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【研究目的】 

 2025 年に向け、今後増加が予測される要介護認定者の自立支援と介護予防に不可欠な在

宅リハビリテーションサービス（以下、「在宅リハサービス」という。）の実施状況を二次

保健医療圏域で把握し、地域包括ケアを推進するための課題を明確にする。 

 

【研究の必要性】 

 兵庫県但馬地域（以下、｢当地域｣という。）は県面積の 1/4 に約 17 万 3 千人が居住し、

高齢化率が 32.5％（H.26.2.1.現在）という典型的な過疎・高齢地域である。 

 平成 24 年度に実施した医療・介護連携調査では、退院時に連絡・調整が行えており

（90.1％）、当地域における退院時の医療・介護連携が整いつつあることが分った。 

 しかし、当地域では、今後増加が予測される要介護認定者の自立支援と介護予防に不可

欠な在宅リハサービス（訪問・通所リハビリテーション）の提供体制が不十分で、サービ

ス提供事業所も偏在しているため、地域包括ケア推進に向けて課題となる。 

 そこで在宅リハサービス実施状況を二次保健医療圏域で把握し、地域包括ケアを推進す

るための課題を明らかにするとともに、今後の在宅リハサービス提供体制の整備と通所・

訪問介護サービス等による補完について検討していく必要がある。 

 

【研究計画】 

（１）地域の医療的ケア提供体制把握と利用ニーズに関するアンケート調査の実施 

 目 的：①ニーズ把握を行い、第 6期介護保険事業計画策定に資する基礎資料とする。 

     ②在宅リハサービスが滞る要因を明らかにする（情報収集）。 

 方 法：介護支援専門員、在宅リハサービス事業所に対する郵送式アンケート調査 

 調査前仮説 

①在宅リハサービスを利用できない地域が各市町に存在する（地域格差）。 

②限られた利用者へのサービス提供が長期にわたり、必要な時期にサービスが利用で

きない等、効率的なサービス提供が行えていない実態がある。 

③地域格差以外にもサービス提供を阻む要因が存在する。 
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（２）地域包括ケアにかかる連携会議の開催 

 目 的：①在宅リハサービス提供上の課題を共有し、介護保険事業計画策定につなげる。 

     ②関係機関が問題意識を共有し、課題解決に向けて協議する。 

 対 象：市町地域包括支援センター、介護支援専門員協会、訪問看護ステーション連絡

協議会、公立病院 等 

 

【実施内容・結果】 

（１）調 査：在宅リハビリテーションサービスの提供実態と利用ニーズに関する調査 

調査方法 

 介護支援専門員対象、在宅リハサービス事業所対象、在宅リハサービス事業所に勤

務するリハビリテーション専門職対象の 3部構成とした。 

 調査方法は、調査票を郵送し、FAX または郵送で回収することを基本とした。 

 在宅リハサービス事業所対象は各事業所のリハビリテーション職を代表する者が記

入し、他は各自記入の上、各事業所で取りまとめて回収した。 

調査内容 

①介護支援専門員対象 

 基本属性（性別、基礎職種、経験年数等）、地域における在宅リハサービスの潜在的

ニーズの有無・量と現状 等 

②在宅リハサービス事業所対象 

 リハビリテーション専門職人数、対象エリア、利用者の要介護度・利用頻度・疾患、

在宅リハサービス終了の状況や終了するための条件 等 

③リハビリテーション専門職対象 

 リハビリテーション実施状況、目標設定、リハビリテーションサービスを利用する

必要のある利用者像、在宅リハサービス終了の必要性と終了のための条件 等 

 調査期間：2013 年 10 月 8 日～2013 年 10 月 25 日の 18 日間 

集計と分析 

○介護支援専門員対象調査 

 11 地域包括支援センター（回収率：100％）、47 居宅介護支援事業所（回収率：79.7％）、

8小規模多機能型居宅介護事業所（回収率：80.0％）から回答のあった 196 名を分析対

象とした。 

○在宅リハサービス事業所対象調査 

 9 通所リハビリテーション事業所（回収率：100％）、10 訪問リハビリテーション事 

業所（回収率：100％）を分析対象とした。 

○リハビリテーション専門職対象調査 

 上記 19 事業所から回答のあった 41 名を分析対象とした。  
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調査結果 

（１）在宅リハサービスを利用できない地域は存在しなかったが、サービス供給量の確

保が難しい地域が存在し、「サービスに空きがない」、「サービス提供地域外」等の理

由でサービス利用を断られていた。 

（２）サービス利用期間は平均 6ヶ月～3年未満で、長期間に渡るわけではないが、在宅

リハサービス終了者が少なく、｢施設入所｣や｢死亡｣によるサービス終了が多かった。 

（３）「専門的な助言を受ける機会が少なく、必要性を判断できない」、「本人・家族が望

まないのではないかと考えてしまう」、「区分限度額を超えてしまう」等、地域格差

以外の要因も認められた。 

 調査結果から、特にサービス供給量が不十分な地域においては短期間に効率的・効果的

な在宅リハサービスの提供と通所・訪問介護サービス等による代替が求められることが明

らかになった。 

 しかし、調査結果から効率的・効果的な在宅リハサービスの提供に向けて以下の課題が

明らかになった。 

 ①本人・家族の意思に沿った判断がなされており、在宅リハサービスの必要性を適切に

アセスメント出来ていない。 

 ②在宅リハサービスの利用目的とゴール設定が不明確である。 

 ③介護支援専門員が期待する専門的リハビリテーションと実施内容に違いがある。 

 ④在宅リハサービス利用の終了が必要ないと考える介護支援専門員がいる。 

 

