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巻頭言

会長　行動録
職能部・連盟合同部会（県士会事務所）（WEB会議）
近畿ブロック士会長・事務局長・学術局長・社会局長会議

（WEB会議）
県PT士会理事会（士会事務所・WEB会議）
県PT士会拡大理事会（士会事務所・WEB会議）
理学療法の日、神戸新聞取材

（神戸学院大学有瀬キャンパス）
兵庫県理学療法士会代議員総会

（兵庫県福祉センター、Zoom、ライブ）

職能部・連盟合同部会（県士会事務所）（WEB会議）
県PT士会理事会（士会事務所・WEB会議）
兵庫県リハ3士会協議会第2回幹事会（WEB会議）
日本PT協会組織運営協議会（WEB会議）
日本PT協会理事会傍聴（WEB会議）
兵庫県医療職団体協議会第1回会議（WEB会議）
「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」支部担当者
研修会（WEB会議）

6/9
6/13

6/19
6/21
6/29

7/5

7/14
7/17
7/22
8/1
8/2
8/5
8/7

副会長　沖山  努（神戸リハビリテーション病院）

　日々刻々変化する状況で、新型コロナウイルスの感染予防に取り組んでおられる会員の皆様に、あらため
て感謝するとともに敬意を表します。誰もが先の見通せない不安な状況ですが、県民の皆様のため、一緒に乗
り越えていきましょう。
　緊急事態宣言の発出によって外出を制限され、対面での会議や研修ができなくなった結果、遠隔方式を導
入し始めたころは、十分理解もできず言われたとおりにＩＤやらパスワードやらをインプットして、なんと
か会議にこぎつけたものの、発言するタイミングが掴めず、マゴマゴしていました。それを察してか、司会者
から発言を求められてもミュート機能を切らずにしゃべってしまい、「ミュートを切ってください」という呼
びかけを何度もされましたが、ようやく最近になって慣れてきました。慣れとは恐ろしいもので、リモートば
かりやっていると、それが普通になってくるから不思議です。
　それはさておき、広範な兵庫県内での士会活動において、支出における交通費の割合が意外に多くを占め
ていますが、リモートで行えばかなりな節約にもなることが分かりました。「怪我の功名」ではありませんが、
このような状況がなければ、なかなか遠隔会議など行えなかったのではないかと思います。次年度以降の予
算編成では、この点を十分に考慮した予算案を立てたいと思います。つまり、「ピンチはチャンス」ということ
で、ある困難な状況の中でそれへの対応として、それまでは前例であったり、思い込みであったりしてやれな
かったこと、やってはいけないと思っていたことが、意外に「やれるのではないか」ということに気が付くこ
ともあります。兵庫県士会も創立以来50年以上の歴史を積み重ねてきました。これまでにも時代の変化に応
じて様々な変革を行ってきていますが、ウイズコロナの時代としての士会運営も、大きく変わらなければな
らないと思います。
　直面している喫緊の課題としては、会員の皆様に対する研修事業があげられます。なかなか対面での研修、
特に実技を伴うような研修は密が避けられず、今までのようにできるか大変疑問です。もちろん安全で効果
の確実なワクチンが開発され、十分に行き渡るような状況にでもなれば別です。しかし、今回の新型コロナウ
イルスが人類最後の新種ウイルスであるはずはなく、いつまた同じような状況になるとも限りません。その
度に研修がストップするようでは、士会としての責任が果たせません。ｅ－ラーニングの利用や、遠隔での症
例検討など考えられますが、技術職である理学療法士にとって、技術の継承はなくてはならない要素であり、
基本はマニュアルコンタクトではないかと思います。何とか知恵を絞って、技術研修も行えるようにしなけ
ればなりません。
　進化論で有名なダーウィンの言葉に、「自然界で生き残れるのは強いものではなく、環境の変化にいち早く
適応したものである」というのは、まさに現在の我々に方向を指し示しているのではないでしょうか？

