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１ 調査結果 

 

資料１ 介護支援専門員における自立支援型ケアマネジメント推進に向

けた現状と課題に関する調査 
 

1 あなたの属性について 

 

1-問1 あなたの立場をお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 管理者 674 36.3 

2 管理者以外 1164 62.7 
 無回答 18 1.0 
 合計 1856 100 

 

1-2-問 1 性別をお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 男性 423 22.8 

2 女性 1304 70.3 

  無回答 129 7.0 

  合計 1856 100.0 

 

1-2-問 2 年齢をお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 20 代 6 0.3 

2 30 代 220 11.9 

3 40 代 694 37.4 

4 50 代 633 34.1 

5 60 代 259 14.0 

6 70 代以上 16 0.9 

  無回答 28 1.5 

  合計 1856 100.0 

 

1-問 3 基礎資格をお答えください。（複数回答可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 医師 0 0.0 

2 歯科医師 2 0.1 

3 薬剤師 3 0.2 

4 保健師 86 4.6 

5 助産師 2 0.1 

6 看護師・准看護師 170 9.2 

7 理学療法士 4 0.2 

8 作業療法士 5 0.3 

9 社会福祉士 318 17.1 
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No. カテゴリ 件数 (割合)% 

10 介護福祉士 1325 71.4 

11 視能訓練士 0 0.0 

12 義肢装具士 0 0.0 

13 歯科衛生士 35 1.9 

14 言語聴覚士 0 0.0 

15 あん摩マッサージ指圧師 4 0.2 

16 はり師 13 0.7 

17 きゅう師 13 0.7 

18 柔道整復師 6 0.3 

19 精神保健福祉士 44 2.4 

20 栄養士（管理栄養士含む） 27 1.5 

21 相談援助業務従事者・介護等業務従事者 97 5.2 

22 その他 68 3.7 

  無回答 10 0.5 

  合計 1856 100.0 

 

【「その他」について】 

ヘルパー（17 件）、社会福祉主事（15 件）、介護支援専門員（4 件）、相談支援専門員（3 件）、

福祉用具専門相談員（2 件）、教員、ケアマネージャー、保母、特別支援学校教諭、認知症

ケア専門士、保育士、レクリエーションインストラクター（各 1 件） 

 

1-問 4 介護支援専門員の資格をお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 介護支援専門員 1017 54.8 

2 主任介護支援専門員 832 44.8 

  無回答 7 0.4 

  合計 1856 100.0 

 

1-問 5 雇用形態をお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 常勤・専従 1354 73.0 

2 常勤・兼務 404 21.8 

3 非常勤・専従 56 3.0 

4 非常勤・兼務 25 1.3 

  無回答 17 0.9 

  合計 1856 100.0 
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1-問 6 令和 2 年 11 月の担当利用者件数をお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 0 件 18 1.0 

2 1～9 件 136 7.3 

3 10～19 件 170 9.2 

4 20～29 件 388 20.9 

5 30～39 件 962 51.8 

6 40～49 件 148 8.0 

7 50 件以上 20 1.1 

  無回答 14 0.8 

  合計 1856 100.0 

 

1-問 7 事業所の所在市町村をお答えください。 

【石狩管内】 

札幌市（413 件）、江別市（24 件）、千歳市（13 件）、恵庭市（12 件）、北広島市（15 件）、

石狩市（9 件）、石狩郡当別町（1 件）、石狩郡新篠津村（3 件） 

【渡島管内】 

函館市（101 件）、北斗市（10 件）、松前郡松前町（6 件）、上磯郡知内町（1 件）、上磯郡木

古内町（5 件）、亀田郡七飯町（13 件）、茅部郡鹿部町（1 件）、茅部郡森町（3 件）、二海郡

八雲町（13 件）、山越郡長万部町（1 件） 

【檜山管内】 

檜山郡江差町（8 件）、檜山郡上ノ国町（2 件）、檜山郡厚沢部町（3 件）、爾志郡乙部町（5

件）、奥尻郡奥尻町（1 件）、瀬棚郡今金町（2 件）、久遠郡せたな町（5 件） 

【後志管内】 

小樽市（55 件）、寿都郡寿都町（2 件）、寿都郡黒松内町（1 件）、磯谷郡蘭越町（1 件）、虻

田郡ニセコ町（2 件）、虻田郡真狩村（2 件）、虻田郡喜茂別町（2 件）、虻田郡京極町（1 件）、

虻田郡倶知安町（2 件）、岩内郡共和町（2 件）、岩内郡岩内町（2 件）、積丹郡積丹町（2 件）、

古平郡古平町（4 件）、余市郡仁木町（4 件）、余市郡余市町（1 件） 

【空知管内】 

夕張市（5 件）、岩見沢市（18 件）、美唄市（7 件）、芦別市（4 件）、赤平市（6 件）、三笠市

（1 件）、滝川市（12 件）、砂川市（9 件）、深川市（6 件）、空知郡南幌町（4 件）、空知郡奈

井江町（4 件）、空知郡上砂川町（3 件）、夕張郡由仁町（1 件）、夕張郡長沼町（5 件）、夕

張郡栗山町（6 件）、樺戸郡月形町（1 件）、樺戸郡浦臼町（1 件）、樺戸郡新十津川町（2 件）、

雨竜郡妹背牛町（3 件）、雨竜郡雨竜町（3 件）、雨竜郡沼田町（2 件） 

【上川管内】 

旭川市（103 件）、士別市（4 件）、名寄市（7 件）、富良野市（12 件）、上川郡鷹栖町（4 件）、

上川郡東神楽町（1 件）、上川郡当麻町（4 件）、上川郡比布町（3 件）、上川郡東川町（2 件）、

上川郡美瑛町（4 件）、空知郡上富良野町（1 件）、空知郡中富良野町（2 件）、上川郡剣淵町

（3 件）、上川郡下川町（4 件）、中川郡美深町（3 件）、雨竜郡幌加内町（2 件） 

【留萌管内】 

留萌市（9 件）、留萌郡小平町（1 件）、苫前郡苫前町（1 件）、苫前郡羽幌町（4 件）、苫前

郡初山別村（1 件）、天塩郡遠別町（2 件） 
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【宗谷管内】 

稚内市（13 件）、宗谷郡猿払村（2 件）、枝幸郡浜頓別町（2 件）、枝幸郡中頓別町（1 件）、

天塩郡豊富町（2 件）、天塩郡幌延町（1 件）、礼文郡礼文町（1 件）、利尻郡利尻町（2 件） 

【オホーツク管内】 

北見市（50 件）、網走市（9 件）、紋別市（8 件）、網走郡美幌町（5 件）、網走郡津別町（1

件）、網走郡大空町（1 件）、斜里郡斜里町（7 件）、斜里郡清里町（3 件）、斜里郡小清水町

（2 件）、常呂郡置戸町（2 件）、常呂郡佐呂間町（6 件）、紋別郡遠軽町（5 件）、紋別郡湧

別町（3 件）、紋別郡興部町（2 件）、紋別郡西興部村（1 件） 

【胆振管内】 

室蘭市（24 件）、苫小牧市（33 件）、登別市（12 件）、虻田郡豊浦町（1 件）、虻田郡洞爺湖

町（4 件）、有珠郡壮瞥町（1 件）、白老郡白老町（3 件）、勇払郡厚真町（2 件）、勇払郡安

平町（6 件）、勇払郡むかわ町（6 件） 

【日高管内】 

沙流郡日高町（9 件）、沙流郡平取町（3 件）、新冠郡新冠町（1 件）、浦河郡浦河町（6 件）、

幌泉郡えりも町（1 件）、日高郡新ひだか町（7 件） 

【十勝管内】 

帯広市（42 件）、河東郡音更町（11 件）、河東郡上士幌町（2 件）、河東郡鹿追町（1 件）、

上川郡新得町（5 件）、上川郡清水町（2 件）、河西郡芽室町（3 件）、河西郡更別村（2 件）、

広尾郡大樹町（3 件）、中川郡幕別町（10 件）、中川郡池田町（4 件）、中川郡本別町（5 件）、

足寄郡足寄町（3 件）、足寄郡陸別町（2 件）、十勝郡浦幌町（1 件） 

【釧路管内】 

釧路市（52 件）、釧路郡釧路町（5 件）、厚岸郡浜中町（3 件）、川上郡標茶町（3 件）、川上

郡弟子屈町（6 件）、阿寒郡鶴居村（1 件）、白糠郡白糠町（5 件） 

【根室管内】 

根室市（7 件）、野付郡別海町（6 件）、標津郡中標津町（10 件）、標津郡標津町（2 件）、目

梨郡羅臼町（1 件） 

【無回答】 

376 件 

 

1-問 8 所属する法人の形態についてお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 社会福祉法人（社協除く） 359 19.3 

2 医療法人  360 19.4 

3 営利法人（会社） 649 35.0 

4 特定非営利活動法人（NPO 法人） 23 1.2 

5 社会福祉協議会 153 8.2 

6 その他 284 15.3 

  無回答 28 1.5 

  合計 1856 100.0 
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【「その他」について】 

地方自治体（142 件）、一般社団法人（18 件）、社会医療法人（15 件）、一般財団法人（5 件）、

個人経営（3 件）、公立病院（2 件）、北海道厚生連（2 件）、医療生協、医療法人社団、学校

法人、居宅介護支援事業所、公益財団法人、公共団体、公務員、社団法人、生協、独立行政

法人、認可法人（各 1 件） 

 

1-問 9 貴事業所と併設・隣接するサービスについてお答えください。（複数回答可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 地域包括支援センター 294 15.8 

2 居宅介護支援 567 30.5 

3 訪問介護 781 42.1 

4 訪問入浴介護 37 2.0 

5 訪問看護 380 20.5 

6 訪問リハビリテーション 162 8.7 

7 通所リハビリテーション 256 13.8 

8 短期入所生活介護 194 10.5 

9 短期入所療養介護 131 7.1 

10 居宅療養管理指導 51 2.7 

11 通所介護 492 26.5 

12 福祉用具貸与 49 2.6 

13 特定福祉用具販売 29 1.6 

14 住宅改修  21 1.1 

15 特定施設入居者生活介護 63 3.4 

16 認知症対応型通所介護 53 2.9 

17 小規模多機能型居宅介護 73 3.9 

18 認知症対応型共同生活介護 134 7.2 

19 地域密着型通所介護 155 8.4 

20 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 67 3.6 

21 夜間対応型訪問介護 5 0.3 

22 看護小規模多機能型居宅介護 27 1.5 

23 地域密着型特定施設入居者生活介護 15 0.8 

24 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 22 1.2 

25 介護老人福祉施設 185 10.0 

26 介護老人保健施設 148 8.0 

27 介護療養型医療施設 29 1.6 

28 養護老人ホーム 47 2.5 

29 その他介護保険サービス 54 2.9 

30 障害者に対するサービス 103 5.5 

31 併設ないし隣接するサービスはない 200 10.8 

  無回答 25 1.3 

  合計 1856 100.0 
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【「その他介護保険サービス」について】 

有料老人ホーム（22 件）、ケアハウス（8 件）、サービス付き高齢者向け住宅（6 件）、介護

医療院（3 件）、介護予防センター（2 件）、特別養護老人ホーム、移動支援、事業者対象デ

イサービス、市民対応サービス、調査センター、配食サービス、町保健福祉課、輸送業、居

宅療養管理指導薬局、高齢者住宅、生きがいデイサービス、生活支援ハウス、認知症カフ

ェ（各 1 件） 

 

【「障害者に対するサービス」について】 

相談支援（35 件）、居宅介護（21 件）、就労支援（14 件）、訪問介護（11 件）、生活介護（10

件）、重度訪問介護、障害者支援施設（各 7 件）、グループホーム（6 件）、同行援護（5 件）、

通所介護（3 件）、共同生活援助、障害児通所支援、訪問看護、自立支援、ホームヘルプサ

ービス（各 2 件）、養育支援訪問、福祉輸送、家政婦紹介、共生型児童発達・自立訓練、精

神科デイサービス、多目的下宿、移動支援、訪問支援、地域活動支援センター（各 1 件） 

 

2 自立支援型ケアマネジメント推進に向けた現状と課題について 

 

2-問 1 自立支援に対する理解度について、どのようにお考えですか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 理解できている 371 20.0 

2 ある程度理解できている 1313 70.7 

3 あまり理解できていない 142 7.7 

4 理解できていない 7 0.4 

  無回答 23 1.2 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 2 自立支援に資するケアマネジメントの実践状況について、どのようにお考えですか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 実践できている 81 4.4 

2 ある程度実践できている 1221 65.8 

3 あまり実践できていない 505 27.2 

4 実践できていない 18 1.0 

  無回答 31 1.7 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 2-1 【問 2 で「1．実践できている」もしくは「2．ある程度実践できている」と回答さ

れた方】自立支援ケアマネジメントを実践する対象について、お答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 おもに介護予防ケアマネジメントの対象者に実践 139 10.7 

2 おもに要介護認定者を対象に実践 411 31.6 

3 特に対象は決めず、利用者全般に実践 713 54.8 

4 その他 5 0.4 

  無回答 34 2.6 

  合計 1302 100.0 
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【その他について】 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 介護保険対象者 

管理者 男性 60 代 社会福祉主事 新規採用者研修における説明に実践 

管理者

以外 
女性 30 代 保健師 必要時 

 

2-問 3 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お答えください。（5

つまで〇） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 インテーク（初回訪問・面接）による情報収集 516 27.8 

2 利用者の状態等に関するアセスメント 386 20.8 

3 初回ケアプランの作成 450 24.2 

4 サービス担当者会議に向けた調整・準備、運営 624 33.6 

5 利用者宅への訪問によるモニタリング 262 14.1 

6 記録や書類作成 1221 65.8 

7 モニタリング結果を踏まえたケアプランの再評価 216 11.6 

8 インフォーマルサービスの連絡・調整 340 18.3 

9 目標の達成状況の評価 161 8.7 

10 給付管理業務 195 10.5 

11 医療機関・主治医との連絡・調整 759 40.9 

12 市町村との連絡・調整 94 5.1 

13 地域ケア会議への参加 246 13.3 

14 24 時間体制による緊急対応 304 16.4 

15 制度変更に伴う情報等の把握と利用者への説明 694 37.4 

16 指導監査等に対応するための諸準備 654 35.2 

17 その他 53 2.9 

  無回答 22 1.2 

  合計 1856 100.0 

 

【その他について】 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 
困難事例の対応。介護保険以外の事業や法人

の全く関係のない業務。 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

サービス事業所との情報共有。必要性を理解

していない事業所が多い。特に医療系訪問サ

ービス 

管理者 女性 60 代 
看護師・准看護

師 

地域の資源が少ないため、思うようなサービ

スにつなげない。休日時間外の急変や、対応な

ど誰も担えない部分はケアマネが動くしかな

い場合がある 

管理者

以外 
不明 60 代 

介護福祉士、相

談支援専門員、

保母 

コロナ感染予防対策で、当事業所の方針が「訪

問しないで」で通しているため実情にそぐわ

ない。 

不明 女性 40 代 なし 
家族との連絡調整。連絡がつかないことや時

間外で相談・調整すことも多い［原文ママ］ 
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2-問 4 現在使用しているアセスメントシートについてお答えください（複数回答可）。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 包括的自立支援プログラム 104 5.6 

2 居宅サービス計画ガイドライン 443 23.9 

3 MDS-HC 方式 468 25.2 

4 R4 0 0.0 

5 チェックポイントシート（長寿社会開発センター） 104 5.6 

6 ケアマネジメント実践記録方式 45 2.4 

7 日本介護福祉会方式 31 1.7 

8 日本訪問介護振興財団版方式 3 0.2 

9 その他 565 30.4 

  無回答 166 8.9 

  合計 1856 100.0 

 

【その他について】 

全社協・在宅版ケアプラン作成方法検討委員会作成（114 件）、カイポケ（16 件）、課題分

析標準項目（14 件）、ほのぼのシリーズ（12 件）、ケアマネくん（7 件）、介護予防ケアマネ

ジメント関連様式（6 件）、国際生活機能分類（5 件）、インターライ方式、セントケア方式、

フェイスシート（各 4 件）、国統一様式、課題整理総括表（各 3 件）、TAI 方式、簡易式アセ

スメント、ワイズマン、ウィンケア、課題検討用紙、基本チェックリスト（各 2 件）、アセ

スメント管理システム、医療連携統一シート、ガイドライン方式、簡易的アセスメント楽

すけ、コミチャート、三団体方式、新宿区版、介舟、トリケア、日立システム、ファースト

ケア、フレンドシステム、法人共通シート、北海道のアセスメント基本シート、ミラクル、

ライフサポートワーク（各 1 件） 

事業所独自のもの（111 件）、会社指定の様式（3 件）、既定の様式、一般（1 件） 

介護ソフト（8 件）、名前がわからない（7 件） 

・システムに入っているものを使用 

・上記フォーマットを細分化し活用 

・訪問時は、前任から引き継いだ書面アセスメントシートを使用 

・北海道介護支援専門員の研修で使用していたもの（箇条書きは各 1 件） 

 

2-問 5 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困難な点についてお答え

ください。 

2-問 5-1 生活状況 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 392 21.1 

2 評価が困難 407 21.9 

3 特に困難ではない 1017 54.8 

  無回答 120 6.5 

  合計 1856 100.0 
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2-問 5-2 経済状況 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 1146 61.7 

2 評価が困難 450 24.2 

3 特に困難ではない 360 19.4 

  無回答 54 2.9 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 5-3 主訴 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 230 12.4 

2 評価が困難 375 20.2 

3 特に困難ではない 1153 62.1 

  無回答 132 7.1 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 5-4 健康状態 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 268 14.4 

2 評価が困難 371 20.0 

3 特に困難ではない 1137 61.3 

  無回答 125 6.7 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 5-5 ADL・IADL 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 148 8.0 

2 評価が困難 333 17.9 

3 特に困難ではない 1271 68.5 

  無回答 141 7.6 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 5-6 認知症 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 433 23.3 

2 評価が困難 807 43.5 

3 特に困難ではない 645 34.8 

  無回答 101 5.4 

  合計 1856 100.0 

2-問 5-7 コミュニケーション 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 149 8.0 

2 評価が困難 353 19.0 

3 特に困難ではない 1254 67.6 

  無回答 135 7.3 

  合計 1856 100.0 
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2-問 5-8 社会参加 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 346 18.6 

2 評価が困難 580 31.3 

3 特に困難ではない 879 47.4 

  無回答 118 6.4 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 5-9 排泄 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 333 17.9 

2 評価が困難 299 16.1 

3 特に困難ではない 1147 61.8 

  無回答 126 6.8 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 5-10 褥瘡・皮膚 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 298 16.1 

2 評価が困難 314 16.9 

3 特に困難ではない 1157 62.3 

  無回答 129 7.0 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 5-11 食事・口腔 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 309 16.6 

2 評価が困難 440 23.7 

3 特に困難ではない 1043 56.2 

  無回答 133 7.2 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 5-12 行動・心理状況 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 518 27.9 

2 評価が困難 768 41.4 

3 特に困難ではない 585 31.5 

  無回答 121 6.5 

  合計 1856 100.0 
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2-問 5-13 家族の心身の状況 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 772 41.6 

2 評価が困難 687 37.0 

3 特に困難ではない 474 25.5 

  無回答 95 5.1 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 5-14 家族の介護力 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 419 22.6 

2 評価が困難 719 38.7 

3 特に困難ではない 740 39.9 

  無回答 107 5.8 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 5-15 居住環境 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 110 5.9 

2 評価が困難 247 13.3 

3 特に困難ではない 1375 74.1 

  無回答 143 7.7 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 5-16 特別な状況 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 528 28.4 

2 評価が困難 395 21.3 

3 特に困難ではない 842 45.4 

  無回答 179 9.6 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 5-17 その他 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 情報収集が困難 208 11.2 

2 評価が困難 174 9.4 

3 特に困難ではない 861 46.4 

  無回答 647 34.9 

  合計 1856 100.0 
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2-問 6 アセスメント・モニタリングが困難なため、居宅サービス計画書の作成で困難になっ

ている内容について、お答えください。 

2-問 6-1 【居宅サービス計画書第 1 表】作成で困難な項目（複数回答可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 課題の整理 478 25.8 

2 「課題」と「利用者・家族の生活に対する意向」の妥当性 962 51.8 

3 利用者の思い 426 23.0 

4 家族の思い 365 19.7 

5 利用者・家族の「生活に対する意向」の変容 480 25.9 

6 生活援助中心型の算定理由 91 4.9 

7 その他 19 1.0 

8 特に困っていない 283 15.2 

  無回答 43 2.3 

  合計 1856 100.0 

 

【その他について】 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 社会福祉主事 
課題の内容により記載して良いか、記載しな

い方が良い内容か判断 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 
会話が困難な方、認知力の低下が強い方は意

向を文章におきかえる事に悩む時がある。 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

本人、家族の課題を作成できない。配布するた

め、認識出来ていないとトラブルになる可能

性がある 

管理者 女性 50 代 作業療法士 指導内容が実態に合わないと感じる 

 

2-問 6-2 【居宅サービス計画書第 2 表】作成で困難な項目（複数回答可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 生活全般の解決すべき課題（ニーズ）の妥当性 490 26.4 

2 課題の優先順位 264 14.2 

3 
利用者・家族への生活全般の解決すべき課題（ニーズ）の

提示 
418 22.5 

4 利用者・家族の「困りごと」への働きかけ 558 30.1 

5 長期目標の設定・妥当性 654 35.2 

6 短期目標の設定・妥当性 708 38.1 

7 サービス内容の具体的表現・記載 441 23.8 

8 サービス種別の検討選択 70 3.8 

9 頻度と期間の妥当性 247 13.3 

10 その他 28 1.5 

11 特に困っていない 174 9.4 

  無回答 41 2.2 

  合計 1856 100.0 
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【その他について】 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 50 代 介護福祉士 精神疾患がある方は困難です 

管理者 女性 50 代 保健師 
長期目標までの途中変更の再度の目標期間設

定に迷う 

管理者 女性 60 代 介護福祉士 
認定機関が 3 年となり、3 年間目標・内容が同

じプランになりやすい 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

主訴と実態が伴わず、必要なサービスではな

いサービスを希望された場合のプランニング 

管理者

以外 
女性 50 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

頻度の考え方（具体的に数字化できないとき

どう記載するか） 

 

2-問 6-3 【週間サービス計画書】作成で困難な項目（複数回答可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 週間サービス計画表の活用方法や組み立て方 161 8.7 

2 利用者の主な日常生活の把握 597 32.2 

3 
週間サービスと利用者・家族の状況（意向・事情等）の妥

当性 
382 20.6 

4 「週単位以外のサービス」の記載 185 10.0 

5 その他 24 1.3 

6 特に困っていない 739 39.8 

  無回答 54 2.9 

  合計 1856 100.0 

 

【その他について】 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女 50 代 介護福祉士 

「主な日常生活上の活動」の記入時、決ま

った事以外を具体的にどのように表示して

よいか決めかねる事がある 

管理者 女 50 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

認知症が進んでいる利用者の場合プランに

のせにくい 

管理者 女 60 代 介護福祉士 
目標が定まらない人がほとんど。3 度の食

事くらいしか把握できない事 

管理者以外 女 40 代 介護福祉士 必要な支援と言っても理解を得られない 

 

2-問 7 自立支援に資するアセスメント等において「ICF（国際生活機能分類）」の活用が推奨

されています。 

2-問 7-1 あなたの ICF の理念や活用方法に関する理解度についてお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 理解できている 102 5.5 

2 ある程度理解できている 1236 66.6 

3 あまり理解できていない 492 26.5 

4 理解できていない 14 0.8 

5 ICF について聞いたことがなかった 6 0.3 

  無回答 6 0.3 

  合計 1856 100.0 
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2-問 7-2 アセスメント等における ICF の活用状況についてお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 活用できている 27 1.5 

2 ある程度活用できている 444 23.9 

3 あまり活用できていない 1011 54.5 

4 活用できていない 286 15.4 

5 そもそも活用する意向がない 72 3.9 

  無回答 16 0.9 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 8 自立支援に資するケアマネジメントの実践に向けて課題となっていることについて

お答えください。 

2-問 8-1 アセスメント・モニタリング時において利用者・家族からの情報収集に十分な時間

がとれない 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 141 7.6 

2 そう思う 888 47.8 

3 あまりそう思わない 759 40.9 

4 まったくそう思わない 46 2.5 

  無回答 22 1.2 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 8-2 アセスメント・モニタリング時において利用者・家族からの情報収集の面接技術が

十分ではない 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 101 5.4 

2 そう思う 900 48.5 

3 あまりそう思わない 786 42.3 

4 まったくそう思わない 43 2.3 

  無回答 26 1.4 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 8-3 アセスメントシートが使いやすくない 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 171 9.2 

2 そう思う 657 35.4 

3 あまりそう思わない 922 49.7 

4 まったくそう思わない 69 3.7 

  無回答 37 2.0 

  合計 1856 100.0 
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2-問 8-4 ICF の視点におけるアセスメントのための十分な時間がとれない 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 344 18.5 

2 そう思う 1031 55.5 

3 あまりそう思わない 415 22.4 

4 まったくそう思わない 33 1.8 

  無回答 33 1.8 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 8-5 ケアプラン作成のための十分な時間がとれない 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 218 11.7 

2 そう思う 896 48.3 

3 あまりそう思わない 676 36.4 

4 まったくそう思わない 43 2.3 

  無回答 23 1.2 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 8-6 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 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 263 14.2 

2 そう思う 1184 63.8 

3 あまりそう思わない 358 19.3 

4 まったくそう思わない 20 1.1 

  無回答 31 1.7 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 8-7 サービス担当者会議において、ケアプランの質を高めるために十分な時間がとれな

い 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 145 7.8 

2 そう思う 822 44.3 

3 あまりそう思わない 832 44.8 

4 まったくそう思わない 33 1.8 

  無回答 24 1.3 

  合計 1856 100.0 

 

2-問 8-8 サービス担当者会議において、参加者の意見を引き出す円滑な司会進行ができない 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 148 8.0 

2 そう思う 732 39.4 

3 あまりそう思わない 873 47.0 

4 まったくそう思わない 72 3.9 

  無回答 31 1.7 

  合計 1856 100.0 
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2-問 8-9 その他 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 21 1.1 

2 そう思う 34 1.8 

3 あまりそう思わない 35 1.9 

4 まったくそう思わない 47 2.5 

  無回答 1719 92.6 

  合計 1856 100.0 

 

【その他について】 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 30 代 社会福祉士 
本人、家族に担当者会議の必要性を理解して

頂くような説明が大変 

管理者 女性 50 代 
看護師・准看護

師 

サービス事業所で特に訪問介護の支援内容で

介護サービス部分と自費サービスの部分の線

引きが難しい 

管理者

以外 
女性 40 代 

あん摩マッサー

ジ指圧師、はり

師、きゅう師 

そもそも利用者と支援者（国の方針）の自立支

援の考え方に違いがありすぎる 

管理者

以外 
女性 60 代 

看護師・准看護

師 

書類作成のために時間を多く取られ、事務仕

事で机に向かう時間の方が多くなっている現

状に疑問を感じている 

 

2-問 9 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具体的にお答えく

ださい。 

※ 1 つの回答が複数の内容に跨る場合、それぞれの件数として加えている。 

カテゴリ 件数 

(1) サービス利用者の意向・意欲に関する回答 252 

(2) サービス利用者の家族の意向に関する回答 127 

(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 

(4) 「自立支援」の概念の共有に関する回答 98 

(5) 具体的な目標やプランの設定に関する回答 90 

(6) 業務に割く時間の余裕が無いという回答 67 

(7) 各サービス事業者や地域との連携に関する回答 60 

(8) サービス利用者の能力に関する回答 54 

(9) 社会資源や人手の不足に関する回答 52 

(10) サービス利用者への不満に関する回答 50 

(11) 新型コロナウイルスの感染拡大に関する回答 10 

以上に分類ができなかった回答 31 

総回答数 665 
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主な内容は以下の通り。 

(1) サービス利用者の意向・意欲に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 30 代 栄養士 

こうしたい、できるようになりたいと思う方

への支援は一緒に考えながら行っているが、

このままでいい、どうもなりたくないという

方々への声かけや支援が一方的になりがちに

なる部分を反省したい 

管理者 男性 30 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

意向にそい、また叶える事が良質なマネジメ

ントでもあり、関係性において信用、信頼とな

りやすい。専門的目的よりも御用聞きが現実

求められている。 

管理者 男性 30 代 介護福祉士 

こちらが自立支援を促しても、本人や家族が

自立支援に意欲的でない場合の対応が課題と

思います。 

管理者 男性 30 代 介護福祉士 
訴え、希望の強い利用者に対する、自力で行う

ように促す方法。 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 
利用者の意向と本来すべきサービス等の状況

と合わないため苦労する。 

管理者 男性 40 代 

社会福祉士、孫

団援助業務従事

者・介護等業務

従事者 

利用者が希望するサービスがあまり必要では

ないと思ってもケアマネが拒否、拒絶、断れる

権限まではないこと 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 
身体、認知機能の低下に伴い自立が困難な利

用者にむけての自立支援に対するアプローチ 

管理者 男性 50 代 介護福祉士 
本人の意欲を促す声かけや、それにともなう

結果が必要と思われる 

管理者 女性 30 代 介護福祉士 

サービスありきで支援が始まるケースが多

く、困りごとを解決する方向に向きがち。本人

自らやる気のある人はそうしたプランを立て

やすいが、様々なことが難しくなっている人

にはなかなかアプロ―チできないことも多

い。 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

自立支援に必要な支援であると介護者が考え

いても［原文ママ］、ご本人の生活背景や性格、

意欲などから本人の希望とならず、提供でき

ない場合もある。改善予測と危険リスクの予

測を本人と話し合う努力はしているが、うま

くいかない方もいる。 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

利用者が自立したいと思っていない。少しで

もサービスを利用して楽したい。サービスそ

のものを利用しないと生きていけない人もい

るため。 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

利用者の意向を全て受け入れることが最善で

はなく、現状の課題についても働きかけ、利用

者の自立を可能する環境につなげる事 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 50 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

認知症や依存心の強すぎる利用者、訪問拒否

の強い利用者、権利欲の強すぎて世間との距

離がありすぎて歩みよれない利用者との関わ

りに困難を感じます。 

管理者 女性 50 代 
看護師・准看護

師 

利用者がどうなりたいのかをきいても「特に

ない」「今のままでいい」と言われた時、そこ

からどう発展させていくか 

管理者 女性 50 代 理学療法士 
やる気(意欲)のない方のやる気をおこすアプ

ローチは難しいです 

管理者 女性 50 代 
社会福祉士、介

護福祉士 
利用者の理解が得られない。 

管理者 女性 60 代 介護福祉士 

本人のキャラクターにより、人生観、価値観、

死生観が異なりそれをこちらが把握するまで

時間を要することもあり、金銭面や家族支援

等の条件等、複合的な問題を早急に対処する

ために時間不足のときあり悩みます。 

管理者 女性 60 代 
介護福祉士、ヘ

ルパー 

本人の必要としていることと、他者から考え

た必要性の違いを見つけ、良い支援の方向を

見い出すこと。 

管理者 女性 60 代 
社会福祉士、介

護福祉士 
その人が自分の望む生活が出来る様にする！ 

管理者 不明 60 代 
看護師・准看護

師 

対象の方の意識が伴わず、依存的になってし

まうことが多い 

管理者

以外 
男性 30 代 介護福祉士 

認知症状の方に関して、運動機能の維持向上

にデイサービスやデイケアサービスなどが必

要であるが、本人が望まず、促す事が出来てい

ない。 

管理者

以外 
男性 30 代 介護福祉士 

利用者自身が自立を望んでいない。社会参加

をしたいが、それを補助できるサービスがあ

まりにも少ない。 

管理者

以外 
男性 40 代 

社会福祉士、精

神保健福祉士、

相談援助業務従

事者・介護等業

務従事者、特別

支援学校教諭 

私の担当の方で、コロナで感染予防のため、し

ばらくデイサービスを休んでいましたが、い

ざ再開していただこうとお話ししたのです

が、本人様 1 度行ったきり、2 回目以降強く拒

否され、デイサービスに問題はなかったので

すが、次の手としてヘルパーさんを使ってい

ただいています。本人何もしたくないと言っ

ていますが、何が本人にとって良いものかと

模索中です 

管理者

以外 
男性 40 代 介護福祉士 

サービス利用に対して消極的な方へのアプロ

ーチ方法(サービス利用により改善する可能性

があっても、本人の気持ちを上手く誘導でき

ない) 

管理者

以外 
女性 30 代 介護福祉士 

本人が自立する意欲がない(特に訪問介護の生

活援助を利用する時)アプローチの仕方を日々

試行錯誤しています。 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者

以外 
女性 40 代 

看護師・准看護

師 

ご本人の意向とサービス提供側の考えが一致

しない場合があるので、特に認知症の方の場

合は理解していただくのが難しくどうしてい

くといいのか課題です。 

管理者

以外 
女性 40 代 保健師 

送迎の課題が大きく、自立に向けた事業を紹

介しても従事のサービスを望まれる方が多

い。 

管理者

以外 
女性 40 代 

保健師、看護師・

准看護師 

サービス利用者本人が自立に向けた目標を自

分で立てられる方はいない。 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

利用者の同意・理解・同感を得ることが難し

い。 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

本人の詳しい身体状況の把握が難しい。（筋力

の度合い等）本人が自分自身で頑張って、物事

を行おうとしなければ、難しい。 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

利用者家族も高齢であったり、就労されてお

り、意思の疎通に至るまで時間が取りにくい。 

管理者

以外 
女性 60 代 介護福祉士 

各自それぞれの経済的な状況により対応が変

化している。利用が必要で有っても拒否が有

る事あり。 

管理者

以外 
不明 50 代 介護福祉士 

利用者本人が自立するという気持ちがあるか

ないかで今後の方向性が決まる 

不明 女性 60 代 介護福祉士 

体調維持の為バランスの良い食事、処方とお

りの服薬、生活リハビリの提案を行っても、継

続や実行する事が難しい事が多いです 

 

(2) サービス利用者の家族の意向に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 30 代 介護福祉士 

こちらが自立支援を促しても、本人や家族が

自立支援に意欲的でない場合の対応が課題と

思います。 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 
自立支援を考慮した計画と実際のご利用者・

ご家族の意向の相違 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 
ADL の自立支援よりも、生活の自立支援は、

家族の意向も絡むと難しい場合が多い。 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 
家族の想いと本人の想いの差、理想と現実、目

標設定がむずかしい。 

管理者 女性 40 代 栄養士 
利用者様本人と家族の見解の相違。なかなか

すり合わせが難しい。 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

利用者本人よりも家族の問題が多すぎる。家

族の対応が大変になっている。家族のモラハ

ラ、制度理解を求め、説明しても理解がなかな

か得られない 

管理者 女性 50 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

本人の意向と家族の意向のくい違いがある

時、落とし所を探るのが課題。 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 50 代 

介護福祉士、障

害・相談支援専

門員 

本人の意向と家族の思いが違うとき、課題が

でてくる。自分で行うことには、転倒やケガを

したりするリスクがあるため、家族は、介護を

もとめたい。 

管理者 女性 20 代 介護福祉士 

・家族が同居している場合に、本人の意向より

も家族の思いが強く主張されてしまうことが

ある。 

本人が実際に何を思い、どのような生活を送

りたいのか、聞き出すことが困難な家庭もあ

り、個別でアセスメントを行いやすい環境が

欲しい。 

・コロナ禍の所以もあり、高齢者が地域に出て

役割を持つことがますます難しくなってい

る。役割や社会参加の機会がなくなってしま

わないよう、家族の協力、地域毎の取り組みが

必要 

管理者

以外 
男性 40 代 介護福祉士 

利用者の状況、主訴と家族や主介護者の思い

や病残に差がある時に、より丁寧な説明をし

ているが、納得いただけないこともある。 

管理者

以外 
男性 不明 

社会福祉士、介

護福祉士 

本人の自立を尊重し、支援を最低限のものに

すると家族や他事業所から何もしてくれない

ケアマネだと思われることもある 

管理者

以外 
女性 30 代 介護福祉士 

まずは本人家族との信頼関係を築くことが重

要だと思っている。信頼関係ができるまでが

とても大変です。これができて初めて、提案も

聞き入れてもらえる。 

管理者

以外 
女性 40 代 社会福祉士 

本人と家族の意向にくいちがいがある時は家

族の意見が強く、本人の自立支援に資するケ

アマネジメントができない 

管理者

以外 
女性 40 代 

あん摩マッサー

ジ指圧師、はり

師、きゅう師 

そもそも自立支援を望む本人、家族は少ない 

管理者

以外 
女性 40 代 社会福祉士 

自立支援だけがゴールではない。家族が望ま

ない場合もある。 

管理者

以外 
女性 50 代 保健師 

本人と家族の思いがちがうとき、どのように

ケアマネジメントしていくべきか。 

管理者

以外 
女性 

70 代

以上 
介護福祉士 

家族の協力が必要だが、家族が協力的でない

事が多い 

 

(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 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 社会福祉主事 

業務に就いて間もないため、全てにおいて経

験も少なくまだまだできていない事が多い。

しっかりと時間を取り情報収集と生活状況、

地域性などを結びつけ、地域の理解も含め

個々に合った支援、プログラムを作成し地域

専門職の連携による事が重要。 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 

ケアマネージャーは医療やリハビリの専門家

ではないので、エビデンスに基づいたケアマ

ネジメントの実践や課題解決に向けた目標設

定に苦慮している。 

管理者 男性 40 代 社会福祉士 

私も含めて現場のケアマネの能力、意識が現

在のシステムとマッチしていない。もっとシ

ンプルにしないといつまでたっても実践でき

ないと思います。 

管理者 男性 
70 代

以上 
介護福祉士 

本人（家族）の「思い」をどれだけ「ていねい」

に「本音」をお聞きすることが大切だと思いま

す。そして、その「課題分析力」をつけること

を考えます。 

管理者 女性 40 代 社会福祉士 

本人の持っている能力を活用するように促す

も「弱者である自分にこれ以上何をさせるん

だ」という視点を持っているため、本人の意識

改革ができるような技術が足りないと感じ

る。 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

疾患の評価ができない。病状の進行に加え、高

齢によるおとろえも加わって、今後どうなる

のか予測も基礎資格が医療系ではないのでし

づらい。 

管理者 女性 50 代 介護福祉士 

ケアマネ自身が知識を高めて、モニタリング

の中で利用者の自立はどんな事なのかを聴き

出す力を身につける事が必要だと感じます。 

管理者 女性 50 代 

保健師、看護師・

准看護師、相談

援 助 業 務 従 事

者・介護等業務

従事者 

利用者・家族に自立支援の重要性を理解して

もらうためのケアマネのスキルアップ 

管理者 女性 60 代 栄養士 

できない事をサービスでカバーしようとして

しまい、自立支援につながらない結果となっ

てしまう。今できている事をのばす支援がど

うしてもおろそかになってしまう 

管理者

以外 
男性 40 代 介護福祉士 

自分の知識の無さを痛感しています。利用者、

家族とコミュニケーションし、利用者にとっ

て一番良い方法を考えなければならない 

管理者

以外 
男性 60 代 介護福祉士 

初回のインテークでの情報収集力が不足して

いると感じる。初対面でどこまで聞き取れる

かが課題と考える。 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

その人が望む生活に視点を合わせた援助技術

の向上 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

周囲に何でも行なう CM がいると、比較され

ると「何もしてくれない」「冷たい」「仕事が

できない 」CM との評価を受けやすい 

管理者

以外 
女性 60 代 

社会福祉士、介

護福祉士、精神

保健福祉士 

国が求めるＣＭのプランについて、あまりに

研修の機会が少なくて自己流になってしまっ

ている事。 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

不明 女性 30 代 介護福祉士 相談、援助、技術力不足が課題である。 

 

(4) 「自立支援」の概念の共有に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 社会福祉士 

介護保険の根本である自立支援の理解を頂け

ない方へ説明行うもヘルパー＝お手伝いさん

の認識の方が居られる。 

管理者 男性 50 代 介護福祉士 

ご本人が思う自立支援との意味あいを理解し

ていただく。そして実践に向けての動機づけ

が困難。 

管理者 男性 50 代 介護福祉士 

自立支援は介護保険創設から理念としてうた

われていた事で、今初めての事ではない。浸透

していないので啓発が必要。 

管理者 男性 
70 代

以上 
社会福祉士 

①「自立支援」の定義が抽象的であいまい。②

理念と低所得世帯の広がりの現実がかい離

し、空虚で無益な理論につき合わされること

に誰もが辟易。③介護サービス自体の見直し

必要。 

管理者 女性 40 代 社会福祉士 

本人、家族に自立支援の視点をどう理解して

もらうか。本人、家族としたら「やってもらい

たい」「（お金を払うんだから）頼みたい」と

いう気持ちが強い。ケアマネのあり方。事業所

側のスタンス。ケアマネによって「やってあげ

てしまう」「（困っているんだから）助けてし

まう」。事業所も同様。支援する側の視点が人

によって一定ではない。 

管理者 女性 50 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

自立支援に着目しすぎると、利用者や家族を

心理的に追いつめる場合あり。注意しなけれ

ばならない。 

管理者 女性 60 代 介護福祉士 

自立支援と一言でいっても本人にとっての自

立が何か、また自立に対する本人の意欲が理

解できなければ支援は難しいと思います。 

管理者

以外 
男性 30 代 

介護福祉士、相

談援助業務従事

者・介護等業務

従事者 

目標を設定しクリアするという方法が、高齢

者支援に適してないように感じる。慢性状態

の維持だけでは許されない雰囲気を「自立支

援」という言葉に感じる。 

管理者

以外 
男性 40 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

「本人にとっての自立とは」をどう把握する

か、聴きとるか。 

管理者

以外 
男性 50 代 社会福祉士 

利用者さん自身が「自立する」という考えを持

つことが必要。 

管理者

以外 
女性 30 代 社会福祉士 

超高齢者(90~100 才)の自立支援の位置づけが

難しい 

管理者

以外 
女性 40 代 

保健師、看護師・

准看護師 

「自立支援」の基本的な理解が正しいのか分

からない。「自分で自分の事ができる」ことが

自立支援になるのか、もっと深い概念なのか

勉強不足ですみません。 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

関係者全てにおいて、介護保険の目的等の理

解が低いため「出来ない事をしてくれる」との

イメージが強い。「自立」の概念や捉え方も違

うことから情報や支援のイメージが解離す

る。 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

自立支援を理解できない本人、家族も多く「や

ってもらえるならやって欲しい」と訴える「出

来ないから頼んでいる」から「できる事は自分

で…」への意識改革が大変です。 

管理者

以外 
女性 50 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

「自立支援」といわれて久しいが、実際にそこ

を意識して活動してくださる利用者様はいま

だ少ないと思います。いまだに介護サービス

は無料と思ってる方もいるし、「できなくなっ

たからやってもらう」と意識の強い方もいて、

サービス内容を理解していただけるよう働き

かけている 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

利用者によって自立の考え方が違う。今まで

できていた事ができなくなった＝支援が必要

ではないが、考え方や生活の違いで不公平が

出てくると思う。 

管理者

以外 
不明 50 代 介護福祉士 

「自立支援」という観点が、上手く支援者と共

有できない。 

 

(5) 具体的な目標やプランの設定に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 

本人が望む本人らしい生活を出来るようなケ

アマネジメントを実施し、プランに反映させ

る。 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 
出来る事を伸ばすケアプランを作るよう模索

している 

管理者 女性 30 代 介護福祉士 
現状維持と言われることが多く、具体的な目

標が立てにくい。 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 
あるていど自立し落ち着いてからの対応や目

標設定を見つけにくい 

管理者 女性 50 代 

保健師、看護師・

准看護師、社会

福祉士 

精神的な自立、経済的な自立など（単に ADL

改善のみに着目しないように）にも課題設定

に留意している 

管理者 女性 60 代 介護福祉士 

サービスを受けるための目標をきめる時にな

るべく、自立支援にむすびつけれる内容を入

れる。（かんたんなもの） 

管理者

以外 
男性 30 代 

介護福祉士、相

談援助業務従事

者・介護等業務

従事者 

そもそも自立支援に資するケアマネジメント

等、色んな手法を提案されるからわかりずら

いしどれがいいのかわからない。 



24 

 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者

以外 
男性 40 代 介護福祉士 

ケアプランを作成するにあたり「押しつけの

自立/自立の押し売り」にならないように、留

意しているも制度上難しい事もある。(例:本人

はこのままで良いと思っているのにＱＯＬが

低いと判断しなきゃならない葛藤) 

管理者

以外 
男性 40 代 介護福祉士 

興味・関心チェックシート等を活用しながら

本人らしさがあるプランを作成できるか。い

かに本人の意欲を引き出せるか。 

管理者

以外 
女性 30 代 社会福祉士 

重介護者に対する自立支援の観点での目標設

定 

管理者

以外 
女性 60 代 

看護師・准看護

師 

生活は人それぞれで画一的ではないため、

個々にあった支援をするためには生活の中で

体験したりしながら考えていかなければなら

ないと思う。そのためには、毎回計画の変更や

準備などがあり大変である。 

管理者

以外 
女性 60 代 

看護師・准看護

師 

ケアマネも雇用されている以上は、雇用主の

意向には逆らう事が出来ず、不必要と思われ

るサービスを入れざるえない現状がある。ケ

アマネの公平中立は表面上だけで、自立支援

とは程遠いケアプランが存在しているのが現

実 

 

(6) 業務に割く時間の余裕が無いという回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40代 介護福祉士 

ＩＣＦ表等を用いて、利用者の全体像を把握

し、個別性を持ったプランを作成したいとは

常々考えているのですが、利用者３５件を担

当し、厚労省がケアマネに課した業務を行っ

ていると、なかなかそこまでたどり着かない

のが現状です。(面一的なプランになってしま

う・・・)制度改正の度ケアマネの負担が大き

くなる。 

管理者 男性 40代 社会福祉士 

書類や届出にかかわる手順が多く、時間がと

られる。最小限にして介入する時間を確保す

べきと思う。 

管理者 女性 40代 介護福祉士 業務に追われ、十分な時間が取れない。 

管理者 女性 50代 介護福祉士 

業務が多忙すぎる。毎日の変化を支援経過に

記載し、軽度者申請や呼び出し訪問の対応、家

族間の調整、本人への説得、訪問、評価、施設

探し、新規の受け入れ、末期癌の対応、諸々。

CMも利用者も生きるだけで精一杯 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 不明 50代 
看護師・准看護

師 

ケアマネが作成する書類が多く自宅へ伺う回

数も多くなる。ケアマネはとにかく時間をつ

いやすことが多いのであまり資質の向上にま

で時間が取れない。 

管理者

以外 
女性 40代 介護福祉士 

担当件数が多いので複雑なケース事案が重な

るとその１件に費やす時間がとても多くな

る。他のケースに関わる時間が少なくなり、１

件１件に十分なアセスメントの時間をとりた

い 

管理者

以外 
女性 60代 

看護師・准看護

師 

担当利用者件数が多くなると、時間的余裕が

なくなる。自分の年齢的なものもあり、一つの

事をこなすのに時間を要する。 

管理者

以外 
女性 70代 介護福祉士 

利用者が自立した生活を営む上で課題分析

し、必要なサービスを検討するも、高齢者施設

等に入居されている場合、軽度の要介護度者

で移動に介助を要する人に対し、朝昼夕の食

事の配膳、下膳（安否確認含む）時間に取られ、

必要なサービスに取り組めないことあり。 

 

(7) 各サービス事業者や地域との連携に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 30 代 社会福祉主事 

住んでいる地域のフォーマル、インフォーマ

ルサービスの把握や行政の支援体制強化が必

要 

管理者 男性 50 代 介護福祉士 
他のケアマネとの交流会や発表会等での意見

交換や相談。 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 
ケアマネ、事業所との情報共有がスムーズに

いかない時がある 

管理者 女性 50 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

医療と連携し、生活を支えていく体制をとり、

住みなれた自宅での生活が維持できるように

していく、町内会や地域の支援を活用できる

ようにすること 

管理者

以外 
男性 30 代 介護福祉士 

介護サービス以外の本人の環境(人間関係、地

域住民等) 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

他職種、特に医療また地域との連携を図る事

が限られた時間の中では難しい。 

 

(8) サービス利用者の能力に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 30 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

自立支援、高齢者の自己決定能力が低下して

いる中での支援。 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 

利用者さんができること。望んでいる生活が

できるようにまず、利用者さんができること

を見つけ自立に向けて計画をしていく。 

管理者 女性 50 代 
看護師・准看護

師、社会福祉士 

介護認定される方の年齢が高齢化し、自立支

援を目標にするには、無理があるケースが多

くなっている。 

管理者 女性 60 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

本人ができること・していることを維持・継続

できるよう、短期目標達成をわかりやすく示

すこと 

管理者 女性 60 代 介護福祉士 

している事の他にやればできると思われる事

も、御本人がしたくない事(自宅でのリハビリ・

運動等も動くと痛いので動きたくない等)を少

しづつでも続けていただく方法等(人によって

違いますが) 

管理者

以外 
女性 30 代 介護福祉士 

認知症の進行や入院によるＡＤＬの低下をき

っかけに介護認定を受ける方が多く、自立支

援が困難な状況になってから支援を受ける方

が多い。 

 

(9) 社会資源や人手の不足に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 30 代 介護福祉士 
地域資源が少なく、サービス提供が十分にで

きない。 

管理者 女性 50 代 介護福祉士 

人手不足により、適切なサービスを受ける事

ができない。利用者の希望する回数や曜日等

指定できず、事業所の都合に合わせるように

なってきている。本人の意欲がない。家族の協

力が十分ではない。 

管理者 女性 60 代 

社会福祉士、介

護福祉士、精神

保健福祉士 

思いや要望をおききすることができても、現

実に必要な社会資源がないか、不足している。 

管理者

以外 
女性 30 代 介護福祉士 

社会資源の選択肢が少ない。受け入れ先が不

足、十分にサービスを受けられない 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

住み慣れた地域と言ってもそこそこの地域に

よっては社会資源も少なく医療連携すら難し

い場合もあり、市町村によっての格差が大き

い 

管理者

以外 
女性 60 代 介護福祉士 

訪問介護においてヘルパー不足、またはヘル

パーの資質により、思うようなケアに到達で

きていない場合がある。本人の自助努力の促

しが困難。もっと若い元気な頃からの生活の

仕方や、老後の心構えについての学習機会の

提供を社会で考えていく必要あり。 
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(10) サービス利用者への不満に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

本人、家族が介護サービスの認識を充分にさ

れていない。誤った知識で、家政婦のようにヘ

ルパーさんを利用しようとしたり、見下した

り、暴言を吐く場合もある。 

管理者 女性 50 代 
看護師・准看護

師 

利用者が保険料を払っているのだから、使わ

ないと損と考えていて、出来ることを自分で

するような話をすると、反論されることがあ

る。 

管理者 女性 60 代 介護福祉士 

未だに利用者様が”してもらうのが当たり前

でお得”と思っている方が多く介ゴ保険の理

念を説明しても、理解して頂けないことが多

い。《清掃員のような掃除・リフォームのよう

な住改・調理員のような調理（自分でもできる

のに）を求められる》 

管理者

以外 
男性 30 代 介護福祉士 

特に自宅での家事の面で訪問介護に甘えるこ

とが多いので、生活援助をなくし全部身体に

するといいと思います。 

管理者

以外 
不明 40 代 社会福祉士 

自立支援は理想だが現実的には難しい。生活

保護の人は、負担金なしのため利用継続希望

多い。逆に 2,3 割負担の人が、サービスを控え

たりする人が居る 

 

(11) 新型コロナウイルスの感染拡大に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 40 代 

相談援助業務従

事者・介護等業

務従事者、その

他（詳細不明） 

コロナ禍で長時間訪問が難しくなり、担当者

会議が短くしているため方向性がずれやすく

感じます。 

管理者

以外 
男性 40 代 介護福祉士 

社会資源の選択の幅が狭い(特に現時点ではコ

ロナウイルスの関係で) 

管理者

以外 
女性 50 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

コロナ禍による不況や人口減で地域のコミュ

ニティが成り立たなくなっている。本人、家族

だけでは限界があるが経済難で先が見えなく

なっており具体策が難しい。町内会とのつな

がりが特に重要 

 

以上に分類ができなかった回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 50 代 

社会福祉士、介

護福祉士、精神

保健福祉士 

利用者さんが元気があり過ぎると要介護→支

援１，２もしくは自立になり、ケアプラン費が

安くなるので複雑な心境になる事です。 

管理者

以外 
不明 不明 

相談援助業務従

事者・介護等業

務従事者 

予防の場合、サービスを提供することが、良い

のかまよう事があります。 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

アセスメントシートが全国統一になれば、OJT

でも教えやすく、勉強会もやりやすいし、連携

も取りやすいと思う。国の補助による ICT の

推進。（事業所任せでは財源の問題もあり進め

られない） 

 

2-問 10 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 の活用についてお答えく

ださい。 

2-問 10-1 実践したことがある取組についてお答えください。（複数回答可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 
オンラインで事業所内の職員同士の打ち合わせや会議に参

加 
117 6.3 

2 
オンラインで同一法人の職員同士の打ち合わせや会議に参

加 
188 10.1 

3 
オンラインで同一法人以外の職員との打ち合わせや会議に

参加 
146 7.9 

4 オンラインでサービス担当者会議に参加 36 1.9 

5 オンラインで退院時カンファレンスに参加 33 1.8 

6 オンラインで地域ケア会議に参加 36 1.9 

7 
IT を活用し利用者の様々な情報を事業所内の職員同士で共

有する仕組みを導入 
182 9.8 

8 
IT を活用し利用者の様々な情報を同一グループの職員同士

で共有する仕組みを導入 
139 7.5 

9 
IT を活用し利用者の様々な情報を同一グループ以外の職員

同士で共有する仕組みを導入 
80 4.3 

10 
ケアプランを一定程度自動的に作成する仕組み（AI）を導

入 
25 1.3 

11 その他 7 0.4 

  無回答 1353 72.9 

  合計 1856 100.0 

 

【その他について／実施したことがある】 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 50 代 保健師 
オンラインで後見人に参加してもらった地域

ケア個別会議 

管理者

以外 
女性 60 代 栄養士 オンライン研修への参加 
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2-問 10-2 現在は実施していないが、今後必要と考える取組についてお答えください。（複数

回答可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 
オンラインで事業所内の職員同士の打ち合わせや会議に参

