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2020 年度 地域支援事業に資する人材育成研修会 

【タイムスケジュール】 
 

 

◆ 8月 8日（土）13:30～17:30 

1．オリエンテーション（13:30～13:35：三浦委員長） 

 

2．開会の挨拶（13:35~13:40：中村会長） 

 

3．講 義（13:40～14:10） 

・「保健・介護予防の一体化についての最新のトピックス」（佐藤理事） 

・「コロナ渦における地域支援事業の取り組み」（宮本委員） 

 

4．5月のWEB研修会のアンケート結果報告（14:10～14:40） 

 

＜休 憩＞（14:40～14:50） 

 

5．実践発表（14:50～15:50） 

「コロナ禍における地域支援事業への貢献～作業療法士としての自立支援を考える～」 

 

＜GWの準備 5分＞（15:50～15:55） 

 ⇒各士会講義のみ参加者は退出 

 

6．グループワーク：ブロックごと（15:55～16:45） 

 

7．グループワーク発表（ディスカッション内容の報告）（16:45～17:00） 

 

8．質疑応答（17:00～17:25） 

 

9．閉会の挨拶（17:25～17:30） 

 

 



「高齢者の保健事業と介護予防の
一体的な実施・最新のトピックスなど」

日本作業療法士協会
地域包括ケアシステム推進委員会

担当理事 佐藤孝臣



厚生労働省資料



介護保険法の目的

第１条（目的）

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態と
なり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の
医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る
給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険
給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図
ることを目的とする。

第２条（介護保険）

１ 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」とい
う。）に関し、必要な保険給付を行うものとする。

２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われると
ともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。（以下 略）

1

「できること」「できないこと」の能力評価
自立を阻害している要因の抽出
本人が「やりたい」と思える合意形成能力（説明力）



新規認定者の推移

14,67414,36414,562

○新規認定者の約７割が軽度認定者
○要支援者の要因疾患は約半数が廃用症候群

4,540 4,402 4,514 4150

2,431 2,433 2,510 2210

3,179 3,140 3,261 3511

1,621 1,634 1,625 
1571

1,086 1,075 1,080 
1142

981 1,007 1,040 1164

724 673 644 694

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

14,442

６８．３％

資料 大分県高齢者福祉課

生活不
活発から
の運動
器疾患



（生活不活発病）廃用症候群

安静による筋力低下は、１週目で２０％、２週目で

４０％、３週目で６０％にも及ぶ（引用：リハビリテーションの思想 第2
版 上田敏 著）

寝かせきりなどの状態で、心身の不使用・不活発化
によって起こる機能低下、

ベット上での過剰な安静による害とも言える

筋肉や関節だけでなく種々の臓器に様々な症状が
生じる

何故、安
静にしてい
るかのア
セスメント

できない
要因が疾
患からな
のか、生
活環境の
狭小化か
らの心身
機能の低
下なのか

このアセス
メントをせず
に「できないこ
と」を全てお世
話する介護保
険のサービス
を使うことで生
活不活発を助
長させてしまう
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対象として
主に生活不活発病

対象として
進行性疾患
急性疾患

アルツハイマー型認知症等

環境因子
個人因子

（本人・家族の意向）
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◎思考過程

PDCAサイクル

この思考過程（介護予防
ケアマネジメント）が難しい
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専門職→住民リーダー→住民

・・・・・・

専門職

住民リーダー
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引用：日本老年医学会





リモート・訪問 支援について
• コロナウィルスの影響により、利用休止となった利用者に

対し、訪問もしくは電話(リモート支援)連絡を実施

• 実施期間：令和2年4月3日～5月29日

• 利用者人数：

・通所利用者：62名(通所・通所Ｃ型合計)

・リモート,訪問 支援対象となる利用者：うち7名

支援対象利用者 ７名の内訳

・リモート支援のみ実施 ２名

・定期的な自宅訪問＋リモート支援 実施 ４名

・いずれにも該当しない利用者
→理由：施設に入居中のため、必要性を感じない

1名
(株)ライフリー デイサービス楽



リモート支援について
〇 リモート支援 (1件：20分)

・1回目のリモート(所要時間：10分)

・健康状態の聞き取り

・生活状況の聞き取り

⇒自宅内の家事，屋外活動(社会参加含む)

・活動度のチェック

⇒年末年始の活動度が100としたら

コロナウィルスの影響により

活動度を数字で表すといくつになるか？

聞き取り実施

・めじろん元気アップ体操 ビック4(強)の実施

⇒運動を行う環境を確認し、

15分後に、再度電話を行う旨を伝える

・2回目のリモート(所要時間：５分)