コロナ共生時代に思うことコロナ共生時代に思うこと



まあ良い（72％）

とても良い
（12％）

わからない
（2％）

良くない
（2％）

あまり
良くない
（12％）

まあ良い（72％）

分からない
（1％）

食べていない
（1％）

あまり
食べて
いない
（2％）

しっかり
食べている
（63％）

まあ
食べている
（33％）

はい
（24％）

いいえ（76％）

̶ 3 ̶

COVID-19×フレイル
を考える

特集

世間ではCOVID-19拡大の影響はすさまじく、多方面で甚大な被害をもた
らしており、日々の生活で私たちが目にする、メディアやSNSでも情報が飛
び交って、皆様も不安な毎日をおくられていると思います。特に高齢者の方
においては、生活不活発となりフレイル状態に陥っている方も少なくありま
せん。ここでは、地域の高齢者の現状と、COVID-19拡大がまだまだ危惧さ
れる中で、取り組んでいること、また今後どのような対応が必要とされるか
をフレイル予防の観点からお伝えしたいと思います。

【地域高齢者の現状】
　外出自粛期間が長期にわたったこと、さらに感染を恐れるあまり、外出を極端に控えることで生活不活発とな
り、身体的フレイル、精神・心理的フレイルはもちろん、フレイルを助長するリスクとして最も高い、社会的フレイ
ル（人や社会とのつながりを失う）となり、高齢者の生活や心身の健康状態に影響を及ぼしています（図１:神戸
市のホームページより）。

神戸市の現状と取り組み

図１ : 神戸市ホームページより一部抜粋　回答者1,297人（回答者:65歳以上、65歳未満で65歳以上の同居者がいる）

健康状態について
2月頃と比べた健康状態 2月頃と比べて、1日3食、

規則正しくしっかり食べているか
2月頃と比べ、

以前は楽にできていたことを
今ではおっくうに感じる
ことはありますか
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また、地域の高齢者の状況を把握するため、神戸市
の地域包括支援センター（あんしんすこやかセン
ター）へ聞き取り調査を行い、回答を得ました（※）。

※あんしんすこやかセンターへの聞き取り調査
回答（一部）
・身体的フレイルも多く認めるが、心理的に落ち込
んでいる高齢者が多い。
・生活リズムが崩れ、夜間不眠の高齢者が多い。
・家族の意向で、デイサービスや訪問リハなど各種
サービスの利用を中止している。
・家族や友人に会えず、また電話以外の通信手段に
よる交流も難しく、引きこもり状態。

　あんしんすこやかセンターの依頼を受け、地域リハビリテーション指導員が、COVID-19拡大に伴う外出制
限の影響でフレイル状態に陥った高齢者の自宅に訪問し、多岐にわたるアドバイスを高齢者やその家族、ケア
プラン作成者に実施しています。（表１）特に、「健康や介護予防についての指導とアドバイス」では、感染対策の
重要性を伝える一方、過度な感染対策（過度な外出制限や運動時のマスク着用など）によるフレイルや熱中症
のリスクについても説明しています。同時に、新たな生活様式の中での運動方法や、人や社会との交流における
留意点などをアドバイスさせていただいています。

高齢者のフレイルに対する取り組み

生活状況について
外出自粛によって困っていること

■65歳以上本人の回答　■同居家族の回答

友
人と
　

会え
ない

趣
味
が
限
定さ
れる

特に
困っ
て
いる

こと
はな
い

家
族と
会え
ない

家
で
する
こと
がな
い

その
他

市（
区
）役
所
へ
の

申
請
が
出
来な
い

190 169

138 141

99 102

138
86

33 37

75 39

17
13

表１
対象 地域リハビリテーション指導員が実施している項目

高齢者 ・生活、心身状態のアセスメント
・フレイル状態のチェック
・健康や介護予防についての指導とアドバイス
・動作方法やセルフトレーニング方法の指導　　

高齢者の家族 ・高齢者のアセスメント結果に伴う、生活や健康上の注意点の伝達
・健康や介護予防についての指導とアドバイス
・動作方法やセルフトレーニング方法の指導と、それに対する補助や促しの依頼