加 
728 39.2 

2 
オンラインで同一法人の職員同士の打ち合わせや会議に参

加 
702 37.8 

3 
オンラインで同一法人以外の職員との打ち合わせや会議に

参加 
924 49.8 

4 オンラインでサービス担当者会議に参加 1149 61.9 

5 オンラインで退院時カンファレンスに参加 1262 68.0 

6 オンラインで地域ケア会議に参加 1076 58.0 

7 
IT を活用し利用者の様々な情報を事業所内の職員同士で共

有する仕組みを導入 
809 43.6 

8 
IT を活用し利用者の様々な情報を同一グループの職員同士

で共有する仕組みを導入 
776 41.8 

9 
IT を活用し利用者の様々な情報を同一グループ以外の職員

同士で共有する仕組みを導入 
794 42.8 

10 
ケアプランを一定程度自動的に作成する仕組み（AI）を導

入 
899 48.4 

11 その他 49 2.6 

  無回答 287 15.5 

  合計 1856 100.0 

 

【その他について／今後必要と考える】 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 社会福祉主事 

現在は ICT 活用は運営費用負担の視点から難

しいと思いますが、今後導入検討の際は運営

状況により導入できるか、できないかの判断

と考えます 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 

あくまでも、ICT はツールであり、AI 活用し

たとしても最後はケアマネの考慮が反映され

るようなものであってもらいたい。また、書面

作成をデータでやり取りする事で、時間短縮

にもつながると考える。 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

何かと電話での連絡が主となっているが、メ

ール等をもっと活用しオンラインでつながる

事ができれば状況共有ができ双方の業務の生

産向上を図る事ができる 

管理者

以外 
不明 40 代 介護福祉士 

緊急時等はオンラインで自宅でも対応できる

しくみ。ＣＭ作業ができるしくみ。(新型コロ

ナウイルス感染対策等)個人情報等の問題あ

り。 
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【その他について／上記以外】 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 

社会福祉士、介

護福祉士、精神

保健福祉士 

利用者宅への訪問時、タブレット等を活用し、

その場でプランの作成や、支援経過を打つと

生産性の向上に 

管理者 女性 40 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

業務効率化としてＩＣＴの活用は必要と考え

ます。ただ、事業所として新型コロナウイルス

感染対策含め、自宅でできる業務、オンライン

会議等を実施できる環境が整っていない。 

管理者 女性 50 代 介護福祉士 

ICF の活用で移動時間の削減、無駄な文書作成

などの作業の削減になる。また、オンラインで

顔の見える環境で繋がれる事で、メールや電

話よりも情報共有がしやすいと思われる。 

管理者

以外 
男性 30 代 

介護福祉士、相

談援助業務従事

者・介護等業務

従事者 

担当者会議等利用者を中心として行うものは

ICT の導入が難しいのではないだろうか。ケア

マネ、事業所がオンラインで行えても本人が

いなければ会議の意味がないのでは 

管理者

以外 
男性 40 代 柔道整復師 

利用者との面接ができない状況なので、面接

も ICT 活用できれば生産性向上につながると

思います。 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

介護の申請や更新の方法、住宅改修の手続き、

軽度者への用具貸与に必要な書類等のほか、

アセスメント表やケアプランソフトを全国統

一すべきと思います。そしてそれらを、どこで

もオンラインで利用できるシステムづくりが

必要と考えます。また、医療機関との連絡シー

ト等も全国統一とし受け取る医師も、送るケ

アマネも保険者ごとのローカルルールに振り

回されることなくまたタイムロスなく利用者

にリアルタイムでより良いケアを提供できる

と考えます。居宅はほぼ赤字部署というのが

定説で、大きな法人でも居宅のためにシステ

ム導入できる資金を用意してもらえない事業

所がほとんどだと思います。国を挙げての助

成金などで整備しなければ、ケアマネ不足が

深刻な状況での在宅介護推進は先が暗いと思

ってしまいます。 

管理者

以外 
女性 50 代 

介護福祉士、相

談援助業務従事

者・介護等業務

従事者 

利用者さんのアセスメントは直接面談しない

とつかめないことが多く、電話や ICT の利用

は誤解やトラブルにつながる可能性もありま

す。サービスを行う側の ICT 利用はどんどん

すすめるべきと考えます。 
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3 自立支援型ケアマネジメント実践に向けたリハビリテーション専門職との連携について 

 

3-問 1 訪問リハビリや通所リハビリなどリハビリテーション専門職が関わるサービスを利

用していない高齢者の自立支援型ケアマネジメントの実践に向けて、リハビリテーション専

門職の視点によるアドバイスや評価を受けたいと思うことはありますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 444 23.9 

2 そう思う 1202 64.8 

3 あまりそう思わない 190 10.2 

4 まったくそう思わない 11 0.6 

  無回答 9 0.5 

  合計 1856 100.0 

 

3-問 1-1 【問 1 で「1．非常にそう思う」もしくは「2．そう思う」と回答された方】リハビ

リテーション専門職からアドバイスや評価を受ける機会はありますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 必要な時にアドバイスや評価を受けられている 457 27.8 

2 ある程度アドバイスや評価を受けられている 649 39.4 

3 あまりアドバイスや評価を受けられていない 399 24.2 

4 全くアドバイスや評価を受けられていない 125 7.6 

  無回答 16 1.0 

  合計 1646 100.0 

 

3-問 1-2 【問 1 で「1．非常にそう思う」もしくは「2．そう思う」と回答された方】どのプ

ロセスにおいて、リハビリテーション専門職からアドバイスや評価を受けたいと思います

か？（複数回答可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 インテーク（初回訪問・面接）による情報収集 396 24.1 

2 利用者の状態等に関するアセスメント 1042 63.3 

3 初回ケアプランの作成 420 25.5 

4 サービス担当者会議に向けた準備、運営 270 16.4 

5 利用者宅への訪問によるモニタリング 391 23.8 

6 モニタリング結果を踏まえたケアプランの再評価 643 39.1 

7 インフォーマルサービスの連絡・調整 75 4.6 

8 目標の達成状況の評価と次の目標設定 575 34.9 

9 その他 31 1.9 

  無回答 61 3.7 

  合計 1646 100.0 

 

【その他について】 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 社会福祉主事 
退院時の家屋調査で動線確認評価と改修工事

に助言 

管理者 女性 50 代 
看護師・准看護

師 

高齢者の状態に応じたセルフケアの方法の指

導等 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者

以外 
女性 40 代 社会福祉士 

住宅改修や福祉用具使用に関わる際のアドバ

イス 

 

3-問 2 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お答えください。（複数回答可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 
必要な時にリハビリテーション専門職に同行訪問してもら

えるようにする 
1229 66.2 

2 
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） 
1110 59.8 

3 

ICT を活用し、利用者の様々な情報（生活動作等の動画、

ケアプランなど生活機能を評価しうるデータ）をリハビリ

テーション専門職と共有しアドバイスをもらえるようにす

る 

495 26.7 

4 
リハビリテーション専門職からアセスメント方法等に関す

るスキルを習得できるようにする 
375 20.2 

5 
リハビリテーション専門職と顔の見える関係性を構築する

ための機会をつくる（研修会・交流会等） 
430 23.2 

6 

訪問リハや通所リハ以外の居宅サービス事業所で、利用者

の生活機能向上に向けてリハビリテーション専門職が関わ

る機会を増やす 

542 29.2 

7 
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 
848 45.7 

8 
サービス担当者会議において、必要な時に専門家としてリ

ハビリテーション専門職を招集・相談できるようにする 
595 32.1 

9 その他 12 0.6 

  無回答 50 2.7 

  合計 1856 100.0 

 

【その他について】 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者

以外 
男性 60 代 

相談援助業務従

事者・介護等業

務従事者 

利用者のための仕事をしている訳ですから、

気軽に連絡を取れれば良いと思います。 

管理者

以外 
女性 40 代 

保健師、看護

師・准看護師 

地域でリハ職による介ゴ予防事業、地域への

訪問により住民へ早期からのリハの視点をも

った生活 
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3-問 3 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

けた課題や「あったらよい」と思う仕組みについて具体的にお答えください。 

※ 1 つの回答が複数の内容に跨る場合、それぞれの件数として加えている。 

カテゴリ 件数 

(1) 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 147 

(2) 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 90 

(3) 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 87 

(4) 報酬の加算や書式の統一など、既存制度の改善を望む回答 59 

(5) セルフケアの指導など、リハビリテーション専門職からサービス利用者へ

の直接の働きかけを望む回答 
40 

(6) ICT や AI の導入に関する回答 26 

(7) 研修会の開催など、知識の向上に関する回答 22 

(8) サービス担当者会議に関する回答 14 

(9) 地域包括支援センターなどの事業所へのリハビリテーション専門職の配置

を望む回答 
12 

(10) 訪問リハビリテーションの試用機会を望む回答 8 

特にない・現状に満足している 53 

以上に分類ができなかった回答 70 

総回答数 464 

 

主な内容は以下の通り。 

(1) 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 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 30 代 社会福祉士 
契約がなくてもＯＴ、ＰＴ、ＳＴに評価しても

らえる制度。 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 

リハビリの視点で生活動作上の指導助言なら

びに介護者への介護レクチャーなど訪問リハ

ビリを身近に利用できる支援体制が整えば良

い。 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 

動画などをみてもらって、目標設定がどの程

度まで可能性が考えられるのか、アドバイス

が欲しい。介護技術なども専門職の方から教

えてもらえると介助するがわされるがわにと

って良いと思う。 

管理者 女性 30 代 介護福祉士 

必要に応じて生活動作の評価をしたり、より

行いやすい動作方法についての助言、提案等

が受けられるとありがたい時はあるかもしれ

ません。 

管理者 女性 50 代 介護福祉士 

退院後、自宅やデイサービスで運動やリハビ

リを続けているが、やり方が変ったり、成果が

上がらない事があるので、ピンポイントのリ

ハビリ職の指導が得られたら良いと感じてい

ます。 



34 

 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 
社会福祉士、精

神保健福祉士 

自宅における動作課題について専門職と情報

共有をもっと行えたら良いと思います。又病

院のリハビリに比べ満足できないと話す利用

者が多い 

管理者

以外 
男性 

70 代

以上 
介護福祉士 

視覚障害者や、聴覚障害者とコミュニケーシ

ョンを図るための具体的な方法について（先

般、重度の聴覚障碍者との意思疎通を図るた

め、言語聴覚士の支援を受け、数種類のコミュ

ニケーションボードを作成していただき、こ

れをヘルパーや家族、ケアマネが訪問時活用

している。） 

管理者

以外 
女性 50 代 社会福祉士 

ＡＤＬ評価、福祉用具選定する時に専門職の

意見を聞いて、より状態に合った物を提供し

たい。えん下機能評価と専門知識を活用し、食

生活の改善や肺炎予防を図りたい。介護者の

負担軽減のため、介護方法を一緒に指導し、よ

り楽な介護の仕方を活用したい。 

管理者

以外 
女性 

70 代

以上 
介護福祉士 

自宅訪問だけでははっきりとした歩行状態が

（片マヒの人）見えないため、専門職からのア

ドバイスを頂き、アセスメント、評価に又、課

題設定に活用していければと思います。 

管理者

以外 
不明 50 代 介護福祉士 

本人の楽しみや趣味に対するアセスメント実

施評価でＱＯＬを上げられる仕組みが出来る

と良い。楽しみを見つけられると、本人も自立

に向け意欲が上がると思う。 

不明 女性 50 代 介護福祉士 

リハ専門職が関わるサービスを利用していな

い高齢者の歩行状況等の評価や福祉用具、環

境整備の評価必要性のアドバイスがもらえた

ら良いと思います。 

 

(2) 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 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 30 代 介護福祉士 

フレイルや意欲低下から、筋力低下が見られ

ている利用者に対して同行訪問を行い、必要

ないリハビリの助言等を受けたい。 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

この町には訪問リハや通所リハは無いのです

が、例えば入院した方の退院前訪問で PT が一

緒に自宅へ訪問し、必要な住宅改修、福祉用具

等のアドバイスを受けられるのでとても助か

っている。しかし最初の面接時に於いてケア

マネだけでの見解では心配な事もあるので、

同行して状況を確認してもらえる PT がいて

くれると助かる。 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者

以外 
男性 40 代 介護福祉士 

年１回、半年に１回でも良いので、ケアマネと

同行訪問し、在宅生活を送る上でのセルフケ

アや適切なサービスの助言を頂けると良い。

専門職の助言があることで、適切なサービス

につなげやすい。又、自分の評価が適切であっ

たかも分かり良いのではないかと思う。 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

家屋調査時、福祉用具サービス担当者とは別

にリハビリテーション職員も同行訪問してア

ドバイスをもらえたら、よりよいものになる

と思う。 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

アセスメント時に同行してもらい助言をもら

う。同行がむずかしければＴＥＬでもいいの

で助言してもらうと助かる。(口頭でしっかり

伝わらない時もあるので、できれば同行して

もらい実際に見ていただきたい・・・かもしれ

ない) 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

リハビリテーション専門職と共に退院前に、

一時帰宅し生活動作を確認し、改善点や原因

(悪化の元になる動作がとられる原因)となる

筋力低下している部位を助言してもらい、在

宅復帰の様々な改善と(福祉用具の追加)セル

フケアのポイントなどが、参加した各専門職

間で共有できたことがあったので、連携出来

た時の達成度は高い(利用者本人の意識も高ま

る) 

管理者

以外 
女性 50 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

リハビリについては、あくまでのサービス利

用前提での相談となるが、問 2 にあるように、

必要なとき（例えば初回プラン作成で、福祉用

具の導入が必要で特に整形外科通院等の通院

もしていない方等）にリハビリテーション専

門職に相談や場合によっては同行訪問しても

らえる仕組があるとよい。行った場合、きちん

とお互いに報酬が算定される仕組にすべき 

 

(3) 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 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 30 代 介護福祉士 

気軽に相談できる仕組み。担当地区事に決め

る事、相手も忙しいと思うのか気をつかって

しまうので、システムを作る事でお互い安心

してできると思う。 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

連携、情報共有の必要性を十分理解して頂き、

報告・連絡・相談を密にしていける仕組み。医

療系サービスの報告・連絡・相談が乏しく、自

己解決しようとする傾向が残っており、悪化

してから報告や相談が来ることが多く、困っ

ている。カンファレンスにも参加の促しや声

かけがない 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 50 代 
看護師・准看護

師 

必要な時に相談でき、訪問も一緒にして、セル

フケアや介助指導、あるいは向上の可能性に

ついて話す機会がもてるとよい。できなかっ

たことをできるようにするには、わかりやす

いのは能力の向上だと思う。向上すると実感

できるとやりたいことも広がる。 

管理者 女性 60 代 介護福祉士 

現在、当社に訪問リハビリに携わっている人

間がいる為、常にアドバイスを受ける事が出

来ていて有難いです。個々のケースを必要な

時に相談出来る機会の設定が便利と思う。 

管理者

以外 
男性 40 代 介護福祉士 

気軽に相談できる仕組みがあると良い。福祉

用具を選択する際など、リハ職視点での評価

を受けることで、選択肢の幅が広がると思う。 

管理者

以外 
男性 40 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

現在、関わている［原文ママ］リハ職から教え

てもらうことが多いが「こうすると自力で動

作が行える」「この福祉用具が使いやすいか

も」と提案してくれる。このような関係がスム

ーズであれば、自立支援につなげられると思

う。 

管理者

以外 
女性 40 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

かかりつけ医のように気軽に相談できるリハ

専門職を各利用者に居ると連携しやすいと思

う。例えば要介護状態になって主治医やケア

マネを決める時に決めてもらえると良いと思

う。居なければ何でも「ケアマネに」という傾

向になるので、CM の負担が大きい。 

(4) 報酬の加算や書式の統一など、既存制度の改善を望む回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 30 代 介護福祉士 
自立支援加算、及び利用者へのインセンティ

ブ（還付金等） 

管理者 男性 40 代 社会福祉士 

リハビリテーション専門職の質の向上。在宅

支援をするリハの認定資格制度。在宅のアセ

スメントをできるリハスタッフが少なすぎ

る。 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

リハ職が評価した時の報酬を検討してほし

い。現在は訪リハ通リハのリハビリかヘルパ

ーやデイの生活機能連携加算で算定できる

が、いずれも契約した上での算定なので気軽

に評価してもらう時でもリハビリに報酬がで

るようにしてほしい。 

管理者 女性 50 代 

保健師、看護師・

准看護師、社会

福祉士 

連けいし、サービスが短期的に効果的に行わ

れ、計画もケアマネジメントも終了（卒業）と

なった時の介ゴ報酬 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者

以外 
女性 50 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

リハビリについては、あくまでのサービス利

用前提での相談となるが、問 2 にあるように、

必要なとき（例えば初回プラン作成で、福祉用

具の導入が必要で特に整形外科通院等の通院

もしていない方等）にリハビリテーション専

門職に相談や場合によっては同行訪問しても

らえる仕組があるとよい。行った場合、きちん

とお互いに報酬が算定される仕組にすべき 

管理者

以外 
不明 40 代 社会福祉士 

日々、皆さん日常の業務で忙しい。ケアマネ側

も安い賃金で仕事をしている中で、リハ職と

の連携を行うのであれば、加算があれば、積極

的に取りやすくなると思います。 

 

(5) セルフケアの指導など、リハビリテーション専門職からサービス利用者への直接の働きか

けを望む回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 50 代 介護福祉士 

医療機関退院した場合などは動画で生活動作

を情報共有しセルフケアでできるような指

導、評価があれば良い。・家屋訪問の制度化（骨

折等の疾病と期間限定） 

管理者

以外 
男性 40 代 

社会福祉士、精

神保健福祉士、

相談援助業務従

事者・介護等業

務従事者、特別

支援学校教諭 

訪問リハは PT さんが来ている時だけのリハ

ビリで、あまり効果がないように感じます。PT

さんがいない時間でも、利用者様がご自身の

目標に向けた、カンタンで行い易い運動をレ

クチャーしてくれるといいのですが 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

アセスメントの際に専門職としてのアドバイ

ス、助言をいただけたらと思います。日常生活

におけるセルフケアに対しての見方や助言を

いただけたら、もっとプランの幅も広がるの

ではないかと思います。 

管理者

以外 
女性 50 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

自宅でできる本人に合わせたリハビリのオン

ライン等があれば通所、訪問以外の時間でも

意欲のつながり、実践につながる 

不明 女性 50 代 
薬剤師、介護福

祉士 

その人その人の訴え（痛み等）が改善できる、

自分で家でできるリハビリがあれば個々で指

導してもらいたい。そんな相談が簡単にでき

たらいい。何でもお金がかかるとなると年金

だけで大変な生活している人も多いため、利

用につながらないので無料で相談、指導して

もらえる形があればありがたい。 
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(6) ICT や AI の導入に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 

現在、通所リハとの連携については同病院内

にあるため、話し合いや情報交換はスムーズ

に行えるが、今後もし病院の事業形態に変化

があった場合、病院から離れた事業所になり

えるかもしれない。そういった場合は紙や電

話ではなくＩＣＴを活用した体制構築が必要

かもしれない。 

管理者 男性 40 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

認定調査情報でＡＩがプランの雛形を作り、

それをもとにリハビリ職種と同行訪問でプラ

ン確定する。 

管理者

以外 
男性 40 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

同法人でない事業所どうしで ICT による利用

者情報を共有するのは、セキュリティ管理、運

用方法について慎重に取り決める必要がある

（というか、要らないかも） 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

情報を得たその場でタブレット端末等で入力

すれば、関連職種全員が情報を共有できるシ

ステムを、全事業所が標準導入できる仕組み。 

 

(7) 研修会の開催など、知識の向上に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 50 代 介護福祉士 

各地や地区に出向して、住民向けの自立支援

に関する講演や講義の開催を何度も定期的に

行って欲しい。自分達の力で自立に対する意

識を高める事につなげる。本人が知る事を支

援する！ 

管理者 不明 60 代 
看護師・准看護

師 

リハビリ専門職といっても”自立支援”を意識

されてない方も多く、どうまきこんでいった

ら良いかプライドもあり難しい。地域で自立

支援に向けての研究会などを多職種で行なえ

たら良いと思います。 

管理者

以外 
女性 50 代 

看護師・准看護

師 

事例などの発表の研修がもっとあれば自信を

持って実践できるのではと思う。まだ内容面

で自信が持てない部分もある。 

 

(8) サービス担当者会議に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 50 代 栄養士 

担当者会議等で発言の機会を設定している

が、積極的な発言がみられない。モニタリング

時も専門的な評価を得られる事が少ない。多

様な加算をとっているが、それに対しての評

価やアドバイスが少ないので、専門的な意見

を多く頂きたい。 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 50 代 理学療法士 

訪問リハ連絡会で定期的な勉強会や研修会は

開催されていましたが、もう少しこじんまり

とした少人数グループでのミーティングのよ

うなディスカッションができるとうれしいで

す。 

管理者 女性 50 代 

相談援助業務従

事者・介護等業

務従事者 

通所リハのリハビリ会議に出席する事がある

が、本人、家族の出席が全くない施設があり、

何のためのリハビリ会議か解らない。 

 

(9) 地域包括支援センターなどの事業所へのリハビリテーション専門職の配置を望む回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 社会福祉主事 

訪問介護や訪問看護のように各地域にニーズ

に合った専門スタッフが適切に配置され、定

期的な担当者会議など必要な時に関係者間で

連携がとれる仕組み、役場の保健師配置のよ

うな状況がとれると大変心強い。 

管理者 女性 50 代 

介護福祉士、障

害・相談支援専

門員 

全ての人がサービス種別にリハ専門職とのか

かわりがあるわけではないため、住宅(高齢者

向き)にＰＴやＯＴ、ＳＴなどの専門職が常勤

し、介護保険外での利用ができるようになれ

ばよいと思う。 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

包括にリハビリテーション専門職員を配置。

必要な時に無料で相談できるとありがたい。 

 

(10) 訪問リハビリテーションの試用機会を望む回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 40 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

リハビリは必要ないと思っている方（本当は

したほうがよいけど）に、おためしで集中的に

リハビリに取り組めるサービスがあるとよ

い。週１回では利用の実感がない方が多く効

果のでるまえに中止している方も多い。１～

２か月の期間で週３回ていど集中的にどの介

護度の方もうけられるとよい 

管理者

以外 
男性 30 代 介護福祉士 

リハ職が関わるのはサービス担当者会議後が

多い。事前にインテーク時等、リハ職と同行し

おためしでどのようなものか利用者がイメー

ジできるとアプローチしやすいと思う 

管理者

以外 
不明 50 代 

相談援助業務従

事者・介護等業

務従事者 

訪問リハビリは体験利用がほぼなく、また３

回に１回は通院が必要なので利用者にすすめ

にくいサービスです。せめて体験利用ができ

ればと思います。ＣＭとしても中々声をかけ

にくいのが現状 
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特にない・現状に満足している 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 社会福祉主事 

病院退院に向けた家屋調査はされており、通

所リハビリのリハビリテーションマネージメ

ント会議の機会もあるので関る機会はあると

考えている 

管理者 女性 40 代 社会福祉主事 

訪問看護によるリハビリの導入をしている人

が多いので、リハ看での共通認識での課題、目

標作りができているので問題ない。リハ職の

人の対応のよしあしにかかわると思っている 

管理者

以外 
女性 50 代 

相談援助業務従

事者・介護等業

務従事者 

※リハビリ職とケアマネージャーとの温度差

の解消を願う。「あったらよい」と思う仕組み

は特にない 

 

以上に分類ができなかった回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

法人にリハ職がいて、同行してもらうことも

あるが、お金にならないので(何の加算もない

ので)おねがいするのは申しわけなくおもう。

どんなときにリハ職からアドバイスをもらっ

ていいのか、判断できないこともあり、もしか

したらきっかけをのがしているのかも知れな

いと思う 

管理者 女性 50 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

利用者のリハビリに対する意識・意欲がある

程度以上にないと、実際にリハ職員の介入は

非常に難しいと感じます。利用者自身が「こう

なりたい」と強く思って取り組まなければ、リ

ハビリ以外もそうですがケアマネのおしつけ

に感じられます。時間をかけて信頼関係を構

築しなければならないと思っている 

管理者 女性 50 代 介護福祉士 

リハ専門職でも普段からの関わりがなけれ

ば、急に相談されても困ると思う。普段から関

ってもらうには料金が発生する。利用者の経

済事情も有り、利用者が希望しなければボラ

ンティアで来ていただくことができれば良い

と思うが、そういう訳にも行かない 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

質問の答えではないが、訪問リハビリを受け

るために指定の病院に３カ月ごとに通院する

のは大変だと感じる。多くの人は複数の科に

かかっている方が殆どなので、同じ病院なら

良いが、別の病院となると何カ所の病院に行

かなくてはならないので、どうにかならない

か 
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4 入退院時の情報提供や情報共有の現状と課題について 

 

4-問 1 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ますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 積極的に情報提供するようにしている 1097 59.1 

2 可能な範囲で情報提供するようにしている 702 37.8 

3 あまり情報提供していない 36 1.9 

  無回答 21 1.1 

  合計 1856 100.0 

 

4-問 2 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お

答えください。（複数回答可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 
所属する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 

2 医療機関の連携窓口や担当者がわからない 359 19.3 

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 

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 

5 医療機関に訪問するための日程調整が難しい 216 11.6 

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 

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 

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 

9 医療機関から情報を求められない 300 16.2 

10 医療機関へ提供した情報が活用されない  345 18.6 

11 医療機関の専門職に時間を取ってもらえない 102 5.5 

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 

13 入院したという情報がすぐに入らない 635 34.2 

14 利用者や家族が情報提供を拒否する 15 0.8 

15 その他 95 5.1 

16 特にない 354 19.1 

  無回答 50 2.7 

  合計 1856 100.0 

 

【その他について】 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

医療と介護の共通言語が統一されていない。

そこの整備は必要であると考える。 

管理者 男性 
70 代

以上 
社会福祉士 

医療相談室（MSW など）と病棟 NS との役割

分化が進んでいない医療機関が多い。 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

病院により窓口や方法が様々で把握しきれな

い。転院した時情報提供どのようにしたら良

いか。※在宅情報まで伝達されていないこと

もあり。 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

コロナ禍で病院を訪問することができなくな

り、退院カンファレンスもない。状況によって

は退院してもすぐにＣＭが利用者宅にも訪問

できない可能性もある。(感染予防の観点から) 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

入院する内容によって対応が違うので情報提

供、その事もケアマネが必要かどうか考えさ

せてほしい 

管理者 女性 60 代 社会福祉士 

コロナのため情報をもっていても本人との面

会もできず、病棟スタッフとの直接のやりと

りもできず、窓口においてくることになる(メ

ールや郵送ですむ) 

管理者 女性 60 代 社会福祉士 

病院からの対応に格差があります。情報を求

めるに関しても難しい病院があり、特性を認

識しながら対応しています 

管理者

以外 
女性 30 代 介護福祉士 

事業所がある町以外の病院とは連絡は取るが

なかなか普段から顔が見える関係ではないの

で、勝手がわからず困惑することがある。 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

医師によってはリハビリが必要ないといっ

て、本人のリハビリができない状たいにする。

そして医りょうでリハビリをして介護でのリ

ハビリを嫌がる。（お金の事も関係） 

管理者

以外 
女性 50 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

2 の補足…窓口があるのはわかるが、1 つの医

療機関に複数あったり、外部の事業所に対し

て対応していなかったり、病棟で対応してい

る医療機関もあり、タイムリーに連絡がとれ

ないこともある 

管理者

以外 
不明 30 代 保健師 

一定の医療機関とは連携ルールが確立してい

るが、それ以外で相談員のいない個人病院と

は連絡をとりにくいと感じている 

不明 女性 50 代 介護福祉士 

65 才以下の方で介護の申請が先か。障害のサ

ービスを利用したほうがよいのかわかってい

ない。介護を申請せず、障害のサービス申請だ

けにしておけば、お金が全くちがうのに。 

 

4-問 3 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）取組についてお答えくだ

さい。（複数回答可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

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 

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 

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 

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 

5 その他 38 2.0 

  無回答 80 4.3 

  合計 1856 100.0 
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【その他について】 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 50 代 

保健師、看護

師・准看護師、

社会福祉士 

担当 Ns、Pt との連絡。リハ状況見学。IC への

同席依頼。介ゴ者、家庭の受入れ体制。福祉用

具の可否。区変検討などなど 

管理者 女性 60 代 介護福祉士 医療側の退院後の生活に対する認識が不充分 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

連携医療機関が非協力的(同一グループである

が関係性が悪い) 

管理者

以外 
女性 50 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

在宅復帰が難しい（危険性の高い方）方につい

ての退院後の方向性についての相談、利用者・

家族への働きかけ 

管理者

以外 
女性 50 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

病院側が個人情報だと病状連携を図ってくれ

ず困っている 

 

4-問 4 退院時カンファレンスについて、課題に感じていることについてお答えください。

（複数回答可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

10 その他 83 4.5 

  無回答 99 5.3 

  合計 1856 100.0 

 

【その他について】 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

本人や家族、サービス提供者が困らないよう

な情報共有をする必要があると考えている。

急にＥＮＴの連絡が入ってしまい、サービス

調整がまに合いそうにない事もあるので、医

療とＥＮＴ調整を図る時期をルール化できた

ら本人、ＦＡ、介護者も受け入れしやすいと思

う。(例)ＥＮＴ１０日前までには各種関係者に

連絡するなど。 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 
退院時カンファレンスに参加して居宅でとれ

る加算は、とるのが難しいです。 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 50 代 介護福祉士 
福祉用具事業者やヘルパー事業所と同席して

加算にならないのは不公平に感じる。 

管理者 女性 50 代 

保健師、看護

師・准看護師、

社会福祉士 

退院後に病院から「退院したのでサマリーと

りに来い、計画書を医事課に出しておいて下

さい」といわれることある。→計画書はコスト

算定のみに活用されていると思われる 

管理者 女性 50 代 
看護師・准看護

師 

市内に入院施設がなく、市外の病院に入院す

るケースが多いが、遠方だとカンファレンス

に参加する事が難しい。 

管理者 女性 50 代 
看護師・准看護

師 

カンファレンス後に得た情報と退院後の状態

がまったくちがうことがある。(「落ちついて

いる」と言われたのにすでに末期の状態であ

ったなど) 

管理者

以外 
男性 40 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

せっかく開催してるのに、特に体幹抑制等さ

れてる場合、「動作させてないのでわからな

い」と言われ、必要な情報が得られない。必要

があって開催してるのでなく、加算算定のた

めではと感じる医療機関あり。 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

介護度に見合ったサービス内容の違いを病院

スタッフが理解していないまま、家族に何で

も利用をすすめてしまうこと。 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

医療用語が多く解りずらい。一方的に感じる。

書面で済むのではないかし思う。 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

住改するのであればケアマネにも自宅訪問の

際、声かけしてほしい。設置にテープのみだと

本当に必要なのか、住改業者とも一緒に伺い

たい。 

 

4-問 5 入退院支援における課題や「あったらよい」と思う取組について具体的にお答えくだ

さい。 

※ 1 つの回答が複数の内容に跨る場合、それぞれの件数として加えている。 

カテゴリ 件数 

(1) 医療機関との連携に関する回答 256 

(2) 報酬の加算や書式の統一など、既存制度の改善を望む回答 82 

(3) 医療機関に対する不満 73 

(4) 退院時カンファレンスに関する回答 62 

(5) 医療機関に対する、介護サービスへの理解を望む回答 47 

(6) ICT の導入に関する回答 37 

(7) 医療に関する知識を向上させたいという回答 17 

(8) 退院前の家屋調査に関する回答 15 

(9) 退院前の試験外泊に関する回答 6 

特にない・現状に満足している 45 

以上に分類ができなかった回答 6 

総回答数 435 
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主な内容は以下の通り。 

(1) 医療機関との連携に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 

病院からの情報提供が統一化される仕組みが

あったら良いです。居宅からの情報提供は仕

組みが様式例も出て活用できているので、逆

に ADL 表だけでなく、生活に主体を置いた様

式例があるとよいと考えます。 

管理者 女性 50 代 社会福祉士 

連携室を設けている病院も多いが、まだまだ

医療機関側の電話受付から適切な担当者につ

ないでもらうのに苦労することが多い。 

管理者 女性 50 代 介護福祉士 

介護者が同居していない時、特に就労されて

いるとなかなか会う機会がない為、入院退院

時、連携を図りたいがケアマネより病院側か

ら提案してくれると話がスムーズになる為、

病院側も家族にケアマネが内容を共有する必

要性を説明してほしい 

管理者 女性 50 代 
看護師・准看護

師 

入院中にもオンデマンドで情報交換できるシ

ステムが欲しい。急ぎではない情報などを伝

える際相手の業務状況への配慮をしなくても

良くなると思う。現在は fax で連携室とやりと

りをしている状態。流れが見えていれば、準備

もスムーズに行くようになると思う。 

管理者 女性 60 代 
介護福祉士、ヘ

ルパー 

退院後の生活において、医療の立場からのア

ドバイスがあったらよいと思うこと。病いが

治ったから～ではなく、退院後の生活へ医療

の見識からズバリ意見があると今後の生活に

良いと思われる。 

管理者

以外 
男性 30 代 

介護福祉士、相

談援助業務従事

者・介護等業務

従事者 

FAX、電話ではなくメールでやり取りができ

ると良い。一部の大病院は退院ありきで話を

進める。この状態で帰っても生活できない事

を伝えても「もう治療することがないの

で・・・。」と言われ、相談員も多忙なのか転

院調整等を渋られる。 

管理者

以外 
男性 40 代 介護福祉士 

入退院時は病院側に担当ケアマネに連絡する

ような取組があれば良いと思う。ご利用者様

や家族へ入退院時は連絡下さいと伝えていて

も連絡をくれない方や遅い方がいて限界を感

じるため。 

管理者

以外 
女性 30 代 介護福祉士 

相談員がいそがしく何度も電話しなければい

けないことがある。病院に専用の相談フォー

ムがあると良いと思った（HP 上で）（いつご

ろなら連絡可など…） 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

入院時、利用者本人とＣＭが直接はなせるよ

うにして欲しい。新型コロナで面会できずＭ

ＳＷから伝言、又は本人とＭＳＷと相談して

決めた・・・本人が〇〇と言っている・・・と

またぎきになるので直接話して退院に向けた

相談をしたいと思うことが多々ある。 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

退院後、利用者はどのような生活を望んでい

るか、ADL がどこまで回復すれば在宅復帰で

きるのかを、入院時に利用者、病院、CM 共通

認識が持てるようにしたい。 

管理者

以外 
女性 50 代 

看護師・准看護

師 

こちらの都合で入院時情報提供ができなかっ

た時は仕方がないが、退院時の情報提供書を

医療機関からいただきたいと感じている。多

忙な業務内であることは承知しているが主治

医からの病状説明や注意点などの正確な情報

がほしいと思うときがある。 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

医師がもっと在宅生活の状況など積極的に情

報を得て、介護と連携する姿勢をもつことが

必要です。病院の連携室の方が、医師とのやり

とりで苦労している様子がうかがえることが

多々あります。 

管理者

以外 
女性 50 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

NSW が担当する時もあれば、病棟 NS が担当

する人もいる。又、日によって担当ナースが変

わるため何人もから連絡が来て混乱する窓口

を１つにして欲しいと思うことがあった。 

管理者

以外 
女性 50 代 理学療法士 

入院中、経過や状態を聞きたいと申し出ても

家族か病棟に直接問い合わせるようにと、断

られてしまう。非協力的な病院が中にはある。

退院後の準備を家族と検討するのに、イメー

ジすらもてないのは困る。個人情報のしばり

でケアマネを排除しないでほしい。 

管理者

以外 
女性 60 代 

看護師・准看護

師 

サービスメニュー回数、日付まで決めてしま

う場合があり、職域を冒かしていると思うこ

とがある。方向性は必要だが決定しなくても

良いことを理解願いたい。結局、利用者・家族

が困惑してしまう。 

管理者

以外 
女性 60 代 介護福祉士 

コロナ禍で遠方からの帰省できない子供に代

わり、高齢の妻や夫(適切な助言が困難な方の

み)が入院時の保証人や身元受人になった場

合、病状や手術の内容等を遠方の子供に医療

から直接連絡を入れて頂けず、医療の現場も

大変な中である事は重々承知しております

が、連絡体制等の見直しを希望します。 

不明 男性 40 代 介護福祉士 

医療機関により、相談窓口がばらばら。入院病

床を有する医療機関には MSW の配置を義務

づけ、外部の CM との連携を円滑にするよう

な、取組があると良い 
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(2) 報酬の加算や書式の統一など、既存制度の改善を望む回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 介護福祉士 

在宅に戻ることができないにもかかわらず、

家に帰るとごねる人がいるので、その辺の強

制力が医療機関にあれば幸いです。わがまま

とおして退院して、在宅生活が成功した事例

は１度もない。ケアマネの腕以前の問題。医療

機関、介護サービススタッフ、家族が在宅復帰

が無理と判断した場合、本人の意向に関係な

く施設が転院を検討するきまりがあればよい

と思う。あと医療機関に入院中の場合の次の

行き先については、医療機関の方でさがすよ

うにしてくれるとありがたい。（たまにケアマ

ネに丸投げされる事例もあるので） 

管理者 女性 40 代 介護福祉士 

マイナンバーで、薬の内容、サービス内容が確

認出来るシステムがあったら、もっと楽に仕

事が出来るのでは・何ヶ所も通院している人

の情報はむずかしい・何度も入院、退院をして

いる人は、いつの事だか分からなくなるので、

システム化されたらうれしい 

管理者 女性 50 代 

介護福祉士、障

害・相談支援専

門員 

病院の体制により、連携室と病棟の連携がと

れない所がある。その場合、情報の行き違いが

あり、時間を作って訪問したのが無駄になっ

てしまう。情報提供をもらったら、「確認しま

した」と言う返事をしなければならないシス

テムにした方がよいと考える。その行ききが

ないので、なかなか連携がとりにくい。 

管理者 女性 60 代 介護福祉士 

情報提供や調整を行っても直行で入所される

と何も加算がない。尽力したことに加算がほ

しい。 

管理者

以外 
男性 30 代 

看護師・准看護

師 

入退院加算ではなく、基本ケアマネージャー

が関わることを原則にすることで、利用者の

在宅復帰がスムーズに行えることができると

思う。また、利用者や家族の安心につながる。 

管理者

以外 
女性 30 代 介護福祉士 

入退院時の情報提供シートを町で作成してい

るが、既に各医療機関で作成している書式が

あり、あまり意味を感じない。それであるなら

全国共通とまではいかないが、そういうもの

を提示して欲しい 

管理者

以外 
女性 40 代 保健師 

小さな規模の病院には連携室がなことが多

く、多忙な看ゴ師、師長との連絡調整が困難を

感じる（引け目になる）。入院病床を持つ病院

には、連携をはかる人材の確保（人件費）が認

められることが必要だと思う 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

末期ガンの方の退院支援で、介護べットのレ

ンタルについては、介護認定手続きや暫定利

用の手続きで(時間がかかるため)状態に即し
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

た簡単な手続きで利用できるような仕組みが

あると良い。 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

退院時の連携加算ですが、Ⅰをとる事が非常

に難しい。専門職を集めるのは支援の関係で

難しい。そこは個別にやるとかＴＥＬでの調

整とかではだめなものか。 

 

(3) 医療機関に対する不満 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 30 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

入退院支援の対象がスクリーニング次第とい

う医療機関もあり(特に高度急性期を担うよう

な)熱量に高低差を感じます。また、上記の例

において連携窓口が「病棟」に直接となります

と、担当者は日変わり、情報の共有も成され

ず、難航することも時々です。 

管理者 女性 40 代 社会福祉士 

いつまで経っても病院主導。「連携」する気が

あるのか?と思う。退院直前に連絡来ることが

多い（事前に早めに連絡してほしい。と伝えて

も）。退院日が勝手に決められているので、月

末のケアマネが忙しい時期でも、利用者さん

の生活が困らないようにサービスを急いで調

整せざるを得ない。病院からの連絡が遅い中

でケアマネがサービス調整した場合の加算、

病院が連絡をスムーズに取っていなかった、

もしくは連絡が遅かった場合の診療報酬上の

減算設定がほしい。今のままでは在宅復帰率

の調整にケアマネが使われているだけ！ 

管理者 女性 40 代 
看護師・准看護

師 

病院のＭＳＷへの在宅連携の理解推進:入退院

をくりかえしているターミナルケースの方が

先日、他界(病院で)されました。福祉用具貸与

品があったので、早々に連絡いただきたい旨

をくりかえし伝えてましたが連絡来ず。ＣＭ

より病院に連絡した際「〇/〇に亡くなってま

したー。連絡するのわすれてましたー。」とい

われました。病院によってＣＭへの対応の仕

方が様々すぎて困りました。 

管理者 女性 50 代 
看護師・准看護

師 

入院時に情報提供して、その時は話をするが、

その後音さたなしで退院してくることがかな

り多い。同じ病院でも、必要性はあるのに、連

絡があるケースとないケースの差が激しい。

個人病院は特に相談員から適切な連絡が来な

い。 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者

以外 
女性 40 代 

相 談 支 援 専 門

員・介護等業務

従事者 

退院時の新規対応依頼で１か月先退院予定と

言われ対応可能と判断し依頼を受け、１回目

の報告会がある為参加して下さいと患者さ

ん、家族を紹介された後１、２週間以内に退院

をしてもらいたい等突然の予定変更なのかわ

からないが在宅にもどってから準備が間に合

わずバタバタするケースがある。特に新規ケ

ースは、在宅にもどしてしまえばいいと思っ

ているのか？と考えてしまう点も見られる。 

管理者

以外 
女性 40 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

ひとりぐらしの方が、退院してもすぐに、ひと

りでは生活できない状況でありながら、治療

がないとの理由で入院させてくれない。その

ため、ショートステイを利用させてもらうが、

情報の少ない中、受けるショートステイにし

わよせがいつも。申し訳ないと思う。 

管理者

以外 
女性 50 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

退院してから連絡が来るので、連携が出来な

いことがある。カンファレンスに召集されて

も、退院が決定していることがある。退院調整

しても、死亡しだ［原文ママ］場合ケアプラン

料が算定出来ないことがある。 

(4) 退院時カンファレンスに関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 30 代 
介護福祉士、社

会福祉主事 

病院によってはカンファレンスを実施した

り、されなかったりまばらであるので、ある程

度統一されたガイドラインみたいなものが市

町村単位で作成されたらよいと思う。また、病

状悪化の為カンファレンス、退院中止となっ

ていたが急に明後日退院することになったの

で、調整を図ってほしいという無理なケース

もあったので、急な調整は避けてほしいと思

う。それと別にサマリー情報の内容と在宅サ

ービス開始前のアセスメント実施すると違う

部分があるので NSW とより密な連携できる

仕組みがあってほしい。 

管理者 女性 50 代 介護福祉士 

病院によって差がありすぎると感じるため、

退院時カンファレンスの内容を、介護も医療

も同じにすると良いと思います。 

管理者 女性 60 代 
看護師・准看護

師 

退院時カンファレンスの開催する医療機関が

多くなるとよい。まだまだ一部の医療機関の

みである。医療機関の方に開催の加算を増や

したり、義務化することでスムーズに在宅へ

移行できると思います。 

管理者

以外 
男性 40 代 介護福祉士 

時間に余裕のある退院前カンファレンスの調

整が医療相談員側からあると助かります 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者

以外 
女性 30 代 

はり師、きゅう

師 

「あったらよい」というのではないのですが、

退院時にＤｒ側と家族側の意見が分かれた時

に、全関係者が集まり話合いをしたことがあ

り、家族も安心感からか本音を話している様

子でした。この様な機会がどんどん増えてほ

しいと思います。 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

SW との連携体制がとりやすくなると良いと

思われます。HP については退院時カンファレ

ンスは義務づけではないという所もあり、サ

マリーのみになってしまい、情報が不足して

いることがあります。又コロナ禍において面

会状況も難しい為何か代替えがあればと思い

ます。 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

退院時カンファレンスが行われているか不

明。ＩＣに同席させてもらうことは対象者や

家族の同意のもと可能だが、その席で在宅復

帰に向けた懸念事項を意見することは難しい

→Ｄｒを交えた退院時カンファレンスの実施

が定着すると良い。 

 

(5) 医療機関に対する、介護サービスへの理解を望む回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 30 代 介護福祉士 

在宅に対しての知識があったらよい。病院の

感覚で話されても困る。色々な事情があるの

で、おたがい想像ではなく具体的な例などを

もちいてやっていく方が良い。ケアマネの技

量による差が出ている。今後はそうではなく

ある程度は、マニュアルを作る事でどのケア

マネも大丈夫になれば良い。ただ個別なので

いちがいにはむずかしいと思うが。 

管理者 男性 50 代 

相 談 支 援 専 門

員・介護等業務

従事者 

在宅生活が可能となるような状態での退院で

あり、医療機関のスタッフも、その利用者の生

活についてもっと見てほしい。 

管理者 女性 40 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

病院さんはいろいろいそがしいようで、在宅

の準備がととのう前に退院させたいようなと

ころが見られる。色々大変なので気持ちは理

解できるが、在宅生活をもうすこし理解して

いただきたい。アナログな情報提供のやり方

をしていて、病院・事業所でバラつきが大き

い。健康保険証と連携？マイナンバー等の利

用で情報いちげん化できないかと思う。 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

ケアマネは入院直後に住環境の情報も含め現

情報を提示していますが、退院日の直前の知

らせ。退院後に頂くサマリーは有り難いです

が私達もご本人にお会いして初めてマネジメ

ントが始まります。その事の理解をお願いし

たいです。コロナ禍であり病院や施設の判断
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

も難しい状況は理解しています。しかしこち

らもエプロン手袋フェイスシールド等感染対

策に協力する姿勢を持って病院や施設に伺っ

てます。時に５分ガラス越しで構わないとお

願いすることもあります。退院後の生活に対

する課題を入院中から共に考える姿勢をソー

シャルワーカーさんに持って頂きたい。こち

らも医療側が求める内容に沿って対応してい

きます。医療連携でケアマネに求められる事

は研修で学びましたが、他に必要な情報など

具体的に提示していただければこちらも協力

する姿勢はかわりません。今コロナ禍にあり、

ターミナル場面では自宅に連れて帰りたいと

いうご家族が増えています。まずは必要な情

報や動いてほしい事の具体的な提示。本人面

談の機会。を頂きたいと思います。 

不明 女性 40 代 なし 

医療機関側は、連携したいと思ったケースに

のみ連携してくれるが、在宅サービス側が連

携の必要性があると判断してもできないこと

がある。MSW より「病院は何も加算や算定が

できない」と言われたことがある。CM も加算

がとれるケースばかりではないが、連携する

必要があれば行う。医療機関の MSW などが在

宅サービスについて理解してくれると良いと

思う。「主治医が訪問看護が必要と言ってるか

ら、明日事業所をつれてきてほしい」と言った

りすることがないようにしてほしい 

 

(6) ICT の導入に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 
社会福祉士、介

護福祉士 

zoom など活用した退院時カンファレンスの一

般化 

管理者 女性 30 代 介護福祉士 

退院調整の連絡が、退院日の直前にくること

があり、退院後のサービス調整に時間が取れ

ず、アセスメント等をゆっくり行えずに、サー

ビスだけ調整になり、退院後に、サービス開始

し必要のないサービスだったことがある。Ｉ

ＣＴ等を活用し、入院時の状態の情報共有が

行えると、もう少しスムーズに退院時の調整

が可能となると思われる。 

管理者

以外 
男性 40 代 

はり師、きゅう

師 

コロナウイルス感染拡大のため病院への出入

りができないなかで、ＡＤＬ 状況がわかる動

画等の情報交換。 
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立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

オンラインによりつながる共通のツールがあ

ったら良いかと思う。ただお互いに顔の見え

る関係も大切と思うので、医療・介護等一緒に

関われる研修会があったら良いと思う。(早く

コロナが終息してほしいです) 

 

(7) 医療に関する知識を向上させたいという回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者

以外 
男性 30 代 

社会福祉士、介

護福祉士 

退院時や入院の時にどのような対応を取れば

よかったのか、研修等で情報共有したい。 

管理者

以外 
女性 40 代 歯科衛生士 

医療の専門用語や在宅での医療処置につい

て、本人、家族、ＣＭに対し説明がわかりにく

い、不十分なことがあるため、わかりやすく在

宅の介護力にてらしあわせて話合ができるよ

うな事前準備ができればと思います。 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

自分自身の医療の知識が足りないため、看護

師の話の内容についていけないことがある。

略語、専門用語などをよく使われ理解できな

いことがある。そういった医療的な知識や専

門用語など学ぶ講習会のようなものがあると

助かる。 

 

(8) 退院前の家屋調査に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 女性 60 代 栄養士 

退院後の住環境について医療関係者とケアマ

ネとでは多少のギャップあり、その差をうめ

る姿勢、福祉用具相談員からの意見も聞く…

検討する時間がゆっくりあればと思います

（退院時の家屋調査での意見です） 

管理者

以外 
女性 30 代 社会福祉士 

退院前の家屋調査に院内セラピストのみなら

ず、MSW も状況に応じて参加し、生活上の諸

問題に関して居宅ケアマネと予め情報共有し

やすくすると良いと思う 

管理者

以外 
不明 50 代 介護福祉士 

家屋調査の同行・退院時から関わる時、入院前

の生活、家族情報等が欲しい。病院により、し

っかりと提供されるところと何も提供がされ

ないところがあります。 

 

(9) 退院前の試験外泊に関する回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者

以外 
女性 40 代 介護福祉士 

コロナでできないが、試験外泊、外出すること

でサービスの調整や家族が在宅のイメージを

つけやすい 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

一時退院、退院少し前に日帰りでも自宅に戻

り何ができず、何が必要か等体験してはどう

か。 
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特にない・現状に満足している 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 40 代 社会福祉主事 
地域包括ケア病棟や病院ワーカーからの連絡

もあり 現在も連携されているとお思います 

管理者 女性 50 代 
看護師・准看護

師、社会福祉士 

地域医療に積極的な医療機関(家庭医)が主治

医である事がほとんどなので、在宅医療や介

護について連携はスムーズに行う事ができて

いる。 

管理者 女性 60 代 介護福祉士 

特になし※"医療と介護のより良い連携"を目

指してケアマネジャーが各医療機関の主治医

や医療関係者に連絡、相談しやすい様に相談

窓口や連絡方法等をまとめた冊子が作られて

いる。 

管理者

以外 
女性 50 代 介護福祉士 

こちらから積極的に HP へ連絡を入れ、情報提

供している。退院時は必ず、事前に連絡がもら

えるように伝えるようにしている。 

 

以上に分類ができなかった回答 

立場 性別 年齢 基礎資格 内容 

管理者 男性 30 代 介護福祉士 

原則可能な限り在宅復帰であるという共通認

識を持つこと。限られたサービスの中で、いか

にして在宅復帰を目指すか。 

管理者

以外 
女性 30 代 介護福祉士 

釧路市の「つながり手帳」が便利だったので、

同じような物が広がるとケアマネとして助か

る 

管理者

以外 
不明 50 代 介護福祉士 

地域包括病棟では期限があり、一日でも早い

退院が求められます。決められている期限が

決まっているなら自宅復帰施設入所にむけて

サービス調整が充分に行えるような時間をケ

アマネに与えてほしい。 
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資料２ 訪問看護ステーションの看護師におけるリハビリテーションの

現状と課題に関する調査 
 

問１ あなたの立場をお答えください  

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 管理者 171 32.1 

2 管理者以外 355 66.7 
 無回答 6 1.1 
 合計 532 100 

 

問２ 性別・年齢をお答えください。 

【性別】 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 男性 33 6.2 

2 女性 468 88.0 
 無回答 31 5.8 
 合計 532 100 

 

【年齢】 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 20 代 17 3.2 

2 30 代 70 13.2 

3 40 代 185 34.8 

4 50 代 197 37.0 

5 60 代 49 9.2 

6 70 代以上 7 1.3 
 無回答 7 1.3 
 合計 532 100 

 

問３ 基礎資格をお答えください。（複数回答可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 保健師 44 8.3 

2 助産師 2 0.4 

3 看護師 484 91.0 

4 准看護師 57 10.7 

5 介護支援専門員 43 8.1 

6 理学療法士 7 1.3 

7 作業療法士 8 1.5 

8 言語聴覚士 0 0.0 

9 社会福祉士 8 1.5 

10 介護福祉士 2 0.4 

11 その他 8 1.5 
 無回答 2 0.4 
 合計 532 100 
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【「その他」について】 

精神保健福祉士（3 件）、はり師、きゅう師、皮ふ排泄ケア認定看護師、認定看護師、主

任介護支援専門員、事務 

 

問４ 雇用形態をお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 常勤・専従 366 68.8 

2 常勤・兼務 88 16.5 

3 非常勤・専従 68 12.8 

4 非常勤・兼務 6 1.1 
 無回答 4 0.8 
 合計 532 100 

 

問５ 事業所の所在市町村をお答えください。 

市： 

札幌市（221件）、旭川市（35件）、江別市（23件）、函館市（22件）、釧路市（19

件）、小樽市（12件）、北見市（12件）、苫小牧市（10件）、岩見沢市（9件）、千歳

市（8件）、網走市（6件）、恵庭市（6件）、登別市（4件）、紋別市（4件）、帯広市

（3件）、北広島市（3件）、美唄市（3件）、石狩市（2件）、砂川市（2件）、滝川市

（2件）、名寄市（2件）、深川市（2件）、北斗市（2件）、三笠市（2件）、室蘭市

（2件）、稚内市（2件）、士別市、留萌市、市（36件） 

町： 

浦河町（9件）、七飯町（5件）、池田町（3件）、枝幸町（3件）、清水町（3件）、当

別町（3件）、中頓別町（3件）、美幌町（3件）、別海町（3件）、本別町（3件）、芽

室町（3件）、上富良野町（2件）、小清水町（2件）、標茶町（2件）、斜里町（2

件）、壮瞥町（2件）、中標津町（2件）、羽幌町（2件）、厚岸町、岩内町、標茶町、

森町、黒松内町、白老町、せたな町、美瑛町、東神楽町、日高町、余市町、利尻町、町

（3件） 

村：更別村 

 

問６ 所属する法人の形態についてお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 社会福祉法人（社協除く） 32 6.0 

2 医療法人 118 22.2 

3 営利法人（会社） 217 40.8 

4 特定非営利活動法人（NPO 法人） 12 2.3 

5 社会福祉協議会 1 0.2 

6 その他 137 25.8 
 無回答 15 2.8 
 合計 532 100 

 

【その他】 

一般社団法人（36 件）、株式会社（13 件）、社会医療法人（8 件）、日本赤十字社（5

件）、行政（3 件）、公益社団法人（3 件）、認可法人（3 人）、国民健康保険病院（3

件）、学校法人（2 件）、合同会社（2 件）、社団法人（2 件）、独立行政法人（2

件）、組合、公立、サ高住、自営業、事業所、自治体病院、大学法人、福祉生協、有限会

社、福祉サービス 
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問７ 医療機関の併設状況についてお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 病院併設 123 23.1 

2 診療所併設 20 3.8 

3 併設医療機関なし 378 71.1 
 無回答 11 2.1 
 合計 532 100 

 