・めじろん元気アップ体操を行った感想の確認

・めじろん元気アップ体操の継続

・次回のリモート支援日か、訪問日の検討
(株)ライフリー デイサービス楽



訪問 支援について
• 訪問支援内容

・訪問時の持参物

⇒消毒用具,血圧計,体温計,

ストップウォッチ,

握力計,(右記)記入用紙 等

・右記聞き取り用紙に沿って訪問実施

・健康状態把握

・生活状況の聞き取り

(目標・課題に沿った内容)

・体力チェック

：握力・ＣＳ－３０・片足立ち

・活動のチェック

(数値化した指標：当事業所独自)

・外出を控えての変化の聞き取り

・次回の訪問日か、

リモート支援日の検討 (株)ライフリー デイサービス楽



事例紹介(リモート＋訪問支援)
・70代女性 ・要支援2

・疾患：左変形性股関節症

・通所利用を控えるようになった理由：

⇒3月中旬～咳込みがみられる

自身がコロナウィルスに感染しているのではないかと思い、

通所を控える。

○リモート支援回数 5回

・１回目：3月13日

・２回目：3月27日

・３回目：4月3日

・４回目：4月24日

・５回目：5月15日

○訪問支援回数 ２回

・１回目：3月20日

・２回目：4月17日

訪問時に、自主訓練の提案や、
運動チェックシートの配布を行
う

(株)ライフリー デイサービス楽



経過と結果

コロナウイルスが
影響する前

（R２年２月末）

自宅訪問時
（R2年４月）

通所利用再開時
（R2年５月末）

椅子からの
立ち座り10回

１２．３秒 １３．３秒 １５．３秒

片足立ち（右） ３０秒 ３０秒 ３０秒

片足立ち（左） １３．３秒 1４秒 15秒

体力チェック

※R2年４月上旬、自宅玄関で転倒。リモート支援を行う
⇨その後、訪問を実施し、自主訓練・環境確認実施

利用再開時のことば

コロナウィルスで不安な中、スタッフのみなさんが
電話連絡をしてくれて、何よりも安心し、心の支えに
なりました。また、転んだ時も来てくれ、私に合った
運動を教えてくれたので、また玄関で、転ばずにすみ、
散歩を再開することもできるようになりました。
このコロナの状況でも、まだまだ元気でいないといけ
ないと思い、緊急事態宣言が解除された後、利用を再
開しようと思えました。 (株)ライフリー デイサービス楽



非接触型アプローチへの転換

• 生活の目標

• 行動変容

• 説明力、プレゼン能力、ロジカルシンキング

集団

（例：デイ
サービス）

利用者

接
触
型

個別
（例：自宅への訪問）

利用者

訪問 電話
ＬＩＮＥ

WEB等



平時の地域包括
ケアシステム

有事の地域包括
ケアシステム
感染・災害

有事が平時になる



社会が変わる

• コロナにより社会が変化する

• 保険事業と介護予防の一体的実施にどう関わるか

• 行動変容が必要

• 非接触型アプローチの確立

• 生活不活発（フレイル）予防が重要課題

• 政策立案の迅速性と実効性（自治体との連携）

• 他専門職、事業所との連携

• 市民への広報

まずは我々が行動変容を！



取り組み事例
テレビを用いた広報活動

• 大分県庁の依頼で

大分県作業療法協会

大分県理学療法士協会

大分県栄養士会

大分県歯科衛生士会

竹田市社会福祉協議会（生活支援コーディネーター）

にて生活不活発に対しても啓発活動の番組を作成

• 4月に検討を重ね5月第３週に1週間テレビ大分の夕方
報道番組にて放送

• その後県内のケーブルテレビにて放送



コロナ禍における
地域支援事業への取り組み
～行政の情報を共有し、OTとして取り組めることを考える～

日本作業療法士協会地域包括ケア推進委員会

（滋賀県立リハビリテーションセンター事業推進係）

宮本 昌寛



新型コロナウイルス感染症に係る全国的な動向

• 1月30日 WHO緊急事態宣言

• 2月 1日 国の指定感染症に指定

• 4月16日 全国に緊急事態宣言

• 5月25日 全国の緊急事態宣言解除

市町の総合事業等の休止。
介護保険サービス利用の自粛。
病院外来の縮小。



厚生労働省老健局 通知（令和2年5月29日）

国 ⇒ 都道府県 ⇒ 市町村等

•「新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等
の取組を実施するための留意事項について」

•「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施す
る介護予防・見守り等の取組例について」



感染症拡大防止に配慮して
通いの場等の取組を実施するための留意事項

基本的な考え方

• ３つの密（密閉、密集、密接）を避けること。

• 人と人との距離の確保。

• マスクの着用、手洗いの実践。

⇒さらに今後ICTの活用や住民間での個別訪問を組み合わせるなど、
通いの場等に集まる取組にとどまらず、社会参加や地域づくりにつな
がる多様な取組の展開についても検討していくこと！