ケアプラン作成者 ・生活、心身状態のアセスメント方法の指導、補助
・健康や介護予防についての指導とアドバイス
・動作方法やセルフトレーニング方法の指導と、それに対する補助や促しの依頼
・サービス必要性の判断や具体的な目標設定など、ケアプラン作成における補助

　他にも、介護保険サービスの総合事業における
フレイル改善通所サービスの普及活動や、テレビ
出演（サンテレビ）によるフレイル予防の啓発活動
なども行っています。また今年度は実施できていま
せんが、2018年度より神戸市、神戸在宅医療・介
護推進財団、東京大学の飯島教授をはじめとした
フレイル予防研究チームがタッグを組み、神戸市
民からフレイルサポーターを養成し、定期的に市
民に対してフレイルチェック会を実施し、フレイル
予防に努めています。
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　現在、最も重要なことは、感染対策とフレイル予
防のバランスです。前述にもあるように連日メディア
やSNSでCOVID-19の情報が発信され、特に高齢
者の重症化リスクが高いといったことも言われてお
り、高齢者及び、その家族の不安は強まるばかりで
す。そんな中、高齢者やその家族は、外出制限などの
感染対策のみに意識が向き、活動量が制限される
ことによる健康への悪影響（フレイル、免疫力低下
など）に意識が向かない状態になり、過度な感染対
策を行うようになっています。これでは、フレイルの
高齢者が増加し、近い将来介護を必要とする高齢
者が増加することは容易に想像できます。感染対策
を十分行ったうえで外出を促すなど、感染対策とフ
レイル予防のバランスに配慮した生活・運動指導を
できるのが、私たち専門職です。今まで培ってきた技
術と知識を活用し、この苦難を乗り越えましょう。

コロナ禍における対象者取材
　COVID-19の流行によって、施設内におけるクラ
スターが発生、利用者やスタッフ、またその家族に
おいて陽性者が確認されるといった事例は全国で
も多数起きています。今回、とある施設内において
実際に濃厚接触者となった対象者（80代脳卒中既
往）A氏とその配偶者（80代）B氏に、当時の待機生
活から最近の生活状況についての電話取材をさせ
ていただく機会を得ました。
　家族情報 : 本氏とその配偶者の二人暮らし。家
族は市が異なり、すぐにサポートを得られる状況に
はない。（※プライバシーに配慮し情報は最小としています）

　A氏・B氏 : 不要不急の外出を控える、買い物等
外出時のマスク着用や手洗いの励行等の説明はあ
りましたが、それ以外は特にありませんでした。まだ
まだ情報も少なく、言われたことを言われたままに
することしかできなかったけど、高齢者は重症化リ
スクも高いので自分たちもいつか発症するのかとい
う不安でいっぱいでした。まだまだ幼い曾孫達を含
めた家族での会食ももちろん中止になってしまった
けど、亡くなってしまった方を思えば、命があること
を何よりと感じています。

　A氏は当時より通所していたデイサービスを現
在も利用されており、心身ともに大きな変化はなく

今後の感染症対策下でのフレイル予防に
対する対応

過ごせていると話されます。しかし、B氏においては
社会参加できる場の制限があり、心身ともに疲労を
感じやすくなった現状があるようです。
B氏:自分もいい年齢ではあるんですが、（配偶者）と
比べてまだまだ動ける身体なので、大きなサポート
は受けずに生活しています。だけど、身体に不安が
あるので検査には娘に付き添ってもらったり、関東
在住の孫娘も定期的に会いに来てくれていたから、
寂しいですね。（配偶者）はデイに行って他者と話し
たり、運動しているから、元気で良いことなんだけ
ど、逆にそれが自分にとってはなにかもどかしさが
あって精神的にストレスになることもあります。

