者に対して、十分な対応できていると思わな

い看護師が6割以上、そもそもリハに関する知見やスキルが十分だと感じない看護師が7

割以上いる。 

 

イ リハビリを実施する際の課題 

    リハビリを実施する際の課題について、8割以上の看護師は、利用者の疾患や病期、

身体機能の状況に合わせたリハビリの実施に、7割以上の看護師は多忙な業務によって

時間が取れないことに、6割以上の看護師はアセスメントの実施に困難を感じている。 

 

ウ リハ職との連携不足 

    リハ職の視点によるアドバイスや評価を受けたい看護師が9割となっているにもかか

わらず、リハ職との連携機会が少ないのが現状である（リハ職と連携してリハビリを

提供する機会について、訪問看護ステーションが6割、小規模多機能型居宅介護等事業

所が2割に留まっている）。 

今後リハ職との連携方法について、同行訪問や気軽な相談体制づくり、「手技」や

セルフケアの方法の習得への要望が強い。 
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② アンケート調査 

ア 調査概要 

項目 訪問看護ステーション向け 小規模多機能居宅介護事業所 

看護小規模多機能居宅介護事業所向け 

調査期間 令和2年1月下旬～2月上旬  

調査対象 
訪問看護ステーションの看護師 小規模多機能型居宅介護・看護小規模

多機能型居宅介護の看護師 

調査方法 

①道内全ての訪問看護ステーショ

ン（573件）に看護師向け調査

票を3部封入し、看護師による

回答を依頼 

②インターネット（google form）

による回答を依頼 

①道内全ての小規模多機能型居宅介

護・看護小規模多機能型居宅介護（4

21件）に看護師向け調査票を3部封入

し、看護師による回答を依頼 

②インターネット（google form）によ

る回答を依頼 

回収状況 
総計532件（郵送より494件、イン

ターネットより38件） 

総計158件（郵送より154件、インター

ネットより4件） 

 

イ 調査の結果 

（ア）利用者の状況 

リハビリテーションを実施している、あるいは実施したい、実施する必要があると

思う利用者の要介護状態について、訪問看護ステーション、小規模多機能居宅介護等

事業所とも「特に要介護度は関係ない」の割合が最も高くなっている。 
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リハビリテーションを実施しているや実施したい、実施する必要があると思う利用

者の病期について、訪問看護ステーションも小規模多機能居宅介護等事業所も「維持

期・生活期」の割合が最も高くなっている。 

 

 

 

「リハビリテーションを実施したい」や「リハビリテーションを実施する必要があ 

る」利用者が多いと感じる割合は、訪問看護ステーションが9割、小規模多機能居宅

介護等事業所が7割となっている。 
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（イ）リハビリテーションに係る現状と課題 

「同所にリハ職は勤務している」の割合は、訪問看護ステーションは6割近くなっ

ているのに対して、小規模多機能居宅介護等事業所等は1割未満となっている。 

 
 

リハビリテーションの実施の必要性のある利用者に対して、十分対応できていると

思わない割合は、訪問看護ステーションが6割、小規模多機能居宅介護等事業所が8割

となっている。 

 

 

リハビリテーションに関する知見やスキルは十分だと感じない割合は、訪問看護ス

テーションが7割、小規模多機能居宅介護等事業所が8割を超えている。 
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（ウ）リハビリテーションを実施する際の課題 

リハビリテーションを実施する際の課題等について、「利用者の疾患によっては、

十分なリハビリを実施できないことがある」や「利用者の病期や身体機能の状況によ

っては、十分なリハビリを実施できないことがある」と思っている割合が8割以上、

「多様な業務で、リハビリに十分な時間が取れないことがある」と思っている割合が

7割以上、「サービス開始当初のアセスメントが不十分であり、十分なリハビリを実

施できないことがある」や「利用者の身体機能の変化に伴うアセスメントが十分実施

できず、十分なリハビリを実施できないことがある」と思っている割合が5割以上と

なっている。 

 

