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地域包括ケアシステムにおける 
リハビリテーション専門職の役割 

住み慣れた地域で安全安心に暮らすための専門的サービス 

個別課題解決機能 

政策形成機能 リハ専門職も 
会議や事業に参加
連絡調整機能を 

地域課題
発見機能 

地域作り 
資源開発 
機能 

リハ三団体協議会の
各市町村担当を 
配置いたしました 



新しい地域支援事業の全体像 
改正前 

任意事業 

改正後 

介護給付 要介護1～5 介護給付 要介護1～5 

介護予防給付 要支援1～2 
 

介護予防給付 要支援1～2 

新しい総合事業（要支援1～２、それ以外） 

 ○ 介護予防・生活支援サービス事業  
  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス  
  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 
 ○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業  
○ 地域包括支援センター運営 （地域ケア会議充実） 
○ 在宅医療・介護の連携推進  
○ 認知症施策の推進 （認知症初期集中支援チーム、 
   認知症地域支援推進員 等）  
○ 生活支援サービスの基盤整備  
  （コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

任意事業  
○ 介護給付費適正化事業  
○ 家族介護支援事業 ○ その他の事業 

包括的支援事業  
○地域包括支援センターの運営  
・介護予防ケアマネジメント、総合相談
支援、権利擁護、ケアマネジメント支援 

介護予防事業 又は介護予防・
日常生活支援総合事業  
○ 二次予防事業  
○ 一次予防事業  
介護予防・日常生活支援総合事業の場合 
は、上記の他、生活支援サービスを含む 
要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

地
域
支
援
事
業 



道南・道央・道北・道東の 
４地域10支部 
27地区にて179市町村を 
地区は二次医療圏域で 
 

  道北；244名 10% 
   長崎・青森・滋賀 

網走；110名 4%  
岐阜 

根釧；126名 5%  
茨城・広島 

十勝；124名 5%   
秋田 

空知；119名 5%  
山形 

後志；109名 4%  
山梨 

石狩；1223名 49% 
札幌1037名  鳥取  

日胆；234名 ９%  
和歌山・奈良 

道南；197名 8%         
 埼玉・佐賀   現在OT会員数2600名 

    毎年250名以上卒業   
平均31才 70%が<10年 

4K；寒冷・広大・高齢・過疎  
北海道は14県分 国土の23％ 



公益社団法人として地域作業療法の推進 
平成24年度 未来プロジェクト 
 
•学術や教育で培われたOTの公益性や専門性は、 

    効果と効率の両面から地域に還元されて初めて評価される。 
•地域の問題・資源の把握、士会の能力の広報。 

•そのため、28地区代表と、179市町村に連絡窓口を設定。 

•それらの段取りについては、下川町での事業を参考にし、 
 １）各支部で市町村担当ＯＴの指名 

 ２）市町村におけるneed・want・demand調査 

 ３）道内の状況をマップ等にして把握 
 ４）「良好なＯＴ−市町村の事業」可視化モデル化 

 ５）地域に即した事業の検討・実践 

 ６）地域包括を見据え、行政と更に発展的協議 

 



 

平成24年度予算   
総予算3477万円 会員2174名 「支部 約670万円」  
   会長・副会長3名・常任理事3名 外部監事 
事務局・法人運営費 1363万円 
教育部 450万円   講習会 札幌支部9回 他支部16回  
             共通研 札幌支部3回 他支部17回 
           選択研 札幌4回 全道研修会      ・
事業部          141万円 公益活動 ＯＴ啓発 研修会 

支部連絡協議会133万円  年3回会議 

    各支部233万円  支部企画事業・研修など 
 わかりやすく 求められる作業療法 
公益と専門の両立 人を育て人を遺す 
地域作業療法の推進（支部に約670万円・支部めぐり） 



平成25年度予算 
 
•総予算3435万円 会員2331名  

   会長・副会長3名・常任理事3名  外部監事 顧問弁護士 
•事務局・法人運営費 1365万円 カード会費徴収システム 
•教育部 400万円  講習会 札幌支部9回 他支部17回  
          共通研 札幌支部3回 他支部17回 
          選択研 札幌4回 全道研修会旭川 