　コロナ禍の中でも社会参加の場が与えられてい
る状況にある介護保険利用者たちは、まだまだ心
身の機能が維持できる状況にあると判断できる方
が大勢いますが、問題はそのサポートをしてくだ
さっている家族様に対しても、いわゆるフレイル予
防を考えないといけない状況となっているというこ
とです。サポートがなくなれば、今まで当然のように
在宅生活を送っていた方も生活がままならなくな
ります。家族様とも、直接的あるいは間接的に関わ
ることができる私たち理学療法士にできることは、
対象者や家族指導・相談だけに留まらず、いち早く
状況の変化を察知し関係各所に情報提供や連携
を今まで以上に求めていくことが、何よりも重要な
のではないでしょうか。

広報部
前川 健一郎（神戸リハビリテーション病院）
筒井 章悟（兵庫しあわせ訪問看護ステーション）
濱田 大介（東灘しあわせ訪問看護ステーションくるる）2週間の自宅待機生活について、今思うこと

その後の生活について

取材を通して
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PTSからPTになって思うこと

　私が学生から理学療法士となり感じる事は「責任感」の大きさの変化です。学生時代は患者
さんを治療するというよりも、学ぶという意識の方が強く、実習時などは患者さんから応援さ
れるという事も度々ありました。しかし、資格を取得し理学療法士として働き出して患者さんの
対応をさせて頂くと、患者さんにとって新人などは一切関係なく、一人の医療者として頼られ
る存在であると実感しました。そのため、患者さんから希望を伺い、その期待に沿うように、動
作獲得や自宅復帰ができるよう、適切な治療を行っていく「責任」があるのだとより感じるよう
になりました。また、そのためには患者さんの情報を学生時代に想像していたよりも多く把握し
ておかなければいけないと実感しています。
　今実感している「責任感」を今後も忘れずに、どういった治療を行っていくことが一番患者さ
んの為になるのかを常に考えながら理学療法士として歩んでいきたいと思います。

東播磨支部
加古川中央市民病院 
大山 真平

　時の流れが早く、学生の頃に比べ、目まぐるしい毎日を過ごしていると実感する。職場の
環境にも慣れ、自身が理学療法士である自覚と責任を持った今、理学療法士になって思う
ことがある。
　患者様の評価や治療を行い学校の先生や実習指導者に教わり、学ぶことを目的としてい
た学生ではもうない。患者様の運動機能の回復やサポートを理学療法で行っていくため
に、理学療法士は患者様と患者様のご家族様と積極的にコミュニケーションをとり信頼関
係を築いていかなければならない。患者様が抱える問題やその原因は、ひとりひとり違う。
教科書で見た同じ症状に対して同じやり方で接することが適切であるとは限らない。適切
な理学療法を行うには、発展する医療技術を学び続ける向上心と判断力・応用力が必要で
ある。また、患者様に寄り添い、気持ちを理解し思いやる姿勢も大切である。
　私は患者様の何気ない生活が再び送ることが出来るように理学療法士としてサポートし
たいと思う。

　PTとなってからPTSと比べ意識が変化したことは2点あります。
　１点目は、PTSでは、治療内容を考え指導者が確認した上で介入を実行する為、自信をも
って介入することができました。しかし、PTでは自身で治療内容を確定し、常に患者様に必
要である治療を判断していく必要がある為、提供する治療に根拠・責任を持たなければな
らないと思いました。
　2点目は、心身・身体機能障害への介入だけでなく福祉用具等の選定、退院後の生活、活
動・参加等の背景因子や環境因子を捉えて介入していく必要があります。また、動作能力向
上に伴い入院中のADLを見極め、適切なタイミングで生活に取り入れる等の介入時間以外
の患者様の生活も考えなければならないと思いました。
　最後に、PTとして働くようになると自身で試行錯誤しながら介入し、退院に向けて患者様
に必要な動作や福祉用具、環境調整等を考慮する必要があり、今後も精進して患者様に医
療を提供していきたいと思います。