問８ 貴所に勤務しているリハビリテーション専門職についてお答えください。（あてはま

る番号すべてに〇） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 理学療法士（常勤） 216 40.6 

2 理学療法士（非常勤） 52 9.8 

3 作業療法士（常勤） 138 25.9 

4 作業療法士（非常勤） 47 8.8 

5 言語聴覚士（常勤） 45 8.5 

6 言語聴覚士（非常勤） 8 1.5 

7 リハビリテーション専門職は勤務していない 230 43.2 
 無回答 15 2.8 
 合計 532 100 

 

問９ あなたの令和２年12月の担当利用者数をお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 0 人 16 3.0 

2 1～9 人 125 23.5 

3 10～19 人 204 38.3 

4 20～29 人 90 16.9 

5 30～39 人 34 6.4 

6 40～49 人 17 3.2 

7 50 人以上 35 6.6 
 無回答 11 2.1 
 合計 532 100 

 

問10 令和２年12月の担当利用者数のうち、あなたがリハビリテーションを 

実施した人数をお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 0 人 88 16.5 

2 1～4 人 193 36.3 

3 5～9 人 130 24.4 

4 10～14 人 42 7.9 

5 15～19 人 20 3.8 

6 20 人以上 30 5.6 
 無回答 29 5.5 
 合計 532 100 
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２．訪問看護におけるリハビリテーションに係る現状と課題について 
訪問看護における利用者への「リハビリテーション」や「利用者・家族への療養上の指

導」に係る取組状況や課題についてお伺いいたします。 

 

問１ 訪問リハや通所リハなどリハビリテーション専門職が関わるサービスを利用していな

い高齢者について、 

リハビリテーションを実施する必要性がある利用者はたくさんいますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 140 26.3 

2 そう思う 329 61.8 

3 あまりそう思わない 57 10.7 

4 まったくそう思わない 2 0.4 
 無回答 4 0.8 
 合計 532 100 

 

問２ リハビリテーションを実施している、あるいは必要性がある対象はおもにどのような

高齢者ですか？ 

 

【要介護状態】（２つまで選んで〇を記入） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 要支援者 66 12.4 

2 要介護１～２の認定者 202 38.0 

3 要介護３以上の認定者 129 24.2 

4 特に要介護度は関係ない 298 56.0 

5 その他 14 2.6 
 無回答 3 0.6 
 合計 532 100 

 

【その他】 

神経難病（2 件）、小児（2 件）、トイレ歩行している方、重度の認知、全訪問者が対

象、医療、障害者、パーキンソン病、全て、難病の方、バーキンなどの難病、疾患に合わ

せて 

 

【病期】（２つまで選んで〇を記入） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 急性期 12 2.3 

2 回復期 159 29.9 

3 維持期・生活期 364 68.4 

4 終末期 27 5.1 

5 特に病期は関係ない 192 36.1 

6 その他 5 0.9 
 無回答 3 0.6 
 合計 532 100 

 

【その他】 

どの期間であっても、全て、終末期以外 
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問３ ケアマネジャーからの依頼により、リハビリテーションが開始となる場合はあります

か？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 とてもよくある 70 13.2 

2 ある 312 58.6 

3 あまりない 114 21.4 

4 全くない 29 5.5 
 無回答 7 1.3 
 合計 532 100 

 

問４ あなたが利用者の病状等のアセスメントを踏まえて必要と判断したため、リハビリテ

ーションが開始となる 

場合はありますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 とてもよくある 31 5.8 

2 ある 325 61.1 

3 あまりない 143 26.9 

4 全くない 28 5.3 
 無回答 5 0.9 
 合計 532 100 

 

問５ リハビリテーションの必要性のある利用者に対して、十分対応できていますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 16 3.0 

2 そう思う 198 37.2 

3 あまりそう思わない 300 56.4 

4 まったくそう思わない 14 2.6 
 無回答 4 0.8 
 合計 532 100 

 

問６ 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ますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 14 2.6 

2 そう思う 135 25.4 

3 あまりそう思わない 342 64.3 

4 まったくそう思わない 32 6.0 
 無回答 9 1.7 
 合計 532 100 

 

問６－１ 業務上、どのようなリハビリテーションの知見やスキルが必要ですか？具体

的にご記入願います。 

立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハビリテーションの知見やスキル 

管理者 男 20代 
保健師 ,看

護師 

「どういったスキル」という具体的な内容ま

でわからないが、病気によって、負荷とのか

ねあいを見て、やめる・やめないの判断や、

個人個人で必要とされる運動、そのターゲッ

トについて見極めが難しい 

管理者 男 30代 看護師 ADL維持、歩行機能向上 
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハビリテーションの知見やスキル 

管理者 男 30代 看護師 アセスメント、プログラム、再アセスメント 

管理者 男 30代 看護師 整形外科的知識、スキル 

管理者 男 30代 看護師 
まずは研修会への参加などで知見やスキルア

ップする機会へ触れることが大切かと思う。 

管理者 男 40代 看護師 

身体機能の評価 課題に対してどのようなア

プローチをして良いかわからない事が多い。

リハビリテーション内容(整形的な面)各分野

のリハビリテーションスキル。 

管理者 男 40代 看護師 メニュー作成(在宅で)。アセスメント。 

管理者 男 40代 
看護師 ,准

看護師 
より効果的なリハビリテーションスキル 

管理者 男 40代 看護師 
関節可動域訓練や呼吸リハビリ、リンパマッ

サージ 

管理者 男 40代 
看護師 ,准

看護師 

対象の生活をベースにした適切な運動量や方

法について。 

管理者 男 50代 看護師 可動域訓練、肺理学療法、嚥下訓練 

管理者 男 50代 
看護師 ,社

会福祉士 
理学療法士に準ずる全般的なリハビリスキル 

管理者 女 20代 看護師 関節可動域訓練など 

管理者 女 30代 看護師 

解剖の理解 単純に運動を提示するのではな

く、利用者の身体状況を具体的にアセスメン

トして必要な運動を提案する必要がある。同

じ運動メニューだとしても、意識の仕方や注

意点 1 つ効果がまったく違ってくる。セラピ

ストとの協働は必須。 

管理者 女 30代 
看護師 ,准

看護師 
可動域の訓練方法等 

管理者 女 30代 看護師 
筋力維持、生活動作に必要なリハビリ。嚥下

訓練。 

管理者 女 30代 看護師 

御本人の状態に合致したリハビリテーション

のメニューを立案するためのアセスメントス

キル。 

管理者 女 30代 看護師 
身体状況のアセスメント能力 専門性のある

支援方法 

管理者 女 30代 看護師 
その利用者様にあった、リハビリを提供でき

るスキルが必要 

管理者 女 30代 
保健師 ,看

護師 

現在の評価や適切なリハビリ内容が検討でき

る知識 

管理者 女 40代 看護師 

ＯＰ、ＰＴ、ＳＴのまねごとのようなリハビ

リならできるが、リハスタッフのようなリハ

の実施はＮＳだけではかなり難しいと思う。

ＡＤＬや疾患によってリハビリはとても大

切。その評価までの方法も学ぶ必要あり。 

管理者 女 40代 看護師 ＰＴではないので、そこまで不明。 

管理者 女 40代 看護師 

各関節のＲＯＭ-ｅｘや日常生活で困難に感

じている動作を改善するためのアプローチが

必要だと思います。また一定のメニューでリ

ハビリをしていても、その評価を行うリハス
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タッフがいないため、ご利用者様の状態から

メニュー変更までの時間がかかることが多

い。 

管理者 女 40代 看護師 

看護師によるリハビリをしているが、専門ス

タッフによる体力測定、ADL 評価をしていた

ただきリハビリを継続し、メニュー変更や目

標の変更などに対応しやすく、利用者様にも

満足したいただけるケアを提供できると考え

ています。 

管理者 女 40代 看護師 

効果的なリハビリテーションの実施は専門性

を持っていないと難しいと思います。日常生

活維持はできますが向上は難しいです。研修

参加や理学療法士に直接、指導してもらう必

要がある。 

管理者 女 40代 看護師 

様々なライフスタイルに合わせた、自立促す

ことができるリハビリ。利用者様に、リハビ

リの効果をわかりやすく説明する力 

管理者 女 40代 看護師 身体の評価、筋力や可動域など 

管理者 女 40代 
保健師 ,看

護師 

生活状況、ＡＤＬ、希望を踏まえどのような

リハビリ内容を組み合わせて実施すると状況

が改善するのか、現状がどのような状態なの

か把握すること、また改善しているのかどう

かを判断すること。 

管理者 女 40代 

看護師 ,介

護支援専門

員 

その方の身体評価をするのに、どのような動

作で評価すればいいのかの知識がない。 

管理者 女 40代 看護師 

その日の状態や生活に合わせてリハ内容を変

更していく。ただＯＴ、ＰＴが居るため相談、

評価してもらうため、その点はカバーできる。 

管理者 女 40代 看護師 

日常生活を安楽にするための身体のつかい方

や、ストレッチ方法についてもう少し深く助

言したりして行きたい。 

管理者 女 40代 看護師 発声訓練や、摂食嚥下訓練 

管理者 女 40代 
看護師 ,准

看護師 

病状やＡＤＬなどに合った(適した)リハビリ

テーションの選択。(下肢筋力低下によって運

動は出来るが、循環器や呼吸器疾患のフォロ

ーをしながらは難しい) 

管理者 女 40代 看護師 

訪問看護リハビリテーションで理学療法士が

いるため、リハビリはすべて理学療法士にま

かせている。 

管理者 女 40代 
看護師 ,認

定看護師 

リハスタッフとの連携、評価指標、判断力、

技術力。 

管理者 女 40代 看護師 

利用者のニーズ、生活スタイルに合わせたＡ

ＤＬ評価から、必要な福祉用具の選択や提案

を必要とする、ＱＯＬの充実を図るスキル。 

管理者 女 40代 看護師 
可動域などその人に適したリハビリの範囲を

見極める知識。心負荷にならないリハビリ 

管理者 女 40代 看護師 看護師はリハビリテーション専門に訓練をう
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けているわけではないので関節を動かす、歩

かせる、マッサージすることしかできない。

評価してもＡＤＬがＵＰした低下した程度か

と思うので、看護師にリハビリをもとめるな

ら、理学療法士と同等の知識とスキル 

管理者 女 40代 

看護師 ,介

護支援専門

員 

関節可動域訓練や、筋力強化のために効果的

な方法や回数などの目安  

管理者 女 40代 看護師 
関節拘縮予防、痛みを和らげるケア、痛みを

予防するケア、難病進行予防 

管理者 女 50代 看護師 

"リハビリテーションとは"という基本かつ根

本的な学習が必要。看護師自体がリハビリテ

ーションに対する知識や実践が少ないため、

訪問時に個別を加味したリハビリを行うこと

は難しい現状。看護師がリハビリの学習がで

きる全国的な体制が必要。 

管理者 女 50代 看護師 

・ＲＯＭや筋力維持に関する事。 

・廃用の予防や、悪化の防止。 

・口腔機能や呼吸機能に関する事。 

・トランスファー 

管理者 女 50代 看護師 

・筋力低下の予防法 

・モビリゼーション手技 

・発語、コミュニケーション能力の向上 

・小児の発達に関しての支援方法 

管理者 女 50代 看護師 
・身体上の評価やゴールの基準設定の方法 

・リハビリメニューの作成 

管理者 女 50代 看護師 
・生活ニーズに直結した動悸づけ 

・ご本人との目標の共有 

管理者 女 50代 看護師 

・生活の中での動作に関するリハビリの知    

 見 

・呼吸器疾患の方への呼吸リハビリテーショ

ンのスキル 

・がんの終末期の方へのリンパマッサージの

スキル 

・認知症の方に対しての行動療法など 

管理者 女 50代 看護師 

・生活の中での動作の評価 

・筋力や可動域の評価 

・筋力や可動域に合わせた実施の適切なリハ

ビリのスキル(根拠も) 

・安全なリハビリの実施スキル 

管理者 女 50代 看護師 

・専門のセラピストの技術の見学、セラピス

ト作成のメニューを再現できる 

・難病や終末期など回復を目指さないが、維

持や体を動かすことでの体調の改善などに

ついてのアセスメント力 

・リハ上禁忌事項の知識 

管理者 女 50代 看護師 ADLに必要な可動域を知ること、手技 

管理者 女 50代 看護師 ＡＤＬ、筋力維持、片麻痺のリハなど 
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管理者 女 50代 

看護師 ,介

護支援専門

員 

・本人の日常生活動作の観察 

・筋力、バランス、可動域など 

・認知の程度 

管理者 女 50代 看護師 

1.基礎的な運動機能の改善及び維持ができる

為の、筋力トレーニング、ストレッチ、関

節可動域訓練や関節拘縮予防のトレーニン

グ実施方法の知識・技術が必要 

2.本人のみならず家族が少ない負担で安全に

介護できるように情報の提供や指導、介護

用品の情報提供ができるよう知識を身につ

ける 

管理者 女 50代 看護師 

ＮＳのリハビリはメニューと回数にこだわっ

てしまう事が、リハ職とチームを組み理解し

た。ＲＯＭ訓練であるなら代障反射が出る手

前まで等、しっかり可動域を広げたり広げす

ぎない等、アセスメントを養う学習の機会が

大事と考える 

管理者 女 50代 看護師 ＲＯＭポジショニング 

管理者 女 50代 

保健師 ,看

護師 ,介護

支援専門員 

アセスメント力 

管理者 女 50代 看護師 
安全なＲＯＭ、易怒性のある認知症の方の身

体・言語リハビリ 

管理者 女 50代 看護師 えん下訓練、可動域訓練 

管理者 女 50代 看護師 学校で受ける教育の基礎知識から理解が必要 

管理者 女 50代 看護師 

関節可動域のストレッチの方法。転倒リスク

と予防策、どのような運動が必要か。筋力、

体力維持していけるリハビリの方法 

管理者 女 50代 看護師 

禁忌肢位と関節可動域の訓練の手法。姿勢、

シーティング。福祉用具活用の視点(住環境整

備)。装具の視点。転倒した時の起こし方など。

職場復帰の可能性。高次機能障害の人の対策 

管理者 女 50代 

看護師 ,介

護支援専門

員 

筋力ＵＰ、体力ＵＰ、低活動予防。生活への

刺激、認知低下予防 

管理者 女 50代 

看護師 ,社

会福祉士 ,

介 護 福 祉

士 ,精神保

健福祉士 

筋力の維持 

管理者 女 50代 看護師 骨折などのリスクをふまえたＲＯＭ。排痰 

管理者 女 50代 看護師 
個別性に合ったという面で常にセラピストに

確認が必要でありそのスキルが必要 

管理者 女 50代 看護師 

在宅生活においての下肢筋力低下防止や呼吸

機能低下防止等、数種類のスキルを持つこと

が個別の対応に役立つと思う 

管理者 女 50代 看護師 
実技、手技、関節の可動域の範囲(現在は痛み

がでない範囲で可動している) 
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管理者 女 50代 看護師 手技、目的に応じた方法、評価基準 

管理者 女 50代 看護師 

人工呼吸器利用者に対する肺機能(リハビリ)

現状維持。脳血管障害による運動機能低下に

対するリハビリ 

管理者 女 50代 

看護師 ,介

護支援専門

員 

身体機能の評価能力。リハビリについてはメ

ニューを行なう時にどこの部分についてどこ

を改善しようと行なっているのかを理解する

こと。その時の体調に合わせて調整出来る能

力 

管理者 女 50代 看護師 生活に添ったリハビリ 

管理者 女 50代 看護師 
生活リハビリ、廃用改善及び予防、がん疼痛

軽減、俳痰、リンパマッサージ 

管理者 女 50代 看護師 生活リハビリテーション、ＦＩＭについて 

管理者 女 50代 看護師 生活リハビリにつなげるためのアセスメント 

管理者 女 50代 

看護師 ,准

看護師 ,介

護支援専門

員 

専門職からの指導や助言は必要。体のつなが

り、たとえば下腿３等筋が硬いと、肩甲骨も

硬く猫背になる等 

管理者 女 50代 看護師 

専門職ではないので、利用者に応じたリハビ

リの組み立てがわからない。どのような運動

が必要かがわからない 

管理者 女 50代 看護師 

専門的なアプローチ方法。病状のアセスメン

トはできるが、機能低下の原因についてしっ

かり評価する必要あると思う 

管理者 女 50代 看護師 専門的な知識 

管理者 女 50代 看護師 

例えば、パーキンソン病などの神経難病疾患

の方、筋固縮や動作の状況による服薬コント

ロールとのかねあいなどをアセスメントした

苦痛緩和のスキル。廃用予防のための自主ト

レ含めたリハビリ方法。呼吸リハ。えん下障

害のアセスメント、摂食トレーニング。ＳＴ

との協力など 

管理者 女 50代 

看護師 ,介

護支援専門

員 

適正な福祉用具の選択。疾患別の特性など(Ａ

ＬＳの病状進行に合わせた内容。筋力訓練は

逆効果と言われたことあり) 

管理者 女 50代 看護師 

転倒、転落につながる個別性を考えた、予防

的なリハビリテーションの知見、スキルが不

足している 

管理者 女 50代 看護師 転倒防止のリハビリ 

管理者 女 50代 看護師 
転倒予防、日常生活における機能維持の為の

知見 

管理者 女 50代 

看護師 ,准

看護師 ,介

護支援専門

員 

内科、循環器系疾患や整形外科疾患等、疾患

や手術後の状況に合った無理のない効果的な

正しいリハビリ方法、手順の修得。転倒予防

のためのリハビリ(全ての方に必要) 

管理者 女 50代 看護師 

脳血管障害後の日常生活訓練。神経難病後の

日常生活訓練、筋力維持、増強。介護予防の

ための必要な活動評価とフレイル予防 
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管理者 女 50代 看護師 

病期はどうなのか、本当にリハビリが必要か、

ＡＤＬを向上させるためではなくＱＯＬを支

えるリハビリも必要だと思う 

管理者 女 50代 看護師 

マッサージや、体操の指導をする時があるが、

具体的なメニューの指示はないので、インタ

ーネットで、情報を得て資料を作成して行っ

ている。利用者様に、適したメニューなのか、

手技はこれで良いのかと、手探りで行なって

いる状況 

管理者 女 50代 看護師 
予測性(回復の見込みなど)。本人が持続可能

な指導方法の実施 

管理者 女 50代 

看護師 ,准

看護師 ,介

護支援専門

員 

リハビリが必要と察知できるかどうか重要 

管理者 女 50代 看護師 

リハビリテーションの範囲、対象者(特に在宅

では、どこまで算定できるのか)病期によって

目標は変わると思うが、内容も変わるのか、

他職種に求めるリハビリテーションの内容 

管理者 女 50代 看護師 

リハビリテーションを行う事が目的となって

いる方が時々いる。当ＳＴではリハビリの専

門職が介入する場合は、目標設定を行い可能

であれば通所に移行出来るような支援を心が

けている。リハビリテーションの時の体調変

化に気がつく事が出来るスキルは必要だと思

う 

管理者 女 50代 

看護師 ,介

護支援専門

員 

リハビリ導入した事により、何が改善できる

のかの判断や中止する（終了）の目安 

管理者 女 50代 看護師 リハビリメニュー 

管理者 女 50代 
看護師 ,准

看護師 

利用者様の生活を知り、生活にリハビリを結

びつけることが、必要だと感じています。様々

な福祉用具も知っておく 

管理者 女 50代 

看護師 ,介

護支援専門

員 ,社会福

祉士 ,精神

保健福祉士 

利用者の傷害の理解と療養場所、動線に合わ

せてリハビリを継続して提供できるスキル。

家族への助言スキル 

管理者 女 50代 

看護師 ,皮

ふ排泄ケア

認定看護師 

利用者の状況に合わせたリハビリ内容 

管理者 女 50代 看護師 

利用者のフィジカルアセスメント・身体機能

のアセスメント・認知機能アセスメント 骨

格、筋の緊張について病態との関連。筋トレ、

ストレッチの方法 

管理者 女 50代 看護師 筋、骨格系の解剖整理を理解した指導 

管理者 女 50代 
看護師 ,准

看護師 
呼吸リハビリ 
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管理者 女 50代 看護師 

生活動作に必要な可動域、筋力、栄養状態の

アセスメントが必要。また、本人の意欲、認

知機能の状態などのリハビリを行うことによ

って、機能回復維持をサポートする個々に応

じた対応スキルが必要と考える 

管理者 女 60代 看護師 状態に応じたリハビリの方法 

管理者 女 60代 看護師 

・介護保険制度上の位置付け 

・個別的な評価(生活状況、疾患上のリハの可

能性) 

管理者 女 60代 看護師 

・臥床時のポジショニング・車椅子乗車時や

経口摂取時のポジショニング・移乗の方法・

介護者の負担のかからない方法 

管理者 女 60代 看護師 
えん下リハビリ。パーキンソン病の方とのリ

ハビリ 

管理者 女 60代 看護師 可動域訓練。全身管理に基づいたリハビリ 

管理者 女 60代 看護師 筋硬直をほぐすマッサージ的なもの 

管理者 女 60代 

看護師 ,准

看護師 ,介

護支援専門

員 

高齢者ではなく、病院でリハビリを受けてい

るが、自宅でセルフケアリハビリを行ってい

る Ptさんに補助として実施している。必要な

事は、起居動作時の安全、安楽にできる動き

の指導や知見… 

管理者 女 60代 看護師 
進行していく疾患の状態に合わせたリハビリ

の提供がきちんと出来ること 

管理者 女 60代 看護師 
生活に見合った、生活に添ったリハビリが必

要 

管理者 女 60代 看護師 

どの様に今リハビリを行う事で現状を維持出

来るのか、知識と行動を起こすことが必要な

のか知りたい 

管理者 女 60代 看護師 
廃用予防・廃用性委縮の予防。呼吸訓練・え

ん下訓練。 

管理者 女 60代 看護師 

自宅へ退院される患者さんへのリハビリで入

浴動作や食事を作る等家へ帰ってから必要な

こと。実生活に必要な内容のリハビリが必要

と考える 

管理者 女 
70 代

以上 
看護師 

移乗、歩行(補助具も含め)立位、坐位保持等

にどのような筋力アップやストレッチが必要

か。その部分はどんな役割をしているのか等。

えん下、発語。認知等にかかる作業療法など 

管理者 女 
70 代

以上 

看護師 ,准

看護師 
現利用者は十分満足していると思う 

管理者 女 
70 代

以上 
看護師 

リハビリを受けていない人に対するリハビリ

の基本となる事を知りたい。寝たきりの人も

今の状態の維持が必要だが、行ってもらえず

自分の信念をつらぬき通し意見をきいてもら

えない 

管理者 女  看護師 

関節可動域訓練ができること。日常生活で困

っていることがないか、気づけることや動作

の確認、評価ができる 
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハビリテーションの知見やスキル 

管理者  40代 看護師 「生活場面で必要になる動作」の視点 

管理者  50代 
保健師 ,看

護師 

・症状についての知識と判断力 

・生活状況や家族等介ゴ支援者の状況を把握

する力 

・筋力や可動域を判断し、低下している原因

を判断する力 

・コミュニケーションスキル 

管理者  50代 看護師 リハビリ課題のアセスメント 

管理者  50代 
看護師 ,准

看護師 

利用者により体力や筋力などを踏まえた指導

等が必要。一派一絡げのようなメニューでは

だめだと思う 

管理者  60代 看護師 

ＲＯＭ訓練を中心にエクササイズ目的が多

く、楽しみながらのトレーニングです。利用

者様のことを考えたら、自分自身がもっと勉

強する必要があると思う 

管理者以外 男 20代 
保健師 ,看

護師 

・関節可動域訓練 

・筋力維持、向上トレーニング 

・ＡＤＬ動作訓練 等 

管理者以外 男 20代 理学療法士 
生理学や薬の知識、危険認識能力。福祉用具

の選定、予後予測 

管理者以外 男 20代 理学療法士 予後予測 

管理者以外 男 30代 理学療法士 

・リスク管理 

・環境に応じたリハビリの提供 

・自主トレーニングの指導 

管理者以外 男 30代 
保健師 ,看

護師 

ＨＤＳ－Ｒ トランスについて病態の知識、

強み(利用者様の) 

管理者以外 男 30代 作業療法士 

専門的なリハビリの知見やスキルよりも、看

護やケアマネージャーの領域の幅広い知見や

スキルが必要 

管理者以外 男 30代 作業療法士 総合的に必要だと思う 

管理者以外 男 30代 

社 会 福 祉

士 ,精神保

健福祉士 

ソーシャルワーカーとして、リハビリによる

ADL 向上と QOL 向上によるその人らしい生活

の実況、サービスへのリンケージが視点とし

てあるので、この介入、また介護予防につな

がるのでリハビリの知識は必要と思われる。

地域包括ケアシステムにおいて、地域での生

活をより継続する為に、独居、リハビリ未実

施のクライアントへも提案し、ADL 低下を防

ぐ手が必要と思われ、リハビリの必要性、根

拠を説明する必要があると考える 

管理者以外 男 30代 
保健師 ,看

護師 
理学療法士の評価が必要 

管理者以外 男 30代 
保健師 ,看

護師 
転倒予防リハ、腰痛・膝痛予防リハ 

管理者以外 男 40代 看護師 

維持期～急性期に対応できる能力。セ形、脳

血管、呼吸リハビリ等に対応できるスキル。

福祉用具の調整 

管理者以外 男 40代 作業療法士 社会性(礼儀)コミュニケーションスキル。地
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハビリテーションの知見やスキル 

域につなぐ関係性のスキル。リハの新しい見

地 

管理者以外 男 40代 看護師 
情報収集とつなげるスキルが必要。動機づけ

も大切と思う 

管理者以外 男 40代 
保健師 ,看

護師 
歩行訓練方法。必要な補助見学の案内 

管理者以外 男 50代 看護師 

脳血管性及び心不全などによるＡＤＬ低下、

認知機能低下により体力、ＡＤＬ低下。終末

期において在宅での自分らしい人生を送られ

る方への援助。介護を支える家族の負担軽減

を目的とするリハ介入もあります。リハビリ

は多岐に渡り、在宅生活を支える上で必要性

は高いと考える 

管理者以外 男 60代 看護師 筋力の維持 

管理者以外 男 
70 代

以上 
看護師 

筋力低下予防と相手に対する助言。浮腫によ

るマッサージ、肺疾患の呼吸法等 

管理者以外 女 20代 看護師 
・転倒予防のためのリハビリテーション 

・誤嚥予防のためのリハビリテーション 

管理者以外 女 20代 准看護師 

上肢・下肢の運動が必要な利用者様に対し、

上肢や下肢のどこをどのように動かすと良い

のか等アセスメントのスキルが欲しい 

管理者以外 女 20代 看護師 
その人の希望に合わせたリハの回数、時間で

入ってあげること 

管理者以外 女 20代 看護師 
それぞれの状態に合わせたリハビリテーショ

ン方法 

管理者以外 女 30代 看護師 

・退院時直後の訪問を行う機会が多いため、

生活環境に合わせた安全な療養が行えるよ

うな筋力、耐久性向上のためのリハビリテ

ーション 

・身体が不安定な状況下での呼吸リハビリ 

・心臓リハビリテーションのスキル、身体機

能の評価 

・終末期のリラクゼーションを含めたリハビ

リテーションのスキル 

管理者以外 女 30代 看護師 
ある程度は必要だが、専門職の方にやっても

らいたい患者もいる 

管理者以外 女 30代 看護師 

嚥下機能、歩行機能のリハビリテーション。

パーキンソン病の利用者さんのリハビリテー

ション 

管理者以外 女 30代 看護師 
えん下状態等の評価はむずかしく、専門的な

スキルが必要と思う 

管理者以外 女 30代 看護師 
関節拘縮予防方法、認知症予防の作業療法、

体操の種類など 

管理者以外 女 30代 看護師 
基本的なスキル、病期にあったＲＨ内容を選

択するための知見、知識 

管理者以外 女 30代 
保健師 ,看

護師 

継続的に日常生活で行うことが出来る内容の

知識 

管理者以外 女 30代 看護師 拘縮予防、嚥下予防、筋力維持 
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハビリテーションの知見やスキル 

管理者以外 女 30代 看護師 疾患別リハビリの内容や、評価の方法 

管理者以外 女 30代 作業療法士 生活動作や環境設定(調整)をふまえた訓練 

管理者以外 女 30代 看護師 転倒予防の体操。本人に合ったリハビリ 

管理者以外 女 30代 看護師 

どういう運動がどこに効果があるのか。個々

の筋力のアセスメント力。（統一したアセス

メントツールがあって、その評価からどうい

う運動が必要か明確にできるツール） 

管理者以外 女 30代 看護師 
どの対象者にどの程度のリハビリを実施して

良いかの判断。歩行自立で良いか等の判断 

管理者以外 女 30代 看護師 

どのようなトレーニングをしたら、どの筋肉

に働き、どんな動作の改善があり、日常生活

動作のどこに役立つかということがわからな

いと、ただリハビリするだけでは意味がない

と思う 

管理者以外 女 30代 看護師 

はい痰 

筋肉トレーニング 

姿勢保持のポジショニング 

座位保持や車イスの調整 

管理者以外 女 30代 看護師 

日々、患者様にリハビリを行っていないので、

リハビリの指導の元、行っても適確にできる

かは分からない。尖足の方にどこまでの拘縮

予防を行って良いのか不安もあった。実際に

リハビリの研修などスキル経験が必要 

管理者以外 女 30代 准看護師 
日々必要な場合でのリハビリ、筋力低下に特

化した部分 

管理者以外 女 30代 理学療法士 ポジショニング、痛みにたいしての判断能力 

管理者以外 女 30代  骨、筋肉の解剖生理。福祉用具の種類と用具

の知識。生活機能の把握能力とアプローチ 

管理者以外 女 30代 看護師 
骨や筋肉など解剖学。どこをほぐせば効果が

あるなどの知識。腰部痛がある人の対応など 

管理者以外 女 30代 
保健師 ,看

護師 

リハビリテーションの種類、アセスメント能

力とプランニング。リハビリのニーズと実施

評価。その人のその日の状態にあわせて効果

的に加減できるように、長く続けられるよう

に 

管理者以外 女 30代 看護師 
利用者さんそれぞれのどこまでできるのかな

どの筋力や体力を見通せるスキル 

管理者以外 女 30代 看護師 高齢者に対するリハビリ 

管理者以外 女 30代 看護師 
病態・生活・ADLに合わせた個別性のあるリハ

ビリ内容、手技 

管理者以外 女 40代 看護師 

・運動機能の評価 

・機能状態に適したリハビリメニューの理解

と実施、評価の目安 

管理者以外 女 40代 看護師 

・胸郭ストレッチ、呼吸リハビリ 

・嚥下リハビリ、経口摂取のための姿勢づく

り 

・室内動線に合わせた、生活場面に沿ったリ

ハビリ 
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハビリテーションの知見やスキル 

・筋緊張の強い方のストレッチ 

管理者以外 女 40代 看護師 

・自宅にいながら無理なく行なえる体操やス

トレッチなどについての知識 

・心不全がある利用者へのリハビリの提案 

管理者以外 女 40代 看護師 

・身体機能維持、向上のためのＲＯＭ訓練や

筋力訓練などの正しい実施方法 

・利用者の状態に合わせた効果的なリハ方法

を考えるための知識 

・呼吸理学の実施方法 

管理者以外 女 40代 看護師 

・その方に合った個別のリハビリテーショ  

 ン 

・業務内容が多いので、リハビリにかける時

間が充分にとれない 

管理者以外 女 40代 准看護師 ・認知度・疾患・関節可動域・解剖生理学 等 

管理者以外 女 40代 看護師 

・必要な動作に対し、どのようなリハビリを

すべきか、どこの筋力をつけることで動き

がスムーズになるかの理解が必要 

・現状に対し１番効果的なリハビリ方法の理

解 

・リハビリの効果に対する評価 

管理者以外 女 40代 看護師 

ＡＤＬ、ＩＡＤＬの状況をアセスメントし、

必要な動作の獲得に向けてリハビリ内容をプ

ランニング、実施、評価すること。また、他サ

ービス事業所と協働していくこと 

管理者以外 女 40代 看護師 ＡＤＬにあったリハビリの方法がわからない 

管理者以外 女 40代 
保健師 ,看

護師 
ＲＯＭ、呼吸リハ 

管理者以外 女 40代 看護師 

ＲＯＭ訓練の訓練方法  進行性難病の利用

者へのリハビリについて。生活の中で車イス

やトイレへの移乗の安楽な方法について。摂

食、えん下訓練 

管理者以外 女 40代 
保健師 ,看

護師 

アセスメントがむずかしい。アセスメントな

どの評価がむずかしく画一的なプランしか立

案できない。問題点、課題を明確化できない。

リハビリのメニューも幅がなく利用者さんの

興味を持って継続できるようなリハビリプラ

ンを立案できない。とにかく評価するスキル

が必要だと思う 

管理者以外 女 40代 看護師 

痛みや神経系の疼痛に対してのリハビリテー

ションについては、不十分と思う場面が多い

(ＮＳの対応時) 

管理者以外 女 40代 
保健師 ,看

護師 
運動機能の評価 

管理者以外 女 40代 看護師 

解剖学的な知識が不十分と思われる。当ステ

ーションには OT、PTがいるため、身体状況に

応じたリハビリメニューを学びたいと考えて

いる。分からないことは聞いている 

管理者以外 女 40代 看護師 ,介 解剖生理、筋－骨の名前と働き、呼吸リハ、
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハビリテーションの知見やスキル 

護支援専門

員 

ＡＬＳなど筋力低下をしない為のリハビリ 

管理者以外 女 40代 看護師 

解剖生理に基づいた知識。利用者様にとって

の適切な可動域の理解。どの様なリハビリが

効果をもたらすのか、リハビリを行った上で

の評価の仕方など 

管理者以外 女 40代 保健師 
可動域の判定方法、ＲＯＭの基本、作業療法

について在宅で生かす判断力 

管理者以外 女 40代 看護師 

看護で訪問していても、リハビリもしている

人はリハビリと同じことをしてほしいという

人が多い。リハビリのスキルは必要だと思う 

管理者以外 女 40代 看護師 

関節運動、可動域訓練ができる。日常生活で

何に困っているか、動作のどこに不自由があ

るのかを気づくことができないと困る 

管理者以外 女 40代 看護師 

関節痛、筋肉痛を増強させないように、かつ

筋力維持に効果的な方法を定期的に教えても

らいたい 

管理者以外 女 40代 看護師 
機能訓練のサポートなど。効果的なマッサー

ジ方法 

管理者以外 女 40代 
保健師 ,看

護師 

筋、骨格についての知識と有効な運動につい

ての知識。個別に合わせたリハビリメニュー

の作成。 

管理者以外 女 40代 看護師 筋力、ＡＤＬの具体的な評価 

管理者以外 女 40代 看護師 軽体操、可動域運動 

管理者以外 女 40代 看護師 
効果的なリハビリメニューの選択方法と評価

方法 

管理者以外 女 40代 看護師 

拘縮している関節を動かさないとオムツ交換

時や入浴時に痛みが出現するため、他動運動

で行ってあげたいと考えるが、どこまでどう

動かしてあげて良いか判断に困ることがある 

管理者以外 女 40代 看護師 拘縮予防 

管理者以外 女 40代 看護師 拘縮予防、具体的な(効果的)な四肢の運動 

管理者以外 女 40代 看護師 呼吸、えん下 

管理者以外 女 40代 看護師 
呼吸リハビリなど分野に応じた専門性は低い

かもしれない 

管理者以外 女 40代 
保健師 ,看

護師 

呼吸リハビリに関わることが多いので、呼吸

リハの知見と実践スキルが必要だと思う。小

児とか個別を要することは、病院リハ科で教

わるようにしている 

管理者以外 女 40代 看護師 呼吸リハビリや嚥下リハビリや評価が難しい 

管理者以外 女 40代 看護師 

ご本人の希望にそったリハビリ目標を一緒に

立て、それに合った筋肉の動き、どこの筋肉

をつけると、ご本人の目標達成できるのかが

わかるようにならないとリハビリ効果がでな

い 

管理者以外 女 40代 看護師 
根拠をもって対応する事。相手に理解しても

らえる様に指導、対応する事 

管理者以外 女 40代 看護師 残存機能を十分に把握し、本人がどこを目指



71 

 

立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハビリテーションの知見やスキル 

しているのか、どこまで回復できそうか必要

なリハビリを適切に考えられる 

管理者以外 女 40代 看護師 

自宅の環境と本人様の筋力でどう介助すれ

ば、スムーズに行動できるかを判断して足り

ないと思われるリハビリが行える様なスキル 

管理者以外 女 40代 

看護師 ,介

護支援専門

員 

状態が変化した際のリハビリ内容の評価。呼

吸リハビリ 

管理者以外 女 40代 看護師 
状態に合わせたリハビリ内容の選択。状態の

評価方法 

管理者以外 女 40代 准看護師 
小児の訪問をしており、肺理学療法にて俳痰

を促すことやＲＯＭ訓練が必要 

管理者以外 女 40代 看護師 

身体状況に見合ったリハビリ内容を提供する

ことや、段階的に関わることができる知見や

スキルが必要 

管理者以外 女 40代 看護師 

身体状況を把握し、日常生活に支障をきたい

ている原因と、どう改善されるとＡＤＬがＵ

Ｐするか、又は維持できるか→そのための具

体的対策をアセスメントすることと、実際に

効果的にリハビリをすることが必要。関節拘

縮予防、筋力維持向上、歩行、バランス、指先

のこうち動作、精神を活性化することなど 

管理者以外 女 40代 看護師 
生活状況に合わせた、生活の動きに合わせた

リハビリ 

管理者以外 女 40代 看護師 
生活動作(食べる、更衣する、起き上がるなど)

作業療法の必要性を強く感じる 

管理者以外 女 40代 看護師 

整形に 10年いたので、その部分のリハはだい

だいわかるが、えん下障害に対するえん下訓

練・肺機能訓練、スクイージング等々は勉強

中である。これは実際かなり使うことが多い

と感じている 

管理者以外 女 40代 看護師 正常な可動域 

管理者以外 女 40代 看護師 

精神科の患者さまが主なので、リハビリの方

法を書かれたものを一緒に行いませんかと声

かけするが、「大丈夫です」と拒否されてし

まう。したがって、声はかけているが、実際

は実施出来ない状況である 

管理者以外 女 40代 
看護師 ,准

看護師 
精神訪問では、あまり活用できる場がない 

管理者以外 女 40代 看護師 

専門職からアドバイスや方法などの講義や研

修を受けて、全体的に知識や技術を習得でき

たら良い 

管理者以外 女 40代 看護師 専門性が不足している 

管理者以外 女 40代 看護師 

定期的にリハ職と利用者さんの状態を共有し

て、リハビリ内容や目標の確認をしているが、

自分が行うリハビリの実際もたまに確認が必

要だと思う。通所を嫌がる方のリハビリ内容

について、楽しみながらできる事や、脳トレ
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の要素を入れたリハビリなど、自分なりに調

べて行ってはいるがもっと学びたい 

管理者以外 女 40代 

保健師 ,看

護師 ,介護

支援専門員 

適格な手技 

管理者以外 女 40代 作業療法士 

できる事、できない事、している、していな

いの判断。→環境設定や関わり方でできる事

が増える。できないと決めつける職員が多い 

管理者以外 女 40代 看護師 日常生活に添ったリハビリメニューを考える 

管理者以外 女 40代 

看護師 ,介

護支援専門

員 

日常的な動作、また、だんだん進行していく

病気(パーキンソンなど)について状態に合わ

せたリハビリ内容など 

管理者以外 女 40代 看護師 
日常的に在宅では生活動作に危険が伴わない

様(転倒)など、実施する必要がある 

管理者以外 女 40代 看護師 
乳がん手術後のリハビリや関節可動域改善の

ためのリハビリ 

管理者以外 女 40代 理学療法士 
病気の状態、症状も把握。日常生活において

何が必要なのか 

管理者以外 女 40代 
保健師 ,看

護師 

病状、状態にあわせた適切なリハを提供でき

るスキルが必要 

管理者以外 女 40代 看護師 

福祉用具の選択、アドバイス。麻痺がある利

用者様の生活動作のアドバイスと習得指導。

住環境の整備。病期の進行、加齢に伴う身体

変化に合わせたリハビリテーションの知見、

スキル 

管理者以外 女 40代 看護師 
訪問看護におけるリハビリテーションの基礎

知識 

管理者以外 女 40代 看護師 
歩行訓練やストレッチ等、個別に対応が必要

だが画一的になりやすい 

管理者以外 女 40代 看護師 
歩行状態により、リハビリの内容や手段が必

要 

管理者以外 女 40代 
看護師 ,准

看護師 
骨・筋の働き、可動域について知識不足 

管理者以外 女 40代 看護師 
マヒに対する拘縮予防、パーキンソンに対す

る転倒予防など 

管理者以外 女 40代 看護師 
目的となる筋肉のリハビリ方法。呼吸理学療

法(スクイージング) 

管理者以外 女 40代 看護師 

目標に対するリハの内容  廃用症候群予

防・・・生活のどこに視点を合わせていくか、

家族の希望と現状合わせて検討して内容を考

えること。口腔リハ→誤えん予防 

管理者以外 女 40代 看護師 

リハスタッフに替わってリハビリを行うこと

もあるので、どの位の負荷をかけて行ったら

良いかや筋トレが必要なのかストレッチ程度

で良いのか、などは専門のセラピストの助言

が必要 

管理者以外 女 40代 
保健師 ,看

護師 

リハ評価だと思う。また事業所内にリハ専門

職がいないのでタイムリーなリハ評価につな
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハビリテーションの知見やスキル 

がりづらいと思う 

管理者以外 女 40代 看護師 

リハビリ専門職ではない為、わからない。き

ちんとしたリハビリ専門職によって計画、ア

セスメント行っていくべきだ 

管理者以外 女 40代 看護師 リハビリによる身体評価 

管理者以外 女 40代 看護師 

リハビリメニューの具体例を疾患に応じて考

え実践するスキル。力の入れ方なども看護師

だと、どうしても弱くなってしまい加減がわ

かりづらい 

管理者以外 女 40代 看護師 
利用者様の身体や生活状況に合わせたリハビ

リの知識とスキルが必要 

管理者以外 女 40代 看護師 

利用者様の生活に密着した情報提供(介助指

導、福祉用具提案、社会資源など)幅広い知識

と技術が必要。筋力低下、呼吸、心臓に関す

るリハビリの専門知識 

管理者以外 女 40代 看護師 

利用者様の病期や運動機能を見極め、現状に

合ったリハビリ内容を選択する場面で知見や

スキルが必要と感じる 

管理者以外 女 40代 看護師 利用者さんに合わせたリハビリを見きわめる 

管理者以外 女 40代 看護師 利用者の疾患に合わせたリハビリテーション 

管理者以外 女 40代 看護師 

利用者の生活上で何が必要か又、どのように

工夫をすれば安全、安楽な生活が維持できる

のか判断する力が必要。かつ、効果的なリハ

ビリテーションを行う技術が必要 

管理者以外 女 40代 看護師 

利用者は思いや希望、痛み等は看護師にしか

言わないし、リハビリスタッフは看護師に情

報を求めてこない。看護師から言わないと気

づかない。アセスメント力が不十分のまま 

管理者以外 女 40代 
保健師 ,看

護師 

リラクゼーション(拘縮強い時の対応)、効果

的な筋トレのメニュー、リウマチ患者の知識、

難病の知識 

管理者以外 女 40代 看護師 筋力の維持、低下防止に役立つ動作等 

管理者以外 女 40代 
保健師 ,看

護師 
身体機能評価、嚥下訓練 

管理者以外 女 50代 看護師 
・アセスメント力 

・方法 

管理者以外 女 50代 看護師 
在宅で可能なもの(家にあるもので活用でき

る)動かし方、体操の種類 

管理者以外 女 50代 看護師 

・残存機能の低下を防ぎ、発展させていく方

法 

・リハビリが介入できない場合、ＮＳサイド

でできる簡易的なマッサージやリハビリス

トレッチングの方法 

管理者以外 女 50代 看護師 

・疾患や障害の程度を理解した上で、状態に

応じたリハビリ 

・生活に生かせるような機能回復ｏｒ維持の

ため個々に応じたリハビリ内容で実施でき

ること 
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハビリテーションの知見やスキル 

・環境や福祉用具の利用などによりＡＤＬ拡

大がはかれる 

・自主リハビリの導き、メニュー、継続への

支援 

管理者以外 女 50代 作業療法士 

・終末期(ガン、老衰)の知識 

・呼吸器、胃ろう、尿導カテーテルなどの医

療機器等の基本的な知識 

管理者以外 女 50代 看護師 

・対象の疾患、生活状況、本人の意向ややる

気、ご家族の意向などトータル的に考えて

いく力 

・在宅で生活していくという意識を踏まえた

リハビリテーション 

管理者以外 女 50代 看護師 

ＡＤＬ、ＲＯＭのアセスメント能力。生活目

標に応じた必要性の判断と他職種との連携。

アプローチする部位別のリハビリ内容の抽

出。リハビリ前後の評価 

管理者以外 女 50代 看護師 
ADL 維持や廃用予防に効果的な運動や、安全

に配慮した方法など知っている必要がある 

管理者以外 女 50代 
看護師 ,准

看護師 
PTや OTからの指導を受けたい 

管理者以外 女 50代 看護師 
ＲＯＭ訓練、呼吸リハビリ、リラクゼーショ

ン、下肢筋力訓練、可動域訓練 

管理者以外 女 50代 

看護師 ,准

看護師 ,介

護支援専門

員 

ＲＯＭなど基本的な手技。嚥下、呼吸リハの

基本と知識。個人の状態に合わせたリハビリ

メニューの作成(どの程度の負荷をかけるの

かの判断) 

管理者以外 女 50代 看護師 

安全を考慮した上での上下肢運動やマッサー

ジなどのスキル。呼吸リハや嚥下などの専門

的リハの知見やスキル 

管理者以外 女 50代 保健師 

運動機能評価、生活動作機能評価、筋力トレ

ーニングの方法・強度の判断、ストレッチ、

マッサージ 

管理者以外 女 50代 看護師 運動の種類や効果、実施方法評価の方法。 

管理者以外 女 50代 

看護師 ,介

護支援専門

員 

片麻痺の方のリハビリや介助方法 自己流の

所があるので言語療法～や評価の仕方 

管理者以外 女 50代 看護師 片麻痺のリハビリテーション、呼吸リハ 

管理者以外 女 50代 看護師 

看護業務を充実させたいので、リハビリスタ

ッフの専門性は心強い。私たちにはない視点

と知識も高いので、リハビリはリハビリスタ

ッフにお願いしたい 

管理者以外 女 50代 看護師 

看護師などリハビリを行う場合、基本的に理

解できていなければ、リハビリの内容や評価

もできないと考える。しかし、実際は必要性

があってやらなければならない 

管理者以外 女 50代 看護師 

患者様の機能評価をしっかり行えると、リス

クを少なく機能向上を行うことができるので

は。一過性に体調悪化により機能低下した場
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合。(必要なリハ内容も) 

管理者以外 女 50代 看護師 

関節可動域への加重の加減、関節拘縮へのア

プローチ、嚥下困難の度合いによるリハビリ

の進め方 

管理者以外 女 50代 看護師 
基本的なアライメントを維持する為のＲＯＭ

ｅｘ。生活動作における機能維持 

管理者以外 女 50代 看護師 基本的な手技、注意点 

管理者以外 女 50代 看護師 
高齢者に対する知識を備えつつ、専門的な見

聞を発揮できる 

管理者以外 女 50代 看護師 呼吸リハビリ 

管理者以外 女 50代 看護師 

腰や膝など痛みに対する原因を(筋肉からみ)

どうすると緩和できるのか部位や方法につい

て。歩行を出来るだけ安定できるようなリハ

ビリのアプローチについて 

管理者以外 女 50代 准看護師 在宅での転倒防止 

管理者以外 女 50代 看護師 

在宅の中のＡＤＬ，ＩＡＤＬを評価し、病状

をアセスメントしながらメニューを実施、評

価を正しく行なっていく。又、本人、御家族

への指導。当ステーションはＰＩ，ＳＴの関

わりが十分できている 

管理者以外 女 50代 看護師 疾患の理解、コミュニケーションスキル 

管理者以外 女 50代 

看護師 ,准

看護師 ,介

護支援専門

員 

状況に合わせたプログラムの作成と指導。あ

きさせず実行可能なメニュー。移乗介助の指

導方法。暖和ケアリハ 

管理者以外 女 50代 看護師 状況によって異なる 

管理者以外 女 50代 看護師 身体機能の評価。リハビリ内容、方法 

管理者以外 女 50代 
保健師 ,看

護師 
身体機能評価。ＡＤＬ動作訓練スキル 

管理者以外 女 50代 理学療法士 
生活状況に合わせた目標設定ができる事。あ

る程度の予後の予測ができる事 

管理者以外 女 50代 看護師 

整形的に手術をすすめられたが、高齢である、

心疾患により手術はだめな状況の方。手術せ

ずにすごしているが、下肢、腰痛のためＡＤ

Ｌが低下してきた。整形外科より、具体的な

リハビリの指導なく、どう対応すべきか悩ん

だ。疾患はもとより、生活状況、背景のアセ

スメントからリハビリ内容を検討する場、ア

ドバイスなど対処することが下手 

管理者以外 女 50代 看護師 
専門的なことがわからないので自信がない、

根拠など 

管理者以外 女 50代 看護師 
その人が生活を行って行く上での行いやすい

リハビリ 

管理者以外 女 50代 
看護師 ,准

看護師 

その人の姿勢からバランスを見て、その人の

生活スタイルに合ったリハビリを考えられる 

管理者以外 女 50代 作業療法士 
対象者が小児～高齢者までなので、自分のス

キルがない事を感じる事がある 

管理者以外 女 50代 看護師 対象者にとって、どのようなメニューが効果
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的か評価の仕方 

管理者以外 女 50代 

看護師 ,介

護支援専門

員 

対象者の筋力、理解力、意欲などに合わせた

(判断しての)内容を選択する能力 

管理者以外 女 50代 看護師 

体操も行いますが高齢者は体を充分に動かし

きれないため、手をそえてＲＯＭ、ストレッ

チから開始し筋力トレーニングにつなげてい

く事で継続の実感を持ってもらえる。生活に

合わせて具体的なトレーニングにつなげる説

明か必要 

管理者以外 女 50代 看護師 認知症ケアや呼吸リハなど 

管理者以外 女 50代 准看護師 
認知症の入居者様の転倒防止や予測。事故防

止対策などのスキル 

管理者以外 女 50代 看護師 

寝たきりの人やターミナル期の人でも、可動

域運動や呼吸筋マッサージ、えん下マッサー

ジ等その人に合ったリハビリが必要。認知症

の方の予防には脳トレも必要。脳疾患やＯＰ

後、神経難病の方に対しては特に専門的な知

識と技術を要する・・・私のところではセラ

ピスト(現在はＯＴのみ)がリハビリメニュー

を作成し協働している 

管理者以外 女 50代 看護師 パーキンソン病などの進行性難病 

管理者以外 女 50代 看護師 廃用性の進行をおさえる。転倒リスク回避 

管理者以外 女 50代 看護師 

必要だと思います。呼吸器疾患のある方の肺

理学療法の必要性のある方や腰痛のある方へ

のリハビリ・利用者その方その方個々人に合

ったメニューを決められた時間の中で有効的

に行えるような内容 

管理者以外 女 50代 

保健師 ,看

護師 ,介護

支援専門員 

福祉用具の検討へのアドバイス。呼吸リハ 

管理者以外 女 50代 看護師 

リハビリ＝運動、トレーニングではないとい

うことを広めたい。リハスタッフも身体だけ

しか見ない(それ以外は自分の仕事ではない)

という考えを捨て、生活全体をみて関わるス

キルを身につけること 

管理者以外 女 50代 看護師 リハビリ専門職指導の運動、体操 

管理者以外 女 50代 看護師 

リハビリメニュー方法を習得したい。十分な

知識と熟練した手法を身につけたい。自分の

体に負荷がかからないように 

管理者以外 女 50代 

看護師 ,介

護支援専門

員 

利用者、家族の意向、早い段階でリハビリの

ケアプラン位置付け等々。ケアマネージメン

ト能力が大切かと思う。病期に捉われず関わ

れる意識があるとよい 

管理者以外 女 50代 看護師 

利用者様の現状をどう評価するか、そのため

にどのようなリハビリが有効か手技について

も 

管理者以外 女 50代 看護師 看護師は看護の専門。看護学校でリハビリの
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハビリテーションの知見やスキル 

ノウハウは教えてもらってない。やはり、理

学療法士や作業療法士が専門知識を活かして

実施すべきだと思う 

管理者以外 女 50代 看護師 

症状に合ったリハビリの方法、 

効果的なやり方、回数 

評価の基準 

管理者以外 女 50代 

准看護師 ,

介護支援専

門員 ,社会

福祉士 

状態にあったリハビリの方法がわからないこ

とがある 

管理者以外 女 50代 看護師 片麻痺のトイレ動作の確立、嚥下訓練 

管理者以外 女 60代 看護師 

・体力の正しいアセスメント 

・遊びリテーションのテクニック 

・専門職との連携 

管理者以外 女 60代 准看護師 研修を受けたい 

管理者以外 女 60代 看護師 身体機能のアセスメントスキル 

管理者以外 女 60代 

看護師 ,介

護支援専門

員 ,社会福

祉士 

その方にあったリハビリテーションのメニュ

ーの確立 

管理者以外 女 60代 看護師 
体操、ストレッチ、関節可動域訓練、呼吸リ

ハビリ 

管理者以外 女 60代 看護師 

特に麻痺のある方の生活動作で生じる体の緊

張や痛みに対して。進行性疾患の方のこわば

りに対する呼吸や腸動に関わるリラクゼーシ

ョン 

管理者以外 女 60代 看護師 

日常生活のレベルが低下しないような、筋力

低下予防のリハビリテーションが在宅では重

要 

管理者以外 女 60代 

看護師 ,介

護支援専門

員 

病状、その日の体調をしっかり把握し必要な

リハビリを提供する。人によって筋肉の質も

違うので(ROMも)細心の注意が必要 

管理者以外 女 60代 

看護師 ,介

護支援専門

員 

負荷のかけ方。評価方法 

管理者以外 女 60代 看護師 

リハビリ専門職の方に指導(一般的なリハビ

リ、1人 1人に合ったリハビリ)をして頂きた

い 

管理者以外 女 60代 

看護師 ,介

護支援専門

員 

リハビリ専門職と一緒に活動すること 

管理者以外 女 
70 代

以上 
作業療法士 

在宅で生活なさっている高齢者の皆様が対象

なので、急性期のリハビリとは異なる視点が

必要かと思う。認知症が多かれ少なかれ併合

していて、繰り返しの声かけ、指導が改善に

向かわない場合や病態が充分に受け入れられ

ていなくて、過大な期待を身体的リハビリに

持たれている方もおられる。日々の生活の中
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハビリテーションの知見やスキル 