まとめ

•新型コロナウイルス感染症の全貌はまだわからないことが多い。

⇒これはOTではどうにもしょうがない部分もある。

OTは、

•生活が不活発にならないようするにはどうするべきか。

•生活が不活発になった場合にどのように元の生活を取り戻すか。

⇒この術は知っている。コロナ禍において、その術をいかに発揮でき
るかが今後の地域支援事業に貢献するOTに求められる。



20200808 日本作業療法士協会地域包括ケアシステム推進委員会主催

地域支援事業に関する人材育成研修会

一般社団法人山形県作業療法士会

地域包括ケア推進部

実践発表「コロナ禍における地域支援事業への貢献～OTとしての自立支援を考える」

コロナ禍における
自立支援型地域ケア会議開催についての

調査報告
～助言者の立場から、市町村の立場から～



山形県自立支援型地域ケア会議
助言者・助言指導者現状調査

対象 令和2年度地域ケア会議に助言者・ 助言指導者

として出席予定の会員82名

方法 各支部（４支部）担当者よりメール送信⇔返信

期間 ５月末～６月５日

実施者 山形県作業療法士会地域包括ケア推進部

実施の経過と目的

3月：会議中止が相次ぐ
４、5月：全市町村で中止
５月末：６月から一部再開の見通し
→助言者・助言指導者の
会議出席に関する現状把握の目的
で調査実施

調査内容
（回答率/87.8％）

1 当初計画通りの出席可能か
2 職場から参加自粛要請など
の制限はあるか

3 意見質問



96

4

質問①計画通りの参加

可能

未定、要調整
32

58

10

質問②職場からの自粛要請

あり

なし、条件付

その他

職場判断、感染防止策などの
条件付で可が多数
6月～は概ね参加可

６月までの自粛が大半
職場の承認、感染防止策、

開催頻度や移動範囲制限などの
条件付

調査結果 質問①②

※調査時点では 山形県は約１ケ月間新たな感染者なし



調査結果 質問③意見質問

今後も感染状況により変更の可能性
各職場の規定により行動、第2波・第３波・・

感染防止策を講じることが会議再開の前提
（市町村、参加者共）

マスク・手洗い、消毒・検温・行動確認・換気・配置・・・

助言者要件を満たせない場合がある
会議中止により見学機会がない・・

県から感染防止に関する指針を示して欲しい
統一した見解・判断を、職場への説明が必要・・・

この機会に会議・支援の在り方を検討
資料事前配布、web開催・・

※当会要件/研修参加、
会議傍聴など



市町村地域ケア会議開催に伴う対応について
（アンケート）

アンケート内容（回答率/100％）

問１ ３密状態にならない工夫は 問２ 傍聴者について
問３ 会議参加者に求める自己対策は
問４ 会議時間を短くする工夫
問 5 第２・3波が想定されるが将来に向けて検討している事は
問６ 開催にあたり不安に感じていること