 事業部          164万円 公益活動 ＯＴ啓発 研修会 

支部連絡協議会187万円  地域作業療法推進 

    各支部234万円  支部企画事業・研修など 
     地域作業療法の推進（支部に720万円以上） 
養成教育や生涯教育 学会と士会の検討 
地域実践啓発モデルの構築 OTセンター 



 
平成26年度予算  
 
•総予算3783万円 会員2419名  

   会長・副会長3名・常任理事3名 外部監事 弁護士等 
•事務局・法人運営費 1570万円 理事報酬・JACCS 
•教育部 402万円  企画 札幌5回 9支部9回  
          共通 札幌1×8回 4地域4×8回 
          選択 札幌4回 重点6回 全道函館 
支部連絡協議会165万円    地域作業療法推進 
   ＋ 各支部283万円   支部企画事業・研修など 
地域作業療法委員会  100万円 研修会・コンテンツ      

地域作業療法の推進（支部に820万円以上） 
養成教育や生涯教育 重点課題 
パイロット事業・地域実践啓発モデルの構築  



市町村介護予防強化推進事業 
北海道における実践例 

• 厚労省 老健局 課長補佐 坂井容子氏 

  本事業に下川町が手を上げてきたので 

  2012年7月 道士会として適任者を紹介して欲しい。 

• 3次・２次・１次の圏域に併せ、札幌医大、 

  旭川市内、下川町内のOTに依頼。 

• 下川町内は▽▽OT（主婦業・家業兼務）に依頼するが、
バックアップがあると安心。 

• 旭川市内で開業している☆☆OTに依頼。 

• 相談役として◇◇常任理事。 



モデル事業 概要 下川町 

＜OT介入実施内容＞ 
・訪問評価 
・ケースカンファレンス 

＜OT評価実施頻度＞ 
・訪問回数：１～２回/月 
・訪問件数：２～４件/１回 
・ケースカンファレンス：２～３件/１回 

・人口：3.616人（Ｈ24.12） 
・世帯数：1.842戸 
・高齢化率：37.2％ 
・旭川～下川町：95ｋｍ  
・認定：特別豪雪地帯（年降雪量917㎝）、  
     過疎地域、復興山村、山間農業地域、  
     環境モデル都市、環境未来都市。 
・名産品：うどん、トマトジュース、木材。 
 

OT訪問 旭川から車で二時間 

OT訪問延べ数：13名 

OT訪問介入数：22回  

  （Ｈ24.10～Ｈ25.7） 

 

 

☆ 

☆ 



事例紹介 Aさん 88歳 

＜聞き取り調査＞ 

 基本情報に加え、趣味・関心、
役割などご自身の興味のあること、
やりたいと思う事を中心に     
情報収集を行う！ 

情報収集を介し、           
自分の生きがいは何なのか？ 
再確認していただく。 

 膝が痛くて歩くのも大変！ 
花の世話や畑仕事が好きだけど、この状態で畑に行くと転
びそうで不安だし、出来ないと思う。普段の生活では、浴槽
のまたぎ動作が出来ないので、自宅でお風呂に入れない。 

要介護度：要支援１ 
世帯構成：独居（子供６名） 



事例の現在とこれから 

先日の訪問調査で、     
自宅から畑までの道のりで   
段差があること、         
石があることで             
転倒の危険がある為、        
地域のボランティアに         
道の整備を依頼。 

 

この方の楽しみや役割を      
保証してあげることが         
地域での専門職の役割！ 

 

毎日の畑仕事を楽しみにしています。     
今まで通りには出来ないけど、自分で色々
工夫しながらなんとかやってます！ 
 

これこそ活動が自分の物になっている証拠 



平成24-25年度 市町村介護予防強化推進事業（下川町）の経験 
⇒ 各事業やケア会議における作業療法士の役割が明確に 

◎作業療法士の地域における役割 

①通所事業 
  利用者の身体機能に応じた
運動プログラムや、生活行為
の改善に必要な生活プログラ

ムを介護職員等に助言指導
することにより、生活機能の
向上を図ることができる。 

 
ケア会議（地域ケア会議と個別ケア会議）への参加 
 個別ケア会議では、事例の特徴を踏まえ、生活機能の向上の見通しを立てる。 
 地域ケア会議では、地域に特有の課題を明らかにし、事業計画に貢献する。 