でその方の生活史や思いを傾聴しながら、ゆ

っくり共に歩むような感覚が必要かと思う。

認知症の勉強やコミュニケーション能力の向

上のための勉強も必要かと思う 

管理者以外  30代 看護師 

パーキンソン病の方が多いためＲＯＭ運動、

歩行練習などＡＤＬ維持のスキル必要。セル

フケアでも手伝うところと手伝わなくてもよ

いところの知見が必要 

管理者以外  40代 看護師 
筋力低下した人に対して、有効な運動の質と

時間の程度 

管理者以外  40代 看護師 
手技、技術。目標設定。モチベーションの維

持など 

管理者以外  40代 看護師 

ただただ体を動かせば良いだけでなく、拘縮

予防のための運動や筋力低下予防のための運

動は必要だと思う。インターネットで情報を

得ることは簡単だが、その人に効率的なもの

なのかの判断は難しいため、専門的指導は必

要だと考える 

管理者以外  50代 看護師 

・整形、脳外疾患の利用者さんは、その人の

潜在能力と生活に必要な運動機能のゴール

を考えられる 

・認知がある利用者さんは、ユマニチュード

と認知行動療法を活用できる。・終末期の

利用者さんは、今後機能が落ち生活に影響

を与えると予測できスタート時期を見極め

ることができる(嚥下訓練など)・精神疾患

がある利用者さんは、認知行動療法を考え

られる 

※常に意識していることである 

管理者以外  50代 看護師 

筋力、バランス、柔軟性などの見極めができ

る。また、それに対応するリハビリ方法が理

解できる 

管理者以外  50代 看護師 
個人個人の障害の程度に合わせた、優位性の

あるプログラム内容を組み立てる知識や技術 

管理者以外  50代 看護師 

資料で運動の内容は調べられるが、個々の生

活に合わせ、効果的に能力アップさせる働き

かけに至らないのが自身の力不足 

管理者以外  50代 看護師 利用者のアセスメント力 

管理者以外  60代 看護師 

・高齢者で廃用進行により或いは腰、膝痛を

抱えての歩行不安定な場合(転倒予防のリ

ハビリ) 

・構音障害のおる高齢者の言語訓練の内容や

評価 

管理者以外  60代 看護師 現在の運動機能を維持 

管理者以外   看護師 
病状に合わせたリハビリの選び方がわからな

いので、リハビリの基本的な技術を学びたい 

 女 50代 看護師 
何をどこまで目標とするのかの見極め、危険

の予測、本人の能力、本人・家族の希望。どん
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハビリテーションの知見やスキル 

なリハビリをどれ位行えば良いか、環境整備

の必要性等 

 女 50代 准看護師 

歩行時のふらつき、下肢の筋力低下、座位の

保持の為、関節可動域、屈伸、立位保持を行

っている。浮腫のある御利用者様のリハビリ

介助について 

 女 50代 

看護師 ,介

護支援専門

員 ,社会福

祉士 

リハビリ専門職からの実技指導、研修会 

 

問７ リハビリテーションを実施する際の課題などについてお答えください。 

問７－１ 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 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 18 3.4 

2 そう思う 253 47.6 

3 あまりそう思わない 245 46.1 

4 まったくそう思わない 12 2.3 
 無回答 4 0.8 
 合計 532 100 

 

問７－２ 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 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 20 3.8 

2 そう思う 254 47.7 

3 あまりそう思わない 240 45.1 

4 まったくそう思わない 11 2.1 
 無回答 7 1.3 
 合計 532 100 

 

問７－３ リハビリが必要な利用者に対しては、リハビリ専門職（PT・OT・ST）が対応

するようにしている 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 130 24.4 

2 そう思う 248 46.6 

3 あまりそう思わない 99 18.6 

4 まったくそう思わない 34 6.4 
 無回答 21 3.9 
 合計 532 100 
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問７－４ 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 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 42 7.9 

2 そう思う 388 72.9 

3 あまりそう思わない 94 17.7 

4 まったくそう思わない 3 0.6 
 無回答 5 0.9 
 合計 532 100 

 

問７－５ 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 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 48 9.0 

2 そう思う 397 74.6 

3 あまりそう思わない 77 14.5 

4 まったくそう思わない 4 0.8 
 無回答 6 1.1 
 合計 532 100 

問７－６ （リハビリが必要な人に対して）服薬指導・管理など多様な業務で、リハビリ

に十分な時間が取れないことがある。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 102 19.2 

2 そう思う 278 52.3 

3 あまりそう思わない 141 26.5 

4 まったくそう思わない 4 0.8 
 無回答 7 1.3 
 合計 532 100 

 

問７－７ 問７－１～７－６ご回答いただいたリハビリの実施に係る課題について、具体

的にご記入願います。 

立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリの実施に係る課題 

管理者 男 20 代 
保健師 , 看

護師 

利用者のやる気によって左右されることも

ある 

管理者 男 30 代 看護師 
ＮＳだけでなく、ＦａやＰｔへの介入につ

いて 

管理者 男 30 代 看護師 

実施内容についての評価が、ＡＤＬ低下が

ないか、転倒なくすごせているかのような

アバウトなものとなっている 

管理者 男 30 代 看護師 
地域の社会資源が高齢者の方々に無料で使

えるといった環境作りも必要かと思う 

管理者 男 30 代 看護師 職員数が足りず 1 人に関われる時間が短い 

管理者 男 40 代 看護師 セラピストの技術・知識・接遇力の向上 

管理者 男 40 代 看護師 地域にリハ職が少ない・・・全くいない 

管理者 男 40 代 看護師 

訪問看護の中でリハビリテーションを看護

師が行う際、関節可動域訓練一つをとって

も、その利用者にとってプラスになる方法

で行えているのか不安になる事が多い。も

っと、リハビリテーション専門職と看護師
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリの実施に係る課題 

が同行訪問できる機会が増えると良い。看

護師とリハビリテーション専門職の課題達

成にむけたケア内容や速度にズレを感じる 

管理者 男 40 代 
看護師 , 准

看護師 

サービス時間が限られている為、十分なリ

ハビリ評価が困難 

管理者 男 40 代 
看護師 , 准

看護師 

訪問という限られた空間と時間の中で、体

調的に問題ないタイミングを見計らって、

如何に効果的・効率的にリハを実施できる

か。 

管理者 男 50 代 看護師 
リハビリの専門職がおらず、十分とは思え

ない 

管理者 男 50 代 
看護師 , 社

会福祉士 

リハ職と看護職のアセスメントの視点が違

うことからアセスメントが不十分または偏

りが生じることがある 

管理者 女 20 代 看護師 
リハビリはＰＴ、ＯＴが実施してよいため

ＮＳは介入していない。看護のみ 

管理者 女 30 代 看護師 

介護保険の点数が不足している事で、看護

師の利用時間が少なく、しっかりと時間を

とれない事が多い 

管理者 女 30 代 看護師 
情報共有とカンファレンスを行う場をなか

なか作れない 

管理者 女 30 代 看護師 
身体機能に合わせたリハビリのアセスメン

トの実施が必要 

管理者 女 30 代 看護師 

当ステーションにはＰＴ・ＯＴが在席して

いるため、初回および状態変化があった際

はＮＳと一緒にアセスメントしている。こ

のためアセスメントが不十分と感じること

はない。ただしＰＴ、ＯＴが週 1～2 回、Ｎ

Ｓが月 1 回になるケースも多く、そういっ

たケースではＰＴ、ＯＴの業務も多様にな

るので、時間は不足することも多くある 

管理者 女 30 代 看護師 

高齢で寝たきりの状態の利用者で、拘縮予

防のためにリハビリを行いたいと思って

も、他のケアで時間がとられてしまうため、

十分にできないことがある 

管理者 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

看護の別業務がある中でケア時間の中でリ

ハビリをするためには十分な時間数が取れ

ない 

管理者 女 40 代 看護師 

看護師ができるリハビリには限度がある。

リハビリの効果まで考えると専門職がしっ

かりサポートし評価していく必要がある 

管理者 女 40 代 看護師 専門職のリハビリテーションが必要 

管理者 女 40 代 看護師 

専門であるＯＴ・ＰＴがリハビリを行う方

が効果的だと思う。看護師はリハビリにつ

いて学ぶことはないため、訪看においてリ

ハビリする職種に看護師は不要 

管理者 女 40 代 看護師 
そういった利用者はＮＳとは別にセラピス

トの訪問、リハもすすめていることが多い。
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリの実施に係る課題 

そうしていくようにむけて調整していく 

管理者 女 40 代 看護師 

認知面やリハビリ意欲がない方に関して

は、うまくリハビリ向上して行くケアが行

えていない 

管理者 女 40 代 看護師 

訪問は 1 時間～30 分が多く、特に 30 分訪

問が多いので、リハビリ実施に十分な時間

がとれない。リハビリを希望される利用者

には専門の先生を頼むように話す 

管理者 女 40 代 看護師 

訪問リハを入れると出入りの回数が多くな

るとの理由で看護師にリハビリをもとめる

ケアマネもいる 

管理者 女 40 代 看護師 

身体維持に訪問看護が必要であるが、理想

的にはリハビリが必要なケースが、単位的

な問題でリハビリを受けられていないこと

が多い印象がある 

管理者 女 40 代 看護師 

当事業所にはリハビリスタッフはいない

が、併設病院に入院しリハビリを受けてい

た場合はどの様なリハビリが必要か方法も

含めて相談している。それ以外の場合は，情

報収集しながら適切と思われるリハビリを

考えて行っている。しかしそれが有効かど

うか評価が難しい 

管理者 女 40 代 
保健師 , 看

護師 

利用者自身があまり必要ではないと考えて

いること、動きたくない、どこへも行きたく

ないという人がまあまあいる 

管理者 女 40 代 看護師 

・充分な環境把握が大事な課題と思う 

・リハビリにかける時間の長さより、本人が

続けられるリハビリの理解と継続力と思

う 

管理者 女 40 代 看護師 ＰＴではないので不明 

管理者 女 40 代 看護師 

一般的な筋力低下に対するアプローチはし

やすいが、パーキン etc の特定疾患 etc、複

雑な病態へのアプローチが難しく、セラピ

ストへ助言を求めることが多い 

管理者 女 40 代 看護師 

初回からアセスメントに入るが、本人のニ

ーズと病態のギャップがある場合は、十分

にリハビリを提供できない事がある 

管理者 女 40 代 看護師 

認知症状の進行にともない、決められた時

間内で、理解を得て関わるには、多くのこと

を行うのは不可能。リハビリは、リハビリの

みでの訪問でなければ行えないのが現状 

管理者 女 40 代 看護師 
訪看と訪問リハは別々にした方がよい。訪

問リハは独立した方がよい 

管理者 女 40 代 看護師 

リハビリの専門職でないため、看護業務を

優先しがちである。リハビリを行う際、どこ

まで負荷をかけて良いのか不明 

管理者 女 40 代 
看護師 , 認

定看護師 

リハが必要か不要かはＮＳでもわかる上

に、病期によって不要にもなると思うので
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリの実施に係る課題 

無理な実施は必要ないが、機能維持、ＱＯＬ

を考えリハスタッフによる評価は必須と考

えている 

管理者 女 40 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

住宅型有料老人ホーム内にある訪問看護ス

テーションで高齢者は特に運動不足になっ

ている。入居したとたんに転倒して車イス

になる事もあるため、訪問看護でリハビリ

テーションした方が良いと思われる人は多

くいるが、ご本人達も必要性を感じていな

いようである 

管理者 女 40 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

本人家族の希望でケアマネからリハビリ依

頼はあるが、漫然とリハビリを続けゴール

が曖昧。そのため、本当に必要な利用者に行

き届かないことがある。看護師も同様、限ら

れた人材の中でリハビリの目的、目標、自立

の認識が必要。リハビリすることが目的に

ならないように、利用者家族の教育も必要 

管理者 女 50 代 看護師 

1 回の訪問時間の中でリハビリが充分に出

来ない事が多い。(29 分等であればなおさ

ら) 

管理者 女 50 代 看護師 

①神経難病や訪看導入時には、ＰＴと同行

もしくはＰＴと交互で身体機能評価を受

け方向性を話し合い、ＮＳでの回数増で

対応していますが、慢性期(事故等での)の

方で数年ＮＳが続くとＰＴを希望される

が、希望通りに適えられない状況 

②訪看ＳＴである為、ＰＴのみの訪問は制

度上、だめであるが若年障害(小児を含む)

者ではＮＳではなくＰＴ希望である 

管理者 女 50 代 看護師 ＮＳの知識不足。ＰＴの人員不足 

管理者 女 50 代 看護師 

ＰＴ、ＯＴだけではなく支援者全員(家族も

含む)ができる、生活をリハビリを提案して

頂き、毎日コツコツとリハビリできると良

い 

管理者 女 50 代 看護師 

医療処置が多ければ関われる時間がとれな

いこともある。金銭的理由で専門職が介入

できない又はＮＳの回数、時間も増やせな

い方も多い 

管理者 女 50 代 看護師 

看護師の技術としてのリハビリテーション

技術はほとんど学んでいなかったため、実

際の提供は根拠のないまま実施している 

管理者 女 50 代 看護師 

看護ニーズの利用者の場合、麻痺の程度や

廃用のレベル、筋出力についてのアセスメ

ントは不充分。共同で介入することで、共用

してよいリハビリがＮＳにもできる。単位

数や他サービスの問題でリハスタッフが介

入できない場合は、リハビリが有効にでき

ていない。専門職の介入が必要と感じる 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリの実施に係る課題 

管理者 女 50 代 看護師 

高齢者の方のリハビリ意欲をもっていただ

くような関り。個々の疾患と生活にあわせ

たリハビリのプログラム作成(家庭内での役

割を週に 3 回訪問するだけでは積極的なリ

ハビリのかかわりが考えたプログラム)でき

ない。 

管理者 女 50 代 看護師 事例が少なすぎてない 

管理者 女 50 代 看護師 

問 7-6 のことが多い より専門的なリハビ

リが必要な時は訪問リハや通所リハを提案

しているが、導入に至らないこともある 

管理者 女 50 代 看護師 

問7に関連しているかどうかわからないが、

ケアマネよりリハビリしてほしいという依

頼(看護師は最低1×/3ヶ月の訪問でいい)が

あり困っている。訪看のリハを依頼すると

いう事は何らかの体調管理が必要な人だと

思うが、訪リハに頼めないので(受診等必要

だが、訪リハのあるＨＰを受診していない)

訪看にお願いするという状況のようだ。ケ

アマネの意識改革は必要かもと応じている 

管理者 女 50 代 看護師 

服薬管理、入浴支援等ある方にＮＳがリハ

ビリを行うためには、最低 2×/週、１回 60

分以上でなければ難しい。また、アセスメン

トをするための時間が十分にとれない 

管理者 女 50 代 看護師 訪問回数の調整を行い対応していく 

管理者 女 50 代 看護師 リハビリ専門職がステーションにいない 

管理者 女 50 代 看護師 

リハビリテーション看護の視点を持つこ

と。リハセラピストまかせにしないことは

必要かと思われる。チームにリハセラピス

トがいる場合、専門的なところや環境調整

など一緒に取り組むことで共有でき、ＮＳ

が訪問する際、行えるリハビリが必ずある

と思う 

管理者 女 50 代 看護師 

リハビリに対しての目標設定が立案されて

いない。(現状のアセスメントも)そのため実

践がＮＳ毎にまちまちとなっている。ＰＴ

まかせになっている 

管理者 女 50 代 看護師 

リハビリの職員(ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ)は募集し

ても応募がない。当ステーションにはいな

いため、自分達で対応できない場合は、ケア

マネへ訪問リハビリの利用について提案す

る 

管理者 女 50 代 看護師 

リハビリのスキルが不足していて、自信を

持って実践できない事が多い。リハビリは

リハ職に行ってもらっているので、看護面

での介入に集中できる 

管理者 女 50 代 看護師 
リハビリは看護師ではなくリハビリ専門職

が関わるべきであると思う 

管理者 女 50 代 看護師 リハビリを導入している利用者を観察して
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリの実施に係る課題 

いるが、慢性期だと変化はみられない 

管理者 女 50 代 看護師 

リハビリ専門職が実施するリハビリだけで

はなく、特に在宅分野では、看護師や介護福

祉士も実施できる内容を検討し、もっとコ

ラボレーションすべき 

管理者 女 50 代 看護師 

・高齢者施設での、訪問看護をしているが、

病院を退院して施設に入居されると、病

院のように毎日の専門的なリハビリはで

きないため、機能が低下する利用者様が

見られる 

・また、ADL が低下し施設での生活は難し

い状態でも退院されて来る利用者様もい

る 

・病院との情報交換、連携が大切と思うが、

コロナ対策として退院前のカンファレン

スや、面会ができない状況にあるので、難

しい面があると感じている 

管理者 女 50 代 看護師 

当ステーションでのリハビリは院内のリハ

ビリ職員へ情報提供し具体的なリハビリア

ドバイスを受け実施している。しかしリハ

ビリ目的だけの訪問ではないため十分なリ

ハビリ時間をとることができない。（利用時

間と料金の問題） 

管理者 女 50 代 
保健師 , 看

護師 

身体機能の回復が目標とＲＨスタッフに言

われるため、対象が目標に合わない場合、終

了となる心配がある 

管理者 女 50 代 

保健師 , 看

護師 , 介護

支援専門員 

在宅でのリハビリのイメージがわかない人

が多い。「リハビリ」という機能訓練室で器

械を使ったり、物療のイメージが強く、生活

のリハビリはピンとこないで不要と感じて

いる人が多い 

管理者 女 50 代 看護師 

・病状の悪化に伴い、ケア量がふえるとリハ

の時間をけずらざるをえなくなる。(介護保

険点数、医療保険上の個々負担の問題もあ

る) 

管理者 女 50 代 看護師 

看護、リハビリは介護の点数に組み込まれ

るのが違う様な気がする。点数が足りない

からである 

管理者 女 50 代 看護師 
看護師、セラピスト個々人のスキルがあり、

それに応じた研修などを計画しづら 

管理者 女 50 代 看護師 

基本的に訪問看護は主治医の指示書の元訪

問するので、問 1～の質問には正確に解答で

きない。ＮＳサイドで必要性を感じていて

も指示がなければ出来ない。指示を出す側

の認識によって対応が違う。問 3 問 4 は設

問として不適切かと思う 

管理者 女 50 代 看護師 
様々な介護サービスがある中、訪問看護の

役割の中でリハビリの締める割合が減っ
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た。デイケア等、集団でのサービスでおぎな

える部分も多々あり必要性はあるが、その

人らしさ、生活密着、疾病や身体状況を総合

的にとらえ在宅での支援が増すといいと考

える 

管理者 女 50 代 看護師 
週１回の訪問で効果を実感できるリハビリ

は、看護師のスキルでは不十分 

管理者 女 50 代 看護師 
身体の機能によっては、例えば骨粗鬆症等

を伴う場合は十分な配慮を要する 

管理者 女 50 代 看護師 

退院後であれば、入院中のリハビリと連携

してある程度の継続は可能だが、在宅に居

て筋力低下しているのでとケアマネより依

頼がくることがあるが、その方の生活スタ

イルにより、リハビリが難しい事もある 

管理者 女 50 代 看護師 
やはり病状やケア内容に応じてＮｓができ

ることを優先したらよい 

管理者 女 50 代 看護師 

リハビリスタッフが、リハビリ以外どれく

らいの内容のことが出来るのかが問題。服

薬もどの程度迄なら可なのか 

管理者 女 50 代 看護師 

専門的知識が不十分であり、所属のリハビ

リ技師に評価、助言いただきながら実施し

ている。介護度や支援サービスの利用によ

り、リハビリと服薬体調管理など合わせて

必要な方に対し、限度額や経済的な理由で

別々に(リハとＮＳ)訪問できないケースが

ある 

管理者 女 50 代 

看護師 , 皮

ふ排泄ケア

認定看護師 

看護師がリハビリを実施する場合、医療処

置等により十分に時間が取れない 

管理者 女 50 代 
看護師 , 准

看護師 

セラピストと情報を共有。疾患について身

体機能等、気軽に話し合えたら良い 

管理者 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

介護保険では、時間で単位が決まっており、

充分できない時がある 

管理者 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

問 7-6 薬の変更や多剤のときは、限られた

時間の中で行うのは難しい 

管理者 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

問 7-6 のようにバイタル check、服薬指導

(セッティング内服確認含む)。保清、医療機

器の管理(吸入や吸引、バルーンカテーテル

管理、ＨＯＴ等)で 60～90 分かかり、その

後リハビリ(自動、他動)となると時間が過ぎ

てサービス対応となる 

管理者 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

リハビリセラピストに相談して、連携をと

っている 
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員 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

ＮＳが「十分な」リハビリを行えると思って

いない。専門職にはかなわない。よって問 7

の 1～5 の問に答えにくい。本人がリハビリ

を必要と思わないケースもあり、行えない

時がある。反対にリハビリ頑張っている方

はその内容でいいのかどうか確認していた

だきたい気持ちになる 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

介護保険の単位数の関係で、時間が短くリ

ハビリを実施しなければいけない時があ

る。リハビリ職員の人数が不足しており、募

集をかけても集まらない 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

ケア時間、サービス利用多くなどで、リハに

充分な時間がとれないことあり(アセスメン

トで必要であっても、時間がとれずにリハ

できない) 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

リハビリは専門職が行う方が利用者の安心

感や満足につながると思うが、ダラダラと

いつまでも続けるべきものではないと考え

る為、終了の目安をつけるのが大変 

管理者 女 50 代 

看護師 , 社

会福祉士 ,

介 護 福 祉

士 , 精神保

健福祉士 

歩くのもやっとという人にどれだけやれば

良いのかと思う 

管理者 女 60 代 看護師 

・時間を要するので対応できない・効果を評

価することが適正にできない・御本人の協

力も得られない 

管理者 女 60 代 看護師 
決められた時間での訪問では、全く実施出

来ない。(脳トレが優先する場合がある) 

管理者 女 60 代 看護師 
高齢者とのコミュニケーションが苦手なリ

ハスタッフが多い 

管理者 女 60 代 看護師 
情報の共有が不十分。適切な(定期的)カンフ

ァレンスが必要 

管理者 女 60 代 看護師 

リハビリよりも優先度の高い看護が必要で

ある場合、支給限度額や訪問回数の(時間)の

制限によりリハビリできない。例えば胃ろ

う、経管栄養、カテーテル管理(ＣＶポート

点滴、尿道カテ、気管カニウレ、サクション

等) 

管理者 女 60 代 看護師 

介護保険内での訪問看護は特に限られた時

間の中でリハビリには十分な時間が取れな

いことが多い。リハビリ専門職を介入させ

たくても限度額に限界があり難しいことも

多い 

管理者 女 60 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

当 ST には、リハビリ職がいない為、よくわ

かりません 
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員 

管理者 女 
70 代以

上 
看護師 

何をするのが効果的なのか分からない。リ

ハ指導者や継続して指導してくれる人がい

ない 

管理者 女  看護師 

訪問回数や料金について、家族が必要と思

わない時はリハビリにつながらないことが

ある 

管理者  40 代 看護師 

・当町では ST が不足（いない）しており、

口腔リハビリが専門職にみてもらえない 

・本人のやる気が伴わず、メニューがあって

も実施につながらない 

管理者  50 代 看護師 改善が可能か、不可能か 

管理者  50 代 
保健師 , 看

護師 

リハビリが必要であっても、介護度・単位数

の問題からサービスが行えないことがあ

る。介護度は現在、認知力によって大きく変

わるので、認知力に問題がないと介護度が

低く判定され、必要なリハビリが提供でき

ない 

管理者  60 代 看護師 
サービス提供時間が確かに限られており、

その中での行為ですら限界がある 

管理者以外 男 20 代 理学療法士 
サービスの開始に理学療法士の意見が反映

されにくいこと 

管理者以外 男 20 代 理学療法士 
レントゲン、既往歴、病状の経過等情報が少

なく、リスク管理不十分な事がある 

管理者以外 男 20 代 
保健師 , 看

護師 
在宅リハビリの実施における人員の不足 

管理者以外 男 30 代 理学療法士 現職場では課題となることはない 

管理者以外 男 30 代 作業療法士 
本人の意欲(認知)、家族の理解。看護師やＤ

ｒとの連携(情報交換) 

管理者以外 男 30 代 
保健師 , 看

護師 

ＰＴＰ、ＯＴと看護師の連携がとれないこ

とが 1 番の課題と思う 

管理者以外 男 30 代 
保健師 , 看

護師 
リハビリをする時間が少ない 

管理者以外 男 40 代 看護師 
看護職員と連携することで、リハビリの時

間は確保できている 

管理者以外 男 40 代 看護師 
精神科に特化した訪看なので利用者様が拒

否することが多いのが課題 

管理者以外 男 40 代 作業療法士 

利用者のニーズとこちらの評価とあわせて

合意したリハにしないと、違った方向にリ

ハが向かってしまう。自立支援を視野にお

いて行うことが第一 

管理者以外 男 50 代 看護師 

・病院及び主治医などの情報共有が不十分

な場合がある 

・利用者の金銭的負担など十分な訪問時間

がとれない場合がある 

・デイケアやデイサービスに勤務されてい

るＯＴ、ＰＴ、ＳＴとの連携が悪い場合や

協力的でない場合もある 
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管理者以外 男 50 代 准看護師 

施設でのＰＴ等の専門職の雇用は運営上、

経費、人件費の問題もあることから現状き

びしいところもあります。又、介護保険での

サービスは単位数の問題もあり、他に優先

されるサービスに取られ、ＲＨを実施出来

ないケースも多い 

管理者以外 男 60 代 看護師 
週 1 回位でのリハビリでは、あまり回復は

良くならないと思う 

管理者以外 男 
70 代以

上 
看護師 

看護、介護的身体看護が多く、リハビリまで

手が回らない。終末期で静かに見守ってい

きたいと希望がある 

管理者以外 女 20 代 看護師 

利用者の気分や体調により、予定していた

リハビリが中止になることが多い。特に精

神症状の強い利用者は介入困難となること

が多く支援されない 

管理者以外 女 20 代 准看護師 

リハビリを今までに提供した経験がなく、

アセスメントから実施に至るまでのスキル

を身につけられる研修等行っていただきた

い 

管理者以外 女 20 代 看護師 コロナで訪問リハできない 

管理者以外 女 20 代 看護師 訪問担当のリハビリ専門職がいない 

管理者以外 女 20 代 看護師 

本人の意欲がなく、必要だができていない

ことがある。疼痛によりリハビリが進まな

い 

管理者以外 女 20 代 看護師 リハビリを行える道具や器具が少ない 

管理者以外 女 30 代 看護師 

看護のみで最初に介入している人に、リハ

ビリの必要性を説明しても理解されないこ

とが多い 

管理者以外 女 30 代 看護師 

呼吸・循環の身体機能の評価、アセスメント

が不十分と感じるため、効果的なリハビリ

テーション実施に至ってない 

管理者以外 女 30 代 看護師 

こちらがリハが必要と思う事例でも本人や

家族との温度差やそれに伴う料金(お金)の

ことが絡み、介入できないことは多々ある。

また、リハビリ＝あんま、マッサージ屋のよ

うなことを求められる事が多く、意にそぐ

わずということもあり、訪看でのリハは難

しさがある 

管理者以外 女 30 代 看護師 
週 1 回のリハビリではどの程度の効果があ

るか分からない 

管理者以外 女 30 代 看護師 そもそも人員が少ない 

管理者以外 女 30 代 看護師 

問 7-1 と 7-2、7-3 ステーション内でＡＤＬ

などや生活状況などについて話し合い、リ

ハ専門職を含めてアセスメントし、ＣＭと

時間を調整してリハビリできている。問 7-

4、7-5→病期やＡＤＬ状況の他にもご本人

の考え方や人生観に沿って考えるとこちら

側が必要と思ってもできない事もあるた
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め。問 7-6→理解力が低下していたりする

と、説明に時間がかかる。また、薬をどこに

しまったかわからなくなって探したり、片

づけてからでは無いと支援ができなかった

りすることがある 

管理者以外 女 30 代 看護師 

必要時ＰＴ、ＯＴ、ＳＴのリハ評価をしても

らい、そこから訪問リハやリハビリ特化型

デイの利用ナビ、個々に合わせて考えてい

る 

管理者以外 女 30 代 看護師 

服薬管理やご家族の相談で時間がない。他

の曜日にリハビリ日としてもうければ出来

るのにとは思う。お金の関係や単位数の関

係もあるから難しい 

管理者以外 女 30 代 看護師 
毎日訪問しない人は自身で毎日継続できる

ようなＲＨ内容を考える 

管理者以外 女 30 代 看護師 

リハビリに対する正しい知識や経験がない

ため、本当に必要なリハビリが行えていな

い。また、この病態対しどのようなリハビリ

が効果的かなど分からない。今後はリハビ

リスタッフとも相談し合え、スキルなど身

につけられるようにしていくべきかと思わ

れる 

管理者以外 女 30 代 看護師 

リハビリを行うには体調管理含めその他疾

患の管理が必要のためリハビリを行う時間

が短くなってしまう 

管理者以外 女 30 代 看護師 支援時にできる限りリハビリ時間用いる 

管理者以外 女 30 代 理学療法士 
精神的に不安定であり話がとぎれず、実施

に踏み込めないことがある 

管理者以外 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

知識の不足と優先順位を考えた時の 1 人に

関わる時間の不十分さ 

管理者以外 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

日々、継続することが必要なため、訪問日だ

けでなく利用者本人が訪問日以外で自分で

継続できるようにすることが課題 

管理者以外 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

利用者の経済状況から必要最低限の業務し

かできず、リハビリまで難しいことは多々

ある。利用者の意欲を引き出すこと。疾患に

よってはまた急性期は特にリハビリ専門職

が必要と思う。専門職のアセスメントやプ

ラン、メニューをもとに看護師が実践する

ことは可能。訪問にいなくてもＨＰと連携

できれば訪問看護でもより効果的に行なえ

る 

管理者以外 女 30 代 看護師 
自分が実施しているリハビリ内容、方法が

患者に合っているのか不明、不安 

管理者以外 女 30 代 看護師 

身体機能の評価が不十分であることや、リ

ハビリ内容についての知識が少ないこと。

リハビリ目的でＮｓが介入しているのに、

リハビリを拒否されること 
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管理者以外 女 30 代 准看護師 
日常生活で必要なことをする場合、ＡＤＬ

と異なって転倒リスクを高めてしまう 

管理者以外 女 30 代 作業療法士 

決められた時間の中での訪問であり、対象

者に必要なサービス全てを実施できないこ

とがある。またはできても時間に追われて

いる。訪問以外のサービス利用との兼ね合

いがある 

管理者以外 女 30 代  終末期の方、利用者様、ご家族様に「リハビ

リ」と言うと抵抗感があるようだ 

管理者以外 女 40 代 保健師 
リハビリに十分な時間がとれない(他の処理

を優先するため) 

管理者以外 女 40 代 看護師 
・十分な時間が取れない 

・業務内容が多いため 

管理者以外 女 40 代 看護師 

・導入のタイミングについては、初回で必ず

リハビリの必要性を含めて評価している 

・リハビリ専門職のみであると、細かな部分

で体調の把握がむずかしいと感じる事が

多く、月１回はＮＳが対応できるよう調

整している 

・リハビリが必要であればケアマネへ提案、

相談し単位数の範囲内で対応している 

管理者以外 女 40 代 看護師 

本人の意欲がない、家族が無関心(意欲的 

な方はデイケアや訪問リハをうけてい 

る)看護の業務で時間がいっぱいとなり 

リハビリにかける時間が少ない 

管理者以外 女 40 代 看護師 

・利用者自身がリハビリの必要性につい 

て、理解することが難しい(できないこと

は他の人にやってもらいたい気持ちが強

い) 

・訪問時間を増やすことで、金銭的な負担が

増える(リハビリを追加することで) 

・ＮＳが服薬指導の他にも支援することが

たくさんある場合、リハビリも追加で行

うことは大きな負担である 

管理者以外 女 40 代 看護師 

90 分の訪問内でできることは限られている

ので、優先順位を考えての対応になるので

100％のリハビリを訪看でするのは難しい。

でもリハを入れるにも点数が足りない。な

かなか難しい 

管理者以外 女 40 代 看護師 

ＰＴなど専門職が少なくＮＳが行うリハビ

リでは、利用者が満足できる技術には至ら

ない 

管理者以外 女 40 代 看護師 

下肢筋力をつけるために負荷をかけている

が、負荷の重さがその方に合っているのか

不明。歩行状態をみても、どういうリハビリ

が最も適切なのかわからない 

管理者以外 女 40 代 看護師 
サービスの回数を重ねていくにつれて、実

は食事でムセていたことがわかったり、拘
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縮や筋力低下、ＡＤＬ低下がすすんだり、と

いうことがあるからである 

管理者以外 女 40 代 看護師 

在宅サービスを利用されている利用者に

は、様々な人間が自宅に来る事に抵抗があ

る方が多いため、多種サービスを実施でき

る訪問看護に依頼が多い事 

管理者以外 女 40 代 看護師 
時間が足りず 5～15 分程度しか行えず、リ

ハビリ効果が出ない 

管理者以外 女 40 代 看護師 

時間内に余剰がある中でリハビリを組み込

むパターンが多い。各サービス関係者がど

の様なリハビリを実施しているか連携した

上で、どのパーツを中心に行うか等、考慮出

来る様な内容を意識することが重要 

管理者以外 女 40 代 看護師 
自身で出来る自立運動などを適切に提案す

る 

管理者以外 女 40 代 看護師 疾患によるものか廃用かの判断 

管理者以外 女 40 代 看護師 

週 1 回の訪問だと処置等でほぼ終わってし

まう方もいれば、料金の事情で回数や時間

を増やせない方もおり、必要性があっても

本人やご家族が必要ないと考えていれば、

介入出来ないのが現状である 

管理者以外 女 40 代 看護師 
身体状況や服薬管理などの対応で時間がた

りない 

管理者以外 女 40 代 看護師 
精神疾患があり、不穏状況がある人はリハ

ビリの実施が難しい 

管理者以外 女 40 代 看護師 

体調管理や服薬指導、入浴介助などメイン

で行っていると、リハビリまでの時間がと

れず、リハビリ介入望むことがある。利用者

様のリハビリの受け入れがいまいちの時こ

ちらで介入が必要になる(時間をどうとるか

課題) 

管理者以外 女 40 代 看護師 

例えば心不全がある人はどれ位の負荷の運

動をして良いか(脈、ｓｐｏ2、呼吸数、自覚

症状ｅｔｃ…)医師の具体的指示がないと、

どうしても軽めのリハビリになってしまっ

ている事があると思う 

管理者以外 女 40 代 看護師 
誰が担当しても同レベルのリハビリが提供

できるようにすること 

管理者以外 女 40 代 看護師 
認知症がありリハビリを拒否する方へのす

すめ方(声かけ、実施方法) 

管理者以外 女 40 代 看護師 

認知症独居、または高齢夫婦２人暮らしで

認知症のある方もおり、セルフケア続ける

ことがむずかしい 

管理者以外 女 40 代 看護師 訪問で出来るリハビリテーションの知識 

管理者以外 女 40 代 看護師 

他事業所のリハビリスタッフの場合、アセ

スメントや評価についての情報が入ってき

づらく、私の実施している内容が専門職の

実施内容を邪魔していないか不安になる。
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密な情報交換が難しい 

管理者以外 女 40 代 看護師 

他のケアがあり、時間内には十分なリハビ

リが行えないことがある。限度基準額があ

るため、十分なリハビリが行えないことが

ある 

管理者以外 女 40 代 看護師 

リハビリが必要な方をＰＴと 2 人で交互に

入らせて頂いているが、やり方などに差が

出てしまうことがある。ＰＴと同じように

することは、本来難しいと感じる 

管理者以外 女 40 代 看護師 

リハビリ専門職がいないため、看護師によ

るリハビリしかできず、専門性が不足して

いる。リハビリ専門職が利用者を実際に見

て必要なリハビリを、私たちに指導しても

らい定期的にリハビリ評価できると利用者

さんにとって良い 

管理者以外 女 40 代 看護師 

リハビリ専門職が在籍していず、看護師個

人のスキルで利用者へのリハビリ内容が異

なる場合もある。訪問時間内にリハビリが

充分できている実感はなく、時間超過する

ことがあってもサービス料超過料は頂けな

い現状がある。他の業務を行いながらリハ

ビリにどれ位の時間がかかっているかを管

理者に解ってもらえないため現場はストレ

スである 

管理者以外 女 40 代 看護師 
リハビリには 1 人しか関わってなく、今の

リハビリ以上のことは難しい 

管理者以外 女 40 代 看護師 
他のサービス利用等で、リハビリテーショ

ンが入れない又は増やせない事 

管理者以外 女 40 代 作業療法士 
職員不足。書類の増加にてリハビリ必要だ

が、できない事多い 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 

訪看 ST－事業所単独では、PT・OT・ST す

べてをおくことは経営的に無理。リハビリ

特化した訪看 ST をつくっていけばいい 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 

訪問時間が他業務により足りない時はリハ

ビリを短縮して対応することが多い 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 

訪問時間内でリハビリをする時間が思うよ

うに作れない 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 

リハ(ＰＴ)が兼務のため、週 2 しかこないた

め 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 

・限られた訪問時間内で、効果的なリハビリ

テーションが実施できていない 

・週に 1〜2 回の訪問時間内のリハビリテー

ションが果たしてどこまで効果的なのか

疑問 

・嚥下訓練などは、訓練内容が良いのか、評

価内容など ST に指導を仰ぎたい時があ

る 

管理者以外 女 40 代 看護師 ＳＴ介入した、えん下機能へのリハビリを
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充実させたい 

管理者以外 女 40 代 看護師 

お金がかかわってくるので、必要性を説明

しても本人や家族に納得してもらえないこ

ともある 

管理者以外 女 40 代 看護師 

継続が必要であるが、達成度の評価に実感

が得られづらい。リハビリ専門職が揃って

いない 

管理者以外 女 40 代 看護師 

現在リハビリを必要とする利用者様は増え

ているが、専門職である PT、OT、ST の人

数が少なく十分なリハビリを提供できてい

る状況ではない。利用者様からのアンケー

トでも、リハビリの時間が少ないとの声が

多く、専門職の増員は必要と感じている 

管理者以外 女 40 代 看護師 

サービス利用限度額の関係や、本人・家族の

希望などで、本来は訪問リハビリ導入が望

ましいケースであっても、看護師が行く（訪

問看護が入る）ことでリハビリの要素もサ

ービスに含めてほしいと言われることがあ

る。十分に対応できているのかわからない 

管理者以外 女 40 代 看護師 

自分が実施するにあたり、色々する事があ

り、時間が限られるため、安全に行うための

時間の確保がむずかしい 

管理者以外 女 40 代 看護師 
自分がリハビリに関しての知識が不十分で

ある 

管理者以外 女 40 代 看護師 

すぐに効果がでないことで、リハビリを継

続する必要性を理解してもらうためにも、

良い関係性を築く必要がある。活動性が低

いために開始となった方には、楽しめたり

話しながらの時間からすすめているが、実

際に必要と思ってもらえているか不安もあ

る 

管理者以外 女 40 代 看護師 
制度の問題だが(医療保険で３割負担)等。財

源を考えると難しい 

管理者以外 女 40 代 看護師 

病院などでリハビリをうけていた利用者様

は、より専門的な知識、スキルをもったセラ

ピストにリハビリを受けたいという方が多

い 

管理者以外 女 40 代 看護師 

病態を個別性に理解していない、コミュニ

ケーションだけを重視している。おしゃべ

りで終了が多いと思う。評価しにくい。報告

してこない。何しているかみえない 

管理者以外 女 40 代 看護師 

表に書いてあるリハビリは一緒に出来る

が、これが良いのではないかと結びつかな

い 

管理者以外 女 40 代 看護師 

訪問している週１回３０分の対応では、リ

ハビリの実施が困難。訪問中、他利用者、多

職種との連絡、対応を行うことがある 

管理者以外 女 40 代 看護師 本人の意欲がなく、実施できないことが多
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い 

管理者以外 女 40 代 看護師 
理学療法士などの専門職がどんどん在宅分

野に入って頂く。そして連携をとる 

管理者以外 女 40 代 看護師 

リハビリに関しては専門的知識が必要だと

思う。アセスメントしっかり行い対応し、評

価する必要がある 

管理者以外 女 40 代 看護師 

利用者様本人がリハビリに対しする思いや

意欲の理解をどうとらえていくか、どの程

度のリハビリが必要かというアセスメント

能力の向上 

管理者以外 女 40 代 看護師 

精神科の患者さまが主なので、リハビリの

方法を書かれたものを一緒に行いませんか

と声かけするが、「大丈夫です」と拒否され

てしまう。なので、声はかけているが、実際

は実施出来ない状況 

管理者以外 女 40 代 
看護師 , 准

看護師 

・身体のほぐし方１つにしても、力加減がわ

からない・訪問時間にもよりますが、順序よ

くすすまないこともあり 

管理者以外 女 40 代 
看護師 , 准

看護師 

簡単なリハビリであれば、ＰＴ等に方法を

指導してもらいＮＳサイドでの実施も可能

だが、可能なら専門的な知識を持ったＰＴ、

ＯＴ、ＳＴに実施してもらった方が利用者

にとっても効率的だ 

管理者以外 女 40 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

時間が短い 

管理者以外 女 40 代 准看護師 

在宅にいる老人や小児含めて、訪問リハビ

リがあるとないでは差が大きい。リハが必

要な方が沢山いると思うがリハ職(訪問の)

が少ない 

管理者以外 女 40 代 准看護師 

専門職ではなかった為（リハビリの）その方

に合ったリハビリが他にあったかもしれな

い…と思うことがあった。リハビリの課題

があっても良いのかと思ったりもしていた 

管理者以外 女 40 代 理学療法士 ｏｆｆの状態で何もできない時の対処法 

管理者以外 女 50 代 看護師 

7-6 の場合、リハビリ職とＮＳで訪問日を分

けて介入するようにし、リハビリの時間を

確保するようにしている 

管理者以外 女 50 代 看護師 

ＮＳとしては、点滴・注射・便処置・創処置・

保清・内服薬セット等、限られた時間内でや

らなければならないことが多く、リハビリ

の時間が十分にとれないことがある。介護

保険の人は予防の観点からもリハビリをし

た方が良いと思っても、点数がたりず十分

なリハビリが受けられないこともあると思

う。(特定疾患の方と比べると) 

管理者以外 女 50 代 看護師 
ＮＳのみの訪問では、ＲＨの時間をとれな

いが、専門職のＲＨの時間で実施できる 
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管理者以外 女 50 代 看護師 

医療依存度の高い対象では、リハビリ以外

のケア(呼吸器、保清、チューブ類など)で時

間がいっぱいになり、必要なリハビリがで

きない 

管理者以外 女 50 代 看護師 

介護保険の利用者は金額定額のため何度入

っても同じになると。利用者が沢山の場合

は、優先順位がつけにくい。意欲がある利用

者でも訪問回数が限定され、意欲も身体機

能も低下していく恐れがある。すると要介

護者が増えて悪循環となっていく事が考え

られる 

管理者以外 女 50 代 看護師 
限られた時間内でリハビリを行うのが無理

な事が多い 

管理者以外 女 50 代 看護師 

高齢者の場合、体調やその日の気分により

無理に行うことはせず、控えめにしないと

体調悪化や不満に感じるので慎重になる 

管理者以外 女 50 代 看護師 

サマリー等いただいても、限られた訪問時

間の中で一度に十分な情報収集、アセスメ

ントは行えず、訪問の度に少しずつわかっ

てくる事が多い現状。入院中の状況と在宅

での状況が一致しない事もある 

管理者以外 女 50 代 看護師 

実施して良いのか、有効的に行える方法な

ど迷う場面があり、躊躇してしまったり、し

っかりできていない可能性がある。利用者

本人の意欲に沿った対応に苦労する。作業

療法(認知症の方に対する)をおこないたい

が、自分の知識不足でうまく行えない。アイ

デアが浮かばない 

管理者以外 女 50 代 看護師 

十分なリハビリとはどんなことをいうの

か？すべてにおいてアセスメントが重要だ

と思う。それと量的な部分をカバーするた

めに、どのような資源を活用できるか知恵

も必要。リハスタッフは連携が下手だと思

う 

管理者以外 女 50 代 看護師 

職場にＲＨ有資格者が居ない、又アドバイ

ザー的な存在もいない為、退院時サマリー

に添って行うが、肺機能等であれば個人学

資から実施で行う状況 

管理者以外 女 50 代 看護師 

その時の訪問状況によっては、話の傾聴や

薬の確保に時間が割かれ、毎回しっかりと

リハビリに入ることができない 

管理者以外 女 50 代 看護師 
体調管理等に時間もかかり限られた時間内

では・・・時間が余れば行う感じ 

管理者以外 女 50 代 看護師 
病気や身体機能もそうだが、認知症や本人

のやる気が問題となることが多い 

管理者以外 女 50 代 看護師 

リハビリが必要とアセスメントし、リハビ

リを依頼しても訪問リハビリ受け入れの人

数的制限などにより、必要な人に必要にリ
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ハビリが行えない状況がある。看護師もリ

ハビリの知見、スキル不足がある 

管理者以外 女 50 代 看護師 

リハビリに関してはリハの担当にまかせて

いる所があり、訪問看護の中で取り入れる

事は少ない。一人一人のリハ内容について、

もう少し伝達されていれば訪問看護の中に

取り入れる事もできる 

管理者以外 女 50 代 看護師 

リハビリを行うに十分な時間をとれない時

がある。優先されるケアとの調整がつかな

い時が多い。訪問回数が限られる(金銭的に

増やせない等) 

管理者以外 女 50 代 看護師 
状況に応じてリハビリ方法を変更するな

ど、判断に自信が無い 

管理者以外 女 50 代 看護師 

身体機能の変化に気づけても、それに対応

するリハビリを考えるのは、看護師には難

しい 

管理者以外 女 50 代 看護師 
担当開始時、すでに退院後数年が経過して

いるので身体状況が固定してしまっている 

管理者以外 女 50 代 准看護師 

週 1回の 30分という訪問時間内ではリハビ

リの効果はあげられないと実感している

が、ケアマネからの要請がない限りどうす

ることもできない 

管理者以外 女 50 代 作業療法士 

7-1：看護師とリハ職が交互に訪問、数回の

訪問で評価している。7-3：全ての利用者を

みることはできない。相談、助言を看護師に

する。7-4.5：直接的なリハの他に介護方法

の提案、福祉用具の見通しなど各病期で対

応している 

管理者以外 女 50 代 
保健師 , 看

護師 

リハビリ専門職の確保が難しい時(経済的理

由、要介護度等)、看護師に期待される役割

が大きすぎる場合がある(特にＳＴ、ＯＴ分

野) 

管理者以外 女 50 代 

保健師 , 看

護師 , 介護

支援専門員 

介護保険の単位が足りないため、訪看が 60

分→30 分を依頼されたり、訪看が充分アセ

スメントでリハスタッフをという政策もあ

り、リハスタッフに力があっても訪看を入

れるため、時間がとれなかったりする。医療

保険では訪看と別事業所の訪リハスタッフ

と同一日に入りにくかったり連携がとりに

くいことがある 

管理者以外 女 50 代 看護師 

・痛みの訴えが多いと、どこまで動かして良

いのかわからないため、PT、OT の意見を

きく機会や、一緒に訪問して共有するな

どの時間がほしい 

・訪問時間が限られており、じっくり取り組

む必要がある人にも時間が取れない 

管理者以外 女 50 代 看護師 
・服薬管理や、保清処置などに割く時間も多

く、リハビリの時間を確保できない 
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・御家族の協力が得られなかったり、本人の

協力や必要性の理解がなく、リハビリを

行えないことがある 

管理者以外 女 50 代 看護師 

一般的にリハビリの意義、続ける効果を知

らない利用者が多い(専門職でもそういう事

はある)。やってみると良さがわかってもら

える。長期でみるとリハビリはとても効果

的に体調維持につながっている 

管理者以外 女 50 代 看護師 

ご家族との連絡が主になり、介護の悩みを

聞いている時間が多い。ご本人より介護者

が待ちかまえていることが多い。お話を聞

くことが主なケアになっていることが多い 

管理者以外 女 50 代 看護師 個別性 

管理者以外 女 50 代 看護師 
在宅における専門士（PT、OT、ST）が少な

い 

管理者以外 女 50 代 看護師 

病院での対応が専門に特化しており、全身

をみていないため、リハビリのアセスメン

ト、その前に必要性を認識されておらず、ア

セスメントに至らない 

管理者以外 女 50 代 看護師 
服薬セットで時間が多く取られ、時間内に

リハビリが出来ない事もある 

管理者以外 女 50 代 看護師 

リハビリに関しては専門職に実施してもら

うのが、より効果的であり評価できると思

う。しかし、サービスの問題もあってその時

間がとれていない利用者は多い 

管理者以外 女 50 代 看護師 リハビリは PT、OT、ST がやっている 

管理者以外 女 50 代 看護師 リハビリまで時間がとれない現状あり。 

管理者以外 女 50 代 看護師 

利用者に意欲がなく十分なリハビリを行う

ことができない。入浴介助とリハビリの必

要性がある場合、十分にリハビリを行うこ

とができない。介護保険の限度額や利用者

の都合で訪問回数を増やすこともできない 

管理者以外 女 50 代 
看護師 , 准

看護師 

・時間が足りない事が多い 

・リハビリメニューについて、PT や OT な

どへ相談したり、指導を受けたりする時

間がない 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

看護師のみで行う限界 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

訪問看護では体調観察、保清支援等の時間

が多く、現実的にリハビリ主体はほとんど

ない。生活リハビリ、筋力維持、現在の状態

を低下させないことが目標。利用者の満足

につながっていないと感じる 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

高齢者全般に対するリハビリ(マッサージや

ＲＯＭ、筋力訓練)はリハビリスタッフから

教えてもらい行えるが、その人個人のレベ
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリの実施に係る課題 

ルにあわせたリハビリメニューを行うこと

が難しいので、リハビリスタッフに入って

もらった方が助かる。利用者さん利益も大

きいと思う 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

服薬では薬剤師の協力、医師の処方の仕方、

簡便に必要な薬を処方してもらいたい。一

包化の必要性、同じ作用の薬剤処方、窓口業

務の複雑化、本人が管理(又は家族)できる最

低限の処方を守れれば、多様、複雑さがへる

といつも感じる 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

本人、家族とケアマネージャーそしてケア

とリハビリを実施する側とのリハビリに対

する必要性への認識の違いを小さくしてい

くこと 

管理者以外 女 50 代 

准看護師 ,

介護支援専

門員 , 社会

福祉士 

看護師のみで行うリハビリの限界 

管理者以外 女 50 代 理学療法士 
看護師による訪問の際には、リハビリにか

けられる時間は少ない 

管理者以外 女 50 代 作業療法士 

当事業所は看護師と連携がとれているの

で、リハビリに支障がでる事はほぼない。内

服などはリハ職の個々のスキルもある 

管理者以外 女 60 代 看護師 
ケアプラン上、その分ではリハビリまで行

うことが出来ないことがある 

管理者以外 女 60 代 看護師 
病状悪化や、日常生活に必要な提供が多く、

リハビリが必要でも点数不足にできない 

管理者以外 女 60 代 看護師 
リハビリが必要な人には専門職が対応する

ことがよい 

管理者以外 女 60 代 看護師 
リハビリ専門職(通所リハ、訪問リハ等)との

アウトカムの共有が不充分 

管理者以外 女 60 代 看護師 

利用者さんはリハビリについては望むこと

多く、それを中心として他の服薬や食事等

の話をしなくなる人がいる 

管理者以外 女 60 代 准看護師 
取れたら取れると思われるが、ベッドサイ

ドに行かない 

管理者以外 女 60 代 准看護師 

リハビリを開始する前に利用者の状態を十

分に把握できず、医師の指示メニューのみ

で行うことが多い。利用者の状態に応じた

知識技術の習得が必要と思うができていな

い 

管理者以外 女 60 代 看護師 継続していけるリハビリ内容を考えたい 

管理者以外 女 60 代 看護師 

適切なリハビリをしていないとの思いがあ

り、後まわしになり結局時間がなく実施し

ない時がある 

管理者以外 女 60 代 看護師 

訪問時間が必要と思われる時間より短い設

定。これは限度額を超えられないので、仕方

がないとは思うが十分な時間をとれると良
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリの実施に係る課題 

い 

管理者以外 女 60 代 看護師 
リハビリの必要性があっても、家族・本人が

希望しない、意欲がない場合がある 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

疾患によっては無理できないご利用者もお

り、高齢の方は骨粗鬆症もあり骨折の問題 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

通所リハを利用されている方々は、通所先

のＰＴに意見を求めることなどあるが、当

事業所にリハ職がいないので、気軽に相談

できるところがほしいと思うことがある 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

リハビリは生きている間、常に必要な事と

思う 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 , 社会福

祉士 

体調の確認や内服薬セット(３０分)をし、傾

聴していると、リハビリの時間が足りない 

管理者以外 女 
70 代以

上 
作業療法士 

複数のリハビリ専門職員が必要。意見交換

ができる 

管理者以外  30 代 看護師 
リハビリの時間のニーズにーがある場合、

増やした方が良いと思う 

管理者以外  40 代 看護師 

精神疾患を持っている方は外への興味関心

がうすく、体を動かすことに抵抗がある人

が多い。内服薬調整により病状も変化し、性

格の変化を伴うことがあるため、タイミン

グが合わないこともある 

管理者以外  40 代 看護師 

リハビリの必要性を利用者に理解して頂

き、協力が得られるかどうか。(認知症利用

者であったり、そこまでする必要がないと

受け入れて頂けない利用者が多い現状。プ

ラン立ててもできないことが多々ある) 

管理者以外  50 代 看護師 

担当数が多く 1 日の訪問数が多いため、そ

の時に必要な時間を取ることができないこ

とがある 

管理者以外  50 代 看護師 

アセスメントはできていても、その人の訪

問時の状況(気分や体調)によっては無理に

できない。頃あいを見てやろうとしても、実

施に至らず終わる事もある。併設の PT 等に

相談してもかけはなれたアドバイスしかく

れない。ケアマネには「ちゃんとやって」と

せっつかれることもある 

管理者以外  50 代 看護師 

訪問看護時（例えば週に１回の訪問）のみの

訓練で本当に効果を得られているのか。そ

のため生活リハビリを優先的に取り入れた

いが、日常的介助者との連ケイが取り切れ

ない 

管理者以外  50 代 
看護師 , 介

護支援専門

訪問看護とリハビリは業務を分業した方が

よい 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリの実施に係る課題 

員 

管理者以外  60 代 看護師 身体能力の向上 

管理者以外   看護師 
自分にはリハビリの基本的な知識が不足し

ている 

管理者以外   保健師 , 看

護師 

利用者様がリハビリの必要性を理解できて

いない 

 女 50 代 看護師 

ＰＴとの連携、適宜評価し次へ進めていく

こと。リハビリの必要性を伝える。認知症の

方も取り組みができる支援 

 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 , 社会福

祉士 

高齢者や基礎疾患を持った利用者へ、どこ

までの負荷をかけて行って良いかなど 

 女 50 代 准看護師 

ターミナルなどで訪問開始になった時な

ど。浮腫のある御利用者さんに対して。メン

タル的な意欲のない御利用者様の対応。御

本人と御家族の希望が一致しない時 

 