実施目的

会議中止・延期となっている中
会議再開や運営方法について
各市町村の状況を把握する

対象 県内市町村

方法 メール送信⇔返信

実施 ６月中旬

実施者 山形県地域包括ケア

総合推進センター

※山形県の許可を得て、一部抜粋・編集し開示しています※



アンケート結果 問1～6

求める自己対策 ・・全市町村でマスク装着希望
マスク装着 体温測定 県外移動歴などの申告

３密状態を防ぐ・・全市町村で対応予定
手指衛生の徹底 参加者間隔の確保 定期的な換気等

会議時間短縮の工夫
進行の工夫（事例数、課題など情報提供方法、事前打合せ）
資料の事前配布

傍聴者 ・・不可2３％ 可38％ 条件付で可40％

人数制限、感染防止策、事前予約、連絡先等の把握

第２・３波に向けての検討
会議の中止、延期 少数：web会議・・県内では課題多

会議開催への不安 多くの市町村が 助言者の所属先が

地域ケア会議参加を許可するか不安に感じている



まとめ

・参加は職場規定による所が大きい
・再開後の感染対策などの実際が
わからず不安

・統一した指針を示してほしい
・会議のあり方を再検討しては

・専門職派遣が可能か不安
・中止判断、感染対策等が市町村
により異なることへの不安

・第２、３波＝「中止」一択？
・モチベーション低下を懸念

会議再開後の情報収集・共有
ケア会議に継続的に介入できる士会の仕組み作り
人材育成、資質向上研修会継続（県補助金）

県・市町村・他団体との情報交換、提言
今後のケア会議の在り方を共に検討

助言者 市町村

士
会

コロナ禍におけるケア会議継続
市町村が、助言者が、

統一した基準のもとで判断・行動できること
新しい在り方をつくっていくこと が必要

地域支援事業・自立支援の継続



自立支援型
地域ケア個別会議の報告
～書面会議を運用して～

社会福祉法人

農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

地域貢献室 地域リハ支援課

作業療法士 加納 彰

地域支援事業に資する人材育成研修会（WEB研修会）

令和2年8月8日



伊豆の国市について（平成３０年度データ）

総 人 口 ： ４９，３５２名

高 齢 化 率 ： ３１．４％

要介護認定者： ２２９８名

認 定 率 ： １４．９％

韮山反射炉（世界遺産）

伊豆の国市は、周囲を山々に囲まれた平野部。河川に沿うように
国道・鉄道が走り、周辺に市街地を形成している。また、山間部
にも居住地が点在している。



会議の概要 （平成３１年度より開始）

項 目 内容

開 催 頻 度 5回/年

時 間 1事例40分（1回の会議にて3事例を実施）

対 象 要支援・総合事業対象者

参 加 者

事例提供者・保険者・主任CM
地域包括支援センター・リハビリ専門職・栄養士
歯科衛生士・社会福祉士・薬剤師
生活支援コーディネーター

表 の 目 的
自立支援に資するケアマネジメントの支援、支援困難事例等に関す
る相談・助言、自立支援に資するケアマネジメントとサービス提供
の最適な手法を蓄積

裏 の 目 的
会議を通して、参加者のアセスメントの力・助言の力を養い、事例
の自立支援に向けて、より具体的で効果的な会議の場を育成してい
く。（OJTの場）

平成３１年度に模擬会議を実施し、具体的な方法を検討した。



書面会議の流れ（時系列）

時期 行政 事例提供者 専門職

３
週
間
前

２
週
間
前

１
週
間
前

当
日

⚫ 事例資料の確認
⚫ 事例資料と質問表の送付

事例資料
質問表

・事例資料
・質問表

⚫ 事例に対する助言者から
の表の内容確認

⚫ 一覧表に整理して、事例
提供者に送付

助言者からの質問一覧表

⚫ 助言者からの、事例に対する質
問一覧表に対する回答を作成

⚫ 事例に対する助言者から
の表の内容確認

⚫ 一覧表に整理して、事例
提供者に送付

会議資料一式

事例に対する質問表

自立支援のための助言
の提案・資料の作成

助言に対する感想
実践の目安など

⚫ 助言・提案事項をまとめ
て資料を作成

（会議の代わり）

⚫ 事例資料の確認
⚫ 事例資料と質問表の送付

⚫ 助言内容の検討・作成

事例提出者が作成 専門職が作成行政が作成



書面会議の流れ①（情報提供）

リハビリ
専門職
リハビリ
専門職

看護師看護師

社会福祉士社会福祉士

生活支援
コーディネーター

生活支援
コーディネーター

栄養士栄養士

歯科
衛生士
歯科
衛生士

地域包括支援センター
（事例提供者）

地域包括支援センター
（事例提供者）

行政
（取りまとめ役）

行政
（取りまとめ役）

※参加者は、事例によって変更されます。

主任CM主任CM

薬剤師薬剤師

＜事例の情報提供＞
⚫ 基本情報
⚫ 実施計画書
⚫ 興味関心ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
⚫ 相談したい内容