②訪問事業 
 要支援者等の自宅を訪問するこ
とにより、難しくなっている生活行為
が明らかとなり、動きやすい 住環境
に調整（家具の配置換えなどの生
活上の工夫）することができる。 

③介護予防支援事業 
 介護予防・生活支援サービス事業
対象者。 基本チェックリストを対面で

用いるなどにより判定をし、ケアマネ
ジメントに基づきサービスを利用。予
測される介護を、各事業を利用しつつ
事前に予防することができる。 

（新）地域リハビリテーション活動支援事業 
・「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランス よく働きかけるために、地域におい
てリハ職等を活かした 自立支援に資する取り組みを推進する 



平成25-6年度市町村担当の概念図 

理事会 + 地域長連携会議 

地域内連携会議（支部長連携会議） 

支部長 

２７地区代表 

１７９市町村担当 担当 

支部内連絡会議 

２７地区内 

連絡会議 

地域ニーズの把握・解決 地区内での担当者育成 



179市町村と27統括地区への窓口 
①市町村担当 
•地域が抱えているneed、want、demandの把握、 

  seedの広報を目的とする。 

•顔が見える連携を重視し、道内179市町村との連絡窓口を設ける。 

•脆弱な市町村には近隣の市町村（エリア外も）の担当が兼務も。 

 
②地区代表 
•市町村担当の統括として、道内27地区（紋別・南空知・西胆振
など）に地区代表を配置する。 

•支部長との連携の下に効果的かつ効率的な運用を図る。 

•地域によっては支部長が兼務。 



支部機能の効果と効率向上 
③支部強化・再編 
•振興局や市町村単位は機能的に維持する。 

•札幌支部・近郊は、潤沢な人･金・物を有しているが、その近隣
には脆弱な地域であるので潤沢な地域から支援が必要。 

•車・公共機関にて現実的な移動手段の確保。  

 
④地域長 
• 理事会と各支部の連携を強化し、支部予算の効果的かつ効率的な活
用を推進するため、各支部を統括代表し、4地域に地域長を配置する。 

• 地域長連携会議として、理事会への参加や意見を求める。  

• 道央・道南・道東（十勝・根釧）・道北（道北・網走）を想定。   

 ⇒ 将来的には士会長レベル 



平成25-6年度 市町村窓口担当に期すること 

地域ケア会議・地域包括ケアシステムへの参加（戸別訪問も）、 
 生活レジリエンスなどの確立に向けてOTの啓発と普及。 

•作業療法士の業務の周知 

  ⇒ 道士会にて資料・名刺を用意 

•地域支援事業やケア会議の進捗状況の確認（DB作成）  

  ⇒ 道士会を通し各市町村の情報を共有（DBに反映） 

•支援や参加の要請に出来る範囲にて応える 

  ⇒ 道士会からも職場長へ派遣の要請 

•担当に資する best practice の情報共有 

  ⇒ 道士会事業としてOJTによる拡充へ 

 



市町村担当として 
ケア会議や訪問の委託 

•市町村担当を中心として複数名の確保 

 （道士会として施設長への派遣要請） 

•公社 道士会として業務委託を受ける 

 （個人的なつながりよりも組織として） 

•地域長・支部長・地区長などと微調整 

 （とくに冬季間の移動などに） 

•道士会の規定の範囲内にて時間報酬 

  および交通費実費（休業補償など施設により要検討） 

 



 
地域作業療法 
推進委員会 

 
 
 
 