問８ 利用者本人や家族に対して、リハビリに関するセルフケア（自主訓練や生活上の工夫

など）に関する指導を積極的に行っていますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 48 9.0 

2 そう思う 328 61.7 

3 あまりそう思わない 135 25.4 

4 まったくそう思わない 9 1.7 
 無回答 12 2.3 
 合計 532 100 

 

問９ 具体的にどのようにセルフケアに関する指導を行っていますか？（あてはまる番号す

べてに〇） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 訪問・通所時に利用者と一緒に取り組んでいる 367 69.0 

2 セルフケアの方法を口頭で伝えている 274 51.5 

3 セルフケアの方法が記載された紙を渡している 278 52.3 

4 セルフケアの方法がわかる動画を提供している 18 3.4 

5 家族にセルフケア方法を伝えている 271 50.9 

6 ケアマネにセルフケア方法を伝えている 56 10.5 

7 施設職員等にセルフケア方法を伝えている 94 17.7 

8 その他 9 1.7 
 無回答 18 3.4 
 合計 532 100 

 

【その他】 

立場 性別 年齢 基礎資格 「その他」の内容 

管理者 女 50 代 看護師 セラピストによる指導 

管理者 女 40 代 看護師 ヘルパー等他職種への声かけ依頼 

管理者 女 60 代 看護師 特にしていない 
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問10 リハビリに関するセルフケア（自主訓練や生活上の工夫など）について、実施して

いる内容を具体的にご記入願います。 

立場 性別 年齢 基礎資格 セルフケアに関する実施内容 

管理者 男 20 代 
保健師 , 看

護師 

リハビリスタッフ（他施設）に依頼し、メニュ

ー作成してもらい、訪問の際に実施する 

管理者 男 30 代 看護師 
座りながらできる、下肢トレーニングやラジ

オ体操 

管理者 男 30 代 看護師 プリント作成 

管理者 男 30 代 看護師 口腔ケア、体操。歩行能力維持、向上 

管理者 男 40 代 看護師 

座位保持姿勢、歩行訓練方法を施設職員に指

導し、施設でも継続して行えるようにしてい

る。また、セルフケア方法や記載された紙を渡

し、本人、家族に指導している 

管理者 男 40 代 看護師 
メニューのコピーを作ってファイリングして

手交 

管理者 男 40 代 看護師 下肢挙上や足関節底背屈運動など軽度の運動 

管理者 男 40 代 
看護師 , 准

看護師 
インターネット動画の活用 

管理者 男 40 代 
看護師 , 准

看護師 

生活動線上の転倒予防、床上や端坐位で可能

な運動の説明、認知課題を使用した脳トレ等 

管理者 男 50 代 看護師 
呼吸リハにおける深呼吸の励行、端座位保持、

自力排痰 

管理者 女 30 代 看護師 
・転倒予防の体操・日常生活の中で可能な限

り、自分の力で行ってもらうなど 

管理者 女 30 代 看護師 

足首の硬い人に足首を回す運動。腹筋が弱い：

ブリッジ方法。肩甲骨を意識して上腕の関節

運動。転倒予防の為つま先、かかと上げ 

管理者 女 30 代 看護師 自主訓練のメニューを渡している 

管理者 女 30 代 看護師 歩行運動、巧緻訓練など 

管理者 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

体操の紹介や生活の中のどのタイミングで取

り組めそうかの検討。生活動作につなげたリ

ハビリ指導 

管理者 女 30 代 
看護師 , 准

看護師 
坐位訓練等は移動時に毎回行うなどしている 

管理者 女 40 代 看護師 足あげ、歩く、立つ 

管理者 女 40 代 看護師 えん下訓練と体操 

管理者 女 40 代 看護師 
高齢者が多いため、座ってできる上・下肢の運

動 

管理者 女 40 代 看護師 

在宅生活内でなるべく生活の一部として自然

にセルフケアができるよう時間、タイミング、

方法、習慣化へのアプローチを行っている 

管理者 女 40 代 看護師 自主トレメニューの提供 

管理者 女 40 代 看護師 

ストレッチ方法、リハビリ方法を紙をわたし

て自主的に行なっているか、又は行えている

か確認している 

管理者 女 40 代 看護師 

その利用者様の状況に合わせて実施内容も異

なるが、カレンダーやチェック表にやった内

容をチェック、家族へのアドバイス、メニュー

を渡すなど 
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立場 性別 年齢 基礎資格 セルフケアに関する実施内容 

管理者 女 40 代 看護師 
訪看中に実施しているリハビリをテレビをみ

ている時など行うよう話している 

管理者 女 40 代 看護師 
共に行い、振り返りができるよう、個別にメニ

ュー表を図つきで作成している 

管理者 女 40 代 看護師 
寝たままでも行える腰上げや下肢挙上、座っ

て出来る運動，歩行運動など 

管理者 女 40 代 看護師 

・Ｂｅｄ上（臥位や座位、端座位）で行えるよ

うな運動 

・パタカラ体操 

・早口言葉 

・ひとりじゃんけん 

管理者 女 40 代 看護師 
TV を見ながらでも、できる体操など 日常生

活の中でできることを伝えている 

管理者 女 40 代 看護師 

足関節底背屈、肩関節屈曲、股関節屈曲、手や

足のグーパー運動、首の運動、腹式呼吸、立ち

方、座り方等 

管理者 女 40 代 看護師 

介護者の介護負担軽減のため、ベッド下にす

べり止め設置することで体位交換が楽になっ

たと言われた 

管理者 女 40 代 看護師 
座位での足関節の屈伸、足踏み、歩行運動、腰

上げ、足上げ、ＲＯＭ 

管理者 女 40 代 看護師 

歩行訓練や、プリントに記載したリハメニュ

ーを渡したり、病院からもらった自己リハの

プリントを使ったりしている 

管理者 女 40 代 
看護師 , 認

定看護師 

歩行、トイレ、ねがえり、トランス、立ち上が

り、食事、持久性など全ての生活活動 

管理者 女 40 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

写真を入れた衣服の着脱方法や、ポジショニ

ング紙を作り、ご自宅の壁に貼るなどして、介

護者（Fa、ヘルパーなど）にもわかるように

している 

管理者 女 40 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

デイケアに通っている方に関しては、デイケ

アでの実施内容をもらい、本人でできそうな

事を紙に記入して渡している。デイケア利用

していない方はＰＴからＮＳに教えてもらっ

た、下肢筋力リハの内容をレジュメにしたも

のを渡している 

管理者 女 40 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

自助具の紹介、自主トレメニューの提供 

管理者 女 50 代 看護師 ＩＡＤＬにあわせたプログラム 

管理者 女 50 代 看護師 
安全に行える自動運動。ＮＨＫのＴＶ体操の

紹介 

管理者 女 50 代 看護師 

イス、ソファの床から座面の高さの提案。動線

上の支持ポイントの確認。手すり、食卓椅子で

の座位、立位での筋力維持メニュー提案。下肢

下車が長時間にならない様、下肢挙上の工夫 

管理者 女 50 代 看護師 
移動時の家屋環境の整備。日常生活の動きの

中にリハビリの要素を組み込む 
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立場 性別 年齢 基礎資格 セルフケアに関する実施内容 

管理者 女 50 代 看護師 

下肢筋力増強と転倒防止のリハビリ。言語リ

ハビリ、書字リハビリはことわざを使用した。

買い物に行った場面をつくり、金銭管理のリ

ハビリを行った 

管理者 女 50 代 看護師 

下肢筋力や体幹含め筋力低下予防のパンフレ

ットなど渡す。えん下訓練、トロミ剤の使用、

自助具の提案、装具の提案。紙に書いて貼るな

どの注意喚起 

管理者 女 50 代 看護師 

軽度の労作でできる体操等を指導したり、生

活の中での体の動かし方や福祉用具の活用方

法について提案、指導又はアドバイスを行う 

管理者 女 50 代 看護師 
口腔体操、足首運動(足指)、肩まわし、首まわ

し運動 

管理者 女 50 代 看護師 

呼吸器疾患の利用者には呼吸体操。拘縮が心

配な利用者には家族へのＲｏｍ、ｅｘ。廃用の

利用者には筋トレ 

管理者 女 50 代 看護師 
食事前の口腔体操や肩甲帯のストレッチ。あ

いうべ体操の推奨 

管理者 女 50 代 看護師 セルフケアを望む家族、利用者はいない 

管理者 女 50 代 看護師 
体操メニューやリハビリのポイントのパンフ

レットを渡している 

管理者 女 50 代 看護師 

転倒防止のため、歩行状態を確認しながら歩

行練習をしている。(トイレまで行く歩き方、

玄関まで行く歩行) 

管理者 女 50 代 看護師 

日常生活の中でとり入れられるリハビリのプ

ラグラムを紙面に図解し、具体的に伝えて行

ってもらっている 

管理者 女 50 代 看護師 発語。呼吸 

管理者 女 50 代 看護師 
パンフレットの提示。棒体操の練習(ラップの

芯を持参し渡している) 

管理者 女 50 代 看護師 
歩行訓練、カーフレイズ(イスに座ったまま、

かかとの上下運動) 

管理者 女 50 代 看護師 むくみ予防、拘縮予防の体操 

管理者 女 50 代 看護師 
下肢の運動や腰上げ、COPD の利用者などに

口すぼめ呼吸など 

管理者 女 50 代 看護師 動画、個々に応じたパンフでの説明 

管理者 女 50 代 
保健師 , 看

護師 
床上での麻痺肢のＲＯＭ 

管理者 女 50 代 

保健師 , 看

護師 , 介護

支援専門員 

セルフケアを日常の中でいつどのようにおこ

なうか具体的にきめる。宿題のようにして次

回出来ているか確認していく 

管理者 女 50 代 看護師 

・呼吸器疾患の方の呼吸リハ 

・下肢浮腫の強い方のマッサージや筋トレ 

・１人では歩行困難な方の歩行訓練 

管理者 女 50 代 看護師 

・動作訓練－起居動作、移動時の介助法をリ

ハビリとして家族と一緒に毎回行ってみる 

・セラピストのリハメニューを渡し、内容を

確認しながら一緒にやる 
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・福祉用具の使用開始時、慣れるまで毎回一

緒に使用してみる 

管理者 女 50 代 看護師 えん下訓練(発声、舌の運動)など 

管理者 女 50 代 看護師 家族が積極的に関与してほしい 

管理者 女 50 代 看護師 身体的な項目と目標回数の共有 

管理者 女 50 代 看護師 

ストレッチ、スクワット。端坐位での下腿部挙

上足関節の可動。腹式呼吸、肩骨、肩甲骨の回

旋。手指の運動。足踏みで床においたタオルを

つかむやり方 

管理者 女 50 代 看護師 底背屈運動、拳握運動の励行 

管理者 女 50 代 看護師 

訪問時のリハビリメニューの中で自分でもで

きている事をいくつか伝え継続していただ

く。テレビを見ながらなど坐っていてできる

下肢運動の紹介。ご家族に声かけや一緒に行

うことをお願いしている 

管理者 女 50 代 看護師 
ラジオ体操。タオル、棒など利用しての体操な

ど 

管理者 女 50 代 

看護師 , 皮

ふ排泄ケア

認定看護師 

セルフケア内容が記載してある用紙を渡す 

管理者 女 50 代 
看護師 , 准

看護師 

装具をはく時にストレッチする。車イス移乗

時に数回立つ等、何かの時に一緒に行えるよ

うにしている 

管理者 女 50 代 
看護師 , 准

看護師 
パンフレット作成・運動メニュー記載 

管理者 女 50 代 
看護師 , 准

看護師 
座って行えるリハビリ 

管理者 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

・リハビリプログラム作成 

・実施した日はシールつける等 

管理者 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

踵の上げ下げ、大腿四頭筋運動、足踏みなどイ

スに座ったまま行える運動をテレビを見なが

らなど、毎食事の前後、寝る前など 1 日数回

行ってもらえるよう指導。訪問時に患者、家

族、看護師が皆で一緒に行う 

管理者 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

本人が出来るリハメニューを、専門職の意見

も聞き、実施している 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

ＡＤＬを知り、できるところは介助しないで

見守り。 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

一日のリハビリメニューを紙で渡す 
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管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

毎日少しずつでも出来るメニューを渡して、

訪問時は一緒に実施したり確認したりしてい

る。リハビリ実施時に動画撮影し、本人にも確

認してもらい、注意する事など説明している 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

理解や継続性を考えるとセルフは難しい 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

リハビリメニューを用紙におとし、手元にお

いてもらっている。その実施状況を訪問時、確

認している。日常生活の活動確認し、できるこ

と、できていることでの生活リハビリ 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

自宅で簡単に行える運動(ラジオ体操や足ぶ

みなど腰痛体操)。必要時プリントをわたして

いる 

管理者 女 50 代 

看護師 , 社

会福祉士 ,

介 護 福 祉

士 , 精神保

健福祉士 

1 日 1 回は自分でもやってみるよう促してい

る 

管理者 女 60 代 看護師 えん下、発声訓練。ベッド上でのストレッチ 

管理者 女 60 代 看護師 上下肢、タオル体操 

管理者 女 60 代 看護師 

歩行状態などに合わせた福祉用具、住宅改修

など安全な在宅生活を行えるため他職種との

連携、家族への指導 

管理者 女 60 代 看護師 
保清の介助、促し。個人の能力に合わせたリハ

ビリ 

管理者 女 60 代 看護師 食事介助時のポジショニング 

管理者 女 
70 代

以上 
看護師 

歩行訓練、もも上げ運動、つま先かかと上げ運

動、下肢屈伸運動 

管理者 女 
70 代

以上 
看護師 

自主歩行訓練、下肢大腿四等筋の運動、両上肢

挙上、声出し 

管理者 女  看護師 

生活の一部の中で継続してできるように、椅

子に座りながらの運動や臥床時にできるよう

に声かけしている 

管理者  40 代 看護師 下肢筋力トレーニング、歩行訓練 

管理者  50 代 
保健師 , 看

護師 

動画やパンフレットを渡して、訪問時に一緒

に行った後に自主トレするよう勧め、後日そ

れが行えているか確認する 

管理者  50 代 
看護師 , 准

看護師 

食べる前や動き出す前の自主練や生活上の注

意点。自主リハビリメニュー 

管理者  60 代 看護師 服薬管理についてと坐位でもできる筋力ＵＰ 

管理者以外 女 60 代 看護師 本人に合った内容を作成する(プログラム) 

管理者以外 女 50 代 看護師 効果を伝える 

管理者以外 男 20 代 理学療法士 ストレッチ、筋トレ、介助方法の指導。 

管理者以外 男 20 代 理学療法士 筋力トレーニング、バランストレーニング 

管理者以外 男 20 代 
保健師 , 看

護師 
腰痛予防ストレッチ 
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立場 性別 年齢 基礎資格 セルフケアに関する実施内容 

管理者以外 男 30 代 理学療法士 
自主トレーニング定着のため、１日の中でど

のタイミングで行うかも指導している 

管理者以外 男 30 代 作業療法士 家族、多種との情報共有 

管理者以外 男 30 代 
保健師 , 看

護師 
階段昇降、散歩の提案 

管理者以外 男 30 代 
保健師 , 看

護師 
変形性膝関節症に対するリハ 

管理者以外 男 40 代 看護師 
紙面(文書、写真)を用いて説明 指導、練習し

ている。(家族、本人に対して) 

管理者以外 男 40 代 作業療法士 ストレッチ、下肢筋力向上。 

管理者以外 男 50 代 看護師 

御自宅にある物を利用したり工夫したりする

ことでリハビリへの活用を行う。状況により

多岐にわたる、また御利用者様の経済力によ

っては必要とする物品等の準備が出来ないと

ことがあり、難渋することがある。用手的なリ

ハビリに関しては問題なく実施出来ている。 

管理者以外 男 50 代 准看護師 
ベッド上での自己による可動域訓練や車イス

の自走訓練等。 

管理者以外 男 60 代 看護師 

セルフケアを怠ると今すきなこと、できるこ

となど様々なことができなくなる可能性があ

るなどと説明する。 

管理者以外 男 60 代 看護師 
あきらめず自分で出来る事は自分で行わさせ

ている。 

管理者以外 男 
70 代

以上 
看護師 

歩行、移動、車イス操作等。ベッド上で身体運

動。コウ縮予防 

管理者以外 女 20 代 看護師 
理解力と意欲がある方のみ、資料で自主訓練

の内容を渡している。 

管理者以外 女 20 代 准看護師 

ご自身で行えるリハビリの内容が記載された

用紙を渡し、日中の活動時間を決めて行うよ

う説明している。 

管理者以外 女 20 代 看護師 自宅での関節可動域訓練、下肢筋力運動 

管理者以外 女 20 代 看護師 パタカラ体操。パンフレットや貼り紙を使用。 

管理者以外 女 20 代 看護師 
訪問時に一緒に実施したり、家族にも指導し

たりしている。 

管理者以外 女 30 代 看護師 

・退院時に指導されている自主練習メニュー

の必要性、方法を改めて本人、家族に説明して

いる・生活状況に合わせた活動と休息、入浴、

排泄等の動作指導・必要時、補助具や福祉用具

の選定とＣＭとの共有 

管理者以外 女 30 代 看護師 

「家にあるトレーニングマシン(バイク)を 1

週間に 1 回どこかで自主的にやりましょう。」

など伝えている。 

管理者以外 女 30 代 看護師 
専門職(ＰＴ・ＯＴ)が個人にメニューを書面に

して渡している。 

管理者以外 女 30 代 看護師 

その人にあった、ＡＤＬ動作や自主訓練の方

法の紙を本人や家族がわかりやすいように書

かれたものを渡し一緒にどのように実施する

のか実践する。 
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管理者以外 女 30 代 看護師 転倒予防手帳の配布 

管理者以外 女 30 代 看護師 歩行練習、ストレッチ 

管理者以外 女 30 代 看護師 

リハビリからのメニューを訪問時に実施。自

主訓練も行うよう説明。車イスに乗る時には

手でこぐのではなく、足をつかい移動しても

らっている。(下肢筋力低下防止のため) 

管理者以外 女 30 代 看護師 
リハビリ職員にメニューを組んでもらい、一

緒に実施しメニュー内容を伝える。 

管理者以外 女 30 代 看護師 
一緒にパンフレットをみながら実施し習慣づ

ける 

管理者以外 女 30 代 看護師 関節可動域訓練など 

管理者以外 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

口腔体操。下肢の筋力訓練。仰臥位で行える下

肢訓練 

管理者以外 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

理学療法士から利用者さんへ渡されたメニュ

ー内容を、実施できているかどうかを時々、確

認している 

管理者以外 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

リハビリメニューを渡しわからない項目は追

記、修正している。訪問中に片付けなど利用者

本人にもなるべく手伝って頂き、動いて頂く

ようにしている。セルフケアをしていない時、

している時で効果の出具合を伝えるようにし

ている 

管理者以外 女 30 代 看護師 
・フットケア～足趾体操 

・起居動作やトイレ動作 

管理者以外 女 30 代 看護師 下肢の運動。屋内（施設内）での歩行 

管理者以外 女 30 代 看護師 
座位での足趾・踵挙上、足踏み、臥床での SLR、

足関節 ROM 

管理者以外 女 30 代 看護師 

自宅で座りながら行う足踏み運動や、下肢の

挙上運動、足趾や足関節の屈伸運動等の軽運

動を TV を観ている間や隙間時間に促してい

る 

管理者以外 女 30 代 看護師 
手首、足首の運動、ベッド上でできる運動、リ

ハビリ体操など 

管理者以外 女 30 代 准看護師 紙に記載し渡している 

管理者以外 女 30 代 作業療法士 

筋力維持向上のための自主トレメニュー。安

全な移乗をするための車椅子の位置。訪問以

外の場面(食事時)のシーティング。移動時の介

助量について 

管理者以外 女 30 代  運動機能の維持のためのストレッチ、筋トレ、

関節拘縮予防のトレーニング 

管理者以外 女 40 代 保健師 

・自主リハビリについてのメニューづくりと

指導 

・生活上の移乗の工夫 

・リハビリメニューを紙にかいて渡す 

・ベッドまわりの物をとる工夫について道具

を作ったりする 

管理者以外 女 40 代 看護師 
・坐位でもできる足の運動、手の運動 

・坐位姿勢、臥床姿勢の提案 
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・食事の前に何回行うなどリハビリ時間、回

数など具体的な方法の提案 

・介護者がどこまで介護する(自分で行える範

囲は自分で行うよう)声かけする 

管理者以外 女 40 代 看護師 

・自宅の中でトイレへ行く際、室内を移動す

る時を利用し、歩行訓練ができる様に歩き

方(効果的なＲＯＭや筋トレ)を実践しても

らっている 

・転倒したり起き上がれなくなる可能性＝助

けを呼べない時を想定し、起き上がり、立ち

上がり訓練を普段から実践している 

管理者以外 女 40 代 看護師 

・トイレでの立位保持 

・車イス⇔ベッド移動時はなるべく自分の力

でできるよう介助、又は介護方法の指導 

管理者以外 女 40 代 看護師 
ＣＯＰＤの患者さんの呼吸法やストレッチな

ど 

管理者以外 女 40 代 看護師 

ＰＴが評価し立案した、もしくは受持ＮＳが

立案したリハビリメニューに沿ってリハビリ

施行。訪問時以外でも一人でできるメニュー

を口頭で伝えて促している 

管理者以外 女 40 代 看護師 ＲＡの方への等尺運動 

管理者以外 女 40 代 看護師 
足関節の低背屈(浮腫予防)、もも上げ運動、両

肘屈伸、両膝屈伸 

管理者以外 女 40 代 看護師 足踏み運動や棒運動。用紙等渡している 

管理者以外 女 40 代 看護師 

歩練のための～足の指をひらいたりとじた

り、ＳＬＲ、横になったままひざまげ。えん下

練のための～舌の運動、顔面マッサージ、発声

練、口腔マッサージ。肺機能訓練のための～腹

式呼吸、うたをうたう、等たくさん 

管理者以外 女 40 代 看護師 
運動の方法を見やすくコピーし、ラミネート

かけてお渡ししている 

管理者以外 女 40 代 看護師 片麻痺で関節拘縮傾向の方への他動訓練 

管理者以外 女 40 代 看護師 

筋力低下予防は利用者と一緒に行い、必要に

応じて体操の内容を壁に貼り普段も行っても

らうよう説明。拘縮予防などで家族の援助が

必要な場合は一緒に行ったり、方法を確認、紙

で伝えることもある 

管理者以外 女 40 代 看護師 

軽体操・ＣＯＰＤの呼吸方法・舌や開口リハビ

リ→インターネットや調べて良さそうなもの

を紙面でご本人、Ｆａに渡して一緒に行い、訪

問日以外でも行ってもらうよう伝えている 

管理者以外 女 40 代 看護師 呼吸筋リハビリの実施。上肢の可動域訓練 

管理者以外 女 40 代 看護師 
自主訓練のプリントをＰＴが作成したものを

渡している 

管理者以外 女 40 代 看護師 

自主訓練を 1 人でも行えるようＰＣからプリ

ントし渡している。覚えやすい簡単なトレー

ニング方法を教える 
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管理者以外 女 40 代 看護師 
自宅で行える運動のパンフレットをわたす。

セラバンドなどを訪問時に一緒に行う 

管理者以外 女 40 代 看護師 

自宅の壁にリハビリメニューを貼って、訪問

時に行えているか確認していく。手すりや入

浴の仕方など工夫できる部分の助言。歩行器

や松葉杖歩行の安全な使用法 

管理者以外 女 40 代 看護師 
上肢、手の動き深呼吸。下肢、足関節の動き。

大胸部運動 

管理者以外 女 40 代 看護師 

上腕骨折後で握力低下の方に、ボール握りや

ご本人の好きな物(動物)のぬり絵をやっても

らう 

管理者以外 女 40 代 看護師 書面でのイラスト提示、実際に反復練習 

管理者以外 女 40 代 看護師 

例えば、生活の中に取り込めるように、テレビ

を見ている時に肩の上下運動をするとか、下

肢の運動をするとかすすめている 

管理者以外 女 40 代 看護師 

テレビ体操をすすめる。横になった時、座った

時、立った時、食後など実施するタイミングや

内容を具体的にイメージしてもらい、一緒に

実施する場面で伝える。スクワットや立ち上

がり、歩行時の工夫など 

管理者以外 女 40 代 看護師 

寝返り、起き上がり、立ち上がり、バランス運

動。方向転換時の足の移動位置、動線に合わせ

てくり返し実施。ご家族と一緒に屋外歩行、買

物の場面を想定し助言 

管理者以外 女 40 代 看護師 

のみ込みの悪い方→頸部のマッサージ。寝た

きりの方(片麻痺)→麻痺側の上肢を健上肢で

持ち拘縮予防 

管理者以外 女 40 代 看護師 

ベッドサイドで出来ること(例 オムツ交換

時、本人に腰上げやベッド柵につかまって頂

き体位変換を行って頂く) 

管理者以外 女 40 代 看護師 

訪問時にリハビリのパンフレットを用いなが

ら利用者さんと一緒に実施している。状況に

合わせて座りながらできるものや、ＴＶを見

ながらできるもの、継続しやすいものを伝え

たりしている 

管理者以外 女 40 代 看護師 
訪問のない日も 1 人で安全に行える運動の提

案 

管理者以外 女 40 代 看護師 歩行訓練 

管理者以外 女 40 代 看護師 
歩行訓練につながるように入浴時、遠くまわ

り入浴するなど。 

管理者以外 女 40 代 看護師 

本人と一緒にリハビリを行い、一人でもでき

るように用紙に記入し渡している。認知があ

るためご家族への声かけも行い、リハビリを

行うように本人に声かけしてもらっている。

リハビリの先生にメニューを教えてもらいＰ

ＴとＮＳで 1 回ずつ/週入ってリハビリを行っ

ている 

管理者以外 女 40 代 看護師 ライスパワー体操、食前の嚥下体操 
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管理者以外 女 40 代 看護師 口腔体操について、資料を用い指導した 

管理者以外 女 40 代 看護師 

自主トレのメニューを一緒に行い、御自分で

もするようにすすめる。行いやすいものすす

める。生活の中で御自分でできる事をすすめ

る 

管理者以外 女 40 代 作業療法士 安全にできる訓練の指導や姿勢のアドバイス 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 
足上げや肩上げ、簡単な体操 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 

口答や紙面でメニューを伝えることが多い

が、週に 1 回の介入で持続してセルフケアが

できているパターンは少ない。何か工夫点が

あれば… 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 

呼吸リハが必要なケースに対しては、必ずお

もちゃの吹き戻しを使って、楽しくつづけら

れるようにしている 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 
紙面を作り一緒にやって覚えていく 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 
日常的な体操や、呼吸リハ等の習慣づけ 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 

ベッドサイドで端坐位になりながらできる訓

練や階段を使った訓練などの指導、パンフレ

ットの作成、配布。本人だけでなく家族にも指

導内容を伝達する 

管理者以外 女 40 代 

保健師 , 看

護師 , 介護

支援専門員 

訪問日以外の自主的なリハビリに取り組んで

もらっている 

管理者以外 女 40 代 看護師 

・臥床から起き上がり、立位、歩行時となる時

は、一度腰かけて少ししてから歩くように 

・ＴＶをみながらの時間を使って、足の挙上、

上肢の運動など 

管理者以外 女 40 代 看護師 
・座位でもできる体操やストレッチの提案 

・テレビ体操を訪問時に一緒におこなう 

管理者以外 女 40 代 看護師 
いきいき百歳体操、ＴＶのテレビ体操、本やネ

ットからの抜粋 

管理者以外 女 40 代 看護師 一緒にやってもらい注意点を伝える 

管理者以外 女 40 代 看護師 

下肢：足首の屈曲、進展。座位での挙上、足踏

み、スクワット 上肢：挙上、肩の内・外旋、

肘を屈曲させての運動 

管理者以外 女 40 代 看護師 
下肢の運動、えん下体操、発語訓練、動作確認、

環境調節 

管理者以外 女 40 代 看護師 
下肢の筋力が低下しないよう、足踏みや足関

節運動を説明している 

管理者以外 女 40 代 看護師 口腔体操、下肢の運動 

管理者以外 女 40 代 看護師 

ご本人が自主的にできるよう分かりやすいパ

ンフレットやチェック表(自分で行ったらチ

ェック、達成感を感じてもらえるように工夫)

お渡ししている。身近にことで目標を立てて

一緒に取り組んでいく 
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管理者以外 女 40 代 看護師 

ご利用者様に訪問都度、リハビリの必要性等

を説明し、ご自宅でもできる訓練や生活動作

での軽運動を指導している。歩行時の注意点

の指導や転倒防止のためケアマネとの連携を

はかっている 

管理者以外 女 40 代 看護師 
坐位にてつま先、踵上げ、下肢伸展、屈曲拳上

(5 秒キープ)。呼吸法 

管理者以外 女 40 代 看護師 
実施状況の確認(カレンダー等で確認)本人が

できる内容の確認と変更 

管理者以外 女 40 代 看護師 

生活上の動きも運動の 1 つというとらえ方を

伝える。嚥下リハビリ。安全にできる座って行

う運動 

管理者以外 女 40 代 看護師 

当訪問看護ステーションでは、作業療法士が

勤務しているので、アセスメントし機能評価

をしていただいて、利用者様に合ったリハビ

リ内容を書面にしてくれている。その中でセ

ルフケアできる内容をピックアップしてご本

人にも書面で渡し、実施につなげている 

管理者以外 女 40 代 看護師 

不足や困難のある事について聞きとり、解決

や安定にむけて一緒に考え、できることを提

案する 

管理者以外 女 40 代 看護師 
無理せず継続できるように寝ながら、ＴＶを

見ながらできる運動を指導することが多い 

管理者以外 女 40 代 看護師 

リハビリの人に用紙をつくってもらい、利用

者宅で行っている。また、リハビリに同行し

て、リハビリの仕方をみている 

管理者以外 女 40 代 
看護師 , 准

看護師 
ＴＶを観ながらでも行える下肢運動 

管理者以外 女 40 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

ＮＨＫみんなの体操 

管理者以外 女 40 代 准看護師 
・ストレッチ・歩行（杖、歩行器など使用） 

・脳トレーニング 等 

管理者以外 女 40 代 准看護師 
小児(子ども)に対して父母が排痰やＲＯＭ訓

練、マッサージを行っている 

管理者以外 女 40 代 理学療法士 動作をみて基礎的な所からやっている 

管理者以外 女 50 代 看護師 

・下肢筋力低下を自覚されている方に座位で

の足踏み 

・下肢浮腫の見られる方に足関節運動、足背

の座背屈運動 

管理者以外 女 50 代 看護師 

・施設内の廊下を 1 日何往復と決めてウォー

キングしてみる 

・ベッドの柵を利用しストレッチングする・

車イスはできる事はしていただくよう見守

る 

管理者以外 女 50 代 看護師 

・沢山の事を指導しても実施、継続につなが

らないため、軽い簡単なものを少しだけ指

導する事が多い 
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・座位での転倒予防運動・立位でのつま先立

ちや浅いスクワットなど 

管理者以外 女 50 代 看護師 

ある程度必要。日常生活で維持できる内容を

考え、それに合わせたイラストや写真で動き

が分り易いリーフレットを作成し、一緒に行

い指導したり、実施を説明したりする 

管理者以外 女 50 代 看護師 
一緒に運動を行う。パンフレットを渡して指

導する。家族にも協力を依頼する 

管理者以外 女 50 代 看護師 
口頭で伝える。理解度の低い方には絵(ポスタ

ー)等で 

管理者以外 女 50 代 看護師 呼吸ＲＨ、筋力ＵＰ、ストレッチ 

管理者以外 女 50 代 看護師 

呼吸リハ、喀痰方法。嚥下障害のある方に対し

て、嚥下訓練や頚部(口、舌)の運動。上下肢の

運動など 

管理者以外 女 50 代 看護師 ゴムチューブ体操、足踏み体操など 

管理者以外 女 50 代 看護師 

自主運動のメニューを作成し(図入り等)毎日

行うよう渡している。カベに貼ったり本のよ

うにめくってつかえるように 

管理者以外 女 50 代 看護師 
自主トレのメニューをリストにして渡してい

る 

管理者以外 女 50 代 看護師 

ストレッチ、下肢筋力ＵＰ、棒体操など、立ち

上がり(つま先上げ下げ、足踏み、ひざ伸ばし、

アキレス腱伸ばし) 

管理者以外 女 50 代 看護師 ストレッチ、筋トレ、環境整備 

管理者以外 女 50 代 看護師 ストレッチや坐位のままでできる筋トレ 

管理者以外 女 50 代 看護師 底背屈運動、リンパマッサージ、胸郭拡張リハ 

管理者以外 女 50 代 看護師 
転倒予防。腰痛予防に関する下肢筋トレ、腰痛

体操 

管理者以外 女 50 代 看護師 

脳トレ、えん下訓練(舌運動)、スクワットなど

の自主トレの促し。食べたい物などのききと

り 

管理者以外 女 50 代 看護師 

必要な動作や運動を、その人の日課に組み込

む。やりすぎないように運動量の上限を設定

する。モチベーションを維持できるよう毎回

励ます 

管理者以外 女 50 代 看護師 
訪問看護計画の中に入れ、訪問の度に確認し

ている 

管理者以外 女 50 代 看護師 

訪問時に担当者が同じリハビリ内容を実施で

きるように、パンフレットの作成を行ってい

る。高齢者が対象のため自主的にはなかなか

行えていない 

管理者以外 女 50 代 看護師 

リハ職と同行してもらい、身体評価と共にリ

ハ指導をピンポイントで行う。メニューを書

いた紙(パンフレット)を渡す。生活動作、実践

動作をメニューとして指導 

管理者以外 女 50 代 看護師 
リハビリスタッフと共同し、パンフレット等

を作成 
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管理者以外 女 50 代 看護師 

リハビリメニューを壁に貼り、訪問時に一緒

に行ったりしている。調子が良くなった点を

感じてもらい、それは日頃自分で行っている

リハビリの成果だと思うと自己肯定感を感じ

てもらう 

管理者以外 女 50 代 看護師 リハビリメニューを毎日継続する 

管理者以外 女 50 代 看護師 嚥下体操、ストレッチ、健康体操、筋トレ 

管理者以外 女 50 代 准看護師 
インターネットを利用し、各利用者様に適し

ているであろうケア選択し見やすい表にする 

管理者以外 女 50 代 准看護師 

訪問看護時、入居者様と一緒にリハビリに取

り組むが、認知ですぐに忘れてしまわれる。は

り紙や説明の絵を置いても 1 人では(入居者

様)実行しない 

管理者以外 女 50 代 作業療法士 

・年末など長く休みになる時に紙面で自主訓

練を提案・家具を利用した、移乗、移動方法に

ついて・体調の変化に合わせた(良い日と悪い

日など)歩行練習について 

管理者以外 女 50 代 
保健師 , 看

護師 
自主トレ、メニュー、回数 

管理者以外 女 50 代 看護師 

・カラーコピーした見やすい資料の作成 

・タオルや肩たたき棒など身近な道具の活   

 用 

・動画や歌に合わせて行うなど、記憶に残り

易くする。楽しく！ 

・同居の方も一緒にやってもらう 

管理者以外 女 50 代 看護師 

PT や OT と相談しながら必要な EX を行った

り、紙面で運動内容を紹介したりして、行って

もらう。本人や家族にも協力が得られるよう

伝えるようにしている 

管理者以外 女 50 代 看護師 

一緒に散歩へ行ったり、タブレットで利用者

さんの好きな歌をかけ歌ったり、足踏み運動、

ラジオ体操等行っている 

管理者以外 女 50 代 看護師 筋膜リリース 

管理者以外 女 50 代 看護師 屈伸運動 

管理者以外 女 50 代 看護師 
座ってできる体操や臥床しての腹筋や腰上げ

など 

管理者以外 女 50 代 看護師 
できることはご自分でできるように自立支援

をすすめる 

管理者以外 女 50 代 看護師 
認知力低下の方が理解力がない家族への維持

は困難。パンフレットを作成し維持している 

管理者以外 女 50 代 看護師 腹筋運動、腹式呼吸訓練、足上げ、脳トレ 

管理者以外 女 50 代 看護師 
ベッドからの起き上がり。歩行のバランス訓

練→転倒予防、骨折など予防になる 

管理者以外 女 50 代 看護師 

訪問時に一緒に体操などを行っている。リハ

ビリ(体操)のメニューを渡し行ってもらって

いる 

管理者以外 女 50 代 看護師 
用紙を渡し毎日行うように指導していた方

が、コロナで訪問時間が減り一緒に行う時間
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がなく、1 人では難しく通所もコロナでイヤ

と言われている 

管理者以外 女 50 代 看護師 リハビリは PT、OT、ST がやっている 

管理者以外 女 50 代 
看護師 , 准

看護師 

・一緒に取り組んでいる 

・用紙を渡している 

・口頭で伝えている 

管理者以外 女 50 代 
看護師 , 准

看護師 
坐ってできる足首や足上げなど 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

下肢筋力強化運動、関節可動域、下肢のマッサ

ージ 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

リウマチ体操のパンフレットを渡したり・嚥

下の体操等のパンフレットを渡したり＝自分

でも毎日実施するよう声かけ 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

自助具、補装具の適宜活用 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

座って行える自主訓練を一緒に行ったり、紙

を渡たりして行っている。生活上の工夫～福

祉用具の提案や工夫して使えるものの提案や

試供品を持参している 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

訪問時、排便を促す目的で浣腸をする前に実

施。ふだんはイスに座ってＴＶを見てすごす

ことが多いため、訪問時は一緒に取り組み、そ

れ以外は家族に内容を書いた紙を渡し、家族

が声をかけ一緒に実施してもらっている。(週

3 回訪問) 

管理者以外 女 50 代 

准看護師 ,

介護支援専

門員 , 社会

福祉士 

日常生活動作に対しての助言 

管理者以外 女 50 代 理学療法士 

臥床時間を短くするなど生活パターンのアド

バイス。自主訓練のアドバイス。介護法のアド

バイス 

管理者以外 女 50 代 作業療法士 

自主トレメニューの作成(本人・家族に対し

て)。本人・家族共に時間がない、理解できな

い場合は渡していない 

管理者以外 女 60 代 看護師 

・動作の工夫の指導 

・姿勢、動作の評価をフィードバック 

・自主訓練の実施状況の確認 

管理者以外 女 60 代 看護師 
口すぼめ呼吸、腹式呼吸、ストレッチ(臥床)、

日常リラクゼーション、屈伸運動、足上げなど 

管理者以外 女 60 代 看護師 

その人に合わせて簡単なリハビリでプログラ

ム作成し、訪問時以外にも自主的に行なって

もらう 

管理者以外 女 60 代 看護師 ベッド上での姿勢を整える方法、移動方法 
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管理者以外 女 60 代 准看護師 フォローはなし 

管理者以外 女 60 代 准看護師 

訪問時に利用者、家族にその都度状況を確認

し、基本メニュー内容の再確認が補足、休止な

どしている 

管理者以外 女 60 代 看護師 写真を貼って具体的に教える 

管理者以外 女 60 代 看護師 
上肢挙上・屈伸、下肢挙上・屈伸、底背屈、足

踏み、スクワット等 

管理者以外 女 60 代 看護師 
訪問時に一緒に行った運動を一人でも行うよ

う伝えている 

管理者以外 女 60 代 看護師 
ラジオ体操、歩行練習、下肢関節、筋力増強の

基本的な運動 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

口頭説明、プリント配布 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

寝たきり防止運動、脳トレーニング、起居作の

練習、えん下体操、遊びリテーション 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

必要性を説明したり、訪問時に一緒に行った

りしている 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 , 社会福

祉士 

下肢訓練や巧緻訓練 

管理者以外 女 
70 代

以上 
作業療法士 

衣服着脱方法。起居方法(状況に応じて)。居室

で出来る安全な運動、体操。居室内でトイレま

での動線の工夫 

管理者以外    
看護師,准

看護師 
行っていない 

管理者以外  30 代 看護師 
カードにリハビリ方法を書いてスタッフに渡

し、訪問時に実施できるようにしている 

管理者以外  40 代 看護師 

自宅で出来る運動をピックアップした絵を壁

に貼り、毎日自分の出来る時間で自分のペー

スで実施することを伝え、訪問時に一緒にリ

ハビリの実施をする 

管理者以外  40 代 看護師 ストレッチ、体操、散歩 

管理者以外  40 代 看護師 

訪問時に一緒に行う。スクワットや手握運動、

殿筋の上げ下げなど。生活の中ではトイレか

らの立ち上がりなどの指導、ＴＶ見ているす

き間時間で足上げなど 

管理者以外  50 代 看護師 

・利用者の生活環境の確認→合っていなけれ

ば整備する 

・利用者の体調、年令に合わせてその時にで

きるリハビリを本人が理解できる方法で伝

える(口頭、パンフレット、文字等) 

管理者以外  50 代 看護師 
立ち上がり訓練、発声、唄を歌う、足関節の屈

曲、伸展 
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立場 性別 年齢 基礎資格 セルフケアに関する実施内容 

管理者以外  50 代 看護師 

・１日１回は自主訓練(上肢の挙上、歩行、ス

トレッチ） 

・姿勢を正す 

・声を出す 

・離床 

管理者以外  50 代 看護師 

１日数回の車椅子離床の継続。リハビリメニ

ューのプリントの配布。食事前の口腔体操、ア

イスマッサージの実施依頼 

管理者以外  50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

展示する 

管理者以外  50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

ラジオ体操 

管理者以外  60 代 看護師 モチベーションの維持 

管理者以外   看護師 ＲＯＭ。リウマチ体操 

管理者以外   保健師 , 看

護師 
歩行促し、足踏み 

 女 40 代 
看護師 , 准

看護師 

時間を見てすわりなおす。手指の伸展・屈伸、

足関節の伸展・屈曲など。訪問中にできること

をみつけて一緒に実践。家族へも同じことを

一緒に取り組んでもらうようにしている 

 女 50 代 看護師 

くり返し説明、紙面で伝え目につくところに

貼る。頑張りをほめる。一緒にできることの確

認をする 

 女 50 代 准看護師 

ポータブルトイレ出来る様に筋力強化(背筋、

腹筋、上下肢の筋力屈伸、可動域、立位訓練)。

精神的、意欲を引き出す様、コミュニケーショ

ンを意識している 

 

問11 セルフケアに関する指導の結果、利用者本人や家族による主体的な取組に繋がってい

ますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 11 2.1 

2 そう思う 236 44.4 

3 あまりそう思わない 256 48.1 

4 まったくそう思わない 12 2.3 
 無回答 17 3.2 
 合計 532 100 

 

問12 利用者本人や家族による主体的なセルフケアに繋がった事例で、工夫した点などにつ

いてご記入願います。 

立場 性別 年齢 基礎資格 事例や工夫した点 

管理者 男 30 代 看護師 

・下肢トレーニングでは筋力以外にも血流に

良いとか、解剖的な部分でメリットを感じ

てもらった 
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立場 性別 年齢 基礎資格 事例や工夫した点 

・セルフケアをした先(達成したことなど、ポ

ジティブな側面について)の未来について

話し合い、動機づけになった 

管理者 男 40 代 看護師 あまりムリせず楽しく行う 

管理者 男 40 代 看護師 

施設職員が継続してリハビリテーションを行

ってもらうため、担当を決めて取りくんでも

らった 

管理者 男 40 代 看護師 
実際に一緒に行い、紙媒体に残して繰り返し

指導 

管理者 男 40 代 
看護師 , 准

看護師 

目標を明確にすること、疲労させすぎないこ

と、家族へも働きかけること 

管理者 男 50 代 看護師 
生活パターンに合わせた、無理なく継続でき

る方法を一緒に考えたこと 

管理者 女 30 代 看護師 訪問時一緒に実施すること 

管理者 女 30 代 看護師 
巧緻訓練では、ヒモ、ボタン、箸など生活で使

う物を利用してリハビリをした 

管理者 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

・取り組んだ成果を一緒に評価する 

・目標を低く設定して少しずつ達成を実感   

してもらう 

管理者 女 40 代 看護師 意欲向上させる方法を知りたい 

管理者 女 40 代 看護師 介護におわれてリハビリまで手がまわらない 

管理者 女 40 代 看護師 
下肢の浮腫がある利用者様に下肢の運動や挙

上をすすめ軽減した 

管理者 女 40 代 看護師 

既に習慣化されている日常生活に追加してい

く形でとり入れ、無理なく行うことが出来る

よう工夫。又、ご家族やヘルパーなど関係各所

へお声かけの協力を頂くことで、訪問時間以

外の習慣化へのアプローチ、意識づけが出来

た 

管理者 女 40 代 看護師 

問 10 の内容と同じ。実行できるかどうかはご

本人の意識の違いによります(半分くらいは

実施) 

管理者 女 40 代 看護師 発語が出やすくなった 

管理者 女 40 代 看護師 本人のやる気、意欲によるものと思う 

管理者 女 40 代 看護師 

寝ている時間が長い方に、座っている時間を

少しずつ長くする所から始めて背もたれ無し

で端座位できるようになった 

管理者 女 40 代 看護師 精神面の安定につながる関り 

管理者 女 40 代 看護師 
画像、パンフレットで視覚でわかるようにお

渡し 

管理者 女 40 代 看護師 

体の冷え、自律神経症状で首、肩まわりの筋緊

張ある方に、絵で体操を書いて、訪問毎に会話

の中に実践方法を入れることで、自主的に効

果を感じて、自己リハビリを行うようになり、

症状緩和につながった 

管理者 女 40 代 看護師 

独居の方が多く、認知症の方が殆どのため、紙

を渡しても、その事自体忘れてしまうため、セ

ルフケアにつながることは殆どない 
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立場 性別 年齢 基礎資格 事例や工夫した点 

管理者 女 40 代 看護師 
訪問時以外の運動を実施せれている方が少な

い為、特にない 

管理者 女 40 代 
看護師 , 認

定看護師 

現在機能をどう活用するかをメインにしてい

る 

管理者 女 40 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

指導してもリハや運動は姿勢や力の入れる時

に、しっかり力が入っていないと効果が出な

く、結局我流になった結果大した効果もなく、

やめてしまう人が多発している 

管理者 女 40 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

利用者様のモチベーションが上がるような声

かけ、利用者様自身が考えている目標を具体

的に言語化し、小さな目標をクリアすること

で自信につながるような関わりを実施してい

る 

管理者 女 50 代 看護師 

・ＳｐＯ2 の数値を見せるなど、実践していく

中で一緒に評価する 

・計測して数値化すると向上がわかる。モチ

ベーションがあがる 

・実際にナースがやってみせて、それをおぼ

えてもらって効果を実感することがセルフ

ケアにつながる 

管理者 女 50 代 看護師 ＴＶ体操をＦａ(ご夫婦)で行う 

管理者 女 50 代 看護師 

移乗、移動などがスムーズに行えるようにな

った方については、ＮＳが行うのを見ていた

だいた後、実際に行ってみていただいて、ポイ

ントのアドバイスをする等で対応していた 

管理者 女 50 代 看護師 
サ高住の主な訪問を行っており、認知症の症

状もあるため主体的には繋がらない 

管理者 女 50 代 看護師 
時間はかかったがトロミ剤の導入、パンフレ

ットやくり返しの必要性の説明 

管理者 女 50 代 看護師 

セルフケアの方法を写真付きの書面で配布し

訪問時一緒に行う。その後生活のどの場面に

入れると無理なくできるか生活状況を確認し

アドバイスする。褒める 

管理者 女 50 代 看護師 

退院前訪問で本人の動き等を査定した上で住

宅改修を実施し、退院後本人もしくは家族の

みで行動することができた 

管理者 女 50 代 看護師 

毎日、決まった時間にご家族も行って頂けた

事例で機能が向上された。ご家族の意識向上

に工夫をした。(続ければできるという成功体

験) 

管理者 女 50 代 看護師 

毎日行えるよう、本人だけではなく家族にも

指導。実践ノートを作成し本人や家族が記入

するようにしていくことで達成感を実感でき

ている 

管理者 女 50 代 
保健師 , 看

護師 

精神的なフォローやモチベーション向上がな

いとＲＨできない人への働きかけ 
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立場 性別 年齢 基礎資格 事例や工夫した点 

管理者 女 50 代 

保健師 , 看

護師 , 介護

支援専門員 

毎日新聞をとりにいく(３階に住んでいるの

で階段使って一階まで行く)という役割をも

ってもらいました。家族にも家族が手伝わな

いように説明した 

管理者 女 50 代 看護師 腹式呼吸 

管理者 女 50 代 看護師 

歩行器使用時８８才、ベッド↔トイレの生活

から、室内歩行見守り毎回１～３周で、９０才

時、自力での移動の機会がふえ、往診医とマン

ション廊下を歩行し(歩行器)デートができた。

(夫の声がけで毎日おこなっていた) 

管理者 女 50 代 看護師 

本人がセルフケアを行うことで得をした(す

る)という感覚がもてるよう、具体的にアドバ

イスをしている 

管理者 女 50 代 

看護師 , 皮

ふ排泄ケア

認定看護師 

チェック表を用いて、自分で行った場合チェ

ック化する 

管理者 女 50 代 
看護師 , 准

看護師 

患児が側臥位に(体位変換)する時、ついでに呼

吸リハビリを行うようにし短時間でも数回

(１日に)行える 

管理者 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

転倒予防、色付きビニールで段差分かりやす

くした 

管理者 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

本人の目標にそう事。たとえば外に行きたい

という目標があれば、それを可能にする為に

どうするかを一緒に考える 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

運動の方法を日常生活の機会（例えば食事前

等）に合わせてと説明し、実行している。筋の

痛み軽減につながった 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

パーキンソンＹａｈｒ5、体動多く薬を減量し

床上生活が多くなった利用者さんは関節拘縮

も徐々に進んでいた。主介護者の娘さんに関

節運動の必要性を伝え運動方法を見てもら

い、日々実践してくださるようになった(オム

ツ交換時などに)。介護力のあるご家族への指

導が大切であること再確認した 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

毎回、訪問時に一緒に運動をし、少しでも前回

より違ったら褒め、励まし意欲につなげる働

きかけをしている 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 , 社会福

祉士 , 精神

保健福祉士 

自宅で行う自主訓練については安全面を第一

に考慮し転倒、転落の危険性について伝える。

本人のやる気、成功体験をつみ重ねる手段で

行う。ご家族も一緒に行う 

管理者 女 50 代 

看護師 , 社

会福祉士 ,

介 護 福 祉

散歩の習慣がついた 
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立場 性別 年齢 基礎資格 事例や工夫した点 

士 , 精神保

健福祉士 

管理者 女 60 代 看護師 保清の習慣化、意欲の拡大 

管理者 女 60 代 看護師 誤嚥が少なくなった 

管理者 女 
70 代

以上 

看護師 , 准

看護師 

家族にプログラム作成渡してチェックしても

らう 

管理者  50 代 
看護師 , 准

看護師 

口腔ケアの指導、服薬セット指導、褥瘡の排便

汚染時のケアなど自主リハビリ継続で ADL

拡大。シャワー浴(入浴)の動作確認指導で本

人、家族のみで安全に実施 

管理者  50 代  
精神疾患が多いので、一緒に行ってやる気が

でればできる時や、やってできて自信がつく

とできるようになる場合がある 

管理者  60 代 看護師 
指導直後は良く覚えておられるが、よく忘れ

てしまう 

管理者以外 男 20 代 理学療法士 
リハビリ内で実際に効果を感じてもらえるか

がとても重要 

管理者以外 男 20 代 理学療法士 

詳細な注意点などを記憶できない方が多いの

で、詳細を紙面にまとめてお渡しするように

している 

管理者以外 男 30 代 理学療法士 
体が良くなった時の目標が共有できていれ

ば、別と繋がりやすい 

管理者以外 男 30 代 作業療法士 家族、多種との情報共有 

管理者以外 男 30 代 
保健師 , 看

護師 

自身の生活上のメリットを示すようにしてい

る 

管理者以外 男 30 代 
保健師 , 看

護師 
紙を作成し、何度も指導 

管理者以外 男 40 代 看護師 

セルフケアの指導だけでは上手くいかない。

練習の継続が必要。また、実施状況を把握する

ためセルフケアの確認表を使用する 

管理者以外 男 40 代 作業療法士 まずはほめる。やる内容の意味を伝える 

管理者以外 男 50 代 看護師 

オムツ交換及び口腔内ケアに関する指導にて

時間はかかるが、介護者(Ｆａ)と本人との関係

性によっては難しい場合はあるが、必要性を

説明しセルフケアしやすい方法をいくつか提

案して選択していただいている 

管理者以外 男 60 代 看護師 

家族にセルフケアの必要性を熱心に説明する

と、本人を説得しセルフケアを行うようにな

りＡＤＬの向上につながった 

管理者以外 男 60 代 看護師 自分で出来る事は自分で実施する 

管理者以外 女 20 代 准看護師 

具体的な回数や時間の記載がないものについ

ては口頭でお伝えする。自力で難しそうなも

のは相談していただき内容を変えたりする等 

管理者以外 女 20 代 
保健師 , 看

護師 

倦怠感があったり長い時間座っていられなか

った利用者に、簡単なストレッチ方法を紙に

絵も入れてお渡しし壁にはってもらい訪問の

たび行った。それ以外の日も家族の働きかけ
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立場 性別 年齢 基礎資格 事例や工夫した点 