書面会議の流れ②（不明点の確認）

地域包括支援センター
（事例提供者）

地域包括支援センター
（事例提供者）

※参加者は、事例によって変更されます。※参加者は、事例によって変更されます。

行政
（取りまとめ役）

行政
（取りまとめ役）

＜事例の不明点について質問＞
⚫ 事例提供者への質問

⚫ 他の専門職への質問

看護師看護師

社会福祉士社会福祉士

生活支援
コーディネーター

生活支援
コーディネーター

栄養士栄養士

歯科
衛生士
歯科
衛生士

主任CM主任CM

リハビリ
専門職
リハビリ
専門職

薬剤師薬剤師



書面会議の流れ③（全体像の把握）

※参加者は、事例によって変更されます。

看護師看護師

社会福祉士社会福祉士

生活支援
コーディネーター

生活支援
コーディネーター

栄養士栄養士

歯科
衛生士
歯科
衛生士

地域包括支援センター
（事例提供者）

地域包括支援センター
（事例提供者）

行政
（取りまとめ役）

行政
（取りまとめ役）

主任CM主任CM

＜収集された情報の共有＞
⚫ 事例提供者の返答内容
⚫ 専門職同士の返答内容

リハビリ
専門職
リハビリ
専門職

薬剤師薬剤師



書面会議の流れ④（助言の実施）

地域包括支援センター
（事例提供者）

地域包括支援センター
（事例提供者）

※参加者は、事例によって変更されます。※参加者は、事例によって変更されます。

行政
（取りまとめ役）

行政
（取りまとめ役）

看護師看護師

社会福祉士社会福祉士

生活支援
コーディネーター

生活支援
コーディネーター

栄養士栄養士

歯科
衛生士
歯科
衛生士

主任CM主任CM

リハビリ
専門職
リハビリ
専門職

薬剤師薬剤師

＜専門職からの助言＞
⚫ 相談内容への助言
⚫ その他の注意点



書面会議の流れ⑤（結果のまとめ）

※参加者は、事例によって変更されます。

看護師看護師

社会福祉士社会福祉士

生活支援
コーディネーター

生活支援
コーディネーター

栄養士栄養士

歯科
衛生士
歯科
衛生士

地域包括支援センター
（事例提供者）

地域包括支援センター
（事例提供者）

行政
（取りまとめ役）

行政
（取りまとめ役）

主任CM主任CM

＜収集された情報の共有＞
⚫ 助言内容
⚫ 事例提供者の感想
→実践できそうなこと
→いつ頃から開始するか

リハビリ
専門職
リハビリ
専門職

薬剤師薬剤師



資料① 質問表



資料② 回答表



なぜ書面会議ができたのか？



昨年度の模擬地域ケア個別会議にて・・・

✓ 事例提供者が助言者の質問に対し、答えることができない。
→アセスメント不足

✓ 助言者が、他の助言者の意向がわからない為助言内容に迷う。
→助言者同士のコミュニケーション不足

✓ 何度も集まることはできない。

課題のひとつ

＜対応策＞
質問表を用いて・・・

⚫ 必要な情報を助言者から事例提供者へ確認
⚫ 情報を全員で共有
⚫ 助言内容の大まかな方向性を把握



なぜ書面会議ができたのか？

⚫コロナ自粛前から、書面での情報交換・共有
の方法が確立されていた。

⚫熱心な行政（主催者）の前向きな判断

⚫個別的なフォローアップ
※助言内容の実践とその後の対応について、事例提供者と

助言者が直接連携を取った。



書面会議の課題

⚫ メンバーとのディスカッションができない為、
課題解決に向けた対応策の深堀りがしにくい。

⚫ タイムリーさに欠ける。

⚫ 会議の振り返りができない（OJTの場とならない）



7月から・・・

⚫ 感染予防対策を講じて会議を再開
→参加者は、行政・事例提供者・助言者（7名程度）

→対人距離・喚起・マスク・手指消毒
→聴講者はなし

⚫ 書面を運用は継続し情報収集・共有を実施
→事前の質問と回答のみ。助言は会議で実施。



長野県士会
地域包括ケア推進委員

上伊那生協病院

箕輪町役場福祉課・
地域包括支援センター出向中

山岸和正

日本作業療法士協会

地域支援事業に資する
人材育成研修会
【実践報告】

2020年8月8日（土）
WEB研修

赤そばの里



長野県箕輪町
人口：25,060人
高齢化率：29.4％

（令和２年４月現在）

『ほどほどの田舎 住みやすい町』

箕輪ダムのもみじ 伊那谷名物ローメン



町・地域包括支援センターとしての実践報告

◼コロナ禍における町福祉課としての活動

◼今後の町・地域包括支援センターとして
支援の課題と展望



コロナ禍における町福祉課としての活動

◼フレイル・感染の予防啓発
• フレイル予防のチラシを全戸に配布
• ケーブルテレビにてフレイル予防の体操放送
• 町HPにて体操や栄養・歯科などの動画公開
• 75歳以上独居高齢者の見守り調査