 

 

看護師が身につけたいと思っている希望のスキルに関する自由回答の結果は、主な

内容が以下のとおり。 

 関節可動域訓練、筋力の維持や強化、歩行訓練、マッサージやストレッチ等具

体的なスキル 

 身体の評価方法やアセスメント 

 日常生活動作や手段的日常生活動作の向上のためのリハビリスキル 

 進行性難病や脳血管疾患による障害に対してのリハビリスキル 

 呼吸器、循環器、下障害に関しての専門性の高いリハビリスキル 

 ポジショニングやシーティングなどの姿勢に関するスキル 

 筋緊張の緩和や痛み（腰痛やひざ痛）へのリハビリスキル 

 認知機能の改善に関するスキル 
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（エ）リハ職との連携について 

「リハ職の視点によるアドバイスや評価を受けたい」と思う割合は、訪問看護ステ

ーションが91.8%、小規模多機能居宅介護等事業所が84.1%となっている。 

    

 
 

一方、「リハ職と連携し、円滑にリハを提供できる機会はない」と思う割合は、訪

問看護ステーションが4割近く、小規模多機能居宅介護等事業所が7割近くなってい

る。 
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リハビリテーション専門職との連携による円滑・効果的なリハビリテーションの実

践に向けて、「あったらよい」と思う仕組みについて、訪問看護ステーションと小規

模多機能居宅介護等事業所と類似している回答となった。「必要な時にリハビリテー

ション専門職に同行訪問や施設に来てもらえるようにする」の割合が最も高く、「必

要な時に気軽にリハビリテーション専門職に相談できるようにする（電話・メール・

オンライン等）」や「リハビリテーション専門職から利用者の状態に応じた「手技」

に関するスキルを習得できるようにする」、「リハビリテーション専門職から、高齢

者の個々の状態に応じて必要なセルフケアの方法を教えてもらう」が上位に入ってい

る。 
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リハ職と連携することのメリットについて、訪問看護ステーションと小規模多機能

居宅介護等事業所と同様な回答となった。 

「看護職員とリハビリ職が共通認識のもと統一したサービスの提供ができる」の割

合が最も高く、次いで「利用者の身体機能にあわせたリハビリテーションを段階的に

行うことができる」や「利用者や家族のニーズにそった目標設定ができる」と続いて

いる。 
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（3）訪問看護師を対象とした研修のプロトタイプ 

① 訪問看護師のリハビリテーション対象となる高齢者 

訪問看護が担当している高齢者は要介護1から要介護3で6割近く（57.7％）となっ

ている。 

また、アンケート調査の結果によれば、リハビリの実施が希望や必要な利用者の要

介護状態について、「特に要介護度は関係ない」と考えている看護師が最も多く、次

いで「要介護1～2の認定者」と続いている。利用者の病期について、「維持期・生活

期」の需要性が最も高く、次いで「特に病期は関係ない」と続いている。 

以上より、軽度（要支援1～要介護1）から中重度に移行してきている又は中度者

（要介護2～3）の高齢者のリハビリテーションについて関心やスキルの所得にニーズ

があると推察するので、本研修における訪問看護師のリハビリテーション対象となる

高齢者は要支援1～要介護3である。 
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② 研修の概要 

研修の概要については、以下のとおり。 

 

ア 研修の目的 

在宅サービス専門職である訪問看護師のリハビリテーションのスキル向上により、

要援助者等の自立支援を推進する 

 

イ 研修対象 

    要援助者等の自立支援のために自らのリハビリテーションスキルの向上を希望する

北海道内の看護師 

 

ウ 目指すべき人材像 

（ア）要援助者等の自宅での療養上の世話のみならず、自立支援をめざしてリハビ

リテーションの視点を踏まえたサービスの提供ができる人材 

（イ）リハビリテーション専門職と情報交換や課題共有、連携を促進できるための

基本的スキルがある人材 

 