阪神南（西宮・芦屋）支部
協和マリナホスピタル
髙島 涼子

阪神南（尼崎）支部
尼崎だいもつ病院
髙部 聡佳

北播磨・丹波支部
介護老人保健施設 サンスマイル北野
竹川 昂輝

◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆

　私は、学生時代（神戸医療福祉専門学校三田校）、人よりも多くの経験や出会いをさせて
頂き、大きな挫折を味わうことなく卒業しました。その中で人とは違う世界で勝負したい、地
域貢献したいという思いもあり、現在の職場に入職致しました。周りからは「一年目から老
健で働くの？最初は病院で経験を積むべき」といった声も多くありました。そして入職して一
ヶ月を過ぎた頃、自分自身の理学療法の価値観を変える転機がありました。それは同じ利
用者様のリハビリ後の効果が上司と私では大きく異なり、利用者様から「歩きにくくなった、
力が入らない」などとご指摘を受け、利用者様に申し訳ない・悔しいという気持ちがこみ上
げ涙を流しました。やはりPTSと異なる点は、利用者様を想う気持ちはあっても、PTは必ず
結果が求められるということです。その為、利用者様と正面から向き合い、技術職として利
用者様のバッググラウンドを捉えた上での理学療法を行い、今日の成長が明日の成果に繋
がるように努力しています。

◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆

◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆
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◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆

　私がPTになって思うことは1回1回のリハビリに責任感を感じるようになったことです。新人
研修の中で、「1年目がリハビリをしても、10年目がリハビリをしても患者さんにとっては同じ1
単位」という話を伺いました。先輩方と同じ診療報酬を頂いていることに対し、学生の時にはな
かった責任感をとても感じ、PTとして患者様のQOL向上の為に何ができるのか常に考えるよ
うになりました。質の高いリハビリを提供するためには、知識・技術が必要です。特に、実際の臨
床に出て、環境整備や介護保険など学生のときには意識の薄かった分野の重要性を感じまし
た。PTとしての知識・技術の習得には終わりはなく、また多角的な視野を養う為に、生涯学び
続けることの重要性を強く認識しました。
　最後に、知識・技術だけでなく、豊かな人間性も兼ね備えた信頼されるPTを目指し、日々精
進していきたいと思います。

阪神北支部
第二協立病院 
武智 健太

　私が学生の頃は、理学療法士の仕事とは患者様に対してリハビリテーションを施し、患者
様が求めるゴールレベルに達するのが最善だと思っていました。しかし、実際に理学療法士と
して働きだすと、患者様が求めるゴールレベルには達したが一人では家に帰ることができない
患者様に遭遇しました。そこで、理学療法士の仕事は患者様の家族のことも考え、退院してか
らの生活まで考えないといけない仕事だと気づき、さらにやりがいがあると感じました。理学療
法士になって１年目でできないことばかりでディレクター、プリセプターをはじめ他の先輩にも
頼ってばかりですが、私も早く一人前になり、より多くの患者様の支えになりたいと今は強く思
うようになりました。淡路支部

聖隷淡路病院 
新阜 昂大

◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆

　PTSからPTになって思うことは2つあります。1つ目は、評価と治療を同時に行うことの難し
さです。学生の時は評価～治療に時間をかけて行っていました。PTでは限られた時間内に評
価と治療を行うので、今まで時間をかけて行っていたことを短時間で行わなければいけないた
め、考えることが多くなりました。今まで2つに分けて行っていたことを同時に行う難しさを感じ
ました。PTでは入院から退院までの期間、治療を行うため、自身の評価や治療が将来の患者
様の状態に繋がります。そのような責任の重さや患者様を一人でみるためしっかりとリスク管
理をしなければならない大変さを感じました。今後、患者様に信頼してもらえるようなセラピス
トになりたいです。信頼してもらうには技術面はもちろんのこと、コミュニケーションが大事だと
思います。これからも日々の勉強を頑張りたいと思います。