北海道作業療法士会 市町村担当者  
   フローチャート ケア会議参加までの Step12 

Step1  
あいさつ 

企画書提出 

Step2  
市町村挨拶  

Step3  
あいさつ 

報告書提出 

Step4 
事業依頼 

市町村 

OT地域長 

理事会 

委員 

OT地区長 
OT支部長 

Step5 
事業企画書提出 

道士会 
事務局 

Step5 
事業企画書提出 

Step8 
事業参加報告書 

Step8 
事業参加報告書 

Step6 
事業の委託契約 

Step3  
あいさつ 

報告書提出 

旅費
謝金 

Step9 
委託費の支払い 

支部連 
Step10 
ケア会議 
参加依頼 

Step10 
ケア会議参加依頼 

Step7 
事業への参加 

OT地域長 

Step11 
ケア会議参加 

OT市町村担当者 

Step12 
ケア会議参加報告 



平成26年度パイロット事業 ③地域ケア会議に携わる人材育成のための実践課題 

各市町村と道士会を繋ぐ窓口担当を 
  配置・育成し、地域作業療法を推進する 

期間；平成26年4月～平成27年3月 

目的；2500名が、広大、寒冷、高齢、過疎という地域特性の中で、 
作業療法を実践。大多数は都市部の施設に集中し、地域では、 

作業療法の推進が困難。今後、さらに高齢化や地域格差への対応。 

 そこで179市町村に士会の窓口担当を配置し、各市町村に特有の 
課題を把握しつつ、多職種と連携して地域作業療法を推進し、 

地域ケア会議に携わる試みを行う。  

 また、これらの実践を行うために必要な知識やSkillを蓄積し、 
会員への研修方法の確立やOn-the-Job Trainingによる育成も、 

併せて実践。 



協会とのパイロット事業の実施方法 
①179市町村、27地区、10支部、4地域、理事会との双方向的
システムの確立。 ⇒ 不在地域への対応強化へ。                   

 地域OTに関するコンテンツを作成し、OT活用の啓発や普及
に資する人材を、OJTを含めて育成。 ⇒ 各士会で活用へ。 

②地域ケア会議や地域包括支援センター等での実践を通し、 
各市町村に特有な課題、事業計画への反映や個別マネジメント
の成果等を共有。best practiceを示し、啓発・普及に資する人
材を育成。 ⇒ 平成27年度へ継続。 

③マスター4名（MTDLP研究員）を各地域に派遣し模擬的な
OJTを行い、各地区の代表者とともに各市町村の実情に合わせ
て訪問する事業を行う。各地区代表者に対しても模擬的なOJT
トレーニングを行い、地区代表者は、各市町村担当に、次世代
の人材へと「屋根瓦方式」を。 ⇒ 平成27年度へ継続。 



2014年度 4地域での計画（三階建て） 
 2014年6月28日（土）～29日（日） 北見市（道北地域） 

11:30～ 90分～ 13:00 オリエンテーション・講義 

14:00～ 60分～ 15:00  ディスカッション;各地の取り組み・課題 

〇市町村担当者会議 地域OT系 クローズ  28日（土）11:30～15:00(210分) 

15:15～ 35分～ 15:50 オリエンテーション・イントロダクション 
15:50～ 20分～ 16:10 担当者の宿題 まとめ 
16:10～ 50分～ 17:00 OJT「市町村担当者が取り組むこと」 
17:00～ 60分～ 18:00 事例に基づくロールプレイ・質疑・アンケート 

〇パイロット事業 OJT系 クローズ  28日（土）15:15～18:00(165分) 

〇MTDLP系 オープン  29日（日）9:00～12:30 (210分) 

  9:00～  45分～  9:45  MTDLP普及の狙いと道士会取り組み   
  9:45～ 40分～ 10:25   MTDLPとは．ツールの使い方   
10:25～ 10分～ 10:35 事例紹介 
10:35～ 90分～ 12:05 個人演習 
12:05～ 25分～ 12:30 グループ演習   



平成26年度パイロット事業の経過 
•作業療法士不在市町村 92／179市町村（PT不在61・ST不在124） 

•訪問 173市町村（6市町村は電話） 259包括（267包括のうち） 

•地域ケア会議へのOT関与 

  介入前は２市町村 ⇒ 介入後は24市町村 

•一次予防事業と二次予防事業へのOT関与 

  介入前は０ ⇒ 介入後は一次が22市町村・二次が15市町村 

 