エ 研修のコンセプト 

（ア）リハビリテーション専門職からの専門的知識や技術の伝達（トップダウン）

と看護師が現場で感じている困りごとの解決（ボトムアップ）の中間になるよ

うな研修内容にする 

（イ）ベーシックなリハビリのパターンを姿勢分けで想定し、具体的な手技を学ぶ 

（ウ）リハビリテーション専門職と看護師が共に学ぶことで、お互いの知識を共有 

しレベルアップできる 

（エ）アセスメントや評価については手技を獲得する過程で学ぶ 

（オ）多忙である看護師が負担に感じない研修をつくる 
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③ 研修の内容 

研修は全員を対象とする基本コースのほか、更なるステップアップの希望者がいれ 

ば、上級コースを設けるようにする。 

 

ア 基本コース 

項目 内容 

コース名称 姿勢別リハビリベーシックパターンを学ぶ 

目標 
現場での困りごととリンクしやすいように、姿勢別にリハビリテー

ションのベーシックな手技を体得する 

内容 
臥位・座位・立位・歩行のそれぞれの姿勢にわけて、要支援者の課

題を想定し、具体的な訓練方法を学ぶ 

詳細 

【臥位】関節可動域訓練 寝返り訓練 起き上がり訓練 ブリッジ

膝の屈伸運動などの筋力増強訓練 セラバンドを使った筋力

強化訓練 臥位のポジショニング マッサージやリラクゼ

ーション 

【座位】座位保持訓練 バランス訓練 座位での筋力増強訓練 

【立位】立ち上がり強化訓練 バランス評価 

【歩行】動的なバランス訓練 バランス評価 

 

例：姿勢別（【座位】）リハビリテーションベーシックパターン（イメージ） 

 
 

 座位保持訓練 

 バランス訓練（座位の中でも難易度に

分けて内容を組み立てる） 

もも上げや膝伸ばしなどの部位別の筋力増強

訓練 

※目的次第では、バランス訓練になることも可能 

※セラバンドを使うこともある 
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イ 上級コース 

項目 内容 

コース名称 専門性の高いスキルを学ぶ 

目標 
ベーシックなリハビリテーション手技の体得後、興味や関心に合わせ

て研修内容を発展させより専門性の高いスキルを学ぶ 

内容 

心臓リハビリテーション  

呼吸リハビリテーション  

がんリハビリテーション福祉用具の選定等 

 

④ 研修の実施における注意点 

今後以下の4点を考慮しながらチームを編成し、研修の実施を行う。 

 

ア 訪問看護師がリハビリテーションについて悩みを感じたり、限界を感じた時 

は、リハビリテーション専門職に相談や引継ぎができる体制を作る。 

イ 手技を体得するためには、ある程度の期間の研修が必要である。訪問看護師は 

多忙であるためにその長期間の研修にコンスタントに参加できるような仕組みを 

考える。 

ウ リハ職がいない又は少ない地域では、HARP(北海道リハビリテーション専門職

     協会）との協力をしながら実施する。 

エ 手技の実習であるため身体接触が多い内容が想定される。訪問看護師が少しで 

も参加しやすいように新型コロナウイルス感染予防を徹底的に行う。 
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５ 調査結果の普及（オンデマンドセミナーでの配信） 
 

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。 

なお、本調査結果については北海道厚生局専用のyoutubeチャンネルにおいても公開

される予定である。 

 

【配信期間】令和3年3月30日（金）～4月30日（金） 

【主  催】厚生労働省北海道厚生局，経済産業省北海道経済産業局、北海道， 

札幌市，北海道ヘルスケア産業振興協議会 

【参加対象】行政機関、医療・介護機関、民間事業者・団体、地域住民 等 

【プログラム】 

１．基調講演 

 「地域包括ケアシステムを補完するヘルスケア事業の展開」 

  株式会社くまもと健康支援研究所 代表取締役 松尾 洋 氏 

 