神戸（東）支部
神戸リハビリテーション病院 
西岡 真希

◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆

　学生時は、知識を机上で覚え、解釈もシンプルかつアセスメントしやすいもので、症状の理
解の深さも今思えば浅いものでした。今感じているのは、介入以前の問題でアセスメント能力
が必要だと感じています。評価項目の再選定や仮想像と臨床像の照合など、多くに繋がる基
盤だと感じています。アセスメントからリスクの想定、治療の経過予測などに繋がり、それが本
当の意味での「患者を診る｣ことだと思っています。また、1度のアセスメントで終わりではなく、
日々の評価、アセスメントという流れを大切にする事で、状態の急変や改善にも気づけます。
　これらを踏まえて今、理想とするPT像は｢疾患でなく患者を診るセラピスト｣です。患者、疾
患の理解、PDCAサイクルを怠らない。この3点があって初めて｢患者を診る｣ことができると感
じています。理想とするPT像に近づくためにも、勉強を怠らないこと、人の話を聞くこと、
PDCAサイクルのループ、これらを実行し、努力し続けたいと思います。

西播磨支部
赤穂中央病院 
林田 直樹
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　PTSからPTになり、大きな責任を感じるとともに、日々良くなっていく患者様をみて大きな
やりがいを感じています。学生時代は課題やレポートに追われながらも、担当患者様の疾患に
ついて調べ、評価や治療を行い予後予測を考えながらゴール設定をすることに大変苦労した
ことを覚えています。PTとなり、理学療法以外にも退院支援やその後の生活状況を考えた介
護サービスの提案など、個々の患者様に必要な情報を提供することに苦戦しています。疑問に
思ったことは先輩方に相談したり、進んで自己研鑽することで患者様に寄り添った理学療法が
提供できるよう日々頑張っています。今後も様々なことに挑戦し、知識や技術を向上させ、患者
様から信頼される理学療法士になりたいと思います。中播磨支部

入江病院 
宮下 諒也

　今年の４月から、理学療法士として名谷病院に入職させていただきました。学生から理学療
法士という立場になって、1番変わったと思うことは責任感の重さです。日々の臨床では基本動
作や日常生活動作能力の改善を目指して取り組ませていただいています。学生の頃の臨床経
験は実習のみであったため経験が少なく、知識・技術が不足していると感じています。このた
め、患者様の今後の生活を考えると不安になることもあります。しかし、日々の理学療法を通じ
て患者様と真摯に向き合えば感謝の言葉をいただくことも多く、責任感とともにやりがいを感
じる仕事でもあると思います。まだまだ未熟ではありますが、これから患者様がよりよい生活を
送れるように日々努力し、先輩たちに教わりながら、問題点を治療して改善できる理学療法士
になれるように頑張りたいと思います。

◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆

　4年間の学生（PTS）を終え、理学療法士（PT）としての人生が始まりました。PTSからPTと
なって患者様への向き合い方が変わりました。
　PTSのころは学校で漠然と勉強をして臨床実習の中で患者様と初めて相対し、レポートを
作ることばかり考えて患者様と接していました。PTとなってからは患者様がどんな環境で生活
を送っているのか、生活するためにはどのような動作が必要になるのかを考えることが多くな
りました。一つの動作でもPTSのころに学習したことだけでは知識が足りず、わからないことが
多く出てきます。そのような疑問点を一つ一つなくしていくこと、患者様に関わりながら知識や
技術を身に着けていくことで患者様に良い影響を与えることができると考えています。
　この気持ちを忘れずに患者様と向き合いながら、PTとして一歩ずつ成長ができるように今
後も学習していきたいと考えています。