で毎日行うことにより、離床時間が長くなり

歩行や座位も安定してきた 

管理者以外 女 30 代 看護師 

一緒に目標を決める。簡単で本人の生活に取

り入れやすい内容、タイミングを一緒に決め

る 

管理者以外 女 30 代 看護師 

居間で転倒歴があり、日中独居になる高齢女

性、リウマチがあり手首関節痛もあり、室内で

は杖は困難。日中は居間で新聞を読む習慣が

あり、お一人で安全に居間(室内)移動が行える

ように本人、家族と考えた。日頃の習慣を継続

して頂き、室内は自宅にあったキャスター付

きテーブルワゴンを使用することを本人が主

体に考え、ＮＳサイドで安全に移動できるか

動作訓練を実施した 

管理者以外 女 30 代 看護師 

ご家族はいないので、いつも置手紙で「バイク

1Ｗのどこかで 6ｍｉｎやること宿題です」と

書いて忘れないようにしている 

管理者以外 女 30 代 看護師 

コロナが地域で流行した時に１人１人にメニ

ューを考えて書面でわたし、行って頂くこと

で全体的にＡＤＬの低下は無かった 

管理者以外 女 30 代 看護師 

写真をとり、本人用のパンフレットをつくる

ことで、わかりやすく、実施しやすくなったこ

と 

管理者以外 女 30 代 看護師 

できたことを共有し共に喜び、モチベーショ

ンにつなげた。そうすると介護者のモチベー

ションにもつながる。そして時々、長期、短期

目標を確認していく 

管理者以外 女 30 代 看護師 以前よりも筋力がアップした事があった 

管理者以外 女 30 代 看護師 

長年通っている週１回のデイサービスでやっ

ている内容をもとにメニューを組むことで内

容も把握しやくすくセルフケアにもつながり

やすかった 

管理者以外 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

・利用者本人に意欲なく妻がリハ希望週 2 回

リハビリをし、ちょっとした変化を伝えつつ

長期スパンでの変化を伝えた所、自主的に訪

問日以外でもリハビリを行うようになってい

た。・服薬管理や廃止相談目的の方、自宅生活

に慣れ訪問減らしてと希望あった。浮腫あり、

膝や腰痛あり体操やマッサージを紹介した所

(気持ち良かった、浮腫、痛みがやわらぎ)意欲

が出て、訪問も続けたいと希望あり。今はリハ

ビリ目的と変わった 

管理者以外 女 30 代 
保健師 , 看

護師 
絵入りのメニューをお渡しする 

管理者以外 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

リハビリを行ったら「〇」をつけるなど、明記

するものがあったこと 

管理者以外 女 30 代 看護師 
短時間、簡便な方法にする。１日１０分程度で

できるもの 
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立場 性別 年齢 基礎資格 事例や工夫した点 

管理者以外 女 30 代 作業療法士 

施設職員への伝達で繰り返すこと、また訪問

のたびに状況の確認。自主トレメニューにつ

いて職員間でも情報共有し、他スタッフから

もフィードバックをしてもらう。利用者と振

り返りと目標の共有 

管理者以外 女 30 代  訪問時には毎回一緒に実施する 

管理者以外 女 40 代 看護師 

・立ち上がり動作はおじきをしながら「こ 

んにちはー」と発声しながら実施。家族にも

分かりやすく常に声かけして頂くことで動

作は安定した 

・えん下訓練と評価行い胃ろう中止、経口摂

取へ移動、主治医の協力も大きかった 

管理者以外 女 40 代 看護師 

・利用者が行える範囲を本人、家族に説明 

することでセルフケア、身体状況が現状維

持できた 

・利用者ができていることに対し、ほめるこ

とで意欲低下が防げ、モチベーションの向

上がはかれた。(もっと動けるようになりた

い。など) 

管理者以外 女 40 代 看護師 
ＰＴ、ＯＴ在席のためセルフケアにつながる

事例という件はあまりない 

管理者以外 女 40 代 看護師 
一緒に行うこと。すすめて出来ていることを

一緒に評価して効果があると実感してもらう 

管理者以外 女 40 代 看護師 

実施状況を〇を付けたり見える化、積み重ね

を評価したり現状評価を定期的に行なう場面

で励ますなど 

管理者以外 女 40 代 看護師 

数字で目標を持ち(1 日〇〇〇歩を〇セットな

ど)ながらであると、意識を持って取り組める

と思う 

管理者以外 女 40 代 看護師 

生活の中で出来ることを伝えて、小さなこと

から継続を促す。(例 仙骨に褥瘡がある方で

寝たきりにならないようにヘッド離床と臥床

を繰り返してみるよう伝える) 

管理者以外 女 40 代 看護師 

その人にとってわかりやすい伝達手段と、で

きたことでの達成感が得られる工夫。小さな

目標からのステップＵＰ 

管理者以外 女 40 代 看護師 
貼り紙をして方法を毎回確認することで、自

分たちも毎回行えるようになった 

管理者以外 女 40 代 看護師 
本人ができる様になるまでパンフレットをみ

ながら、訪問時に一緒に行っていた 

管理者以外 女 40 代 看護師 
本人に合わせて日常生活動線を考えた動きや

負担にならい、続けられる様に考えた点 

管理者以外 女 40 代 看護師 

毎回の声かけ、運動をしたらおやつが食べら

れるなどの声かけの工夫をご家族が行い、運

動の習慣付けになることはあった 

管理者以外 女 40 代 看護師 

毎日継続できるようパンフレットを使用し、

具体的に 1 日何回と提案し無理なく行えるも

のを伝えていっていった 
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立場 性別 年齢 基礎資格 事例や工夫した点 

管理者以外 女 40 代 看護師 

利用者本人と家族の自信につなげる声かけ、

評価を常時行う。前向きになり自ら行うよう

になるケースが多い 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 

ＯＴ、ＰＴと協力し、自分でできる体操のパン

フレットをおわたしすることなどによりセル

フケアにつながった例があった 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 

意欲の高い人では指導内容に取り組みやすい

ため、回数の目安を説明したり、次回訪問時に

前回まで、より向上した点を具体的にフィー

ドバックしたことで、より運動回数・時間の増

加につながった 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 
上記の様に上手くいっていない 

管理者以外 女 40 代 看護師 

・利用者のみだと実施困難 

・ご家族、介護職等、本人以外の方が同席可能

な場合、一緒に実施し、本人に適宜声かけ、

促していただいている 

管理者以外 女 40 代 看護師 

介助方法を伝えた事で、負担も少なく自律性

を得る事ができた。(見守りや一介助のタイミ

ングなど) 

管理者以外 女 40 代 看護師 効果について話し合った 

管理者以外 女 40 代 看護師 

実生活につながるよう利用者様、ご家族の生

活背景や実施可能なセルフケアを提案してい

った 

管理者以外 女 40 代 看護師 つながった事例があまりない 

管理者以外 女 40 代 看護師 

問１０との解答と重複しますが、セルフケア

できるリハビリ内容を書面にしてお渡しし、

訪問の際は一緒に実施してセルフケア時のポ

イントを声かけした 

管理者以外 女 40 代 看護師 

福祉用具を上手く使う方法、身体に合ったも

のへの変更。リハ技師の同行訪問し助言うけ

る等している 

管理者以外 女 40 代 看護師 訪問時、くり返し説明 

管理者以外 女 40 代 看護師 やる気がある人はやれる 

管理者以外 女 40 代 看護師 

リハビリ効果を伝える。上手にできるように

なった事、先月より足の上りが良い等まずは

ほめていく。訪問時に一緒に行う 

管理者以外 女 40 代 理学療法士 ニーズにそった筋トレ指導をしている 

管理者以外 女 50 代 看護師 

・座位でできるもの(安全にできるもの) 

・メニューを目につきやすい大きさにしてカ

ベに貼っている 

・覚えやすさ 

管理者以外 女 50 代 看護師 

あくまでもセルフケアの為実施が理解し易く

続け易い物であること、それらが助けられる

物(リーフレット)の作成 

管理者以外 女 50 代 看護師 
いつでも簡単にできる事、坐位のままできる

事を指導している 
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立場 性別 年齢 基礎資格 事例や工夫した点 

管理者以外 女 50 代 看護師 
イラスト入りのリーフレットを目に入る場所

に置いたり貼ったりした 

管理者以外 女 50 代 看護師 

言わないよりは話をしてやってみて少しでも

できるようになったら、とにかく「ほめる！」

事をしている 

管理者以外 女 50 代 看護師 

主体的にできる人〈 できない人の方が多い

が、チェックリストを作ることで意欲的にな

った人もいる。 

管理者以外 女 50 代 看護師 

絶飲食だった方→食べたかったヨーグルトの

摂取へつながった。自主的に口腔リハビリも

行っている 

管理者以外 女 50 代 看護師 

底背屈運動、マッサージにより浮腫の軽減と

共に足関節の可動域を広げ、転倒の防止に繋

がった 

管理者以外 女 50 代 看護師 ベッドから見える位置へ貼る 

管理者以外 女 50 代 看護師 訪問日には毎日一緒に体操に取り組む 

管理者以外 女 50 代 看護師 

本人、家族が習慣としてやっていることにス

ポットを当て、それを続けることがとても大

切であるという意識づけをする 

管理者以外 女 50 代 看護師 

本人のやる気を引き出すため、チェックシー

トを作成し実施毎に記入してもらい継続実施

につなげていく 

管理者以外 女 50 代 看護師 
利用者次第ではあるが肯定的メッセージを伝

えるようにしている 

管理者以外 女 50 代 看護師 
嚥下体操を取り入れるようになってから、誤

嚥が減った 

管理者以外 女 50 代 作業療法士 

・認知機能が低下した方にはイラストを用い

た。(看護師も理解しやすい) 

・日中独居の方には看護師、リハ職も書面で

記録を残す 

管理者以外 女 50 代 看護師 

くり返し行う。根気良く！医学的根拠を分か

り易く伝え、運動効果についてもわかり易く

伝える 

管理者以外 女 50 代 看護師 

自主運動のチェック表を作り〇をつけて頂く

ことで習慣となった。訪問時には意欲的にリ

ハビリを行われるが、自主的に行われる利用

者は少ない 

管理者以外 女 50 代 看護師 十分なセルフケアには至らず 

管理者以外 女 50 代 看護師 
歩行訓練→手洗、うがいなど感染予防につな

がる行動。発声、歌など→えん下機能の維持 

管理者以外 女 50 代 看護師 

利用者や家族にも生活があり、リハビリを優

先的に行なうことは難しく、訪問時のみにな

ってしまうことが多い 

管理者以外 女 50 代 看護師 わからない 

管理者以外 女 50 代 看護師 わかるように伝える 

管理者以外 女 50 代 
看護師 , 准

看護師 , 介
デイサービスとの連携でつながった位 
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立場 性別 年齢 基礎資格 事例や工夫した点 

護支援専門

員 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

食事動作、排泄動作場面で具体的な動作獲得

を目指す。段階的に振り返り、利用者、家族の

意識が変化できた 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

問10の利用者 家族に誘導されないとリハビ

リすることはなかったが、ふとした時、リハビ

リの動作を自主的に実施することがあった。

排便もしっかりみられ、発語や起き上がり、立

ち上がり動作がスムーズになった 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

本人と家族一緒に自主訓練を行い、家族にも

声かけしてもらい決まった時間に一緒に行っ

てもらった。わかりやすい内容で記載したプ

リントも渡した 

管理者以外 女 50 代 

准看護師 ,

介護支援専

門員 , 社会

福祉士 

ご利用者様、ご家族様が必要性を感じない場

合がほとんどで事例がない 

管理者以外 女 50 代 作業療法士 
本人・家族の意欲も大きいのではないかと思

う 

管理者以外 女 60 代 看護師 
失認のある方のご家族にカレンダー、時計な

どの設置方法など 

管理者以外 女 60 代 看護師 
独居の利用者様などは難しいと思う。他、認知

症の方は自主的に行なうのは難しい 

管理者以外 女 60 代 看護師 

認知症、無気力なケース…御家族を交えて遊

びながら想起問題を行った。→御家族内で日

常に取り入れて楽しんでいる様子がある 

管理者以外 女 60 代 准看護師 

毎日の生活の中で家族自身が継続していける

ようなリハビリ内容を伝え現在も行ってい

る。（短い時間でできることや簡単な支援内

容） 

管理者以外 女 60 代 看護師 継続した指導を行う 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

本人か家族の意欲により大きく異なる。具体

的な写真入りのプリントは喜んでくれること

が多いと感じる 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

リハビリメニュー渡しており家族と一緒に行

ってくれる 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

外出できるようにと目標として筋力や動作の

練習と平行して体調を整えられるようにした 

管理者以外  30 代 看護師 

利用者さんに指導し定期的に施行してもら

う、そのうちに自分でもリハビリを行ってい

ただけた 

管理者以外  40 代 看護師 

パーキンソンでふらつきがみられやすい利用

者に歩行訓練をしていくことで、日頃の散歩

の意欲につながり、結果歩距離がのび転倒が

なくなった 
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立場 性別 年齢 基礎資格 事例や工夫した点 

管理者以外  50 代 看護師 
自主的に行なわないことのリスク、行うこと

での利点を時間がかかっても伝えていく 

管理者以外  50 代 看護師 

利用者が困っていることや、して欲しいこと

を聞きながら出来ていることを意図的にほめ

る 

管理者以外  50 代 看護師 

過去の生活習慣や興味があるものを取り入れ

ると、継続しやすいと感じる。例えば、生け花、

毎日の入浴習慣など 

管理者以外  50 代 看護師 

便意もよおし、トイレ間にあわず汚染してし

まう方＆転倒。定時(朝の洗面後)のトイレ習慣

をすすめたところ、毎日便出るようになり汚

染しなくなった。おちついてトイレに行ける

ようになった 

 女 40 代 
看護師 , 准

看護師 
自宅で出来るもの、あるものを使う 

 女 50 代 看護師 
道具の工夫、わかりやすいメニュー作り、ほめ

る言葉を多く使う 

 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 , 社会福

祉士 

モチベーションが上がる様な声掛けや小さな

事でも出来た事を誉める 

 

３．リハビリテーション専門職との連携について 
 
問１ 訪問リハビリや通所リハビリなどリハビリテーション専門職が関わるサービスを利用

していない高齢者の療養支援に向けて、リハビリテーション専門職の視点によるアド

バイスや評価を受けたいと思うことはありますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 195 36.7 

2 そう思う 293 55.1 

3 あまりそう思わない 33 6.2 

4 まったくそう思わない 4 0.8 
 無回答 7 1.3 
 合計 532 100 

 

問２ リハビリテーション専門職と連携し、円滑にリハビリテーションを実施できる機会は

ありますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 十分にある 95 17.9 

2 ある程度ある 236 44.4 

3 あまりない 143 26.9 

4 まったくない 51 9.6 
 無回答 7 1.3 
 合計 532 100 

 

  



128 

 

問３ 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お答えください。（複数回答可） 
No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 
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 

401 75.4 

2 
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） 

321 60.3 

3 

ICT を活用し、利用者の様々な情報（生活動作等の動画、
生活機能を評価しうるデータ）をリハビリテーション専門
職と共有しアドバイスをもらえるようにする 

176 33.1 

4 
リハビリテーション専門職から利用者のアセスメントに関
するスキルを習得できるようにする 

257 48.3 

5 
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 

332 62.4 

6 
リハビリテーション専門職と顔の見える関係性を構築する
ための機会をつくる（研修会・交流会等） 

138 25.9 

7 
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 

281 52.8 

8 
サービス担当者会議において、必要な時に専門家としてリ
ハビリテーション専門職を招集・相談できるようにする 

200 37.6 

9 その他 6 1.1 
 無回答 12 2.3 
 合計 532 100 

 

【その他】 

立場 性別 年齢 基礎資格 「その他」の内容 

管理者以外 男性 30 代 作業療法士 
上記の全てが必要、可能な範囲で取り組

む 

管理者以外 女性 50 代 看護師 
ＯＴがいるので、相談や手技など教えて

もらったりできている 

管理者以外 女性 30 代 
保健師, 

看護師 

継続支援などでメニュー等を定期的に共

有、情報交換したい。訪問ＲＨだけではな

くＨＰのリハビリの方とも連携がとれた

ら良いと思われる 

 

問４ リハビリテーション専門職との連携による円滑なリハビリテーションの提供に向けた

課題や、「あったらよい」と思う仕組みについて具体的にお答えください。 

立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携における課題や要望の仕組み 

管理者 女性 50 代 看護師 現状で相談できるので特に問題はない 

管理者 男 30 代 看護師 オンラインサロン 

管理者 男 40 代 看護師 ICT 技術を利用した動画配信など 

管理者 男 40 代 看護師 看護へのスタッフ派遣、兼務 

管理者 男 40 代 看護師 

リハビリテーション専門職に同行訪問する回

数を増やし、評価を一緒に行う機会が増える

と、もっと統一したサービスの提供ができる

と思われる。同行訪問に加算がつくと良い 

管理者 男 40 代 
看護師 , 准

看護師 

連携が不十分だと感じる事が多い。インター

ネット、メールによる連携がスムーズに行く

と良いと思う 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携における課題や要望の仕組み 

管理者 女性 50 代 看護師 現状で相談できるので特に問題はない 

管理者 男 40 代 
看護師 , 准

看護師 

初期アセスメントで必ず身体評価を行い、必

要であればリハ提供方法の提案を受ける 

管理者 男 50 代 看護師 
カンファレンスに参加してもらい、アドバイ

スを受けることができるとよい 

管理者 女 30 代 看護師 

(自施設にＰＴ、ＯＴがいるため、3．問 1～3

は「他施設のリハ専門職」として回答してい

る。) 訪看ステーションからのセラピストの

訪問回数を、現行の 120 分/Ｗより縮小したり、

人員配置を変えたりすることはしないでほし

い。訪看でのリハを必要としている方がたく

さんいる 

管理者 女 30 代 看護師 ＩＣＴ 

管理者 女 30 代 看護師 メールや電話で相談できる環境 

管理者 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

同行など一緒に活動できる時間を設けるのが

有効 

管理者 女 40 代 看護師 
・情報を共有できる場がある 

・必要時に同行できる 

管理者 女 40 代 看護師 
いつでも相談できて、具体的なアドバイスが

貰えると良い 

管理者 女 40 代 看護師 

サービス担当者会議招集でリハスタッフが参

加できないことが多い。会議は加算をつけて

招集してもらってはどうか 

管理者 女 40 代 看護師 
事業所に所属していないＰＴ、ＯＴに相談や

同行訪問して頂けるしくみ(単発的に) 

管理者 女 40 代 看護師 指導や見学など気軽にできるシステムの構築 

管理者 女 40 代 看護師 
担当者会議だけでなく、日々の生活の中での

リハビリも聞きたい。トイレの動作、転倒防止 

管理者 女 40 代 看護師 

訪問看護ステーション、施設などリハビリを

提供する事業所に必ずＯＰ、ＴＰがいること

が必要 

管理者 女 40 代 看護師 

リハ職は自分達を医師かなにかと勘違いして

いる人が多く、会議の場でも上からの口調で

持論を話し続ける。「リハを正しくやらないか

ら歩行状態が悪くなる」など年令、疾患を考え

ず責めるセラピストが多い。アドボケートや

アサーティブな会話などの研修をうけるとい

いと思う 

管理者 女 40 代 看護師 
担当者の取り組みがわかり、相乗効果を生み

出す方法を話し合える場 

管理者 女 40 代 
保健師 , 看

護師 

訪問看護ステーションのようにセラピスト自

身が事業所を立ち上げられるようになると、

在宅のリハビリは充実するのではないかと思

う 

管理者 女 40 代 看護師 

通所などのリハビリでの連携は、担当者会議

の時のみでもう少し(６ヶ月毎など)連携して、

リハビリ内容等もわかった方が、統一感(リハ

ビリの)があるかもしれない 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携における課題や要望の仕組み 

管理者 女性 50 代 看護師 現状で相談できるので特に問題はない 

管理者 女 40 代 看護師 

日々の業務で感じた疑問、効果を直接セラピ

ストに会った時に語り、聞いてもらうことが、

一番スキルの習得には有効と思う 

管理者 女 40 代 看護師 

訪問看護ステーションでリハスタッフを常勤

で雇用するためには、ある程度の利用者数を

確保しなければならないため、小さな事業所

では難しいと思う。ご利用者様が通院してい

る病院リハスタッフと、もう少し連携してい

きたいと思うが、断られる事が多いので病院

と連携していけたら良い 

管理者 女 40 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

リハビリテーション協会に依頼すれば、身体

評価とリハビリメニューを検討してくれる仕

組みを作ってほしい。リハビリの必要性を感

じてない人でも身体評価をしてもらえば納得

すると思う 

管理者 女 50 代 看護師 

・同行訪問や単回での評価訪問でもケアプラ

ン上、位置づけられ訪問の報酬がもらえる

仕組み 

・定期的にリハビリを評価－終了する仕組み

(始めるとご本人が中止をしない限りずっ

と続いてしまう事も多い) 

・限られた訪問枠を有効に使うことで、リハ

スタッフの枠を有効に利用したい 

管理者 女 50 代 看護師 
ＩＣＴの活用は今後さらに求められるかと思

う 

管理者 女 50 代 看護師 
院内に専門職がいるので必要時には相談、指

導を受けている 

管理者 女 50 代 看護師 

円滑に行うためにリハビリスタッフの採用を

しており、日々、スキルアップに努める自ステ

ーションである。しかしリハビリスタッフが

いない訪問看護ステーションもたくさんある

ので、そのようなところに同行できるスタッ

フが地域にいるとよい。特にＳＴ 

管理者 女 50 代 看護師 カンファレンス 

管理者 女 50 代 看護師 ケースによってはＰＴ職のみの訪問もあり 

管理者 女 50 代 看護師 

自宅療養に移行する時に実際に生活の場を見

てもらった上で、自宅でとりくめるリハビリ。

実際を訪問看護師も帯同して実技の注意事項

確認ができると良い 

管理者 女 50 代 看護師 上記 2 ができる体制づくり 

管理者 女 50 代 看護師 
ステーションにリハビリスタッフがいてくれ

たら良いと思う 

管理者 女 50 代 看護師 

セラピストと同行訪問しても、どちらかがサ

ービス訪問となり収益につながっていない。

問題があれば一緒に訪問しているが 

管理者 女 50 代 看護師 
定期的カンファやＩＣＴ活用、ＴＥＬなど仕

組みはできつつある 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携における課題や要望の仕組み 

管理者 女性 50 代 看護師 現状で相談できるので特に問題はない 

管理者 女 50 代 看護師 
問 3 の 1 の後、リハビリプログラムを作成し

ていただけたらと思う 

管理者 女 50 代 看護師 同行訪問 

管理者 女 50 代 看護師 話し合い、カンファレンスの場、事例検討 

管理者 女 50 代 看護師 

訪問看護師対象にした、リハビリ専門職との

連携について話し合う場をもっと多く持った

方がよい 

管理者 女 50 代 看護師 

訪問看護で行ったリハに対して、評価とアド

バイスをしてもらい(専門職に)訪看でリハビ

リが行えるようにできればと思う 

管理者 女 50 代 看護師 

訪問リハとの違いがはっきりしないような、

リハ職が稼動しているＳＴもあり、あくまで

も訪看としてのリハ職の適正な運用が必要 

管理者 女 50 代 看護師 

リハビリテーション専門職でも脳外、整形、神

経難病等それぞれ得意分野があり、不得手な

分野の相談を行った時に「よくわからない…」

とか本に記入してあるような一般的な返答し

か返ってこない事もあるため、具体的に何が

出来るのか提示してくれるとうれしい 

管理者 女 50 代 看護師 

在宅での生活に視点を当てたリハビリメニュ

ーと状況に応じた家屋調査実施とアドバイス

がなされていない状況ある中で情報を持って

いる人間が気軽に言える関係が築ける仕組み

＝情報共有する場が必要。（時間を気にせず） 

管理者 女 50 代 

保健師 , 看

護師 , 介護

支援専門員 

自分こそ正しいという専門職特有のプライド

が他職種との連携は難しいと思う 

管理者 女 50 代 看護師 

③の動画等は今後、大切な手段になるとは考

えるが、①⑦の部分でＨＰや通所リハのスタ

ッフとも連携がとれる仕組みがある事を願っ

ている 

管理者 女 50 代 看護師 

ＲＨと訪看だけの問題ではないので、いわゆ

る担当者会議を定期的に行なう訪問医は特に

参加してほしい 

管理者 女 50 代 看護師 
実際の身体の状態を一緒にみながらアセスメ

ントしたいので、同行できればと思う 

管理者 女 50 代 看護師 
リハ会議参加を点数化(レセプト)してほしい

(訪問時間とカウントできるようにでもよい) 

管理者 女 50 代 看護師 

リハビリ専門職の研修は費用が高く、なかな

か参加できない。気軽に参加できるような取

り組みをしていただけるよう検討必要 

管理者 女 50 代 

看護師 , 皮

ふ排泄ケア

認定看護師 

自ＳＴにＯＴがいる為、いつでも相談できる 

管理者 女 50 代 
看護師 , 准

看護師 , 介

ZOOM 等を活用し、動画での利用者チェック

など 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携における課題や要望の仕組み 

管理者 女性 50 代 看護師 現状で相談できるので特に問題はない 

護支援専門

員 

管理者 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

訪問リハビリと訪問看護、併せての利用 

管理者 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

毎週ミーティング、勉強会している 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

施設内の訪問看護ステーションなので、リハ

職も在籍しており、コミュニケーションは取

り易い。他の訪問リハビリの職員とは連携し

づらさを感じる 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

リハの専門性はやはりまねできないので、リ

ハスタッフにまかせたい。予防の見知からも

リハは必要で望んでいる人は大変多い 

管理者 女 50 代 

看護師 , 社

会福祉士 ,

介 護 福 祉

士 , 精神保

健福祉士 

事業所に定期的に相談事はないか来て欲しい 

管理者 女 60 代 看護師 

ケアマネを通しサービス担会に積極的に参加

して欲しい。又、利用される方も少ないし、医

療(あんま、マッサージ)で分野が違うと言われ

たりすることが多い為、参加する方は殆どな

い 

管理者 女 60 代 看護師 単発で簡単に入れると良いと思う 

管理者 女 60 代 看護師 リモート研修 

管理者 女 60 代 看護師 
法人内に理学療法士が在籍しており、とても

良い関係性の中で進めている 

管理者 女 60 代 看護師 

リハ専門職の方の協力が必要かと思うが、病

院等の施設の壁、制度上の制約があり連携が

とりづらいと感じている。上記 2 のしくみが

あると、まずメール…など壁が少しうすくな

る感じがする。顔の見える関係性をつくるこ

とも必要だと思った 

管理者 女 60 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

退院前などのリハビリの様子や、注意点など

聞くことはできるが、在宅中でまったく利用

していない人に、リハビリからアドバイスを

受けたいと思うことはある 

管理者  50 代 
保健師 , 看

護師 

訪問時に他事業所の（通所等）リハ職が同行し

てもらえるしくみ。同行者がボランティアで

はなく、同行に対しての対価が得られるしく

み 

管理者  50 代 
看護師 , 准

看護師 

アセスメントの内容が共有できるようなリハ

と看護の視点が違うことが多いので、本人を
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携における課題や要望の仕組み 

管理者 女性 50 代 看護師 現状で相談できるので特に問題はない 

中心とした共有、共通できるような何か勉強

会など(今は集まることができないが) 

管理者以外 男 20 代 理学療法士 
看護師とリハ、ケアマネとリハによる同行訪

問 

管理者以外 男 20 代 
保健師 , 看

護師 

リハビリテーション専門職との定期的なカン

ファレンス等意見交流の場 

管理者以外 男 30 代 作業療法士 

サービス担当者会議の参加に加算をつける。

看護師へのリハスタッフ同行に加算をつけ

る。書類を簡素化して、書類作業を減らす 

管理者以外 男 30 代 
保健師 , 看

護師 
ＰＴ、ＯＴによるウェビナー 

管理者以外 男 40 代 看護師 カンファレンスの頻度 

管理者以外 男 40 代 
保健師 , 看

護師 

疾患、生活状況に合わせたリハビリ方法。セル

フケアではなく多動運動方法も知りたい 

管理者以外 男 40 代 作業療法士 
リハ職数名で一緒に考えて評価、実施してい

くこと 

管理者以外 男 50 代 看護師 実施指導(根拠のあるもの)、時間的に短い 

管理者以外 男 60 代 看護師 よく分からない 

管理者以外 男 
70 代

以上 
看護師 

紹介病院からの、リハビリからの、退院指導み

たいなものがほとんどない 

管理者以外 女 20 代 看護師 
リハビリテーション専門職との交流の場を作

る 

管理者以外 女 30 代 看護師 

疾患の予後や本人の現状を踏まえてカンファ

レンスなどできたらいいなと思う。(※リハビ

リや身体状況のみでＲＨ内容を決めたり、見

通しを立てるのではなくアセスメントを踏ま

え予後を見据えた関わりをしたい) 

管理者以外 女 30 代 看護師 初回訪問時の同行訪問 

管理者以外 女 30 代 看護師 地域のサービスの連携 

管理者以外 女 30 代 看護師 
訪問看護、リハビリ、他事務所との交流の場や

スキルＵＰのための情報交換 

管理者以外 女 30 代 看護師 
リアルタイムで映像を見てもらいながら指示

やアドバイスをもらえる 

管理者以外 女 30 代 看護師 リハビリを見学できる機会があればよい 

管理者以外 女 30 代 看護師 リハビリ専門職による手技に対する講習 

管理者以外 女 30 代 看護師 
リハビリ専門職の方へ支援者の相談ができれ

ばいいと思う 

管理者以外 女 30 代 看護師 
利用者に適したリハビリをアドバイスしてい

ただく 

管理者以外 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

アセスメントや担当者会議等、利用者様と看

護師、リハビリ専門職が同席し、プラン立案や

情報共有する事に対する加算等 

管理者以外 女 30 代 看護師 共通のアセスメントや評価のツール 

管理者以外 女 30 代 看護師 在宅で取り入れられるリハビリの動画配信 

管理者以外 女 30 代 看護師 実際に手技を学べる場があったら良いと思う 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携における課題や要望の仕組み 

管理者 女性 50 代 看護師 現状で相談できるので特に問題はない 

管理者以外 女 30 代 作業療法士 

サービス担当者会議をより有効なものにする

ための場の設定。意見交換、情報共有の機会が

乏しい 

管理者以外 女 40 代 保健師 
コンサルテーション制度、定期的な刊行物の

配布 

管理者以外 女 40 代 看護師 
おたがいのおなじ方に関わった記録が見られ

る様なシステム 

管理者以外 女 40 代 看護師 オンライン交流会 

管理者以外 女 40 代 看護師 

ケアマネが介護保険調査時にリハビリ専門職

が同行し、リハビリの必要性をアセスメント

できると良い。(セルフなのか、専門的なサー

ビスが必要かどうかの判断)・ケアマネがリハ

ビリ専門職を社会資源としてもっと活用して

欲しい。・退院時もケアマネ等に病院からリハ

ビリに対する継続の必要性の説明をもっとし

てほしい 

管理者以外 女 40 代 看護師 

経口訓練、在宅では食べたい希望が多い中、Ｓ

Ｔの評価だけでは中止となること多く、楽し

みとして食べる評価のしくみがあってほしい 

管理者以外 女 40 代 看護師 継続したリハビリ出前講座 

管理者以外 女 40 代 看護師 

口頭での説明より、動画をとらせてもらって

動きなど確認してもらっている。実際に同行

してみてもらえると、より具体的なケアにつ

ながるのではないか 

管理者以外 女 40 代 看護師 

このような患者さんがいて、今こういうリハ

ビリをしているが…評価してもらえる機会が

あるといいと思う。３ヶ月に１回程度でもい

いので評価してもらいたい 

管理者以外 女 40 代 看護師 
指示医も一緒に連携して欲しい(初回)。その後

はリハと連携をとっていきたい 

管理者以外 女 40 代 看護師 
実際にどんなリハビリをやっているのか見る

機会がないので、見られたらいい 

管理者以外 女 40 代 看護師 
上記の問 3 の内容はとても良いと思う。ステ

ーションにリハビリ専門職が欲しい 

管理者以外 女 40 代 看護師 同行し専門分野からの指導をして頂きたい 

管理者以外 女 40 代 看護師 

同ステーションのリハビリでない場合は、細

かに連携をとる手段、定期会議やネットワー

クのシステムがあればよいと思う 

管理者以外 女 40 代 看護師 
特に慢性的な方については、数カ月に一度は

評価のため訪問に入ってもらいたい 

管理者以外 女 40 代 看護師 訪問看護師のためのリハビリ研修 

管理者以外 女 40 代 看護師 
リハさんがいないステーションでも、相談に

のってアドバイスをもらえる仕組み 

管理者以外 女 40 代 看護師 

リハビリテーションの視点からのアセスメン

トや知見を共有できると、より利用者様にと

ってのリハビリを一緒に行うことができると

思うため。勉強会はあると思 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携における課題や要望の仕組み 

管理者 女性 50 代 看護師 現状で相談できるので特に問題はない 

が 

管理者以外 女 40 代 看護師 

利用者さんとリハ職が顔なじみであること

が、安心して生活できることにも繋がると思

う。マンパワーを充足しニーズ対応できる体

制づくりが必要と考える 

管理者以外 女 40 代 看護師 

利用者の状態に合わせたリハビリテーション

の具体的方法を専門職から聞き、手技習得で

きる機会 

管理者以外 女 40 代 看護師 わからない 

管理者以外 女 40 代 作業療法士 

職員、利用者共に日々の困り事、助言が必要な

事を相談、アドバイスを受けられる機会が増

えるとよい 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 

問３の１だと思う。事業所の枠をこえて出来

るとよい 

管理者以外 女 40 代 看護師 

(訪問リハビリ)関節可動域や歩行器でどの位

歩けたか、何分歩いたか等わかると、その人の

状態をより知ることができる 

管理者以外 女 40 代 看護師 
ＷＥＢでの研修または専門職による実践を含

めた研修 

管理者以外 女 40 代 看護師 

医師の指示書に「簡単な運動」と書かれている

ことがありますが、どのような事をどれくら

い行えば良いのか悩む事が多いです。高齢者

の筋力維持と一言で言っても難しく相談、助

言いただける場があればと思う 

管理者以外 女 40 代 看護師 技術指導、助言 

管理者以外 女 40 代 看護師 

すでにステーションにいるので円滑にできて

いるが、お互いの意見を出し合いよくコミュ

ニケーションをとる 

管理者以外 女 40 代 看護師 

問３の１ 介護保険上、同時にサービスが入

れない決まりになっている。同行訪問した場

合、それぞれ算定できるしくみができるのか

… 

管理者以外 女 40 代 看護師 

同行訪問で現状の確認や評価ツール方法を知

ることができる。ＯＴ、ＰＴ、ＳＴスタッフに

相談できる、評価、提案できるツールがあると

良いと思う 

管理者以外 女 40 代 看護師 

当ステーションは、PT が勤務しているので実

際同行訪問や、タイムリーに相談・助言をもら

うことができる。また、定期的に勉強会を開く

ことでスキルアップにつながっていると感じ

ているので、他のステーション等でも定着で

きたらと思る 

管理者以外 女 40 代 看護師 

時々同行してもらい、利用者と一緒に指導を

受け、継続し、変化がある時にも対応しやすい

仕組みがあれば 

管理者以外 女 40 代 看護師 
リハ職が職場にいるので相談できていると思

う。リハビリを重視している利用者にはリハ
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携における課題や要望の仕組み 

管理者 女性 50 代 看護師 現状で相談できるので特に問題はない 

職も訪問している。忙しいので同行訪問の調

整するのが大変そう 

管理者以外 女 40 代 看護師 
リハビリ計画作成(目標と実績内容を明確に

する)と評価 

管理者以外 女 40 代 看護師 
利用者個々のリハビリメニューを作成しても

らう 

管理者以外 女 40 代 
看護師 , 准

看護師 
同一目標、具体的なケアプラン 

管理者以外 女 40 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

メニューを一緒に作る 

管理者以外 女 40 代 准看護師 

その方に合ったリハビリの課題があれば、そ

れに沿ったリハビリメニューにそって出来る

かと思う 

管理者以外 女 50 代 看護師 交流できる場所(オフライン、オンラインで) 

管理者以外 女 50 代 看護師 

サービス担当者会議にリハビリスタッフが参

加すると、加算がとれる様になると良いと思

う。(リハスタッフが参加されないことが多い

様に思う) 

管理者以外 女 50 代 看護師 

上記設問は「あったらよい」ということだが、

当ＳＴでは〇をつけた全ての項目は既に実施

している 

管理者以外 女 50 代 看護師 

スタート時の評価→メニュー作成(訪問時、行

っていく)→評価のポイントで同行してほし

い 

管理者以外 女 50 代 看護師 
ステーションの利用者それぞれにリハビリの

担当者が必ずつくこと 

管理者以外 女 50 代 看護師 

専門職の方による詳しいリハビリの方法、手

順等の表した用紙などがあれば分かりやすい

と思う 

管理者以外 女 50 代 看護師 

退院前のカンファレンスで簡単なリハビリ指

導やアドバイスをしてもらえる機会はある

が、退院後も何らかの手立てで相談できる方

法があるとよい 

管理者以外 女 50 代 看護師 

病院→在宅移行時にカンファレンスや情報共

有、具体的なリハ方法や課題など、直接引き継

ぐことができたらよい 

管理者以外 女 50 代 看護師 

訪問看護ステーションにおける、訪問看護記

録書の記載をリハビリの項目欄の別枠に設け

る。現在の実況等がわかりやすくなるため 

管理者以外 女 50 代 看護師 

リハ職の疾患に対するアセスメントの勉強。

リハビリを中心に入っている方で急変対応や

体調徐々に悪化に対応できず、急に重症化し

救急搬送や回復し自宅復帰できないことが、

何度もあったのでそこがうまくまわる仕組み 

管理者以外 女 50 代 看護師 リハの実際を見学できる場 



137 

 

立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携における課題や要望の仕組み 

管理者 女性 50 代 看護師 現状で相談できるので特に問題はない 

管理者以外 女 50 代 看護師 
リハビリスタッフが在中しているので、困っ

てない 

管理者以外 女 50 代 看護師 リハビリテーション内容の提言、研修会 

管理者以外 女 50 代 看護師 

利用料金が気軽にはいただけないので、なか

なかな同行は難しいが訪問看護ステーション

にセラピストがいるだけで、そのステーショ

ンのリハビリのスキルはかなり上がる 

管理者以外 女 50 代 看護師 
定期的にステーションに来て相談に乗ってほ

しい 

管理者以外 女 50 代 看護師 お試し訪問 

管理者以外 女 50 代 看護師 
画像を見ながらのマッサージや呼吸訓練、心

臓リハビリテーションの指導を受けたい 

管理者以外 女 50 代 看護師 
共有できる時間をお互い作ることが難しい。

業務に余裕がない 

管理者以外 女 50 代 看護師 

呼吸リハは研修など受け日常のケアに役立っ

ている。リハ職がいるためリハ職の行ってい

るリハビリを実際に見る機会が多い。それが

一番自分のスキルに役立っている 

管理者以外 女 50 代 看護師 
個別の利用者の適切なリハビリ、効果的なも

の、すぐに相談できるような体制づくり 

管理者以外 女 50 代 看護師 

事業所に専門職がいて、町事業でＰＴ、ＯＴ、

ＳＴによる機能評価があり、必要な利用者は

評価してもらいリハビリメニューを作って頂

き実施している。定期的な評価もあるため相

談もできている。あまり課題はない 

管理者以外 女 50 代 看護師 
訪問リハ時どのようなリハビリを行ったか記

入する用紙等あると良い 

管理者以外 女 50 代 看護師 

よくわからないが、必要な方に専門の方がリ

ハビリを行なってもらえたら、より機能維持

向上になるのではないかと思う 

管理者以外 女 50 代 看護師 リハビリ担当者からのアプローチが少ない 

管理者以外 女 50 代 
看護師 , 准

看護師 

同行訪問する機会を設け、具体的なアドバイ

スをもらいたい 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

サービス導入時やＡＤＬ変化時に相談できる

しくみ 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

リハビリのゴール、目標を設定し個別メニュ

ーを作成し支援して評価できると良い 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

同じステーションにいてもリハビリスタッフ

に同行できる時間がとれない状況がある。報

酬としてあれば、同行する機会が増えるので

はないかと思う 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携における課題や要望の仕組み 

管理者 女性 50 代 看護師 現状で相談できるので特に問題はない 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

専門職を事業所におくことができれば一番良

いと思います(兼務でも)。リハビリテーション

に関するスキルを習得できるよう、専門職の

方々が発信した情報をアナログに近い世代に

も手軽に実施できそうなＤＶＤで 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

福祉住環境の知識、資格スキルを習得できる

とよい 

管理者以外 女 50 代 准看護師 ご本人も動画や評価を共有 

管理者以外 女 50 代 

准看護師 ,

介護支援専

門員 , 社会

福祉士 

訪問開始時に必ず評価訪問し必要時リハメニ

ューを作ってもらう 

管理者以外 女 50 代 作業療法士 同行時の加算 

管理者以外 女 60 代 看護師 ケアマネージャーの意識改革も必要 

管理者以外 女 60 代 看護師 
目標を共有できるツール(動画や視覚でわか

りやすいもの) 

管理者以外 女 60 代 准看護師 看護、介護の望むリハに取りくんでほしい。 

管理者以外 女 60 代 准看護師 

訪問看護で行っているリハビリメニュー、実

施状況を定期的に情報交換し、状況に応じた

指導をしてもらいたい 

管理者以外 女 60 代 看護師 

事業所対事業所の契約で、利用者宅に訪問し

てもらいアセスメント、リハビリの指導等を

気軽にしてもらえたらいい（半年に１回程度） 

管理者以外 女 60 代 看護師 問 3 における仕組みを取り入れて行きたい 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

スタッフの一員としていて欲しい 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

勉強会(手技の実践) 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 , 社会福

祉士 

記録用紙が共有出来るしくみ 

管理者以外  30 代 看護師 リハビリ専門職との同行訪問、手技を学ぶ 

管理者以外  40 代 看護師 

運動プログラムを今のＡＤＬに合わせたプラ

ンの立案。リモート評価などで早く評価しＡ

ＤＬに合った運動を取り入れられる 

管理者以外  50 代 看護師 
ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ個々での相談窓口があればい

い 

管理者以外  50 代 看護師 

PT 等は病院の中の事しか判らない方もおり、

在宅を学んでほしい。生活行動の実際を目の

あたりにしたら自ずと的確な助言につながる

と思う 

管理者以外  60 代 看護師 
リハビリテーションなどのコミュニケーショ

ンの実施 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携における課題や要望の仕組み 

管理者 女性 50 代 看護師 現状で相談できるので特に問題はない 

 女 50 代 看護師 
勉強会に参加、ＰＴからの指導を受ける機会

を作る。連絡とりやすい関係作り 
 女 50 代 准看護師 メニュー提供して頂きたい 

 

問５ リハビリテーション専門職が事業所にいる方にお伺いします。リハビリテーション職

と連携することのメリットだと感じていることについてお答えください。（複数回答

可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 利用者や家族のニーズにそった目標設定ができる 221 41.5 

2 
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 
249 46.8 

3 予防的な視点でリハビリテーションを行うことができる 203 38.2 

4 
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 
234 44.0 

5 
医療ニーズが高くても安心してリハビリテーションができ

る 
175 32.9 

6 ターミナルでも安心してリハビリテーションができる 122 22.9 

7 その他 9 1.7 
 無回答 221 41.5 
 合計 532 100 

    

 

【その他】 

立場 性別 年齢 基礎資格 「その他」の内容 

管理者 女 40 代 看護師 困った時にすぐアドバイスがもらえる 

管理者 女 50 代 
看護師 ,介護

支援専門員 

常にカンファレンスができる。Ｃｔのニー

ズに応えることができる 

管理者 女 50 代 看護師 
長期的な難病への対応は、リハ↔Ｎｓのチ

ームで対応できる 

管理者以外 女 30 代 看護師 当ＳＴにはいない 

管理者以外 女 40 代 看護師 今現在、連携している現状がない 

管理者以外 女 40 代 看護師 安否確認できている 

 

問５－１ 問５について具体的にご記入願います。 

立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携におけるメリット 

管理者 男 40 代 看護師 

看護だけだと守防的なリハビリテーションを

行うにしても評価が不十分になる事が多い。

そこで情報共有し一緒に評価、リハビリ内容

を検討できる。また身体機能が低下した際、リ

ハビリテーション専門職のリハビリ時間だけ

では少ない時、看護とわけてリハビリテーシ

ョンができる 

管理者 男 40 代 看護師 

直接最新の情報を共有できることは、利用者

さんの病期にかかわらず安心してリハビリを

受けてもらうことが出来る 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携におけるメリット 

管理者 男 40 代 
看護師 , 准

看護師 

・療法士の訪問日が限られていても、看護師

の方で簡易的にリハを行い、機能維持がで

きる 

・神経難病等の特定疾患においては、各病状

において適切なケア方法が共有できる 

・身体機能の評価が適切で、問題点が見出し

やすい 

管理者 女 30 代 看護師 

リハ職と連携することで、その人の目標とし

ている動作だけでなく、行動や活動が具体的

な目標になって実現できる。また、服薬管理や

保清なども、リハ職の視点から工夫点を挙げ

てもらうことで自立できる点も多くありま

す。福祉用具や自助具も本人に合った物を提

案できる 

管理者 女 30 代 看護師 

リハビリメニューを作成する際にセラピスト

が専門性を生かして作成してくれる。また、看

護職も専門的なリハビリの知識を得ることが

できる 

管理者 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

専門的な評価や具体的なケア方法をタイムリ

ーにディスカッションできる 

管理者 女 40 代 看護師 

・誤嚥性肺炎をおこしがちな利用者様→肺痰

を促しながらリハビリすすめる 

・褥瘡のある利用者→日々の生活において、

悪化防止のポジショニングを共に考えてい

く 

管理者 女 40 代 看護師 

体調の変化を常時共有できることにより、マ

ニュアル化されたメニューだけでなく、その

時の状況に合った、ニーズに合ったサービス

提供がしやすい 

管理者 女 40 代 看護師 
運動器の働きについて、実践の中で理解でき、

他のケースに応用できる 

管理者 女 40 代 看護師 
困っている時にすぐに聞ける(リハビリにつ

いて)。対応も早くできる 

管理者 女 40 代 看護師 

病態とＡＤＬは密接に関わっているため、看

護師、リハビリとの専門的な視点で介入する

ことがＱＯＬの向上につながる 

管理者 女 40 代 看護師 

レスピ装着している利用者や看取りが近い利

用者に対しても、情報共有や伝達を行いやす

い。又、リハビリ施行中の状態変化にもすぐに

対応できる 

管理者 女 40 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

PT、OT、ST の専門的な知識、技術を Ns も習

得することができる。当事業所では、リハビリ

職員からの直接技術指導を受け、一緒にアセ

スメントしてもらい。Ns がリハビリを実施す

るケースも多くある 

管理者 女 50 代 看護師 
1～6 について理想だが、実際は情報共有する

事がなく連携がとれていない現状 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携におけるメリット 

管理者 女 50 代 看護師 

癌末期の利用者に医ケアが非常に繁雑とな

り、利用者や家族の話を聞けないことが多い。

しかし、リハビリスタッフは体に触れながら、

利用者や家族のスピリチュアルな痛みに対応

できる。亡くなったあとにリハビリスタッフ

の介入が心強かったと高評価をうけている。

末期だからリハビリが不用…ということはな

い 

管理者 女 50 代 看護師 

昨年までは当社にもＰＴ・ＯＴ配置していた

が、ステーションとしてリハ職の配置継続が

困難となり現在は不在。所属していた時の方

が上記に対してもっと配慮できていたと思

う。(リハ職のステーション配置に対する処遇

が悪い) 

管理者 女 50 代 看護師 

専門的な知識がない(リハビリにおける)看護

師にかわりに行ってくれている。※だが、リハ

ビリのみを希望し看護を必要としない利用者

が約 70 名もいるため、訪問看護ではなく、訪

問リハビリを別途にした方が良いと感じてい

る。(緊急時加算もＲ2.4 月～はじめたが、上記

の理由により加算も 20 名程度しかとれない。

普通の訪看とは異なる。) 

管理者 女 50 代 看護師 
タイムリーに必要なリハビリや環境調整が行

える 

管理者 女 50 代 看護師 

特に 4 の段階的に行なう為、3 カ月もしくは 6

カ月に 1 回のＰＴ評価目的での訪問を入れる

事で、達成度や次の目標が可視化できる(共有) 

管理者 女 50 代 看護師 

別枠に書く場所がないのでここに書かせても

らう。必ずしもリハビリ専門職が専門職の役

割を果たせてないことが多々ある。そのｌｅ

ｖｅｌまでどのように教育していくかがとて

も重要で当ステーションでも苦慮している。

リハ職はなかなか思うように育たない 

管理者 女 50 代 看護師 
ポジショニングによる肺炎予防、褥瘡予防が

できる 

管理者 女 50 代 看護師 

リハスタッフがいる事で気軽に相談が出来、

ＮＳのリハビリ技術の向上につながってい

る。利用者様からもＮＳ、リハスタッフが同一

ＳＴにいて同じ目的、目標の上で支援出来て

いる事について安心するという言葉もいただ

いている 

管理者 女 50 代 看護師 

リハビリ、看護の知識を合わせ利用者のニー

ズに応えられるよう、協同でサービス提供が

出来る。考え方の幅が広がるスキルアップで

きる 

管理者 女 50 代 看護師 

リハビリの必要な利用者に対して、リハ職に

同行してもらい機能評価とリハビリプログラ

ムを作成してもらい、看護師の訪問のなかで
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も行えるようにしていく。チームに専門職が

いることで共通認識のもと統一し、ニーズに

合ったリハビリが行えている 

管理者 女 50 代 

保健師 , 看

護師 , 介護

支援専門員 

ねたきり状態であってもリハビリすることで

更衣や保清のとき痛みが少なくなる。リハビ

リ職でサービスしていても皮フ状態の悪化を

看護師に伝え訪問看護につながる 

管理者 女 50 代 看護師 

ＡＤＬの維持ができており、生活の質が上が

ると考える。介護度にかかわらず生活の中で

リハビリは大切だと考えている。リハビリテ

ーション専門職と共に協力、連携できる事は

利用者の生活をより良いものにできると考え

る 

管理者 女 50 代 看護師 

看護師だけでは、身体的なアセスメントが弱

い。また、情報量としては看護師の方が多いの

で、それを統合したアセスメントをしていけ

ることがいいと思う 

管理者 女 50 代 看護師 
神経難病、小児などへの対応において、とても

よい連携がとれている 

管理者 女 50 代 看護師 

リハスタッフに身体評価をしてもらい、訪問

看護ではリハメニューに沿って継続的にリハ

ビリを行っている。又、身体機能が変化した時

には再び機能評価をしていただき、リハ内容

を検討するのが流れとなっているが、ＮＳだ

けだと身体機能評価の力が弱いため④の部分

で特に大きなメリットがある 

管理者 女 50 代 看護師 
長期的な難病への対応は、リハ↔Ｎｓのチー

ムで対応できる 

管理者 女 50 代 

看護師 , 皮

ふ排泄ケア

認定看護師 

予防的視点でのアセスメント、アドバイスを

もらうことができる 

管理者 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

人工呼吸器、カテーテル挿入等連携し実施し

ている 

管理者 女 50 代 

看護師 , 准

看護師 , 介

護支援専門

員 

訪問看護ステーションにＰＴは所属していな

いが、同法人の同一敷地内に訪問リハビリ事

業所があるため専門職との連携はとり易い 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

身体状況の変化にタイムリーに対応できてい

る 

管理者 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

ターミナル期であれば、病状に負担のないリ

ハビリを実施出来、すぐ相談も出来る点。身体

状況の変化に応じて、リハビリメニューを調

整出来ている点 
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管理者 女 60 代 看護師 

看護師と関わるリハビリスタッフと連携を取

り、利用者様に合わせたリハビリを提供出来

るように工夫している 

管理者 女 60 代 看護師 日常生活の拡大 

管理者 女 60 代 看護師 

グループホーム入居者の終末期等、褥瘡悪化

や誤嚥等ポジショニング指導をする事で改善

することが多い。介護職への指導 

管理者 女 60 代 看護師 
目標達成を共有できると、次の段階にやる気

が出ると思う 

管理者  50 代 看護師 
病院セラピストと連携し、新生児や小児の訪

問をうけることができる 

管理者  50 代 
保健師 , 看

護師 

ターミナル期にリハ職を導入することはあま

り多くないし、新規やケアマネからの提案は

少ない。同じ事業所だと導入しやすく、ターミ

ナル期に必要な細かい体調の状況をうちあわ

せしやすい。リハ中に変化があっても看ゴ職

がすぐに対応しやすい 

管理者  50 代 
看護師 , 准

看護師 

連携することのメリットは多いが、当ＳＴは

リハビリスタッフが2年毎の交代となるため、

スキルがついてきた頃に交代となってしまう

ので、なかなか向上しない 

管理者以外 男 20 代 理学療法士 

看護師からリスク管理について話を聞き、情

報を共有する事でターミナルの利用者さんで

もリハビリに入りやすくなる。看護師が提供

するサービスの介助量軽減を目標にリハビリ

を実施することでサービスの円滑性ＵＰが図

りやすい 

管理者以外 男 40 代 看護師 

看護職員と介入することで医療ニーズが高く

ても、安心してリハビリできるリスク管理。医

療機関との連携もスムーズ 

管理者以外 男 50 代 看護師 
ターミナルに関しては必要性及びＦａとの関

係性の構築に至っていない場合が多く感じる 

管理者以外 女 20 代 
保健師 , 看

護師 

リハビリや利用者の動かし方(体交など)で疑

問点を伝えると、演習してもらえたりポイン

トを書類でまとめてくれるので本当に助かっ

ている 

管理者以外 女 20 代 看護師 
具体的な方法を相談できるため Ns でのリハ

も充実させることができる 

管理者以外 女 30 代 看護師 

やはり専門職なので、この疾患はこんなリハ

はＮＧなど、教えていただいているので必要

性高いと感じている 

管理者以外 女 30 代 看護師 

リハ専門職のアドバイスを活かし、訪問時間

を有効に使えるようになった。症状の改善や

褥瘡予防も効果的に行なえる。主治医との専

門的なやりとりができる 

管理者以外 女 30 代 看護師 

リハビリ職員と連携をとる事で疾患だけでは

なく生活の中の問題点を解決することに繋げ

られる事がメリットだと感じる 
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管理者以外 女 30 代 看護師 
利用者のＡＤＬがわかりやすい。ニーズがわ

かる 

管理者以外 女 30 代 看護師 

入院させないことが一番(利用者や家族の希

望強い)なので、なるべく元気に生活してもら

うよう些細な変化があるときは、主治医や関

係機関と連携し健康維持していくことが大事

と思っている 

管理者以外 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

同じ事業所内に看護師とリハビリ専門職がい

ることで、情報共有や、プラン立案などが、ス

ムーズに行うことが出来る 

管理者以外 女 30 代 
保健師 , 看

護師 

リハビリテーション専門職が入る事で、パー

キンソンの利用者さんが在宅生活の中での動

線で動きやすい方法などを専門的な目線でア

ドバイス頂いた。体調の変化(便秘など)ささい

な事でも日頃から情報共有でき訪問前から準

備できることがある 

管理者以外 女 30 代 作業療法士 

個々人の目標に合わせた運動メニューの提

供、また利用者本人の不安の軽減。環境に関す

る心配の軽減につがっている 

管理者以外 女 30 代  

事業所に理学療法士が居るので、利用者様の

今日の状態、最近の状態など情報共有が密に

できていると思います。両者の連携が個々の

専門性が発揮されている 

管理者以外 女 40 代 看護師 

・安心して入浴できるように、適切な福祉用

具の選定。安楽な動作指導 

・「〇〇をできるようになりたい(維持してい

きたい)」といった明確な目標を達成するた

めには、ここの筋肉を鍛えると良いってリ

ハビリの先生に教えてもらいましたね」と

いった声掛けは、自主トレや訪問時のリハ

ビリを続けていく上でとても効果的である 

管理者以外 女 40 代 看護師 

・リハビリの効果が評価でき現状の身体機能

に合わせた、リハビリメニューを提供でき

る(変更や調整がしやすい) 