２．成果報告 

（1）【北海道厚生局】 

「北海道のリハビリテーション専門職を活かした高齢者の介護予防推進に係る

調査研究」 

遠隔ICTを効果的に活用し、リハビリテーション専門職が、リハ職のいない

地域や退院後の患者の自立支援や介護予防を推進するための仕組みに関する調

査研究結果について報告 

 

（2）【北海道】「ヘルスケアサービス創出事業」（健康経営関連） 

健康経営を推進したい道内企業の外部サービスの利用ニーズや、ニーズを踏

まえた新たなヘルスケアサービスモデルについて受託者（21総研）より報告 

 

（3）【札幌市】「サッポロ・ヘルスケアビジネス・サポートプログラム2020」 

札幌市内のヘルスケア事業者５社をサポートした事業。支援対象企業のう

ち、ボーダレスビジョン㈱（遠隔医療支援）、㈱ルシファ（デイサービス向け

運動プログラム自動作成システム）から報告 

 

（4）【北海道経済産業局】北海道におけるヘルスケア分野のPFS/SIB 

道内自治体初のヘルスケア分野におけるPFS／SIB組成に向けた取組の成果に

ついて報告 
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① PFS/SIBの活用に向けて 

（案件組成に向けたポイント等（経産局、21総研、小樽商大藤原氏、北海道教

育大学岩見沢校 鈴木氏） 

②自治体との取組事例 

③ ヘルスケアサービスへの参入（北海道スカイアース、サツドラほか） 

 

【配信サイト（北海道ヘルスケア産業振興協議会youtubeチャンネル）】※限定公開 
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６ 令和3年度の計画 

 

（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 

リハ職が不足する地方自治体をフィールドに、自立支援型地域ケア会議の導入・活

用を想定しながら、自治体及び介護事業者、域外のリハビリテーション職や管理栄養

士等の連携により、高齢者の介護（フレイル）予防、自立支援に向けたケアマネジメ

ントを一体的に推進しうるモデル構築に向けた研究を実施する。 

具体的には、自治体の保健師やケアマネージャーと、外部のリハビリテーション

職・管理栄養士等との連携により遠隔ICTを活用しながら、下記を実施する。 

 

①おもに総合事業対象者や要介護１の高齢者を対象とし、通所サービスの機会を活

用し、フレイル健診、生活機能チェック（体力、歩行速度等）、認知機能チェッ

ク等を一体的に実施する。 

②上記の結果をもとに個別の介護・フレイル予防プログラムを作成し、通所サービ

スの機会や自宅においてその実践を促進する。 

③自治体において、自立支援型地域ケア会議を試行的に導入し、高齢者の自立支援

に向けた関係者間の目的の共有化や、ケアマネージャーの人材育成を図る機会と

して活用する。 

 

（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 

医療機関に所属するリハ職が中心となり、ケアマネージャーや介護事業者等との連

携を図りながら、退院前のカンファレンスから退院後の自立した在宅生活までシーム

レスにサポートする取組（令和２年度実証）について、札幌市手稲区において面的に

普及・展開するための仕組み構築に向けた研究を実施する。 

 

【手稲区の医療・介護機関の連携について】 

・札幌秀友会病院、手稲渓仁会病院、イムス札幌内科リハビリテーション病院のリ

ハ職が中心となり手稲地区リハビリテーション関連職種協議会「通称TRAIN」を

運営し、介護予防センター（札幌市）等との連携を図りながら、自主運動グルー

プの支援など、地域の高齢者の介護予防を推進している。 

・本研究ではTRAINに参画する医療機関のリハ職を中心に、手稲地区における退院

後の高齢者の在宅生活を支援する方策を検討する。 
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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 

リハ職等との連携により、おもに主任ケアマネージャーの自立支援ケアマネジメン

トの推進に向けた研修プログラムや看護師向けのリハビリテーション手技を習得する

研修（いずれも令和2年度にプロトタイプ作成）を試行し、プログラムの実施効果・

課題を検証する。 

 