◼さまなざな通いの場
• 住民主体の通いの場（いきいき百歳体操）の中断と再開
• 総合事業A2やオレンジカフェの中断と再開 など

◼その他
• 困りごと相談窓口設置

（生活困窮や病気のことなど一括して相談に乗る窓口）4月から５０件対応

• 医療機関・介護事業所にマスク・消毒配布
• 医療・福祉事業所応援金配布
• 障がい者生活支援補助金 など



75歳以上独居高齢者の見守り調査

95%

91%

91%

92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食欲

睡眠

人との関わり

外出

変化なし群 変化あり群 無回答

対象：75歳以上独居高齢者（424名）
方法：民生委員による電話や訪問調査 期間：（４月17日～30日）
内容：食欲・睡眠・人との関わり・外出の変化を聞き取り

• 大都市に比べ３密の回避がしやすい環境であったからか、大多数が変化なかった
• 介護保険施設は通常営業
• 県外の家族が週末帰省して、世話（買い物や掃除など）や介護をしながら生活が成り立ってい
る独居高齢者もいた

個別対応：５件
（健康課題、経済的課題など）



さまざまな通いの場

住民主体の通いの場
（いきいき百歳体操）

町内２０ヶ所

参加者：２５０名程度

立ち上げや体操指導など継続支
援に関わっている

•３月後半に中止の相談・依頼

•６月より順次再開（８割）
中止団体も８月以降再開予定

参加者（N=200）へアンケート（R2年6月）

◆いきいき百歳体操に出かけなくなったことで、
何か変化はありましたか（複数回答あり）

1%

5%

7%

10%

12%

18%

22%

24%

0% 10% 20% 30%

その他

何かをする気力が減った

何も変わらない

農業や趣味などの時間が作れた

体力が落ちた

出かける機会が減った

運動の機会が減った

人と話す機会が減った

• 定期的な運動や交流の機会として通いの場の活用ができていた
• ここでもコロナ禍での制約をそれほど大きくは感じていなかった



さまざまな通いの場

オレンジカフェ・認知症家族会
町内６ヶ所（委託事業）
３月より中止、６月から新しい生活様式や感染予
防対策しながら再開

• 参加者は団体により以前より少ないところも
• 開催にあたり、「再会できてうれしい」など
集まれることに喜ばれている方もいた

• 感染対策が課題

地域ケア会議（自立支援型地域ケア会議)

総合事業通所Ａ２
（月３回、委託事業、９ヶ所）
３月末から中止、６月から新しい生活様式や感染
予防対策しながら再開

• 参加者はほぼ以前同様
（コロナを理由に休まれる方もいる）

• コミュニケーションの取り難さのジレンマ
• 活動内容の制限

•２月に町初めての地域ケア会議実施
•コロナ禍になり再開の目処立たず



今後の町・地域包括支援センターとして支援の課題と展望

•地域の支え合い活動推進と感染予防のジレンマ

•啓発イベント開催困難
→健康相談講座として町内公民館を回り、
フレイル予防講座や体操・個別相談を検討中

•新しい生活様式に対応しながら、既存事業の継続・再開

→ 10月よりフレイル予防教室実施予定

•いきいき百歳体操など住民主体の通いの場が再開しやすい
ように代表者との連携

•住民主体の通いの場に来なくなった人へのアウトリーチ



コロナ禍における
持続可能な、「いま できること」

一般社団法人 奈良県作業療法士会
地域局 地域包括ケアシステム委員会

担当理事 安井敦史

所属：株式会社UTケアシステム



自粛生活が引き起こす「生活不活発病」啓発

4月より、合計40,000枚を市町村に無償配布

3月の
住民の
反応

＜個人的感想＞
①行政機関はすぐには動けない？
②予後予測での視点が少ない？
③誰も経験したことがない現実

高齢者からの感染に対する
「不安」が予想より強い！

OTの
視点

「自粛」が生活不活発状態が加速する！

OTの
予後
予測

専門職
職能団体の
機動力！



コロナで社会が変化する
当会でも6月からZoom有料版を契約！
理事会、各種会議、研修会をリモートで開始！

＜導入してからの課題＞

すぐに使いこなすことは不可能！！

専門職
職能団体の
機動力！

マニュアルの整備、使い勝手、操作・・・

課題がいっぱい！

運用のPDCAが大切だと痛感しています。。。



コロナで社会が変化する

【今後の課題】
１、地域ケア会議の開催について→行政間・職種間での整備環境

①行政機関では個人情報等を含めて、ネット
環境が弱いことが多い
②医療機関についてもネット環境に差がある
③特に居宅支援事業所のネット環境に大きな
差がある（推測ですが・・・）