・利用者に合わせて 1 つのリハビリメニュー

で 2 つの効果が得られる方法(手技)がわか

る 

管理者以外 女 40 代 看護師 

いかに身体機能維持をしていくか、全ての分

野がチームで利用者各個人に合わせた援助を

行っていく必要がある 

管理者以外 女 40 代 看護師 
いつでも相談できる。アドバイスを受けられ

る 

管理者以外 女 40 代 看護師 

医療的ケアのリハビリも在宅で実施すること

で、病院に通院せずに専門的なリハビリを受

けることができている 

管理者以外 女 40 代 看護師 

筋力ＵＰだけではなく拘縮予防などリハビリ

の方法などすぐ相談でき、その後の評価方法

など確認することができる 
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管理者以外 女 40 代 看護師 
専門的視点で自宅での環境の中での自律を考

えられること 

管理者以外 女 40 代 看護師 

専門的な視点から意見頂き、生活状況に合わ

せて効果的なリハビリテーションができる。

共通理解できる 

管理者以外 女 40 代 看護師 
不明点や状態に合わせて必要なリハ内容をす

ぐに相談できる 

管理者以外 女 40 代 看護師 

密に話し合いできることで、利用者様の身体

状況の把握や、合ったリハビリができる。評価

も一緒にしていける 

管理者以外 女 40 代 看護師 
リハビリ中に状態変化があった時、すぐに報

告がもらえすぐに対応することができる 

管理者以外 女 40 代 看護師 

リハビリを行えば転倒などの回数が減るので

は…と思う様な利用者様がいた時にすぐにア

セスメントして評価、時に実施してもらう事

ができる 

管理者以外 女 40 代 看護師 
情報の共有、相談等利用者様の状態に合わせ

たサービスの提供に繋がる 

管理者以外 女 40 代 看護師 

当事業所ＯＴは優れた視点で適確に助言、サ

ポートしてくれている。ターミナルや精神科

のリハビリの場面でも受け手から好評価を頂

いており、全ての項目で不可欠な役割 

管理者以外 女 40 代 作業療法士 

心身機能、残存機能を専門的に評価すること

で、利用者のできる事が広がったり、苦痛を取

り除いたりすることができる 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 

身体機能の評価を必要な時あるいは定期的に

入ってもらえる。リハビリで重点的に行なう

必要があることや、留意点の共有ができる 

管理者以外 女 40 代 
保健師 , 看

護師 

常に情報共有しタイムロスがないので、すぐ

にサービスに結びつく。ステーションにおい

てＰＴの存在はとても重要と思う 

管理者以外 女 40 代 看護師 

薬管理などがメインで＋リハビリの高齢者に

は(マヒなどがない人)リハ職が入っていない

ことも多く、自分なりのリハビリも多い。もっ

と相談しながら行っていくと良いと改めて感

じた 

管理者以外 女 40 代 看護師 苦痛軽減などの目的の明確化 

管理者以外 女 40 代 看護師 
サービス中に困った事や気づいた点を、あま

り時間をおかずに確認出来る 

管理者以外 女 40 代 看護師 

ターミナル期でベッド中心の生活の中でも、

リンパマッサージ他、時間のかかるケアなど

ＮＳがしきれない事をしてくれ安楽が保てる 

管理者以外 女 40 代 看護師 

体調によって、気をつけて欲しい点を伝えら

れる。変化がある時は、早めに情報共有対応で

きる。生活の中でのリハビリを看護職も教え

ていただくことで、継続できる 

管理者以外 女 40 代 看護師 
常にリハビリスタッフがいてくれる事で利用

者様の相談、アドバイスがもらえる。またリハ
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ビリの必要性、アセスメントしてもらいたい

時にタイムリーに関わってもらえる 

管理者以外 女 40 代 看護師 
リハビリ内容や手法など確認やアドバイスを

得ることができる 

管理者以外 女 40 代 看護師 

利用者様の身体機能に合わせた段階的なリハ

ビリはとても重要と感じています。その中で

看護職とリハビリ職が統一したリハビリ内容

を提供することで効果は違ってくると思う 

管理者以外 女 40 代 看護師 利用者の状態がよりよくわかる 

管理者以外 女 40 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

視点を変えてアセスメントしてくれる 

管理者以外 女 50 代 看護師 
介護度や病状に関係なく(1～6 まで)全て重要

だと思う 

管理者以外 女 50 代 看護師 

看護師の技量では十分なアプローチが出来な

い所を専門職としてフォローしてもらえ、よ

りよいケアにつなげられる 

管理者以外 女 50 代 看護師 
患者の状態がわかる為、どの様に行ったら良

いか具体的にアドバイスがもらえる 

管理者以外 女 50 代 看護師 

在宅生活を維持するためには、リハビリは不

可欠。事業所にリハビリ専門職が居ることは

ＳＴの強みになっている 

管理者以外 女 50 代 看護師 

どのような病気を持っていても、急性でも慢

性期、ターミナル期でもその人に合ったリハ

ビリが受けられるように 

管理者以外 女 50 代 看護師 利用者が望む事に相談し、対応できる 

管理者以外 女 50 代 看護師 

利用者情報をタイムリーに共有出来る事で、

心身のちょっとした変化にも対応しながら、

リハビリ負荷を調整して実施可能。一見、目標

が定まっている様で、現実には困難な目標を

掲げている場合も、ＰＴによる評価と問診で

微修正しての目標設定が出来る 

管理者以外 女 50 代 看護師 

利用者の意識が高くなければ在宅にもどって

1×/Ｗ程度のＲＨスタッフが入ったとしても、

最低維持は出来ても向上していると感じるこ

とは少ない。デイ等に行って多数の人と関わ

ることで意識もＵＰしてＲＨに向かえていく

と思う 

管理者以外 女 50 代 准看護師 

看護師はリハビリ以外のケアが中心にて、そ

れ以外の時間で利用者さんにこれだけは訪問

時に実施した方が良い運動をセラピストに指

導してもらい実施している 

管理者以外 女 50 代 准看護師 

当施設の入居者は 80～90 代が多く、重い認知

症の方が多いので、身体機能の向上を目指し

て歩行訓練ばかりをして欲しいとは望んでい

ない。むしろ残された機能の維持(自力で食

事、ベッドから車イスの移乗)に重点を置いて

欲しいと望むが、理学療法士側は「そんな事は
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オレの仕事ではない」と否定され歩行訓練ば

かりやりたがる 

管理者以外 女 50 代 看護師 

・情報交換、共有し易い。食堂で会った時に話

せたりする 

・必要なリハが早く導入できる 

管理者以外 女 50 代 看護師 

１～３ヶ月毎に身体評価をしてもらい、リハ

ビリを変更、継続している。常に情報交換を行

ない、体調を確認しながらリハビリを進めて

いる 

管理者以外 女 50 代 看護師 

ＰＴと隔週で訪問に入ることもでき、利用者

に変化がある時はすぐに相談し状態に合った

リハビリを行うことができる 

管理者以外 女 50 代 看護師 
いつでも相談できる環境にあるので、必要と

感じた時に相談している 

管理者以外 女 50 代 看護師 

ターミナルでサクションの拒否があり、Ｏ2 の

吸入も拒否があった。リハビリ介入にて呼吸

訓練、俳痰などで延命できた 

管理者以外 女 50 代 看護師 

同行し一緒に利用者様をアセスメントしても

らえると、今後のケアにつながり変化があっ

た時に相談出来る 

管理者以外 女 50 代 看護師 

リハ職が具体的に訓練計画を立案し実施しな

がら、ＮＳは体調全体と合わせて評価してい

ける 

管理者以外 女 50 代 看護師 

リハビリの必要性のある利用者宅に訪問時に

ＰＴに同行してもらい、身体状況に応じたリ

ハビリの提案をしてもらう 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

看護師-リハ職の連携、主治医との連携が可能

なケースであれば利用者が安心できる。リハ

のスキルのない看護師も適切に関われる 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

健康状態、病状やリハビリ中の変化をすぐに

情報交換し、ケアに生かすことができる。入退

院後はＡＤＬの変化など、すぐアセスメント、

方向を共有でき状態に適したケアができる 

管理者以外 女 50 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

疾患が安定した状況で、リハビリテーション

を希望される方も多く、リハビリ職の方がメ

インで訪問することが、その方のニーズであ

ればその方が良いと思う。身体機能の評価が

適切で能力の向上につながる 

管理者以外 女 50 代 

准看護師 ,

介護支援専

門員 , 社会

福祉士 

神経難病のご利用者様に対しての介入の対応

が早く、在宅を継続できる目標ができた 

管理者以外 女 50 代 理学療法士 

理学療法士の側からみても、看護師に体調確

認をしながらリハビリができるのはメリット

だと思う 

管理者以外 女 50 代 作業療法士 
ＮＳ訪問時に同行してプログラム作成。年1回

程度の訪問 

管理者以外 女 60 代 准看護師 なかなか専門職の人と話が合わない 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携におけるメリット 

管理者以外 女 60 代 看護師 
利用者の状況が共有できて、より良いリハビ

リテーションの内容になると考える 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

評価やメニュー作成、相談、手技などの勉強会

もできる。ご利用者も専門職がいる事で安心

がある 

管理者以外 女 60 代 

看護師 , 介

護支援専門

員 

生活動作についていつも相談している 

管理者以外 女 
70 代

以上 
作業療法士 

担当者によるサービスの質と量のバラつきを

訂正できる 

管理者以外  30 代 看護師 
必要のある利用者さんのニーズにあった介入

ができること 

管理者以外  40 代 看護師 

自宅での生活を維持継続し転倒、転落なくＡ

ＤＬに合わせた筋力ＵＰや日常生活への工夫

などができる 

管理者以外  50 代 看護師 必要な福祉用具について相談できる 

管理者以外  50 代 看護師 
体調や病状が変化した時に、すぐメニューの

チェックができる 

 女 50 代 看護師 

情報共有を必ず行い、問題点や困っているこ

となど相談している。専門職から講義をして

もらう。カンファレンスを共に持つ 
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資料３ 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

師におけるリハビリテーションの現状と課題に関する調査 
 

1．あなたの属性について 
 
問１ あなたの立場をお答えください  

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 管理者 28 17.7 

2 管理者以外 129 81.6 

  無回答 1 0.6 

  合計 158 100 

 

問２ 性別・年齢をお答えください。 

【性別】 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 男性 14 8.9 

2 女性 135 85.4 

  無回答 9 5.7 

  合計 158 100 

 

【年齢】 
No. カテゴリ 件数 (割合)% 
1 20代 3 1.9 

2 30代 12 7.6 
3 40代 46 29.1 
4 50代 36 22.8 
5 60代 48 30.4 
6 70代以上 12 7.6 
 無回答 1 0.6 
 合計 158 100 

 

問３ 基礎資格をお答えください。（複数回答可） 
No. カテゴリ 件数 (割合)% 
1 保健師 8 5.1 

2 助産師 3 1.9 
3 看護師 90 57.0 
4 准看護師 48 30.4 
5 介護支援専門員 18 11.4 
6 理学療法士 0 0.0 
7 作業療法士 0 0.0 

8 言語聴覚士 0 0.0 
9 社会福祉士 1 0.6 

10 介護福祉士 27 17.1 
11 その他 3 1.9 
 無回答 0 0.0 
 合計 158 100 

 

  



150 

 

【「その他」について】 

精神保健福祉士、看護支援専門員 

問４ 雇用形態をお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 常勤・専従 66 41.8 

2 常勤・兼務 37 23.4 

3 非常勤・専従 33 20.9 

4 非常勤・兼務 14 8.9 
 無回答 8 5.1 
 合計 158 100 

 

問５ 事業所の所在市町村をお答えください。 

市： 

札幌市（67件）、旭川市（13件）、小樽市（8件）、函館市（8件）、北見市（6件）、帯広市

（4件）、石狩市（3件）、岩見沢市（3件）、苫小牧市（3件）、名寄市（3件）、釧路市（2

件）、室蘭市（2件）、網走市、恵庭市、江別市、北広島市、千歳市、登別市、北斗市、市

（12件） 

町： 

本別町（3件）、芽室町（3件）、新ひだか町、鷹栖町、幌加内町、八雲町、町（3件） 

村： 

猿払村（2件）、占冠村 

 

問６ 貴事業所で提供しているサービスについてお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 小規模多機能型居宅介護 130 82.3 

2 看護小規模多機能型居宅介護 28 17.7 
 無回答 0 0.0 
 合計 158 100 

 

問７ 所属する法人の形態についてお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 社会福祉法人（社協除く） 41 25.9 

2 医療法人 22 13.9 

3 営利法人（会社） 58 36.7 

4 特定非営利活動法人（NPO法人） 4 2.5 

5 社会福祉協議会 7 4.4 

6 その他 13 8.2 
 無回答 13 8.2 
 合計 158 100 

 

【その他】 

株式会社（3件）、公益社団法人、小多機、村役場、有限会社 
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問８ 医療機関の併設状況についてお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 病院併設 13 8.2 

2 診療所併設 3 1.9 

3 併設医療機関なし 135 85.4 
 無回答 7 4.4 
 合計 158 100 

問９ 貴所に勤務しているリハビリテーション専門職についてお答えください。（あてはま

る番号すべてに〇） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 理学療法士（常勤） 4 2.5 

2 理学療法士（非常勤） 4 2.5 

3 作業療法士（常勤） 1 0.6 

4 作業療法士（非常勤） 5 3.2 

5 言語聴覚士（常勤） 0 0.0 

6 言語聴覚士（非常勤） 0 0.0 

7 リハビリテーション専門職は勤務していない 137 86.7 
 無回答 10 6.3 
 合計 158 100 

 

問10 （小規模多機能型居宅介護を提供している方）生活機能向上連携加算の算定状況につ

いて、お答えください。（あてはまる番号すべてに〇） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 生活機能向上連携加算Ⅰを算定している 3 1.9 

2 生活機能向上連携加算Ⅱを算定している 1 0.6 

3 今後、生活機能向上連携加算Ⅰを算定したい 3 1.9 

4 今後、生活機能向上連携加算Ⅱを算定したい 3 1.9 

5 算定していないし、算定する予定はない 62 39.2 

6 わからない 60 38.0 
 無回答 27 17.1 
 合計 158 100 

 

問11 あなたの所属する事業所の令和２年12月の利用者数をお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 0人 0 0.0 

2 1～9人 9 5.7 

3 10～19人 53 33.5 

4 20～29人 92 58.2 
 無回答 4 2.5 
 合計 158 100 
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問12 看護小規模多機能型居宅介護を提供している方にお伺いします。 

令和２年12月の担当利用者件数のうち、あなたがリハビリテーションを提供している利用者

数をお答えください。 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 0人 22 13.9 

2 1～5人 14 8.9 

3 6～10人 4 2.5 

4 11人以上 4 2.5 
 無回答 114 72.2 
 合計 158 100 

 
２．リハビリテーションに係る現状と課題について 
利用者への「リハビリテーション」の実施ニーズ、課題についてお伺いいたします。 

 

問１ 貴事業所の利用者に対し、リハビリテーションを実施したいと思う利用者はたくさん

いらっしゃいますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 31 19.6 

2 そう思う 83 52.5 

3 あまりそう思わない 34 21.5 

4 まったくそう思わない 0 0.0 
 無回答 10 6.3 
 合計 158 100 

 

問２ 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と思う利用者はおもにどの

ような方ですか？ 

 

【要介護状態】（２つまで選んで〇を記入） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 要支援者 19 12.0 

2 要介護１～２の認定者 60 38.0 

3 要介護３以上の認定者 42 26.6 

4 特に要介護度は関係ない 78 49.4 

5 その他 4 2.5 
 無回答 8 5.1 
 合計 158 100 

 

【その他】 

全員、病院より退院されたばかりの人、希望される方なら誰でも、いない 
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【病期】（２つまで選んで〇を記入） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 急性期 3 1.9 

2 回復期 36 22.8 

3 維持期・生活期 108 68.4 

4 終末期 5 3.2 

5 特に病期は関係ない 50 31.6 

6 その他 3 1.9 
 無回答 11 7.0 
 合計 158 100 

 

【その他】 

希望される方なら誰でも 

 

問３ リハビリテーションの施の必要性のある利用者に対して、十分対応できていますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 1 0.6 

2 そう思う 19 12.0 

3 あまりそう思わない 110 69.6 

4 まったくそう思わない 16 10.1 
 無回答 12 7.6 
 合計 158 100 

問４ 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ますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 2 1.3 

2 そう思う 17 10.8 

3 あまりそう思わない 108 68.4 

4 まったくそう思わない 19 12.0 
 無回答 12 7.6 
 合計 158 100 

 

問４－１ 業務上、どのようなリハビリテーションの知見やスキルが必要ですか？具体的に

ご記入願います。 

立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハの知見やスキル 

管理者 男 40代 介護福祉士 
状態に合わせてＡＩに知識を学んでいただ

き、実践出来るようになるとよい 

管理者 男 40代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

痛みの軽減・安定した歩行 

管理者 男 40代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

個々の基礎体力の把握。本人の性格、精神

状態、基礎疾患の把握等 

管理者 女 30代 看護師 
PT、OT、ST 専門職によるリハビリ、評

価出来ると良いと思う 

管理者 女 30代 介護福祉士 

集団での体操は行っているが、個別での対

応ができていない。リハビリの知識が少な

いため効果や注意すべき点など知った上で
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハの知見やスキル 

すすめたい。 

管理者 女 40代 看護師 

・えん下機能が徐々に低下している利用者

様へのリハビリの知識 

・歩行にふらつきがある方のリハビリ。ス

タッフは利用者様の何に意識してどのよ

うなリハビリをするのかのスキルを最新

の情報を習得したい 

管理者 女 40代 准看護師 

日々の生活の中でできる事を見つける力。

利用者様の生活を向上させる。生活の中で

必用な動きを把握し、それに基づいた機能

訓練や体操など提供する 

管理者 女 40代 介護福祉士 

在宅生活を続けていけるように、必要な筋

力の維持のため運動やパーキンソン症状に

対応する方法など 

管理者 女 40代 看護師 

日常生活そのものがリハビリと実感する中

で、専門職(ＰＴ)がいると評価しながら現

状維持もしくは維持低下を緩やかにできる

と思う。日々続けられる筋トレ、ストレッ

チが大切だと思うので、ＮＳのみの中で特

別なリハは現状として難しく(特化していな

いので)続けられることを重要視している。

また、最近は看取りまで行っている中で、

摂食嚥下の状況の評価を行い、食形態の変

更も実施している。ＳＴがいない中で、専

門職が必要と思い、１０年位前より参加し

てきたが、最終的に依頼して評価を一緒に

している 

管理者 女 50代 看護師 
移動時の注意(bed⇔W/C トイレ⇔W/C 歩

行時など)床上での体位の工夫等 

管理者 女 50代 
看護師,看護

支援専門員 

機能維持、向上のための支援。ミーティン

グ。嚥下機能の評価と支援 

管理者 女 50代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

認知症の理解。終末期まで、どの様な生活

を送りたいか。その可能性と現状 

管理者 女 50代 
社会福祉士,

介護福祉士 

その方に合ったリハビリ。まず機能の評価

が出来る事 

管理者 女 60代 その他 可動域の確保をする為の体の構造と効果 

管理者以外 男 30代 介護福祉士 

生活機能向上におけるリハビリの提案やス

キル力が必要。専門職を配置した場合の加

算額が増えると経営的に安定し専門職を採

用しやすい 

管理者以外 男 40代 介護福祉士 
生活に則した運動器の知識、家事等生活の

知識、コミュニケーションスキル 

管理者以外 男 40代 介護福祉士 
退院してすぐに利用になられた方への知見

やスキル 

管理者以外 男 40代 准看護師 
足腰が弱い方へのマッサージ。マヒ側の軽

い屈伸。 

管理者以外 男 40代 介護支援専 ・リハビリ専門職としての視点からのアセ
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハの知見やスキル 

門員 スメントと課題分析 

・リハビリに取り組むことで得られる(得ら

れる可能性のある)ことの具体的な情報 

・「～の動かし方をすると～が改善され

る」様な感じでご本人にも説明がしやす

くなる 

管理者以外 男 60代 准看護師 
専門職が不在。リハビリの意識がない。外

注の訪問にまかせている 

管理者以外 男  准看護師 
脳神経および運動器のリハスキル。循環器

疾患のリスク管理 

管理者以外 女 20代 看護師 

下肢筋力低下がみられる利用者が多いと感

じており、下肢筋力低下予防のための運動

方法を知る必要がある 

管理者以外 女 20代 看護師 

リハビリスタッフがいないため、看護師が

やる必要があり、どんなリハビリが必要

か、どのように行うか、専門的な知識がな

いので、専門スタッフから提案などあれば

助かる 

管理者以外 女 30代 看護師 
ＡＤＬに関するリハビリテーションの基礎

知識 

管理者以外 女 30代 看護師 

個別性に合わせた介護方法。個別性に合わ

せた日常生活の中で取り入れられる体操

等。見方やアセスメントスキル、プラン作

成スキル、介ゴスタッフへ周知していくス

キル 

管理者以外 女 30代 准看護師 ＡＤＬ向上のための専門的な知識 

管理者以外 女 30代 介護福祉士 
認知症の方へのアプローチが必要。宿泊さ

れている方への運動不足軽減に努めるべき 

管理者以外 女 30代 看護師 
筋力維持、生活動作に必要なリハビリ。嚥

下訓練 

管理者以外 女 30代 
看護師,准看

護師 

レクで体操やストレッチなど行っている

が、利用者１人に対して適切なリハビリは

できていない。スタッフが利用者の状態を

把握もできておらず、どのようなリハビリ

をすれば良いのか知識もないため、できな

いと思われる。リハビリを自分で考えてす

るのも不安との声もあった 

管理者以外 女 40代 看護師 

・座位の姿勢が悪い方、歩行時傾きのある

方のリハビリ方法 

・その方にあったポジショニング方法 

・嚥下の悪い方の食事形態を考えるポイン

ト、姿勢など 

管理者以外 女 40代 看護師 

・座位の姿勢が悪い方、歩行時傾きのあ 

る方のリハビリ方法 

・その方にあったポジショニング方法 

・嚥下の悪い方の食事形態を考えるポイン

ト、姿勢など 

管理者以外 女 40代 看護師 運動リハより生活リハビリの方が大切だ 
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハの知見やスキル 

管理者以外 女 40代 看護師 可動域の把握 

管理者以外 女 40代 看護師 

基本的にリハビリテーションを行う施設で

はないので、どちらかといとレクリエーシ

ョンスキルの方が必要 

管理者以外 女 40代 看護師 
高齢化に伴う筋力低下の予防。膝痛・腰痛

の予防や緩和 

管理者以外 女 40代 看護師 
個別性のあるリハビリテーションの計画立

案と実施 

管理者以外 女 40代 看護師 

転倒防止のためにも、安定した歩行、筋力

の向上、関節可動域の広げ方を意識した体

操。誤嚥予防のための口腔体操 

管理者以外 女 40代 看護師 

残っているその方の機能を生かし、少しで

も本人が興味をもっていることを行えるよ

うに、どうすれば良いのかを、アセスメン

トし、提案する知識と技術 

管理者以外 女 40代 看護師 

正しい他動運動の行い方。リハビリを行う

ことで逆に痛みが出ないかなど骨や筋肉に

メカニズムの学ぶ必要があると思う 

管理者以外 女 40代 准看護師 
下肢筋力の維持するため、立ち上り運動な

ど 

管理者以外 女 40代 准看護師 

機能維持、廃用予防を主な目的で訪問ＲＨ

をおこなっていただいている。現場のスタ

ッフへの共有が十分でないため実際介護ス

タッフの中にはＲＨの内容を知らないで

日々のケアを行っている方もいる。サービ

ス担当者会議は行われているが、ＲＨのと

り組みが反映されていない事が多い。例え

ば①トランス法②ポジショニング③車椅子

環境設定④介護スタッフで行えるＲＨ(・歩

行ｅｘ・トイレまでは歩行する等)の指示⑤

訪問毎の情報・意見交換等の協動スキルを

向上させて入居者様の生活、ＱＯＬに役立

たせたい 

管理者以外 女 40代 
保健師,看護

師 

誤嚥リスクが高い方への嚥下リハ、マウス

ケア等の専門性の高いスキル 

管理者以外 女 40代 

保健師,看護

師,介護支援

専門員 

本人の身体状況、病状に適したリハビリテ

ーションを提供するためのアセスメントス

キル 

管理者以外 女 40代 
看護師,介護

福祉士 

・在宅での生活を見据えることが出来る 

教育の教育 

・人間性の豊かさ 

管理者以外 女 40代 
看護師,准看

護師 

あればいいと思う。看護師だけではなく、

全職員にある程度のスキルがないと徹底で

きない 

管理者以外 女 40代 
看護師,准看

護師 
歩行練習 

管理者以外 女 40代 
看護師,介護

支援専門員 

・身体機能の評価方法 

・リハビリメニューの作成方法 
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハの知見やスキル 

管理者以外 女 40代 准看護師 

認知症がある方もない方も一緒に出来るリ

ハビリ。室内にいる事が多いため、効率良

く運動機能を維持するリハビリ 

管理者以外 女 40代 准看護師 リハを行う前の筋や身体伸ばし 

管理者以外 女 50代 看護師 
嚥下リハビリ、言語リハビリ、拘縮のある

上下肢にたいするリハビリ 

管理者以外 女 50代 看護師 
身体能力機能のアセスメントと認知機能・

精神状態を統合すること 

管理者以外 女 50代 看護師 スクワット、転倒予防など 

管理者以外 女 50代 看護師 体交、車イス移乗など 

管理者以外 女 50代 看護師 

リハビリの見学、実習を受け、必要に応じ

てご利用者様にサービスを提供していきた

い 

管理者以外 女 50代 看護師 

利用者の状態の把握、介助するところ、自

力を促すところの見きわめ。利用者の意欲

を引きだす関わり。身体の動かし方 

管理者以外 女 50代 准看護師 

筋力低下予防や現状維持のために、利用者

さまに合ったリハビリが必要。スキル的に

は講習会等があれば利用者客位のリハビリ

が提供できると思う 

管理者以外 女 50代 准看護師 
拘縮のある方に対して、コロナ禍で、理学

療法士に来て頂けないので 

管理者以外 女 50代 准看護師 

認知症対応による作業療法。簡単な調理、

折り紙、手足動作ある運動を無理のない時

間で行っている 

管理者以外 女 50代 准看護師 
リハビリ専門職員が勤務して指導してもら

いたい 

管理者以外 女 50代 
保健師,看護

師 

人員(職員)の不足により、看護業務より介

護業務優先され、また管理者等、リハビリ

テーションに対する必要性をあまり認識さ

れていないように思われる。自分自身もリ

ハビリテーションに対する知見やスキルは

不十分だが、施設職員全員がリハビリテー

ションの必要性について学習、理解するこ

とが先だと感じている 

管理者以外 女 50代 
助産師,看護

師 
ADL維持・えん下訓練 

管理者以外 女 50代 
助産師,看護

師 
日常生活リハビリ 

管理者以外 女 50代 看護師 

疼痛がある利用者をどこまで動かして良い

か、どう動かすかアセスメントが十分でき

ず、スキルもない 

管理者以外 女 50代 
看護師,准看

護師 

専門のＰＴ、ＯＴが在籍されていたら、維

持期の継続に繋がると思う 

管理者以外 女 50代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

歩行～膝折れや、拘縮のある利用者様への

対応方法が知りたい。痛みのある利用者様

に負担のかからない歩行方法。臨床時のポ

ジショニングについて、介護職側が拘縮を
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立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハの知見やスキル 

作らないよう知識が欲しい 

管理者以外 女 60代 看護師 

・車イス上での時間が長く、下肢のむく 

みのある方が多いので、改善方法を知り

たい 

・誤嚥を予防する効果的なリハビリ 

管理者以外 女 60代 看護師 

・疾病と拘縮、可動域の制限についての判

断、理解 

・体動々作への支援の判断 

管理者以外 女 60代 看護師 
機能維持、生活リハビリに適したスキル、

技術向上 

管理者以外 女 60代 看護師 機能低下の予防 

管理者以外 女 60代 看護師 

室外、屋外への散歩も行かない方が多く、

下肢筋力が弱ってきている。メニューを作

成しても、声かけし見守りしないと実施意

欲が低下あり。ラジオ体操をＡＭ、簡単な

運動メニューはしているが、決まったもの

はない 

管理者以外 女 60代 看護師 転倒を予防するための歩行や排泄方法 

管理者以外 女 60代 看護師 

訪問リハビリで作業療法士、嚥下聴覚士が

３～４名の方に携わっているが、施設スタ

ッフへの直接の指導は殆どない状況で、学

びの場が必要だと感じる 

管理者以外 女 60代 看護師 
リハビリテーションに関する全般的な知

識。個々にあったプログラムの作成 

管理者以外 女 60代 准看護師 
インターネットで情報はあるが、リハビリ

をする時間が忙しくてない 

管理者以外 女 60代 
保健師,看護

師 

ＳＴの知見、アドバイスを得ることを必要

と感じる(ＯＴ、ＰＴは事業所・センターに

いる) 

管理者以外 女 60代 看護師 

ＰＴの指示で運動内容が決定されている

が、どの運動が身体のどの機能維持や影響

するかなど、十分理解する必要がある 

管理者以外 女 60代 看護師 

現状評価に基づいたリハビリの手法が必要

と考えている。車イス移乗、トイレ移動、

食事姿勢などＡＤＬ中心の援助を実施して

いるがなかなか評価ができないし、それが

正しいかも不安なため 

管理者以外 女 60代 看護師 
スタッフの病気、身体的に日常何が必要か

学ぶ必要がある 

管理者以外 女 60代 看護師 知識 

管理者以外 女 60代 看護師 

リハビリテーションは福祉用具を使用して

行うものであるという考えではなく、生活

の質を上げていく関わりを行うものである

という考えを持つ必要がある。看護師とし

ての知識をもとに、利用者様に何が必要な

のかを考え、日々の変化を見逃すことなく

対応につなげるスキルが必要となる 

管理者以外 女 60代 看護師 利用者の状態に応じた効果的なリハビリテ



159 

 

立場 性別 年齢 基礎資格 必要なリハの知見やスキル 

ーション内容 

管理者以外 女 60代 
看護師,准看

護師 

現実は個別に関わることは禁止されている

ため 

管理者以外 女 60代 准看護師 

利用者さん自身のやる気を起こし、その方

に合わせた機能訓練に取り組んで計画実施

して頂きたい 

管理者以外 女 
70代

以上 
看護師 移乗の方法。下肢筋力の維持、向上 

管理者以外 女 
70代

以上 
看護師 

各個人の状況を把握し、日常生活動作での

リハビリを助言、支援が出来れば良いので

はないだろうか。（高齢なので） 

管理者以外 女 
70代

以上 
准看護師 

筋力アップ(通所の人のほとんどが杖歩行、

歩行器使用) 

管理者以外 女 
70代

以上 
准看護師 専門職による指導を受けて対応できる事 

管理者以外  50代 
准看護師,介

護福祉士 

リハビリの計画、施設、検証のための知見

やスキル(ＰＤＣＡサイクルを行う上で必

要) 

管理者以外  60代 看護師 

加齢や認知機能の低下でＡＤＬが下がった

方に、リハビリテーションがどのような役

に立つのか、反対に教えて欲しい。その方

のＡＤＬに対してはどのような介助を行え

ば日常生活が送れるのかを考える方が大切

だと思う 

管理者以外  60代 看護師 

専門のリハビリの方がいない。計画性に乏

しく持続性ないので維持、生活期の機能訓

練が毎日出来ないのが現状 

管理者以外  60代 

保健師,看護

師,介護支援

専門員,精神

保健福祉士 

生活を維持向上するためになにができるの

かできないのかのアセスメント。それに基

づく生活動作。ポジショニングの確認、適

切な福祉用具の選定 

 

問５ リハビリテーションを実施する際の課題等についてお答えください。 

   実施していない方は、各設問の内容の「可能性」についてお答えください。 

問５－１ 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（実施できない可能性がある） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 15 9.5 

2 そう思う 84 53.2 

3 あまりそう思わない 50 31.6 

4 まったくそう思わない 1 0.6 
 無回答 8 5.1 
 合計 158 100 
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問５－２ 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（実施できない可能性がある） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 14 8.9 

2 そう思う 87 55.1 

3 あまりそう思わない 48 30.4 

4 まったくそう思わない 1 0.6 
 無回答 8 5.1 
 合計 158 100 

 

問５－３ リハビリが必要な利用者に対しては、リハビリ専門職（PT・OT・ST）が対応する

ようにしている 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 21 13.3 

2 そう思う 49 31.0 

3 あまりそう思わない 43 27.2 

4 まったくそう思わない 22 13.9 
 無回答 23 14.6 
 合計 158 100 

 

問５－４ 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（実施でき

ない可能性がある） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 21 13.3 

2 そう思う 102 64.6 

3 あまりそう思わない 22 13.9 

4 まったくそう思わない 0 0.0 
 無回答 13 8.2 
 合計 158 100 

 

問５－５ 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（実施できない可能性がある） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 20 12.7 

2 そう思う 110 69.6 

3 あまりそう思わない 16 10.1 

4 まったくそう思わない 1 0.6 
 無回答 11 7.0 
 合計 158 100 

問５－６ （リハビリが必要な人に対して）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（時間が取れない可能性がある） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 37 23.4 

2 そう思う 87 55.1 

3 あまりそう思わない 21 13.3 

4 まったくそう思わない 2 1.3 
 無回答 11 7.0 
 合計 158 100 
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問５－７ 問５－１～５－６でご回答いただいたリハビリの実施に係る課題について、具体

的にご記入願います。 

立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリの実施に係る課題 

管理者 男 30代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

点数上日報に限界がある。(介護保険) 

管理者 男 40代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

医療保険でのリハが使用出来なくなった後

の介護保険でのリハでは介護度により単位

数が不足し、受けることが出来ないことが

ある 

管理者 男 40代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

専門職不在 

管理者 女 30代 看護師 

看多機で一人一人職員が行わなければいけ

ない業務が多く、リハビリに使う時間が

中々もてない 

管理者 女 40代 准看護師 

介護職員が体操や脳トレ等、利用者様の能

力に合わせて行う事が理想だが、個別化す

る時間、人員がとれない 

管理者 女 40代 看護師 

看多機職員としての位置づけにＰＴがいる

とアセスメント→プラン→実施→評価がス

ムーズにいくと思う。現状は外部訪リハに

介入して頂き、評価する中での連携。ただ

し利用者の自己負担の面もあり２～５名位

にとどまっている。機能訓練中心だが、一

部終末期にさしかかる時、ＳＴ介入も依頼

している 

管理者 女 50代 看護師 

必要なケースには訪問看護でのRHを導入し

ているがそれが生活に結びつきにくい。訓

練的になってしまっている 

管理者 女 50代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

・コロナの為外部の訪問を制限している 

・限度額（単位）が足りない 

管理者 女 60代 その他 知識不足 

管理者以外 男 30代 介護福祉士 

経営面で考えると、専門職を配置する経済

力が不足しており、実施したいが難しいの

が現状 

管理者以外 男 40代 介護福祉士 
１人１人に必要なリハビリ内容が違うの

で、対応する為の時間がない 

管理者以外 男 40代 介護福祉士 
生活リハ中心にやっているので、数値化さ

れたアセスメントはとれない 

管理者以外 男 40代 准看護師 

どうしても小規模多機能である事からスタ

ッフ各々多忙であるため、ゆったりとした

関わりが困難 

管理者以外 男 40代 
介護支援専

門員 

病院に入院中に「出来ている」とされた動

作がリハビリでの評価か日常生活での評価

かはっきりしない場合がある。リハビリ室

では歩けていても病室では車椅子というこ

ともありえるため生活の場での評価の情報
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリの実施に係る課題 

をいただきたい 

管理者以外 男 60代 准看護師 人・物・お金 

管理者以外 男  准看護師 
専門職がいない。スペースがない。機器が

ない 

管理者以外 女 20代 看護師 

薬の管理、受診対応、往診対応などによ

り、ゆっくりリハビリに時間をかけること

が難しい(業務量が多い）職員に協力を求め

る必要がある 

管理者以外 女 20代 看護師 

リハビリ必要だと思われる利用者はいて

も、スタッフ(リハ専門職)がいない。必要

性が大きければ、外部のスタッフを呼んで

行っているのですが、リハビリしたいと思

っている人は多いので対応できていない 

管理者以外 女 30代 看護師 

利用者の意欲や日々の体調の変化への対

応。利用者と業務内容の都合を合わせ実施

すること 

管理者以外 女 30代 准看護師 
ＰＴ、ＯＴ、ＳＴのような専門職がいない

ため、提供するサービスの質に自信がない 

管理者以外 女 30代 介護福祉士 

時間が足りなかったり、職員の業務の動き

によっては充分にリハビリに関わることが

できない気がする 

管理者以外 女 30代 看護師 
身体機能に合わせたリハビリのアセスメン

トの実施が必要 

管理者以外 女 40代 看護師 
看護師１名の配置にて他リハビリ専門職が

いないと手が回らない 

管理者以外 女 40代 看護師 

現時点で事業所内にリハビリ専門職がいな

いため、リハビリの実施に係る課題につい

て具体的に答えられない 

管理者以外 女 40代 看護師 

サービス開始時、その方の疾患や病状がわ

からないことがあり、その部分を把握する

ところからはじまるため、すぐにリハビリ

を実施するまでには至らない。対応がおく

れてしまうことが課題である 

管理者以外 女 40代 看護師 
職員に時間はあるが、どのようにおこなっ

てよいかわからない 

管理者以外 女 40代 看護師 

生活リハ中心に実施。運動リハもたまに行

っている。必要な方がいれば実施できてい

る 

管理者以外 女 40代 看護師 

デイサービスや毎日の検温の時に体操は取

り入れている。スタッフ間で協力し必要だ

と思うものを体操に取り入れるようにして

いるが、人員のこともあり、十分に時間を

取れないこともある。 

管理者以外 女 40代 看護師 

毎日口腔体操を実施しているが、あくまで

看護師や介護士が対応するものであり、リ

ハビリ専門職に対応してもらえる業務形態

ではない 

管理者以外 女 40代 准看護師 生活の全てがリハビリだと思い、必要以上
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリの実施に係る課題 

に介助しないことを全職員が行っている 

管理者以外 女 40代 准看護師 

問5-1,2／認知症で自立歩行の実行生がない

か、ｅｘで歩行を行っていた。能力と意認

低下予防も必要であるが、生活上の車椅子

自走や操作の認識が低く転倒してしまった

ケースあり。 3,4／リハはＰＴしか介助し

ていない。嚥下評価した時などＳＴ介助で

専門時の対応して欲しい。 5／体調不良で

も状態に応じて軽く行なって欲しい、気分

転換や全身循環状態の向上につながる。 6

／介護度により加算内でのＲＨなので時間

が短い。レクレーション内でもとり入れら

れる項目を指導して欲しい 

管理者以外 女 40代 
保健師,看護

師 

専門職がそばにいず、相談もできない状況

下で手探りでＮＳが行うにはマンパワーが

不足している 

管理者以外 女 40代 

保健師,看護

師,介護支援

専門員 

認知症を進行されており、リハビリの指示

が通じない方もいるので病院のリハビリ

や、ＤＣのリハ、訪問リハがはたして有効

かと疑問がある。よって簡単なレク内で行

うようなことしかできていない 

管理者以外 女 40代 

保健師,看護

師,介護支援

専門員 

リハビリ専門職が施設内におらず、適切な

時期にかかわれないこと 

管理者以外 女 40代 
看護師,介護

福祉士 

リハ職として評価などはされているのかも

しれない。しかしエアロバイクを漕ぐこと

がリハビリの全てではないと思われる。在

宅サービスですので、自宅での生活を想定

したアプローチが必要。その方の自宅での

役割、父として、母としてなど、その威厳

を大切にする心をもってプログラムを組ん

で取り組んで欲しい。他職種も努力してい

る。リハ職が特別なのではなく、共に関わ

る仲間としての人間的な魅力を持たれてい

て欲しい。リハ職と共にお仕事が出来るの

は本当に心強く面白いと思っている 

管理者以外 女 40代 
看護師,准看

護師 

リハビリが必要だと思っても訪問ではなく

通院しなければならない事が多く、本人に

もヤル気がなく困難な事が多い。職員も少

なく１人１人にじっくり対応する時間もな

い 

管理者以外 女 40代 
看護師,准看

護師 

リハビリに関わるスタッフがいないので実

施できてない 

管理者以外 女 40代 准看護師 日によっては忙しい時は行うのが難しい 

管理者以外 女 40代 准看護師 
本人の意欲。リハ場所の確保。リハ内容不

明 

管理者以外 女 50代 看護師 
・スタッフ不足(介ゴ) 

・リハスタッフ２名のため、全員には実施
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリの実施に係る課題 

することができない 

管理者以外 女 50代 看護師 

オムツ交換、トイレの介助、入浴介助に時

間がとられて、リハビリをしっかり実施で

きていない 

管理者以外 女 50代 看護師 
業務内容が多く、リハビリに時間をとれな

い事が多い 

管理者以外 女 50代 看護師 

小多機では、業務が多く、集団体操がメイ

ンとなり、個々のリハビリは十分な対応が

できていない 

管理者以外 女 50代 看護師 

職員の人数が少なくリハビリに十分対応で

きる余裕がない。リハビリの必要性を理解

していない職員がいる。施設内の環境がリ

ハビリに対応できるスペースが少ない、せ

まい 

管理者以外 女 50代 看護師 人手不足 

管理者以外 女 50代 看護師 

複数の利用者に対し、１人の指導では限界

があるため、複数のスタッフでサポート

し、個人のニーズに合った指導をする必要

がある 

管理者以外 女 50代 准看護師 

体調管理(確認チェック)、週１～３回、利

用者さんに合わせて、歩行練習、手・足屈

伸運動、杖歩行、手指運動 

管理者以外 女 50代 准看護師 

認知、高齢の為、リハビリに対して理解力

乏しい場合もあるが、本人の苦痛を最低限

にして身体機能を回復、維持していきたい

と思う 

管理者以外 女 50代 准看護師 

他部署の理学療法士に依頼することもある

が、それだけでは足りていない。自分達の

スキルでも足りない 

管理者以外 女 50代 
介護支援専

門員 

コロナ状況の中で通いのリハビリは難しい

こと、訪問リハも状況次第にもなり、本人

の思うようにはいかない現状がある 

管理者以外 女 50代 
保健師,看護

師 

個別のリハビリテーションは訪問Ｎｓ、Ｏ

Ｐ、ＯＴのみの実施で、小規模Ｎｓはデイ

サービスで全体でできるリハビリテーショ

ンのみの実施。個別に関わるのはケアプラ

ンにない限り、行わないように言われてい

る。また、人員不足で個別に関われないと

いう現実もある 

管理者以外 女 50代 
助産師,看護

師 

ケアマネと訪問リハと介護師との連携が難

しい 

管理者以外 女 50代 看護師 

訪問リハビリをお願いしているが、在宅に

限られるため、泊りの方は使えない。看護

師の仕事というより、日々介護中心の仕事

内容なので１人１人アセスメントし、リハ

ビリを実施する事は難しい 

管理者以外 女 50代 
看護師,准看

護師 

デイサービスにＯＴ、ＰＴが在籍していた

り、ショートステイでは利用出来ない等の
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリの実施に係る課題 

問題がある。施設によって違いがある 

管理者以外 女 50代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

コロナ禍の現状では、狭い施設内で訓練を

行うには限界がある 

管理者以外 女 60代 看護師 
介護に取られる時間が多いし、従事者も少

ないので十分に出来ていない 

管理者以外 女 60代 看護師 事業所内における、人件費を含めた体制 

管理者以外 女 60代 看護師 
チームワークとスタッフ間のコミュニケー

ション。利用者様のスケジュールの統一 

管理者以外 女 60代 看護師 
毎日の生活動作をリハビリと考え支援を考

えていく必要があると思う 

管理者以外 女 60代 看護師 
リハビリ専門職と気軽に簡単にアクセスし

得る中間機関があれば良いのにと思う 

管理者以外 女 60代 
保健師,看護

師 

リハビリの方法、内容から評価、プランの

検討・再検討への実施は専門職の不在はも

ちろん、他の事業との関係性、時間的制約

もあって困難 

管理者以外 女 60代 看護師 時間 

管理者以外 女 60代 看護師 

集団での体操やレクの実施で個にあってい

ないため、適切なリハビリとはいいがた

い。トイレに入る、食事などＡＤＬに適し

た事を実施する事が中心であり、できない

事を介入という事でどうできるようになる

かなどの評価もむずかしい。サービス開始

時の情報が不足している。評価も含めて 

管理者以外 女 60代 看護師 人員不足、知見、スキルがない 

管理者以外 女 60代 看護師 

利用者様の心身の状態によっては必要と思

われるリハビリテーションを実施できない

場面がある。日々の関わりの中でリハビリ

テーションを取り入れていこうとしても、

コロナの状態や他職員のスキルによっては

思ったような対応を行うことができない 

管理者以外 女 60代 看護師 
利用者の身体機能に合った、効果的なリハ

ビリを行っていくこと 

管理者以外 女 60代 
看護師,准看

護師 
環境、実施にかかわる人材がいない 

管理者以外 女 60代 准看護師 

パーキンソンの事例の方には、専門職の方

の指導のもとで、上・下肢運動など継続し

た仕方で行うよう取り組んだ 

管理者以外 女 
70代

以上 
看護師 

日常生活の支援でいっぱい！というとこ

ろ。生活の中で維持に努めているが、困難

を感じた時は、ボランティアのＰＴ・ＯＴ

の支援、指導を受けている 

管理者以外 女 
70代

以上 
看護師 

認知症がある方には難しい面もある。ご家

族が希望しない（体調面を考え、無理なリ

ハビリや活動を希望しない) 

管理者以外 女 
70代

以上 
准看護師 

個々に対応する事がむずかしく、主治医に

相談する事で対応を検討 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリの実施に係る課題 

管理者以外 女 
70代

以上 
准看護師 

小規模多機能型居宅介護の施設では、リハ

ビリ目的で利用者が来ていないため、リハ

ビリに関しては皆無である 

管理者以外 女 
70代

以上 
准看護師 本人のやる気の引き出し方 

管理者以外  50代 
准看護師,介

護福祉士 

専門的なスキルを介ゴ職員が持っていな

い。介ゴ業務におわれ、リハビリの時間が

あまりとれない 

管理者以外  60代 看護師 
小規模多機能の施設では、リハビリ＜生活

の援助 

 

問６ 利用者本人や家族に対して、リハビリに関するセルフケア（自主訓練や生活上の工夫

など）に関する指導を積極的に行っていますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 3 1.9 

2 そう思う 53 33.5 

3 あまりそう思わない 74 46.8 

4 まったくそう思わない 18 11.4 
 無回答 10 6.3 
 合計 158 100 

 

問７ 具体的にどのようにセルフケアに関する指導を行っていますか？（あてはまる番号す

べてに〇） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 訪問・通所時に利用者と一緒に取り組んでいる 80 50.6 

2 セルフケアの方法を口頭で伝えている 54 34.2 

3 セルフケアの方法が記載された紙を渡している 17 10.8 

4 セルフケアの方法がわかる動画を提供している 5 3.2 

5 家族にセルフケア方法を伝えている 21 13.3 

6 ケアマネにセルフケア方法を伝えている 12 7.6 

7 施設職員等にセルフケア方法を伝えている 42 26.6 

8 その他 13 8.2 
 無回答 32 20.3 
 合計 158 100 

【その他】 

立場 性別 年齢 基礎資格 「その他」の内容 

管理者以外 女 60代 
保健師 , 看

護師 
ケアマネのケアプランによる 

管理者以外 女 
70代

以上 
准看護師 指導していない 

管理者以外 女 60代 看護師 全く実施していない 

管理者以外 女 40代 准看護師 私から直接は行っていない 

管理者以外 男 40代 准看護師 まだそこまでいきついていない 

管理者以外 女 60代 看護師 会社から配信された研修資料で学ぶ 

管理者以外 女 40代 
看護師 , 准

看護師 
指導していない 
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問８ リハビリに関するセルフケア（自主訓練や生活上の工夫など）について、実施してい

る内容を具体的にご記入願います。 

立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリに関するセルフケアの実施内容 

管理者 男 40 代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

・食器片づけ 

・運動器具の提供 

・トイレの自立 

管理者 男 40 代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

自分の出来ることはしっかり行ってもらう

が、日々の状態によっては代行する 

管理者 女 30 代 看護師 歩行訓練の方法等を口頭で伝えている。 

管理者 女 40 代 看護師 

・通院されている医療機関からパンフレッ

トをもらい、それを見ながら通いで利用さ

れたときに実施している 

・ご自身で手すりを使い立位保持運動を行

っているところを見守りしている 

管理者 女 40 代 准看護師 

病院やネットでセルフケアの紙を用意し、利

用者まさに渡している。(リハビリ)通いの際

は一緒に行っている 

管理者 女 40 代 介護福祉士 
在宅生活の中で、行っていただくようにして

いる 

管理者 女 40 代 看護師 

主にストレッチ、筋トレ、ＲＯＭ。・ストレ

ッチは全身運動・筋トレは下肢、体幹中心・

歩行器、車イス自走による歩行訓練もろう下

で・口腔体操、飲み込み状況をみて誤嚥リス

クをリストＵＰ→とろみ剤の利用、食形態の

変更なども実施 

管理者 女 50 代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

ＡＭ、ＰＭ、職員同行にて歩行練習。座位に

てボールでの運動 

管理者 女 50 代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

ストレッチや軽運動など 

管理者 女 50 代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

ストレッチや軽運動など 

管理者 女 60 代 看護師 座位での自己リハビリの方法、体操 

管理者 女 60 代 その他 可動域の訓練 

管理者以外 男 30 代 介護福祉士 
お部屋での運動機会の促しや声かけ、運動プ

ログラムの提案 

管理者以外 男 40 代 介護福祉士 歩行器を使用しての歩行訓練 

管理者以外 男 40 代 介護福祉士 
利用者の理解度に合わせて媒体を変えてい

る 

管理者以外 男 40 代 准看護師 まだ実施できるまでに至っていない 

管理者以外 男 60 代 看護師 運動 

管理者以外 男 60 代 准看護師 体操レクの実施 

管理者以外 女 20 代 看護師 

セルフケアが難しい方(認知症など)が多い

ため、デイサービスにおける体操の時間を使

って取り組めるよう職員へ伝えている 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリに関するセルフケアの実施内容 

管理者以外 女 20 代 看護師 

本人の ADL に合わせて、歩行練習や付そい

での歩行、車いす利用者であれば立ち上り、

移動、上下肢のストレッチ、寝たきりであれ

ば廃用症候群予防や、拘縮予防を行っている 

管理者以外 女 30 代 看護師 訪問時、家族へ伝えている 

管理者以外 女 30 代 看護師 
歩行器使用での歩行訓練。手すりにつかま

り、立ち上り運動 

管理者以外 女 30 代 准看護師 

コロナ禍で外出も出来ないため自宅の中で

できる運動(ストレッチや軽い筋トレ)の提

供 

管理者以外 女 30 代 看護師 

足首の硬い人に足首を回す運動。腹筋が弱い

人にブリッジ方法。肩甲骨を意識して上腕の

関節運動。転倒予防としてつま先・踵上げ運

動 

管理者以外 女 40 代 看護師 

(例)座っていて立ち上り、歩きはじめにふら

つく利用者様に立ってからすぐに歩くので

はなく、テーブル等につかまり、少しその場

で足踏みしてから歩きはじめるようにご本

人に口頭で伝え、実際に行い、施設職員にも

伝えている 

管理者以外 女 40 代 看護師 

・寝ていて起き上がる時めまいをする方に

ゆっくり起き上がるよう声かけ、やり方の

指導 

・足のむくみがある方に座ってでもむくみ

解消につながるストレッチの指導 

管理者以外 女 40 代 看護師 椅子に座っての下肢挙上運動等 

管理者以外 女 40 代 看護師 嚥下訓練。車イスでの姿勢保持 

管理者以外 女 40 代 看護師 
その方の介助方法などの話し合い、移乗の仕

方など施設職員間で相談している 

管理者以外 女 40 代 看護師 
タオルたたみや拭きそうじ、モップかけなど

実施している 

管理者以外 女 40 代 看護師 
できる事は自分でやってもらう、できる作業

(洗たく物たたみなど)を行ってもらうなど 

管理者以外 女 40 代 看護師 

動画や職員説明による体操の実施。スタッフ

が共に付いての足の運動、腰痛で歩くのがつ

らい方には座ったまま下肢筋力が向上する

運動や足首をほぐすよう動かしたり、車イス

で足を動かして自操してもらったりしてい

る 

管理者以外 女 40 代 看護師 
便秘予防に対して「の」字マッサージを取り

入れた 

管理者以外 女 40 代 准看護師 

実施できない様に思える。(理由は連携がう

まくとれていない状態なため)ＰＴ指導→本

人 ＰＴ指導→ＣＭ→スタッフ(ＮＳ・介護

者)実施→不明療→評価 

管理者以外 女 40 代 准看護師 

必要に応じ、歩行器を使用しての歩行や、車

イスではあるがトイレ内での立ち上り、ベッ

ドからの起き上がりを自力で行ってもらう
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリに関するセルフケアの実施内容 