•来年度以降に地域ケア会議や各事業ににＯTの関与を 

  50％以上の市町村が依頼したい ⇒ 予算が障壁 

  5市町村が事業委託 



平成27年度パイロット事業および地域事業計画  
27年度は，「3階建て講習会」を踏襲しつつ、パイロット事業の続編として計画した。  

①ICFおよびMTDLPを活用して「地域ケア会議に資する人材を育成」し、 

   「市町村アドバイザーとして道士会が認定し組織化する」ための、 

   「模擬ケア会議的な事例検討会」を，模擬的OJT講習会として行う。                                                     

② ①を，26年度の27地区長を、27年度は179市町村の窓口担当者に拡大。 

 道南・道東・道北各1回、道央地域で3回、複数名の育成を屋根瓦方式、組織化。                                                   

③ 各市町村へ啓発や普及を図るため、新たに地域部を組織し以下の事業を行う 

④「あいさつ訪問事業」は、OPSの3士会連絡協議会にて、横の連携を取りつつ行う。                                                    

⑤「地域支援事業への派遣事業」は、10市町村の依頼を見込み、100％の派遣を。                                            

⑥「地域ケア会議への派遣事業」は、道内179市町村中20％の35市町村への参画を。 

⑦地域医療介護総合確保基金の有効活用を、三士会として道と検討。 



    公益社団法人北海道作業療法士会 
     地域作業療法推進事業 

 
自治体への作業療法士の広域派遣 

北海道下川町・中頓別町へ 

☆ 下川町 

中頓別町 
東京 ⇒ 韮崎 ⇒ 安曇野 ⇒ 糸魚川 
  140㎞  100㎞   95㎞ 
札幌 ⇒ 旭川 ⇒ 下川町 ⇒ 中頓別 

☆ 

☆ 

旭川市 

札幌市 



ＯＴ介入状況（下川町） 

＜実施内容＞ 
＞ ・訪問評価 
・業務前のカンファレンス 
・地域ケア会議（業務後のカンファレンス） 
・記録用紙への記載（ＩＣＦまとめ、指導内容など） 
・介護予防ボランティア講座の講師（講義・実技） 

＜実施頻度＞ 
・回数：１２回/年 
・件数：１７件/年（1－２件/１回） 

訪問延べ人数：１５名/年 

＜概要＞ 
・移動：乗用車にて片道約1時間30分（旭川～100㎞） 
・派遣者：3名にて交代 
・対象：二次予防対象者 



ＯＴ介入状況（中頓別町） 

＜実施内容＞ 

・通所評価 
・訪問評価（同行者：保健師、ケアマネージャー） 
・業務前後のカンファレンス（参加者：保健師、ケアマネージャー） 
・記録用紙への記載（身体・生活に関する評価、指導内容など） 
・リハビリ教室の講演（高齢者版楽しさ評価)・職員向けの講和 

＜実施頻度＞ 

・回数：８回/年 
・件数：来所者 １７件/年、在宅訪問 ２０件/年、リハビリ教室 ７件/年 

通所人数：１４名/年 訪問人数：７名/年 リハビリ教室対象者：６名/年 

＜概要＞ 

・移動：乗用車にて片道約3時間（旭川～190㎞）・派遣者：３名にて交代 
・対象者：通所・訪問とも三次予防が中心 
      平成27年1月よりリハビリ教室参加者へも介入（二次予防） 



通所サービス基本部分 

リハビリテーションマネジメント 

リハビリテーション基本部分 
（個別リハ・集団リハを含む） 

生活行為向上リハ 
（通所訓練機） 生活行為向上リハ 

（社会適応訓練期） 

3か月限定 

6か月限定 

地域支援事業 
地域の社会資源
など 

通所介護 

参加へ移行 

 

 

厚労省資料一部改変  リハビリテーション機能の特性を生かしたプログラムの充実 
  （生活機能に焦点を当てたアプローチの強化） 

9か月以内に地域支援事業など参加へ移行 

短期集中個別リハ 
 

3か月限定 