！キャリアIpad契約でネット環境解決！

【今後の課題】
２、各種研修会の開催について→今年度Zoomでの実施を予定

①受講料の受け取り方法の検討が必要
②時間帯は従来通り、19時がBetter
広報は開催日近くに設定

③録画してURL配信も試行予定
④アカウントの共有方法



コロナで社会が変化する

県内の町で検討を開始

【今後の課題】
３、地域支援事業の実施について→短期集中サービスを非接触で

通いの場は、地域差あり

＜検討中の方法＞
①担当課と「短期集中訪問型」として仕様書作成を依頼
＊現状では、表向きは従来通りの「訪問型」で仕様書を作成
→感染拡大していれば、やむおえず「非接触」になった立て付け

②郵送・ポスティング・電話などの手段で接点をつくる
②家屋評価 → 不安な箇所をガラケーで写真を撮ってメール送信
③自立支援の自宅教材の作成 DVD? パンフレット？
④認知機能を鍛える脳トレ教材の作成
⑤日々の取組日記の作成

通所型の実施は、かなり難しい→非接触での実施を急いで検討中です！

専門職
職能団体の
機動力！

写真 ＮＴＴドコモHP



地域支援事業に資する
人材育成研修会

・広島県における新型コロナウィルス感染拡大防止への対策
・afterコロナ、withコロナでの新しい取り組みについて

広島県作業療法士会

地域包括担当

三宅神奈
広島県竹原市介護予防キャラクター





Ⅰ．新型コロナウィルス感染拡大防止への対策の中で
（各市町での活動自粛期間 令和２年３月から６月）

地域住民さんと関われない中・・・
１．広島県との連携：電話・メール・リモートでの会議実施。県担当者が異動後各連携機関とつながる。
広島県の新型コロナウイルス感染拡大防止のための対処方針に基づき
・通いの場へ再開チェックリストを参考に事業再開時に必要な運営課題を検討
・市町対象とした、「通いの場」自粛に係るアンケート（全県調査）内容の検討⇒フレイルチェック
・県および各地域リハ広域支援センター、各圏域内における自粛情報等を共有

２．市町・地域包括支援センターとの連携：WEB会議や少人数での会議を実施
・各地域におけるコロナ対策（感染予防対策：消毒物品や対応の確認）
・フレイルへの対策（実施時期、体力測定の限界やその方法、アンケートによる栄養面や社会的
なフレイルのピックアップ等）
・フォローアップ対策（ケア会議、短期集中通所型サービス等の実施再開への対応）
・支援方法における検討（実施回数や時期について）
・自宅でのフレイル予防へのリーフレット検討、作成
・市の広報での啓発

３. 事業所内での対策検討
・感染予防のため地域支援のスタッフを限定
＊広島県地域リハビリテーション人材育成研修（基礎・専門）受講者における修了証交付者を
優先的に