（２）会 議：在宅リハビリテーション連携推進検討会 

 （ⅰ）在宅リハビリテーション連携推進検討会 

  目 的：調査結果を踏まえ、但馬の在宅リハサービス提供体制の現状と課題を関係機

関で共有し、課題解決に向けて意見交換を行う。 

  日 時：平成 26 年 3 月 23 日（日）13:30～16:00 

  場 所：但馬長寿の郷 郷ホール 

  参加者：市町地域包括支援センター職員、通所・訪問リハ事業(管理者・リハ専門職、

訪問看護ステーション管理者・リハ専門職、健康福祉事務所職員 37 名 

  結 果：①参加者の 82.8％が、当地域における在宅リハサービスの現状について問題

意識を持つことが出来たと回答し、課題を共有することが出来た。 

      ②課題解決に向け、各事業所で今後どのようなことに取り組めるか、検討を

促すことが出来た。 

 （ⅱ）在宅リハビリテーション連携推進検討会ワーキング会議 

  目 的：効率的・効果的な在宅リハサービスの推進に向けた仕組みづくりを検討する。 

  参加者：リハビリテーション専門職（以下、「リハ専門職」という。） 9 名 

日 時・内容 
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   第 1 回：平成 26 年 7 月 22 日（火）18:30～20:30 

    内容：通所・訪問介護サービス等へ委ねることが適当な利用者像、リハ専門職が

責任を持って関わる必要性が高い利用者像を明らかにする。 

    結果：①通所・訪問介護サービス等に移行が可能な利用者、移行が困難な利用者

を要介護度や状態像から明らかにすることは難しい。 

       ②在宅リハサービスの効率的利用を促す上で、リハ専門職としてサービス

の目標やゴール設定にどのように関わるかが重要である。 

   第 2 回：平成 26 年 9 月 24 日（水）18:30～20:30 

    内容：在宅リハサービスの利用目的や利用期間を明確にケアプランに反映させる

ためのリハ専門職の関わり方を検討する。 

    結果：介護支援専門員、本人・家族に対する働き掛け案を作成することが出来た。 

表．セラピストの働き掛け（時期別・対象別） 

 介護支援専門員へ 本人・家族へ 

利用開始初期 ・具体的な目標設定及び利用期間

を検討する 

・適宜、利用回数・実施内容の見

直しを行うことを伝える 

・具体的な目標設定及び利用期

間を検討する 

・リハサービスには終了がある

ことを伝える 

利用期間～終了 ・目標の達成状況を伝える 

・漸次、通所・訪問介護サービス

等への移行を提案する 

 ＊そのために、利用頻度を減ら

しても機能低下が起こらない

ことを確認する必要あり 

・状態変化があった場合等には、

ケアプランの見直しを促す 

・状態変化に応じて在宅リハサー

ビスを再開できることを伝える

・自主練習等を促す 

・目標の達成状況を伝える 

・リハサービスには終了がある

ことを伝える 

・利用回数を減らす提案をす

る・通所・訪問介護サービス

等の利用に向けた働き掛けを

する・状態変化に応じて在宅

リハサービスを再開できるこ

とを伝える 

 

（３）研修会：在宅リハビリテーション連携推進研修会 

 目 的：在宅リハビリテーションサービスの効率化の必要性を関係者で共有し、実践事

例を基にその方策を考える機会とする。 

 日 時：平成 26 年 10 月 25 日（土）13:30～15:30 

 場 所：但馬長寿の郷 第 3・4研修室 

 参加者：通所・訪問リハ事業所、訪問看護ステーション、通所・訪問介護事業所、地域

包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護老人保健施設 等 66 名 
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 内 容 

シンポジウム  

テーマ「在宅リハサービスと介護系サービスの連続性、サービス移行の可能性」 

ア）報 告 

｢ケアとリハビリテーションの融合｣ 

発表者：特別養護老人ホームはちぶせの里 施設長 中野 穣 氏 

｢限りある資源のなかで～通所介護事業所巡回訪問研修を通じて～｣ 

発表者：香美町地域包括支援センター 理学療法士 山本 美樹 氏 

｢在宅リハサービスから介護系サービスへの効率的・効果的な移行に向けた検討｣ 

     発表者：但馬長寿の郷 地域ケア課 中西 智也 

イ）意見交換 

 結 果 

①「各職種に今後何が求められるか理解することが出来た」（60.0％）、「現在の但馬に

おける在宅リハサービスについての問題意識を持つことが出来た」（46.2％）等、当

地域における在宅リハサービスの課題を共有することが出来た。 

②「ケアマネジャーが具体的な目標設定をした、自立支援に資するケアプランを作成

する必要がある」（53.8％）、「ケアマネジャーとリハ専門職が互いに連絡する機会を

増やす」（40.0％）等、今後取り組むべき方向性を共有することができた。 

 

【今後の課題】 

 今後は、ワーキング会議の結果を基に、①在宅リハサービス事業者による合意形成・継

続協議、②介護支援専門員協会等への説明・周知、③通所・訪問介護サービス事業者等へ

の説明・周知、④研修会等の開催を行うことで、2025 年に向けて効率的・効果的な在宅リ

ハサービスの提供体制を具体化していく必要がある。 

 

【経費使途明細】 

行事費（研修会 2回、検討会 3回） 

通信費（郵送代） 

会議費（研修会会場費 1回分、検討会会場費 2回分） 

講師費（研修会講師 1名分） 

交通費（研修会講師用、研修打ち合わせ、ワーキング会議） 

印刷費（報告書） 

消耗費（文具、コピー用紙、インク代） 

4,047 

75,236 

6,700 

10,000 

39,402 

129,600 

35,060 

合  計 300,045 
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