などしている。そこには十分な声かけ見守

り、その日の状態をアセスメントし実施して

いる 

管理者以外 女 40 代 

保健師,看護

師,介護支援

専門員 

下肢の体操を実施 

管理者以外 女 40 代 

保健師,看護

師,介護支援

専門員 

病院から退院してきた人は病院で行ってい

たリハメニューをリーフレットなど紙面で

もらい、個別に行っている。それを全体の体

操で１人でなくてみんなに行うこともある 

管理者以外 女 40 代 看護師 体操、食前嚥下体操 

管理者以外 女 40 代 
看護師,介護

福祉士 
管理者の考えに基づくことが多い 

管理者以外 女 40 代 
看護師,准看

護師 
実施していない 

管理者以外 女 40 代 
看護師,准看

護師 

座ってできる簡単な体操や、服の着方、食器

の持ち方など 

管理者以外 女 40 代 准看護師 
ケアマネが訪問時リハビリを通所時も出来

る様、本人と話し現在行っている 

管理者以外 女 40 代 准看護師 手指、歩行、手スリにつかまり足あげなど 

管理者以外 女 40 代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

車イスからの立ち上り、立位保持、ベッド上

での座位保持 

管理者以外 女 50 代 看護師 

・歩行練習 

・車イス自操 

・ハミガキ 

管理者以外 女 50 代 看護師 介助の時に動かし方を説明しながら行う 

管理者以外 女 50 代 看護師 

個別に運動方法のポイントを伝え一緒に行

う機会をつくっている。くつ、くつ下、着衣

等より快適な物を使うよう伝えている 

管理者以外 女 50 代 看護師 舌のブラッシング方法、腰痛体操 

管理者以外 女 50 代 看護師 平行棒、歩行訓練、スクワット 

管理者以外 女 50 代 看護師 
訪問看護時にご本人、ご家族にお話している

が、自宅ではほとんど行っていない様子 

管理者以外 女 50 代 
助産師,看護

師 
体そう、えん下訓練 

管理者以外 女 50 代 看護師 

体位変換、良肢位、ギャッジＵＰ時の工夫、

座位の時の体勢、褥創予防、移乗時の転倒回

避 

管理者以外 女 50 代 
看護師,准看

護師 

現在は、リハビリを行う利用者さんがいな

い。以前は入院中に訓練をしていた事を１日

数回無理なく、自分で行う様に声掛けした

り、立ち会ったりしていた 

管理者以外 女 50 代 
看護師,准看

護師 

廊下の手すりで運動したり、自分で歩行した

り、ラジオ体操を自主的に行っている 

管理者以外 女 50 代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

各々の利用者様に合った個別訓練を行って

いる。(バーを利用しての足腰の運動、段差を

利用しての階段昇降等) 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリに関するセルフケアの実施内容 

管理者以外 女 60 代 看護師 

・下肢筋力の低下の利用者には３種類のメ

ニュー作り、一緒に実施、スタンプを押す 

・肩痛の利用者には挙上運動メニューを提

供。朝全員でラジオ体操、座っている方が

多いが 

管理者以外 女 60 代 看護師 

・ラジオ体操 

・うたを歌う 

・手、足を動かすレクレーション・可能な方

になるべく歩行を促す 

・パタカラ等の発声 

管理者以外 女 60 代 看護師 今の所実施していない 

管理者以外 女 60 代 看護師 
立位・歩行動作をその人によって支援方法を

施設職員に説明 

管理者以外 女 60 代 看護師 
歩行器を使用しての歩行訓練、手すりやバー

を使用しての立ち上りや屈伸運動など 

管理者以外 女 60 代 看護師 毎日の歩行訓練(筋力低下、転倒予防) 

管理者以外 女 60 代 看護師 リハビリ体操等を実施している 

管理者以外 女 60 代 准看護師 

移乗時など痛がる事あり。どのようにしたら

本人の苦痛を除去出来るかなどをＰＴに相

談している 

管理者以外 女 60 代 介護福祉士 ボールをはさみ筋力トレーニング、歩行練習 

管理者以外 女 60 代 
保健師,看護

師 

歩行訓練、階段昇降訓練見守り。トイレ移動、

排泄動作を安全に行うための工夫。立ち上り

の訓練見守り 

管理者以外 女 60 代 看護師 

・下肢にむくみあり、ふらつき等転倒の危険

性のある利用者に座位での運動を促す 

・通所の利用者で、昼寝時仰臥位を好まれる

利用者に家族の方にも夜間のトイレ移動

後等に体交をお願いする 

管理者以外 女 60 代 看護師 

・歩行訓練 

・屈伸運動 

・動画を見ながらの運動 

管理者以外 女 60 代 看護師 足の屈伸等 

管理者以外 女 60 代 看護師 上肢・下肢の運動を１日１回行っている。 

管理者以外 女 60 代 看護師 

普段の生活の中で行える運動(体操)を一緒

に行いながら伝えている。他職員に対して

も、そのように利用者様に伝え、やっていた

だけるようにしていくかを伝達している 

管理者以外 女 60 代 
看護師,准看

護師 
実施されていない 

管理者以外 女 60 代 准看護師 下肢体操 

管理者以外 女 
70 代

以上 
看護師 

出来る所で(車椅子操作)(トイレ使用)本人に

やって頂くよう待つ、声かけ、一部のみ介助

の努力 

管理者以外 女 
70 代

以上 
看護師 

可動域を考慮し、運動の仕方、動かし方を伝

えている 

管理者以外 女 
70 代

以上 
准看護師 

・口腔、舌、顔面の運動 

・昼食前のラジオ体操 
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハビリに関するセルフケアの実施内容 

・早口言葉、職員と共に 

管理者以外 女 
70 代

以上 
准看護師 

杖歩行、歩行器、車イス等個々に応じて内容

確認 

管理者以外 女 
70 代

以上 

看護師,准看

護師 

ＡＭ、ＰＭのレクリエーションや全身の体操

(できる範囲で)廊下歩行、見守りながら行っ

ている 

管理者以外 女 
70 代

以上 
准看護師 下肢体操 

管理者以外  50 代 
准看護師,介

護福祉士 

生活上でできること、(今まで行っていた生

活の行為)は通いサービス等、できるだけや

っていただいている 

管理者以外  60 代 看護師 

生活の援助はそれぞれの利用者の足りない

部分を補うものであり、一概に書けるもので

はない 

 女 
70 代

以上 
准看護師 

・フロアー歩行 

・施設周辺散歩 

 

問９ セルフケアに関する指導の結果、利用者本人や家族による主体的な取組に繋がってい

ますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 2 1.3 

2 そう思う 39 24.7 

3 あまりそう思わない 79 50.0 

4 まったくそう思わない 9 5.7 
 無回答 29 18.4 
 合計 158 100 

 

問10 利用者本人や家族による主体的なセルフケアに繋がった事例で、工夫した点などにつ

いてご記入願います。 

立場 性別 年齢 基礎資格 事例や工夫した点 

管理者 男 40代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

こまめな、声掛けにより、歯磨き等の簡単

なことは自分で行える様になった 

管理者 男 40代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

一人でトイレに行きたいとの要望に対し

て、環境を整えて一人で可能になった事例

がある 

管理者 女 30代 看護師 

利用者様が元気になりたいと意欲的な人が

多く、積極的に取り組んでくれているが外

傷など気づかないうちに出来ている事があ

り、セルフケアに気を付けている 

管理者 女 40代 看護師 

ご自身でリハビリをされているところを写

真撮影し介護記録(家族に公開)し、いつで

も閲覧できるようにしている。リハビリ実

施はご家族の要望もあり、実際の写真をみ

て安心されている 

管理者 女 40代 看護師 
訪問時、家族と一緒に自宅で行えるリハビ

リを実施するなど 

管理者 女 40代 介護福祉士 少しでも在宅生活を長くつづけられた 
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立場 性別 年齢 基礎資格 事例や工夫した点 

管理者 女 40代 看護師 

利用者が困っていないと必要性を感じても

自主的に出来ない場合が多い。多くを求め

ず、１つ～２つ続けることを数週間やって

頂く。他は訪問時一緒にが多い 

管理者 女 50代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

生活の場面を再現、ご家族や介護員を同席

してもらい、リハビリテーションを開始し

た 

管理者 女 60代 看護師 

訪問時にリハビリを行ったか確認し、どう

行ったか、身体を動かしてもらう。困難だ

った事や継続していけるかの確認をし、継

続が出きるリハビリを提案 

管理者 女 60代 その他 
ズボンをはく時、足を上げてくれているよ

うになった 

管理者以外 男 40代 准看護師 これから少しずつ頑張っていく 

管理者以外 女 20代 看護師 

本人に伝えても、なかなか継続してもらう

ことが難しいので、訪問したとき、その都

度声かけしたり、一緒に行って覚えてもら

えるようにしている 

管理者以外 女 30代 看護師 
1日の中で訓練・運動実施の時間帯を決め、

声かけし実施した 

管理者以外 女 30代 准看護師 常に声かけを意識している 

管理者以外 女 30代 看護師 訪問時一緒に実施する事 

管理者以外 女 40代 看護師 

「の」字マッサージを取り入れたことで、

便秘に対して主体的まではいかないが意識

は変化したように思う。家族への関わりま

では行えない 

管理者以外 女 40代 看護師 

・寝ていて、起き上がる時ゆっくり起きて

下さいと伝えるだけでは理解していただけ

なかったが、実際にどのようにおこなうか

見せたり、ご本人にも行ってもらうことで

理解してもらえた。また、訪問のたびに何

回か行った 

管理者以外 女 40代 看護師 

ご本人への声かけをし、家族にもこのよう

に行なっていること(セルフケア)を早期に

伝え、家族からも本人に声かけしてもらえ

るように対応した。そうすることで、ご本

人は職員からとご家族から声がかかり習慣

となった 

管理者以外 女 40代 看護師 
残念ながら、主体的なセルフケアに繋がっ

ていないため、答えられない 

管理者以外 女 40代 看護師 

利用者様が御自宅でも御家族様と工夫して

体操されて下さり、ショートステイ中にも

同様の体操を続けている(他の体操の別に) 

管理者以外 女 40代 准看護師 

認知度が高くなると、一緒に行わなければ

できないことが多い。セルフでトイレの行

き来やズボンの上げ下ろしなどは継続して

行うように声かけて、見守るため、セルフ

ケアできる方も多くいる 
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立場 性別 年齢 基礎資格 事例や工夫した点 

管理者以外 女 40代 
看護師,介護

福祉士 
思い浮かばない 

管理者以外 女 40代 
看護師,准看

護師 

ご家族が困っていることに対し職員にどの

ように対応しているのかを説明しながら実

際に行ってみると理解されている 

管理者以外 女 40代 准看護師 
本人様の意識なので通いサービス時一緒に

行いながら説明 

管理者以外 女 40代 准看護師 本人もやる気になった 

管理者以外 女 40代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

訪問リハビリも活用されている方は、ご家

族の方も立位訓練などご自身で実施されて

いる 

管理者以外 女 50代 看護師 

片マヒ 車イス自操時の手、足の使い方、

廊下で手すりを利用し自操するなどの工夫

をしている 

管理者以外 女 50代 看護師 つまさきの上げ下げなど 

管理者以外 女 50代 看護師 

本人に指導してもほとんどの人は認知症で

おぼえていられない。継続するにはホーム

に来たときのレクで実施。家族は仕事等で

忙しいため、ホームを利用している状況

で、実施する余裕はない 

管理者以外 女 50代 准看護師 

やる気を向上させるには、どうすればいい

のか、会話や家族さんとのつながりで情報

共有している 

管理者以外 女 50代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

スタッフ全員に周知した上で、毎日決まっ

た時刻に短時間ではあるが、ストレッチを

施行。可動域が改善された 

管理者以外 女 60代 看護師 
家族と利用者の関わりが希薄。来所してい

ない 

管理者以外 女 60代 
保健師,看護

師 

安全性の確保のため、手スリや立ち上り棒

の設置など。歩行見守り時のポイント確認

など 

管理者以外 女 60代 看護師 
本人や家族がのぞむことに関連づけ、やる

気を引き出していく 

管理者以外 女 
70代

以上 
看護師 

在宅の利用者の指導、鍵かけ、トイレ指

導。いつも間違ったり、忘れが多かった方

への支援。日時、カレンダー、ＴＥＬで指

導 

管理者以外 女 
70代

以上 
准看護師 

利用者様に行う対応は家族に連絡経過報告

している 

管理者以外  50代 
准看護師,介

護福祉士 

食事の片付け等は現在はご利用者中心に行

っていけるようになった 
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３．リハビリテーション専門職との連携について 
 
問１ 利用者の自立支援に向けて、リハビリテーション専門職の視点によるアドバイスや評

価を受けたいと思うことはありますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 非常にそう思う 50 31.6 

2 そう思う 83 52.5 

3 あまりそう思わない 15 9.5 

4 まったくそう思わない 1 0.6 
 無回答 9 5.7 
 合計 158 100 

 

問２ リハビリテーション専門職と連携し、円滑にリハビリテーションを提供できる機会は

ありますか？ 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 十分にある 3 1.9 

2 ある程度ある 37 23.4 

3 あまりない 65 41.1 

4 まったくない 45 28.5 
 無回答 8 5.1 
 合計 158 100 

 

問３ 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お答えください。（複数回答可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 
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 
107 67.7 

2 
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） 
94 59.5 

3 

ICTを活用し、利用者の様々な情報（生活動作等の動画、生活

機能を評価しうるデータ）をリハビリテーション専門職と共

有しアドバイスをもらえるようにする 

43 27.2 

4 
リハビリテーション専門職から利用者のアセスメントに関

するスキルを習得できるようにする 
64 40.5 

5 
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 
71 44.9 

6 
リハビリテーション専門職と顔の見える関係性を構築する

ための機会をつくる（研修会・交流会等） 
41 25.9 

7 
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 
88 55.7 

8 
サービス担当者会議において、必要な時に専門家としてリハ

ビリテーション専門職を招集・相談できるようにする 
46 29.1 

9 その他 3 1.9 
 無回答 10 6.3 
 合計 158 100 

 

  



175 

 

【その他】 

立場 性別 年齢 基礎資格 「その他」の内容 

管理者 女 40代 看護師 

ＰＤ患者Ⅴ期頃になると、訪看だけでは難し

く、ＰＴ、ＳＴ、ＯＴ、などの連携のスムー

ズさが要求される 

管理者以外 女 60代 
看護師,准

看護師 

現実的に１～８を実践できるのはかなり難し

いと思われる 

管理者以外 女 60代 看護師 

病院から移ってくる時、病院のＰＴ、ＯＴが

実施、評価の現状と今後の継続に必要な事を

情報として出してくれると良い 

 

問４ リハビリテーション専門職との連携による円滑なリハビリテーションの提供に向けた

課題や、「あったらよい」と思う仕組みについて具体的にお答えください。 

立場 性別 年齢 基礎資格 
リハ職との連携における課題や希望の仕組

み 

管理者 男 40代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

制度上、通所リハビリは、使用できない

が、小規模多機能を利用していても使用で

きる様にしてほしい 

管理者 女 30代 看護師 

リハビリに対して、看護師が評価するのが

難しい。評価、目標設定は専門職に行って

欲しい 

管理者 女 40代 准看護師 定期的に事業所内で体操教室など開催 

管理者 女 40代 看護師 

・半年に一度など定期的な評価を一緒にし

て頂ける場があると、スキルアップにつ

ながるように思う 

・経験上、必要な福祉用具、トランス状況

のアセスメントは行っているつもりだ

が、転倒予防にばかり目がいく。どの場

面でも「安全性の優先」を一番にする

か、Ｆａｍの要望もあり悩ましい時もあ

るので、ＰＴの声をききたいと思うとき

がある 

管理者 女 50代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

研修会 

管理者 女 50代 
社会福祉士,

介護福祉士 
介護職にもわかる、評価、目標の表 

管理者 女 60代 看護師 研修でリハビリの方法等の取得 

管理者 女 60代 その他 講習会。実際の映像等。質問会 

管理者以外 男 30代 介護福祉士 

加算としてはリハ職との連携を主としてい

るが、実際にはリハビリ職員を配置できる

報酬改定が必要だと思う 

管理者以外 男 40代 介護福祉士 
週１でも良いので、個々のリハビリもアド

バイスをいただける様な時間をもうけたい 

管理者以外 男  准看護師 常勤勤務 

管理者以外 女 20代 看護師 

リハビリテーション専門員のいない施設の

場合、専門職のいる医療機関等と連携する

必要がある。その際、気軽に相談できる窓

口があるといい。セルフケアで改善する見
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立場 性別 年齢 基礎資格 
リハ職との連携における課題や希望の仕組

み 

込みがあるか、専門職によるリハビリが必

要かの判断が難しいため 

管理者以外 女 30代 看護師 
必要時、動画でのやりとりができ、利用者

の現状を報告できるシステム 

管理者以外 女 30代 看護師 
やはり顔の見える関係性作り、気軽に相談

できる窓口があるとよい 

管理者以外 女 30代 准看護師 
動画などを活用し、ご利用者と一緒にとり

くめる仕組み 

管理者以外 女 30代 介護福祉士 

リハビリをする機会がないので、普段の生

活にも生かせるような運動を教えてもらえ

たらいいと思う 

管理者以外 女 30代 看護師 ＩＣＴ 

管理者以外 女 40代 看護師 

どのように対応したらよいか困った時、す

ぐに連絡できる体制があったらいいと思

う。必要時施設に来てくれると相談しやす

い 

管理者以外 女 40代 看護師 

どのように対応したらよいか困った時、す

ぐに連絡できる体制があったらいいと思

う。週に１回～２回施設に来てくれると相

談しやすい 

管理者以外 女 40代 看護師 

日常生活の中でささいな事を気軽にいつで

も相談できるリハビリテーション専門職が

いれたら良いと思っている 

管理者以外 女 40代 看護師 

リハビリテーション専門職と情報共有し

て、必要なリハビリ内容を教えてもらい、

施設内で継続して行えたらよいと思う 

管理者以外 女 40代 看護師 

利用者様の状態に合わせたリハビリを気軽

に手軽に受けられたり教えてもらえると良

いなぁと思います。時間も人手も金銭面で

も… 

管理者以外 女 40代 准看護師 
ＰＴ、ＯＴ(リハビリ専門職)の訪問やアド

バイスがあったらよい 

管理者以外 女 40代 准看護師 

介護保険内でのＲＨでは難しいかもしれな

いが、グループＲＨがあっても良いと思

う。認知機能低下予防では身体面の他に生

活維持するための精神面にも効果期待でき

ると考えるため 

管理者以外 女 40代 准看護師 

コロナで、事業所に来てもらうことができ

ないので、オンラインや動画でのアドバイ

スが良い 

管理者以外 女 40代 

保健師,看護

師,介護支援

専門員 

今コロナで訪リハなど積極的には行えない

(すすめられない)のでリハのＰＴが見て、

個別に行えるメニューなどあればありがた

い 

管理者以外 女 40代 
看護師,介護

福祉士 

・交流会 

・訪問の同行義務 

・定期的に必ず共に訪問して共に評価す   
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立場 性別 年齢 基礎資格 
リハ職との連携における課題や希望の仕組

み 

 る 

管理者以外 女 40代 
看護師,准看

護師 

定期的な理学療法士の訪問があると良いと

思う 

管理者以外 女 40代 
看護師,介護

支援専門員 

利用者に必要なリハビリメニューを作成し

ていただき、定期的に評価をしていただき

たいと思う 

管理者以外 女 40代 准看護師 
教えていただけるなら、少しの時間でも出

来たら良いと思う 

管理者以外 女 40代 准看護師 
実際はなかなか時間が取れない。人員不足

もクリアしなければ無理な事である 

管理者以外 女 40代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

１に関して去年までは取り組んでおり、５

や７を実施していたが現在はコロナの関係

で実施していない 

管理者以外 女 50代 看護師 

今も行っているが、退院時の添書で継続し

てほしいリハビリ内容を送ってきてくれて

いる 

管理者以外 女 50代 看護師 
小多機のスタッフとしてリハ職がいると良

いと思われる 

管理者以外 女 50代 看護師 体操教室など 

管理者以外 女 50代 看護師 
定期的な研修、他事業所との交流、見学な

ど 

管理者以外 女 50代 看護師 話し合いを十分に行う。情報共有 

管理者以外 女 50代 看護師 

リハビリテーションの視点をふだんの利用

者の生活でどのようにいかしていくか、介

助の方法など意見を聞く 

管理者以外 女 50代 
保健師,看護

師 

リハビリテーションの重要性は感じている

が、非常勤でもあり十分な支援を行えてな

いのが現実である。必要な方に個々の状態

に対応したリハビリテーションが専門職の

方から教えて頂き、できるような時間を持

つ事が出来るようになって欲しい 

管理者以外 女 50代 
助産師,看護

師 

日常生活リハビリを目的として本人・家族

に指導されている様子が分からず、本人・

家族が看護師、介護師に依存的である 

管理者以外 女 50代 看護師 

小さい村なので、病院、小規模、特養全て

廻って継続的にみてくれる専門職がいると

良い 

管理者以外 女 50代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

ＰＴ、ＯＴの訓練時、同席させてもらい、

スキルを伝達してもらう 

管理者以外 女 60代 看護師 

国が施設においても必ず１名は雇う又は、

週に何日かでも訪問しなければならないよ

うな規定を作って実施して欲しい 

管理者以外 女 60代 看護師 

理学療法士の数も少なくて、忙しいとは思

うが、ここ１～２年でドクターも町内の事

業所訪問がされるようになってきており、

ＰＴも同じく把握のため廻られたら良いと
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立場 性別 年齢 基礎資格 
リハ職との連携における課題や希望の仕組

み 

思われる。その時は質問も出来るかと思う 

管理者以外 女 60代 看護師 

リハビリ専門職・ケアマネ・施設職員が利

用者様・ご家族の意思を確認できていて同

じ方向への同じ支援方法を生活動作の中で

行えていく事 

管理者以外 女 60代 
保健師,看護

師 

上記1,がありカンファレンスに参加してい

ただきながら、プランを再構築していける

と良いと思う 

管理者以外 女 60代 看護師 研修会 

管理者以外 女 60代 看護師 

月に１～２回でも良いので訪問してくれ、

利用者の現状の評価とプランを指導しても

らえるようなしくみ。(会社の中で、歯科衛

生士がいて月に４回位来てくれている。そ

の時に相談できるので良い機会となってい

るため) 

管理者以外 女 60代 看護師 

当施設では、ＰＴのみなのでＳＴ、ＯＴな

どが定期的に来てくれることで今より活発

な日常をおくれるのではないか 

管理者以外 女 60代 看護師 

利用者様に対する支援を行う中で、一つの

チームとしてお互いの専門性をもちより一

緒に同じ方向を向いていける仕組みを作る 

管理者以外 女 60代 看護師 

利用者の様々な情報から、リハビリテーシ

ョンのプログラムを作成し、状況により修

正してもらえるような連携があったらいい 

管理者以外 女 60代 
看護師,准看

護師 

指導うけられる環境作りと人員(介護、看

護)不足もあり、近い将来について現実は理

想をおっている気がする 

管理者以外 女 60代 准看護師 
リハビリ専門職の方との話し合いにより利

用者様に応じたケアの取り組みをしたい 

管理者以外 女 
70代

以上 
看護師 包括にリハビリ専門職がなられたらいい 

管理者以外 女 
70代

以上 
准看護師 利用者様の状態報告対応の確認 

管理者以外  50代 
准看護師,介

護福祉士 

連携を深めること。介ゴ職員の知見、スキ

ルを伸ばすことが必要 

管理者以外  60代 看護師 

施設にもよると思うが、私のいる施設は平

均年齢８５才、最高年齢１０６歳要介護２

～５、全員認知機能低下。リハビリテーシ

ョンによるＡＤＬ上昇、又は今出来ている

事が明日も出来る事が出来るようにする事

はムリだと思う 
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問５ リハビリテーション職が事業所にいる方にお伺いします。リハビリテーション職と連

携することのメリットだと感じていることについてお答えください。（複数回答可） 

No. カテゴリ 件数 (割合)% 

1 利用者や家族のニーズにそった目標設定ができる 30 19.0 

2 
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 
35 22.2 

3 予防的な視点でリハビリテーションを行うことができる 26 16.5 

4 
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 
35 22.2 

5 医療ニーズが高くても安心してリハビリテーションができる 14 8.9 

6 ターミナルでも安心してリハビリテーションができる 8 5.1 

7 その他 1 0.6 
 無回答 111 70.3 
 合計 158 100 

 

問５－１ 問５について具体的にご記入願います。 

立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携におけるメリット 

管理者 女 50代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

・多くの職種が関わり、他方面からのアプ

ローチができる 

・効果があると本人やスタッフの活力とな

る 

管理者以外 女 30代 准看護師 ＡＤＬ向上を図るには専門職の知識も必要 

管理者以外 女 30代 看護師 
リハ専門職の技術を学ぶ機会を得る事が出

来る 

管理者以外 女 40代 

保健師,看護

師,介護支援

専門員 

併設している住宅にいる方は外出の機会が

減り筋力低下が著明であるため、楽しんで

行えるリハなどを知りたい。今はYoutubeを

活用して体操をしている 

管理者以外 女 40代 
看護師,介護

福祉士 

お互いの専門性からみた視点からの貴重な

評価、意見が、あらゆる状態の方々により

有効な支援が展開出来ると考えている。し

かし実際は共に働いている感がない。福祉

用具の選別なども、リハ職の意見が尊重さ

れ、介護職や看護職の意見も取り入れても

らえていない状況 

管理者以外 女 40代 

介護支援専

門員,介護福

祉士 

専門職の技術を習得する事ができる 

管理者以外 女 50代 看護師 
1人、1人にあったリハビリメニューを考

え、行う 

管理者以外 女 50代 看護師 デイでの作業などいっしょに行っている 

管理者以外 女 50代 
助産師,看護

師 

訪問看護所属なＰＴがリハビリ業務に当た

っているため連携がよいと思われる 

管理者以外 女 60代 看護師 

リハビリの進行状況をみながら、ケアプラ

ンの進行をおこなっている。身体状況の相

談をすることですぐにアドバイスがもらえ

る 

管理者以外 女 60代 看護師,准看 利用者に対しては家族の関わりはほとんど
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立場 性別 年齢 基礎資格 リハ職との連携におけるメリット 

護師 ない状況の中で家族の手助けは得られない

と思う 

管理者以外 女 60代 看護師 
訪問診療に一緒に同行しアドバイスがもら

えるとよい 
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２ 調査票 

 

 



P.1 

 介護支援専門員における自立支援型ケアマネジメント推進に向けた現状と課題に関する調査  

 ご多忙のところ大変恐縮ですが、ご協力ほどよろしくお願いします。 

なお、ご回答いただいた内容は、本アンケートの目的以外には使用しません。 

ご回答期限   令和２年12月25日（金） までにご投函ください。 

お問い合わせ先 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 調査研究部 河原・劉（りゅう） 

        TEL：０１１－２３１－３０５３  
 

 

 
 

問１ あなたの立場をお答えください  

 
問２ 性別・年齢をお答えください。 

性別 1．男性  2．女性 年代 1．20代 2．30代 3．40代 4．50代 5．60代 6．70代以上 

 
問３ 基礎資格をお答えください。（複数回答可） 

1．医師       2．歯科医師    3．薬剤師    4．保健師    5．助産師 

6．看護師・准看護師 7．理学療法士   8．作業療法士  9．社会福祉士   10．介護福祉士 

11．視能訓練士   12．義肢装具士   13．歯科衛生士 14．言語聴覚士 

15．あん摩マッサージ指圧師       16．はり師   17．きゅう師 

18．柔道整復師   19．精神保健福祉士 20．栄養士（管理栄養士含む）  

21．相談援助業務従事者・介護等業務従事者        22．その他（             ） 

 

問４ 介護支援専門員の資格をお答えください。 

 
問５ 雇用形態をお答えください。 

 

問６ 令和２年11月の担当利用者件数をお答えください。 

1．0件  2．1～9件  3．10～19件  4．20～29件  5．30～39件  6．40～49件  5．50件以上 
 
問７ 事業所の所在市町村をお答えください。 
 
問８ 所属する法人の形態についてお答えください。 

1．社会福祉法人（社協除く）     2．医療法人     3．営利法人（会社） 

4．特定非営利活動法人（NPO法人）   5．社会福祉協議会    6．その他（          ） 
 
問９ 貴事業所と併設・隣接するサービスについてお答えください。（あてはまる番号すべてに〇） 

1．地域包括支援センター    2. 居宅介護支援                3. 訪問介護           

4. 訪問入浴介護        5. 訪問看護                6. 訪問リハビリテーション    

7. 通所リハビリテーション   8. 短期入所生活介護            9. 短期入所療養介護       

10. 居宅療養管理指導      11. 通所介護                  12. 福祉用具貸与        

13. 特定福祉用具販売      14. 住宅改修                  15. 特定施設入居者生活介護   

16. 認知症対応型通所介護     17. 小規模多機能型居宅介護    18. 認知症対応型共同生活介護 

19. 地域密着型通所介護         20. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護   

21. 夜間対応型訪問介護        22. 看護小規模多機能型居宅介護  

22. 地域密着型特定施設入居者生活介護             23. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護                 

24. 介護老人福祉施設           25. 介護老人保健施設          26. 介護療養型医療施設         

27. 養護老人ホーム             28. その他介護保険サービス （具体的に                      ） 

29. 障害者に対するサービス （具体的に：                                              ） 

30. 併設ないし隣接するサービスはない 

１．あなたの属性について 

1．管理者      2．管理者以外 

1．介護支援専門員   2．主任介護支援専門員 

1．常勤・専従  2．常勤・兼務 3．非常勤・専従 4．非常勤・兼務 

市・町・村 
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問１ 自立支援に対する理解度について、どのようにお考えですか？ 

1．理解できている 2．ある程度理解できている 3．あまり理解できていない 4．理解できていない 

 

問２ 自立支援に資するケアマネジメントの実践状況について、どのようにお考えですか？ 

1．実践できている 2．ある程度実践できている 3．あまり実践できていない 4．実践できていない 

 

問２－１ 【問２で「1．実践できている」もしくは「２．ある程度実践できている」と回答された方】 

   自立支援ケアマネジメントを実践する対象について、お答えください。 

1．おもに介護予防ケアマネジメントの対象者に実践  2．おもに要介護認定者を対象に実践 

3．特に対象は決めず、利用者全般に実践       4．その他（             ） 

 

問３ 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お答えください（おもなもの５つまで〇） 

1．インテーク（初回訪問・面接）による情報収集  2．利用者の状態等に関するアセスメント 

3．初回ケアプランの作成             4．サービス担当者会議に向けた調整・準備、運営 

5．利用者宅への訪問によるモニタリング      6．記録や書類作成 

6．モニタリング結果を踏まえたケアプランの再評価 7．インフォーマルサービスの連絡・調整     

8．目標の達成状況の評価             9．給付管理業務                 

10．医療機関・主治医との連絡・調整       11．市町村との連絡・調整             

12．地域ケア会議への参加            13．24時間体制による緊急対応                    

14．制度変更に伴う情報等の把握と利用者への説明 

15．指導監査等に対応するための諸準備          16．その他（                                 ） 

 

問４ 現在使用しているアセスメントシートについてお答えください。（複数回答可） 

1．包括的自立支援プログラム              2．居宅サービス計画ガイドライン 

3．MDS-HC方式                     4．R4 

5．チェックポイントシート（長寿社会開発センター）     6．ケアマネジメント実践記録方式        

7．日本介護福祉会方式                                  8．日本訪問介護振興財団版方式         

9．その他（                 ） 

 

問５ 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困難な点についてお答えください。 

項目 選択肢（複数回答可） 

生活状況 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

経済状況 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

主訴 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

健康状態 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

ADL・IADL 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

認知症 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

コミュニケーション 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

社会参加 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

排泄 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

褥瘡・皮膚 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

食事・口腔 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

行動・心理症状 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

家族の心身の状況 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

家族の介護力 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

居住環境 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

特別な状況 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

その他 1．情報収集が困難   2．評価が困難   3．特に困難ではない 

２．自立支援型ケアマネジメント推進に向けた現状と課題について 
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問６ アセスメント・モニタリングが困難なため、居宅サービス計画書の作成で困難になっている内容について、

お答えください。 
 
【居宅サービス計画書第１表】作成で困難な項目（複数回答可） 

1．課題の整理           2．「課題」と「利用者・家族の生活に対する意向」の妥当性 

3．利用者の思い          4．家族の思い 

5．利用者・家族の「生活に対する意向」の変容        6．生活援助中心型の算定理由 

7．その他（                    ）   8．特に困っていない 
 
【居宅サービス計画書第２表】作成で困難な項目（複数回答可） 

1．生活全般の解決すべき課題（ニーズ）の妥当性        2．課題の優先順位 

3．利用者・家族への生活全般の解決すべき課題（ニーズ）の提示 

4．利用者・家族の「困りごと」への働きかけ          5．長期目標の設定・妥当性 

6．短期目標の設定・妥当性                  7．サービス内容の具体的表現・記載 

8．サービス種別の検討選択                  9．頻度と期間の妥当性 

10.その他（                      ）  11．特に困っていない 
 
【週間サービス計画書】作成で困難な項目（複数回答可） 

1．週間サービス計画表の活用方法や組み立て方         2．利用者の主な日常生活の把握 

3．週間サービスと利用者・家族の状況（意向・事情等）の妥当性 

4．「週単位以外のサービス」の記載 

5．その他（                     ）   6．特に困っていない 

 

問７ 自立支援に資するアセスメント等において「ICF（国際生活機能分類）」の活用が推奨されています。 
 
① あなたのICFの理念や活用方法に関する理解度についてお答えください 

1．理解できている      2．ある程度理解できている    3．あまり理解できていない  

4．理解できていない     5．ICFについて聞いたことがなかった 
 
② アセスメント等におけるICFの活用状況についてお答えください 

1．活用できている      2．ある程度活用できている    3．あまり活用できていない  

4．活用できていない     5．そもそも活用する意向がない 
 
問８ 自立支援に資するケアマネジメントの実践に向けて課題となっていることについてお答えください 

項目 選択肢（それぞれ1つに〇） 

アセスメント・モニタリング時において利用者・

家族からの情報収集に十分な時間がとれない 

1．非常にそう思う    2．そう思う 

3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

アセスメント・モニタリング時において利用者・

家族からの情報収集の面接技術が十分ではない 

1．非常にそう思う    2．そう思う 

3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

アセスメントシートが使いやすくない 
1．非常にそう思う    2．そう思う 

3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

ICFの視点におけるアセスメントのための十分な

時間がとれない 

1．非常にそう思う    2．そう思う 

3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

ケアプラン作成のための十分な時間がとれない 
1．非常にそう思う    2．そう思う 

3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

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 

1．非常にそう思う    2．そう思う 

3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

サービス担当者会議において、ケアプランの質を

高めるために十分な時間がとれない 

1．非常にそう思う    2．そう思う 

3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

サービス担当者会議において、参加者の意見を引

き出す円滑な司会進行ができない 

1．非常にそう思う    2．そう思う 

3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

その他 

（                  ） 

1．非常にそう思う    2．そう思う 

3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 
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問９ 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具体的にお答えください。 

 

 

問10 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の活用についてお答えください。 
 
① 実施したことがある取組についてお答えください。 
 
② 現在は実施していないが、今後必要と考える取組についてお答えください。 

 

ITを活用した取組例 
①現在実施 

（〇を記入） 

②今後必要 

と考える 

（〇を記入） 

1．オンラインで事業所内の職員同士の打ち合わせや会議に参加   

2．オンラインで同一法人の職員同士の打ち合わせや会議に参加   

3．オンラインで同一法人以外の職員との打ち合わせや会議に参加   

4．オンラインでサービス担当者会議に参加   

5．オンラインで退院時カンファレンスに参加   

6．オンラインで地域ケア会議に参加   

7．ITを活用し利用者の様々な情報を事業所内の職員同士で共有する仕組

みを導入 
  

8．ITを活用し利用者の様々な情報を同一グループの職員同士で共有する

仕組みを導入 
  

9．ITを活用し利用者の様々な情報を同一グループ以外の職員同士で共有

する仕組みを導入 
  

10．ケアプランを一定程度自動的に作成する仕組み（AI）を導入   

11．その他（                         ）   

 

 
 
問１ 訪問リハビリや通所リハビリなどリハビリテーション専門職が関わるサービスを利用していない高齢者の 

自立支援型ケアマネジメントの実践に向けて、リハビリテーション専門職の視点によるアドバイスや評価を受けた

いと思うことはありますか？ 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない   

 

問１－１ 【問１で「1．非常にそう思う」もしくは「２．そう思う」と回答された方】 

   リハビリテーション専門職からアドバイスや評価を受ける機会はありますか？ 

1．必要な時にアドバイスや評価を受けられている 2．ある程度アドバイスや評価を受けられている 

3．あまりアドバイスや評価を受けられていない  4．全くアドバイスや評価を受けられていない 

 

問１－2 【問１で「1．非常にそう思う」もしくは「２．そう思う」と回答された方】 

   どのプロセスにおいて、リハビリテーション専門職からアドバイスや評価を受けたいと思いますか？ 

   （複数回答可） 

1．インテーク（初回訪問・面接）による情報収集 2．利用者の状態等に関するアセスメント 

3．初回ケアプランの作成            4．サービス担当者会議に向けた準備、運営 

5．利用者宅への訪問によるモニタリング     6．ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果を踏まえたケアプランの再評価 

7．インフォーマルサービスの連絡・調整     8．目標の達成状況の評価と次の目標設定 

9．その他（                                 ） 

３．自立支援型ケアマネジメント実践に向けたリハビリテーション専門職との連携について 
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問２ 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お答えください。（複数回答可） 

1．必要な時にリハビリテーション専門職に同行訪問してもらえるようにする 

2．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） 

3．ICTを活用し、利用者の様々な情報（生活動作等の動画、ケアプランなど生活機能を評価しうるデータ）

をリハビリテーション専門職と共有しアドバイスをもらえるようにする 

4．リハビリテーション専門職からアセスメント方法等に関するスキルを習得できるようにする 

5．リハビリテーション専門職と顔の見える関係性を構築するための機会をつくる（研修会・交流会等） 

6．訪問リハや通所リハ以外の居宅サービス事業所で、利用者の生活機能向上に向けてリハビリテーション

専門職が関わる機会を増やす 

7．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 

8．サービス担当者会議において、必要な時に専門家としてリハビリテーション専門職を招集・相談できる

ようにする 

9．その他（                                       ） 

 

問３ 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た課題や「あったらよ

い」と思う仕組みについて具体的にお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問1 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ますか？ 

1．積極的に情報提供するようにしている     2．可能な範囲で情報提供するようにしている 

3．あまり情報提供していない            

 

問1 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お答えください。 

（複数回答可） 

1. 所属する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 

2．医療機関の連携窓口や担当者がわからない 

3. 自分自身が医療に関する知識を十分に有していない 

4. 医療機関に提供する情報をまとめることが難しい 

5. 医療機関に訪問するための日程調整が難しい 

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 

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 

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 

9. 医療機関から情報を求められない 

10．医療機関へ提供した情報が活用されない  

11．医療機関の専門職に時間を取ってもらえない 

12．医療機関の専門職とコミュニケーションが取れない 

13．入院したという情報がすぐに入らない 

14．利用者や家族が情報提供を拒否する 

15．その他（                                   ） 

16．特にない 

4．入退院時の情報提供や情報共有の現状と課題についてお答えください 
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問２ 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）取組についてお答えください。（複数回答可） 

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 

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 

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 

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 

5. その他（                                     ） 

 

 

問３ 退院時カンファレンスについて、課題に感じていることについてお答えください。（複数回答可） 

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 

2．退院時カンファレンスに呼ばれないことがある 

3. 退院時カンファレンスが開催されないことがある 

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 

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 

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 

7. 必要と考える職種が参加していないことがある 

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 

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 

10．その他（                                   ） 

 

問４ 入退院支援における課題や「あったらよい」と思う取組について具体的にお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 差し支えなければ、ご回答者様のことについてご記入願います。 

【事業所名】  

【ご所属・役職】 
 

【お名前】  

【ご連絡先】 

Mail 
 

電話番号 
 

 

 

ご協力ありがとうございました。本調査票を同封の返信用封筒に入れて、 

12月18日（金）までにご投函いただきますよう、お願いいたします。 
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訪問看護ステーションの看護師におけるリハビリテーションの 

現状と課題に関する調査  

 ご多忙のところ大変恐縮ですが、ご協力ほどよろしくお願いします。 

なお、ご回答いただいた内容は、本アンケートの目的以外には使用しません。 

ご回答期限   令和３年２月12日（金） までにご投函ください。 

お問い合わせ先 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 調査研究部 河原・劉（りゅう） 

        TEL：０１１－２３１－３０５３  

 

 
 

問１ あなたの立場をお答えください  

問２ 性別・年齢をお答えください。 

性別 1．男性  2．女性 年代 1．20代 2．30代 3．40代 4．50代 5．60代 6．70代以上 

 
問３ 基礎資格をお答えください。（複数回答可） 

1．保健師      2．助産師          3．看護師       4.准看護師  

5．介護支援専門員  6．理学療法士     7．作業療法士     8．言語聴覚士  

9．社会福祉士     10．介護福祉士     11．その他（             ） 
 
 
問４ 雇用形態をお答えください。 

 

問５ 事業所の所在市町村をお答えください。 

 

問６ 所属する法人の形態についてお答えください。 

1．社会福祉法人（社協除く）     2．医療法人     3．営利法人（会社） 

4．特定非営利活動法人（NPO法人）   5．社会福祉協議会    6．その他（          ） 
 
問７ 医療機関の併設状況についてお答えください。 

1．病院併設             2．診療所併設        3．併設医療機関なし   

 

問８ 貴所に勤務しているリハビリテーション専門職についてお答えください。（あてはまる番号すべてに〇） 

1．理学療法士（常勤）       2．理学療法士（非常勤）   3．作業療法士（常勤） 

4．作業療法士（非常勤）      5．言語聴覚士（常勤）    6．言語聴覚士（非常勤） 

7．リハビリテーション専門職は勤務していない 

 

問９ あなたの令和２年12月の担当利用者数をお答えください。 

1．0人  2．1～9人  3．10～19人  4．20～29人  5．30～39人  6．40～49人  5．50人以上 

 

問10 令和２年12月の担当利用者数のうち、あなたがリハビリテーションを 

実施した人数をお答えください。 

 

 

 

訪問看護における利用者への「リハビリテーション」や「利用者・家族への療養上の指導」に係る取組状況や課

題についてお伺いいたします。 

 

問１ 訪問リハや通所リハなどリハビリテーション専門職が関わるサービスを利用していない高齢者について、 

リハビリテーションを実施する必要性がある利用者はたくさんいますか？ 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない   

１．あなたの属性について 

1．管理者      2．管理者以外 

1．常勤・専従  2．常勤・兼務 3．非常勤・専従 4．非常勤・兼務 

市・町・村 

２．訪問看護におけるリハビリテーションに係る現状と課題について 

人 
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問２ リハビリテーションを実施している、あるいは必要性がある対象はおもにどのような高齢者ですか？ 

 

【要介護状態】（２つまで選んで〇を記入） 

1．要支援者        2．要介護１～２の認定者   3．要介護３以上の認定者 

4．特に要介護度は関係ない                5．その他（            ） 

 

【病期】（２つまで選んで〇を記入） 

1．急性期                2．回復期         3．維持期・生活期         4．終末期 

5．特に病期は関係ない    6．その他（            ） 

 

問３ ケアマネジャーからの依頼により、リハビリテーションが開始となる場合はありますか？ 

1．とてもよくある       2．ある       3．あまりない       4．全くない 

 

問４ あなたが利用者の病状等のアセスメントを踏まえて必要と判断したため、リハビリテーションが開始となる 

場合はありますか？ 

1．とてもよくある       2．ある       3．あまりない       4．全くない 

 

問５ リハビリテーションの必要性のある利用者に対して、十分対応できていますか？ 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問６ 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ますか？ 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問６－１ 業務上、どのようなリハビリテーションの知見やスキルが必要ですか？具体的にご記入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ リハビリテーションを実施する際の課題などについてお答えください。 

 

問７－１ 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 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問７－２ 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 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問７－３ リハビリが必要な利用者に対しては、リハビリ専門職（PT・OT・ST）が対応するようにしている 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問７－４ 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 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問７－５ 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 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 
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問７－６ （リハビリが必要な人に対して）服薬指導・管理など多様な業務で、リハビリに十分な時間が取れな

いことがある。 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問７－７ 問７－１～７－６ご回答いただいたリハビリの実施に係る課題について、具体的にご記入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ 利用者本人や家族に対して、リハビリに関するセルフケア（自主訓練や生活上の工夫など）に関する指導を

積極的に行っていますか？ 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問９ 具体的にどのようにセルフケアに関する指導を行っていますか？（あてはまる番号すべてに〇） 

1．訪問・通所時に利用者と一緒に取り組んでいる 2．セルフケアの方法を口頭で伝えている 

3．セルフケアの方法が記載された紙を渡している 4．セルフケアの方法がわかる動画を提供している 

5．家族にセルフケア方法を伝えている      6．ケアマネにセルフケア方法を伝えている 

7．施設職員等にセルフケア方法を伝えている   8．その他（               ） 

 

問10 リハビリに関するセルフケア（自主訓練や生活上の工夫など）について、実施している内容を具体的にご記

入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

問11 セルフケアに関する指導の結果、利用者本人や家族による主体的な取組に繋がっていますか？ 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問12 利用者本人や家族による主体的なセルフケアに繋がった事例で、工夫した点などについてご記入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１ 訪問リハビリや通所リハビリなどリハビリテーション専門職が関わるサービスを利用していない高齢者の 

療養支援に向けて、リハビリテーション専門職の視点によるアドバイスや評価を受けたいと思うことはありま

すか？ 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない   

 

問２ リハビリテーション専門職と連携し、円滑にリハビリテーションを実施できる機会はありますか？ 

1．十分にある     2．ある程度ある    3．あまりない    4．まったくない 

３．リハビリテーション専門職との連携について 
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問３ 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お答えください。（複数回答可） 

1．必要な時にリハビリテーション専門職に同行訪問してもらえるようにする 

2．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） 

3．ICTを活用し、利用者の様々な情報（生活動作等の動画、生活機能を評価しうるデータ）をリハビリテ

ーション専門職と共有しアドバイスをもらえるようにする 

4．リハビリテーション専門職から利用者のアセスメントに関するスキルを習得できるようにする 

5．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 

6．リハビリテーション専門職と顔の見える関係性を構築するための機会をつくる（研修会・交流会等） 

7．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 

8．サービス担当者会議において、必要な時に専門家としてリハビリテーション専門職を招集・相談できる

ようにする 

9．その他（                                       ） 

 

問４ リハビリテーション専門職との連携による円滑なリハビリテーションの提供に向けた課題や、「あったらよ

い」と思う仕組みについて具体的にお答えください。 

 

 

 

 

 

 

問５ リハビリテーション専門職が事業所にいる方にお伺いします。リハビリテーション職と連携することのメリ

ットだと感じていることについてお答えください。（複数回答可） 

1．利用者や家族のニーズにそった目標設定ができる 

2．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 

3．予防的な視点でリハビリテーションを行うことができる 

4．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 

5．医療ニーズが高くても安心してリハビリテーションができる 

6．ターミナルでも安心してリハビリテーションができる 

7．その他（                                      ） 

 

問５－１ 問５について具体的にご記入願います。 

 

 

 

 

 

 

◇ 差し支えなければ、ご回答者様のことについてご記入願います。 

【事業所名】  

【ご所属・役職】 
 

【お名前】  

【ご連絡先】 
Mail  

電話番号  

 

ご協力ありがとうございました。本調査票を同封の返信用封筒に入れて、 

２月12日（金）までにご投函いただきますよう、お願いいたします。 
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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における 

リハビリテーションの現状と課題に関する調査  

 ご多忙のところ大変恐縮ですが、ご協力ほどよろしくお願いします。 

なお、ご回答いただいた内容は、本アンケートの目的以外には使用しません。 

ご回答期限   令和３年２月12日（金） までにご投函ください。 

お問い合わせ先 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 調査研究部 河原・劉（りゅう） 

        TEL：０１１－２３１－３０５３  
 

 

 
 

問１ あなたの立場をお答えください  

 
問２ 性別・年齢をお答えください。 

性別 1．男性  2．女性 年代 1．20代 2．30代 3．40代 4．50代 5．60代 6．70代以上 

 
問３ 基礎資格をお答えください。（複数回答可） 

1．保健師      2．助産師          3．看護師       4.准看護師  

5．介護支援専門員  6．理学療法士     7．作業療法士     8．言語聴覚士  

9．社会福祉士     10．介護福祉士     11．その他（             ） 
 
 
問４ 雇用形態をお答えください。 

 

問５ 事業所の所在市町村をお答えください。 

 

問６ 貴事業所で提供しているサービスについてお答えください。 

1．小規模多機能型居宅介護        2．看護小規模多機能型居宅介護 

 

問７ 所属する法人の形態についてお答えください。 

1．社会福祉法人（社協除く）     2．医療法人     3．営利法人（会社） 

4．特定非営利活動法人（NPO法人）   5．社会福祉協議会    6．その他（          ） 
 
問８ 医療機関の併設状況についてお答えください。 

1．病院併設             2．診療所併設        3．併設医療機関なし   

 

問９ 貴所に勤務しているリハビリテーション専門職についてお答えください。（あてはまる番号すべてに〇） 

1．理学療法士（常勤）       2．理学療法士（非常勤）   3．作業療法士（常勤） 

4．作業療法士（非常勤）      5．言語聴覚士（常勤）    6．言語聴覚士（非常勤） 

7．リハビリテーション専門職は勤務していない 

 

問10 （小規模多機能型居宅介護を提供している方）生活機能向上連携加算の算定状況について、お答えください。

（あてはまる番号すべてに〇） 

1．生活機能向上連携加算Ⅰを算定している      2．生活機能向上連携加算Ⅱを算定している 

3．今後、生活機能向上連携加算Ⅰを算定したい    4．今後、生活機能向上連携加算Ⅱを算定したい 

5．算定していないし、算定する予定はない      6．わからない 

 

問11 あなたの所属する事業所の令和２年12月の利用者数をお答えください。 

1．0人      2．1～9人      3．10～19人       4．20～29人 

 

１．あなたの属性について 

1．管理者      2．管理者以外 

1．常勤・専従  2．常勤・兼務 3．非常勤・専従 4．非常勤・兼務 

市・町・村 
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問12 看護小規模多機能型居宅介護を提供している方にお伺いします。 

令和２年12月の担当利用者件数のうち、あなたがリハビリテーションを 

提供している利用者数をお答えください。 

 

 

 
 
利用者への「リハビリテーション」の実施ニーズ、課題についてお伺いいたします。 

 

問１ 貴事業所の利用者に対し、リハビリテーションを実施したいと思う利用者はたくさんいらっしゃいますか？ 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない   

 

問２ 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と思う利用者はおもにどのような方ですか？ 

 

【要介護状態】（２つまで選んで〇を記入） 

1．要支援者        2．要介護１～２の認定者   3．要介護３以上の認定者 

4．特に要介護度は関係ない                5．その他（            ） 

 

【病期】（２つまで選んで〇を記入） 

1．急性期                2．回復期         3．維持期・生活期         4．終末期 

5．特に病期は関係ない    6．その他（            ） 

 

問３ リハビリテーションの施の必要性のある利用者に対して、十分対応できていますか？ 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問４ 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ますか？ 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問４－１ 業務上、どのようなリハビリテーションの知見やスキルが必要ですか？具体的にご記入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

問５ リハビリテーションを実施する際の課題等についてお答えください。 

   実施していない方は、各設問の内容の「可能性」についてお答えください。 

 

問５－１ 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（実施

できない可能性がある） 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問５－２ 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（実施できない可能性がある） 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問５－３ リハビリが必要な利用者に対しては、リハビリ専門職（PT・OT・ST）が対応するようにしている 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問５－４ 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（実施できない可能性がある） 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

２．リハビリテーションに係る現状と課題について 

人      
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問５－５ 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（実施できな

い可能性がある） 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問５－６ （リハビリが必要な人に対して）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（時間

が取れない可能性がある） 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問５－７ 問５－１～５－６でご回答いただいたリハビリの実施に係る課題について、具体的にご記入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 利用者本人や家族に対して、リハビリに関するセルフケア（自主訓練や生活上の工夫など）に関する指導を

積極的に行っていますか？ 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問７ 具体的にどのようにセルフケアに関する指導を行っていますか？（あてはまる番号すべてに〇） 

1．訪問・通所時に利用者と一緒に取り組んでいる 2．セルフケアの方法を口頭で伝えている 

3．セルフケアの方法が記載された紙を渡している 4．セルフケアの方法がわかる動画を提供している 

5．家族にセルフケア方法を伝えている      6．ケアマネにセルフケア方法を伝えている 

7．施設職員等にセルフケア方法を伝えている   8．その他（               ） 

 

問８ リハビリに関するセルフケア（自主訓練や生活上の工夫など）について、実施している内容を具体的にご記

入願います。 

 

 

 

 

 

問９ セルフケアに関する指導の結果、利用者本人や家族による主体的な取組に繋がっていますか？ 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない 

 

問10 利用者本人や家族による主体的なセルフケアに繋がった事例で、工夫した点などについてご記入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１ 利用者の自立支援に向けて、リハビリテーション専門職の視点によるアドバイスや評価を受けたいと思うこ

とはありますか？ 

1．非常にそう思う    2．そう思う   3．あまりそう思わない  4．まったくそう思わない   

 

問２ リハビリテーション専門職と連携し、円滑にリハビリテーションを提供できる機会はありますか？ 

1．十分にある     2．ある程度ある    3．あまりない    4．まったくない 

 

３．リハビリテーション専門職との連携について 
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問３ 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お答えください。（複数回答可） 

1．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 

2．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） 

3．ICTを活用し、利用者の様々な情報（生活動作等の動画、生活機能を評価しうるデータ）をリハビリテ

ーション専門職と共有しアドバイスをもらえるようにする 

4．リハビリテーション専門職から利用者のアセスメントに関するスキルを習得できるようにする 

5．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 

6．リハビリテーション専門職と顔の見える関係性を構築するための機会をつくる（研修会・交流会等） 

7．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 

8．サービス担当者会議において、必要な時に専門家としてリハビリテーション専門職を招集・相談できる

ようにする 

9．その他（                                       ） 

 

問４ リハビリテーション専門職との連携による円滑なリハビリテーションの提供に向けた課題や、「あったらよ

い」と思う仕組みについて具体的にお答えください。 

 

 

 

 

 

 

問５ リハビリテーション職が事業所にいる方にお伺いします。リハビリテーション職と連携することのメリット

だと感じていることについてお答えください。（複数回答可） 

1．利用者や家族のニーズにそった目標設定ができる 

2．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 

3．予防的な視点でリハビリテーションを行うことができる 

4．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 

5．医療ニーズが高くても安心してリハビリテーションができる 

6．ターミナルでも安心してリハビリテーションができる 

7．その他（                                      ） 

 

問５－１ 問５について具体的にご記入願います。 

 

 

 

 

 

◇ 差し支えなければ、ご回答者様のことについてご記入願います。 

【事業所名】  

【ご所属・役職】 
 

【お名前】  

【ご連絡先】 
Mail  

電話番号  

 

ご協力ありがとうございました。本調査票を同封の返信用封筒に入れて、 

２月12日（金）までにご投函いただきますよう、お願いいたします。 