・派遣スタッフに対し、感染対策の研修
・事業検討を市町担当者と実施



＜活動再開後、市町と連携する地域住民さんへの支援＞

＊広島県の再開にかかる情報周知等も踏まえ

１）再開の工夫

・３密回避，グループ分けして開催回数を増やす，フロア分けを行う

・個々の体調管理に関する意識付け

・食事，茶話会は当面控えるよう呼びかけ

・熱中症予防のため，こまめな水分補給と休憩について呼びかけ

・会場での体温測定を行うよう，非接触型体温計を準備

２）再開しても参加しない（できない）方への支援

・世話人，包括，社協，民生委員，自治会，生活支援コーディネーター等が訪問，あるいは

電話等による状況確認，見守りで対応

・体操などのリーフレットを配布

３）物品確保に関する課題 ＊県含め検討中

・消毒薬の継続的な確保

・非接触型の体温計の確保

４）会場（環境）に関する課題 ＊県含め検討中

５）新規立ち上げに係る課題

・積極的な働きかけが難しい 等

Ⅱ．afterコロナ、withコロナでの新しい取り組みについて
（各市町での事業等の活動を再開 令和２年７月より）



1．地域リハにおける活動全般について

・事業派遣について依頼は出てきている

・支援再開を懸念する施設も多数ある

・サポートセンターが派遣困難な場合、広域支援センターでカバー

（広域支援センターの負担増加傾向）

２．支援における地域課題等について

・各地域で感染対策がまちまち

・開催時間を短縮させたいが、対策上時間がかかる

・体力測定は密になりやすく実施には工夫が必要

・住民への感染理解を深める工夫が必要

・大雨警報などが発令された時の中止基準が必要

・県内での災害支援、県外での災害支援における体制等を検討・共有する機会が必要

・市町、地域におけるICT活用（特に島しょ部）への支援＊県も含めて検討中

・支援（派遣）の人員不足のため保健師、社会福祉協議会が代行することが増えてきている

Ⅲ．事業再開における県内各地域リハ関連施設の状況
（令和2年7月末）



令和2年度第1回広島県地域リハビリテーション広域支援センター連絡会議より
＊構成メンバー、以下、
・広島県 健康福祉局地域包括ケア・高齢者支援課、広島県地域包括ケア推進センター、
地域リハにかかる地域リハ推進ワーキングメンバー
・地域づくりによる介護予防推進支援事業 広島県アドバイザー
・広島県リハビリテーション支援センター
・広島県地域リハビリテーション広域支援センター（７つの2次保健医療圏域10か所）代表者
・広島県理学療法士会、言語聴覚士会、作業療法士会 事業担当者

1．地域・住民さんへの支援
・ICT活用を県と検討している
・運営全般において新しい方法、かつ安心して行える環境づくり（県の運営基準の再考）

２．行政と地域包括支援センター、ならびに支援する多機関との連携
・通いの場支援をはじめとして、小規模での関りに対して、住民リーダー、世話人さんを対象
とした研修
・事業にかかる要綱等の検討（感染対策、自粛、再開等の基準作り）
・市町における地域支援事業を始めとした事業立案への連携
（広島県における次期プラン等における様々社会資源を活用した連携等）

３．県内における多機関（チーム広島）との連携
・コロナ禍における支援方法、スキルアップの検討方法
・県主催 基礎研修、専門研修への研修内容に反映
（新しい生活様式に支援する専門職等の人材育成に向けて）

Ⅳ．新しい地域支援に資する取り組み

afterコロナ・withコロナでの取り組みについて



コロナ禍における地域支
援事業への貢献
～OT としての自立支援を考える～

（一社）熊本県作業療法士会



取り組み１）
熊本県作業療法士会ホームページ上での動画掲載

ホームページ上に「ステイホームにおける健康生活のすす
め 其の壱・其の弍・其の参」を掲載している。
自宅での運動や認知機能（オリジナルカレンダー）、小児

についての動画であり、SNSを使い啓発している。

取り組み２）
通所C型・総合事業・サロンなどテキストを使用した訪問
型運動指導への変更
・通所C型・総合事業・サロンなどの集合指導型筋力アップ
教室をテキストを使用した訪問型運動指導へ変更した。
テキストの内容はストレッチ・下肢・体幹・上肢筋トレ・
ウォーキング＆デュアルタスクトレーニングなど記載。今後
集合型と訪問型の併用を行政に提案中



取り組み３）
You Tubeによる動画配信およびDVD無料配布

熊本県内の事業所の取り組みとしてYouTube
で体操の動画配信やDVDと手順書を無料で
配布

取り組み４）
高齢者ICT普及調査

高齢者のICTの普及活動の一環として、スマホやらくらくフォ

ンなどの所持率や使用状況などを調査するアンケートを実施
（調査後は自治体へ情報提供し、レンタルや補助などの政策
へにつなげていければとの狙い）



取り組み５）
動画などを利用した運動指導

録画した運動や体操の動画を携帯に送って自宅で行ってもらっている（容量
の問題があり課題もある）

・チラシを作成し、総合事業や事業対象者、通いの場の担当者へ（生活コー
ディネーターが一覧化してくれたものを活用）へ配る。（ケアマネ会議に参加
し自宅訪問時に配布をお願い予定）

取り組み６）
チラシなどを用いた啓発活動



取り組み７）
トークアプリ「LINE」を使った見守り
ケアマネージャーより地域の高齢者のグループLINEがあるとの情報とQRコードを得
たため、ある対象者に勧めると参加された。会話内容は、何気ない挨拶や天気の話題
など、他愛のない会話ばかりであったが、これが重要のようで、地域のサロンが活動中
止している中、ある高齢者が『最近コメントが書かれない』といったことが続いたため、メ
ンバーが心配してその方のお宅に様子を見にいったという事例があったとのこと。（結
果、単に既読スルーだったみたいですが…）

散歩しながら、思い出せない花や、これまで興味のなかった鳥や虫の写真を撮って、名
前を調べながら、積極的に散歩へ出られるようになった事例を体験した。
腕時計型の多機能ウォッチ（心拍数や歩数、血圧を測れ、スマホに送信する機能付き）
を使用しており（誕生日に3000円のプレゼント）、遠方にいた息子さんが「親父の歩数が
最近増えた、何事か？」と驚かれた、ということがあった。

取り組み８）
グーグルアプリ「グーグルレンズ」の活用