神戸（西）支部
名谷病院 
山市 果穂

但馬支部
公立豊岡病院
山本 利徳
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『PTという職種
について』の設
問では、99％が
役割もよく知っ
ていると回答し
た。また『PTと作
業療法士の違い
について』の設
問では、96％が
役割の違いにつ
いても知ってい
ると回答した。

介護支援専門員からみた
理学療法士に関するアンケート結果
　資料調査部では、理学療法士（以下、PT）と介護支援専門員（以下、CM）との
連携強化やよりよいサービス提供に繋げることを目的に、令和元年11月に兵庫
県介護支援専門員協会の各支部393施設に対して、理学療法士に関するアン
ケート調査を実施しました。そして回収した168施設のアンケート結果を集計・
分析した内容をまとめました。今後のCMとの連携について参考になりましたら
幸いです。

CMの99％はPTの役割を
よく知っている

PTとの連携する機会が多い順

病院・クリニックで働く
PTと連携したい

99％

1 ％

■役割もよく知っている
■名前だけ知っている

CMが考える退院前カンファレンスの必要性に
ついて、入院前と退院時で身体機能・ADLが変
化しているときが最も多かった。その理由とし
て、「在宅での生活やリハビリの継続、具体策を
知りたい」、「PTから専門的な意見をもらうこと
で必要なサービスの提案ができる」などの回答
があった。

CMが退院前カンファレンスを
必要とするのは〇〇なとき

CMがPTと連携する機会が最
も多いのは訪問リハビリテーシ
ョンであり、今後PTと連携をと
りたい機会としても回答数が多
かった。
しかし訪問リハビリテーション
より、病院・クリニックで働くPT
と連携をとりたいという回答が
多かった。

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション事業所

病院・クリニック

通所介護事業所

地域ケア会議

入所施設

151

138

127

34

13

9

今後PTと連携をとりたい機会

病院・クリニック

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション事業所

通所介護事業所

地域ケア会議

入所施設

126

121

93

45

33

22
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CMが訪問リハビリを導入して最もよかった内容
は「生活レベルの維持・向上」であり、２番目に多
かったのは「身体機能の維持・向上」であった。

CMが訪問リハビリを導入して
よかったこと

連携をとる上でPTに求める項目
他職種に対する理解を深めてほしい

CMが連携をとる上でPTに求める項目として最も
多かったのは他職種に対する理解であった。CM
をはじめ介護事業に関わる他職種との連携は患
者・利用者の生活に大きく影響するため、他職種に
対する理解を深めることはPTにとって重要な課題
だと考える。
また３番目に多かったコミュニケーションスキルも
重要であり、他の回答でも「コミュニケーションスキ
ルの低さ」について指摘があった。

他職種に対する理解

リハビリに関する知識

コミュニケーションスキル

CMの仕事の理解

医師との密な連携

社会人としてのマナー

103

98

82

79

68

13

訪問リハビリ導入でよかった内容

生活レベルの維持・向上

身体機能の維持・向上

情報共有・連携

家屋環境の調整

家族サポート

体調管理

他サービスの導入判断

安否確認

62

50

30

22

21

7

125

133

CMが通所リハを導入して最もよかった内容は
「身体機能の維持・向上」であり、２番目に多かっ
たのは「生活レベルの維持・向上」であった。

CMが通所リハビリを導入して
よかったこと

通所リハ導入でよかった内容

身体機能の維持・向上

生活レベルの維持・向上

情報共有・連携

体調管理

家族サポート

家屋環境の調整

他サービスの導入判断

安否確認

73

59

41

17

8

5

111

152



他にもこのような回答がありました
・病院で出来ていたことが在宅で出来るとは限らない。必要と思われるサービスでも本人の了承無けれ
ば勧められないことを理解して欲しい
・専門用語のオンパレードのような報告書、具体的な内容を誰にでもわかりやすい表現に
・身近で専門性があり、生活も見てサポートしてくれるので力強いパートナーと思っています
・担当者会議の出席をもっとしてほしいです

兵庫県理学療法士会のホームページをチェック！
理学療法士に関するアンケート結果を、兵庫県理学療法士会のホームページへ掲載しました。
CMからの要望や喜びの声など数多くのご回答を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

資料調査部　　
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サービス担当者会議でPTに求めることは？

サービス担当者会議でPT
に求める内容として最も多
かったのは「目標達成に向
けた具体的な解決策の提
案」であり、次いで「具体的
なリハビリの内容」３番目
に「今後の生活動作の見立
て」であった。
しかしサービス担当者会議
に関するご意見には、「質
問しても求めている意見が

かえってこない」、「PT中心で話されることが多い」、「到達できそうな目標を示してほしい」などの回答があ
り、PTのコミュニケーションスキルの低さやCMとの認識の違いなどがあるように思われる。

サービス担当者会議でPTに求める内容

目標達成に向けた具体的な解決策の提案

具体的なリハビリの内容

今後の生活動作の見立て

他職種との連携

担当者の出席

ケアプランに対するアドバイス

130

104

102

48

36

35

県士会ホームページURLはこちら➡　https://hyogo-pt.or.jp/
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一般社団法人  兵庫県理学療法士会
兵庫県理学療法士会事務所 所在地
〒650-0012　兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目5-22　4階
TEL 078-367-7311

兵庫県で
活躍する
理学療法士
～数珠繋ぎ～

㈱Steps
アスリートサポート部

丹波 孝一 氏

　主な活動内容は地域の中高生の部活動サポートやトレーニング指
導、特別非常勤講師としての講義活動、地域高齢者への運動教室等を
行っております。また、兵庫県サッカー協会や大学サッカー部にて活動
しております。
　日々疑問に思う事は「理学療法士として何が出来るのか？」という事
です。私が活動する大学の部活動は、コロナウイルスの影響により7月
現在活動停止の状態です。この様な状況下で100名を超える選手に
対し、理学療法士として何が出来るのかという事が、最近の課題となっ
ております。予測される問題は多岐に渡り、トレーニング不足によるパ
フォーマンス低下、活動再開後の怪我や熱中症、精神的不安や自信・
やる気の喪失等が考えられます。これらに対し、屋内・外でのトレーニ
ングメニューの立案や指導、オンライントレーニング、日々の体調管理
や個別のコミュニケーション、予測される怪我や熱中症等の対策レク
チャー、活動再開から逆算した負荷強度設定等、理学療法士の視点よ
り対策を行っております。
　理学療法士を取り巻く昨今の著しい環境変化の中で、柔軟に対応し
ながら選手や患者様をサポート出来る理学療法士であることを目標
に、日々活動させて頂いております。
　次回は、臨床家としてのみでなく、経営や組織運営、研究活動等、非
常に幅広く活躍される（株）アバンサールの門條宏宣先生を紹介させ
て頂きます。

略歴
2008
関西総合リハビリテーション専門学校卒業
2008-2017
神戸百年記念病院 リハビリテーション科
2010-2014
明石清水高等学校サッカー部 トレーナー
2011-現在
兵庫県サッカー協会トレーナー部会
2014-現在
流通科学大学サッカー部トレーナー
2017-現在
㈱Steps アスリートサポート部

趣味
旅行、美酒佳肴探し

モットー
すべては必然

今年度より、神戸市福祉局介護保険課に神戸在宅医療・介護推進財団から
地域リハビリテーション指導員として配属されました理学療法士の河石優、
作業療法士の塗田一雄です。異動して早々に、COVID-19拡大の影響で、在
宅勤務を余儀なくされましたが、現在は地域の高齢者の方々や、それを取り
巻く環境に対して、様々な取り組みにチャレンジしています。写真は介護保険
課ケアプランチェック担当職員一同と地域リハビリテーション指導員。
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