
士会の取り組み 協会に期待すること

北海道 1 ①各支部、市町村の担当者レベルで

組織化、意識共有のレベルに差あ

り。（情報共有不十分）

①各地域、支部単位での情報共有、

組織の方向性についての確認機会が

不十分

①市町村担当・地域担当レベルでの

実務者会議の実施、定期化

モデル情報のプールと共有システム

の確立

①

北海道 1 ②事務局機能がPT士会に集約してい

るが、仕事量として大きくなりすぎ

ている。

②事務局員の質・量的な不足。

事務局費用の出どころ

②モデル情報のプールと共有システ

ムの確立

②全国的な活動の共有化システムの

確立

北海道 1 ③北海道としての方向性が見えにく

い。振興局単位では、市町村単位で

は、市町村と関われる。ここへの関

与が不十分。

③各振興局単位での働きかけ強化 ③各支部、体制の再強化と振興局へ

の働きかけ支援

情報確認と全体方針の発信

③

青森県 2 ①県内６圏域での地域格差が大きい ①各圏域での進捗状況に差がある ①各圏域での行政担当者を招き情報

共有する場を設ける

①コーディネーターの紹介or派遣。

行政職員向けの研修会を行ってほし

い。

青森県 2 ②地域ケア会議への参加が少ない。 ②PTの有効性を自治台に啓発 ②その共有の場でのPTの関り例を提

示する。

②冊子、PRの更新。POS共有ではな

い、PT専用のもの。導入リーダー研

修＋推進リーダーフォロワーアップ

研修。

青森県 2 ③各自治体や関わる委員の情報を把

握てきていない。

③既存のネットワークに入っていな

い会員がまだまだ多い。

③各圏域でのネットワークをより作

る。人材バンクを作る。支部の細分

化。

③中央研修会の開催で他県の情報共

有させてほしい。

秋田県 3 ①圧倒的な人材不足。管理者レベル

での理解不足。若手～各々の理解。

①同じ人が忙しい。研修会多すぎ。

研修会を行っても技術・知識（興

味）に偏りあり

①地域包括ケア推進の重要性・理解

促進の機会を作る。管理者レベル他

のレベルに伝達する。

①情報の発信。伝え方の提案。プロ

によるプレゼンテーション

秋田県 3 ②リハ専門職協議会の立ち上げ　ブ

ロック別・地区別　POS温度差・地

域差

②理解してもらう機会が少ない。

もっと全体に行きわたるような伝え

方

②そもそも地域ごとに進め方は違っ

てよい。各地域で中心となる人材を

発掘する体制作り。二次予防事業へ

関わる人員を増やす。

②地域の成功事例の提示

秋田県 3 ③行政へのアピールが必要。関係構

築不十分。他職種からの理解不足。

起業している人材が不足

③具体的な働きかけがまだまだ。伝

える機会が少ない。もっと地域に出

ていくこと。

③H29から始まる地域ケア会議等介

護予防事業を通じてアピールする。

有用性のアピール。関係つくり。職

場の理解を得られるような働き。通

常業務に支障をきたさない。他職種

の研修会。勉強会に参加。顔の見え

る関係つくり。

③士会事務局機能強化が必要。地域

ケア会議報告書を共有。

岩手県 4 ①介護予防事業の地域格差が大き

く、会員の少ない地域では、中央に

比べて、同じ仕事・活動ができな

い。

①圏域ごとの会員数の偏り

岩手県自体の広さ

東に行くにも２時間半

①PT/ OT/ST合同でマンパワーを増

やす。

会員の少ない地域向け事業を考え

る。

①介護研修事業の具体例の提案

岩手県 4 ②介護予防事業への派遣者が同じ人

になりやすい。

推進リーダー取得者が治せるシステ

ムが整備されていない。

②スタッフ数の少ない病院は人を出

しにくい。

職場長の理解が不足している場合が

ある。

②職場j長対象の管理者研修会を開催

派遣システムyの作成

②推進リーダー研修会の内容を更新

岩手県 4 ③地域ケア会議への参加要請が少な

い。

③どこを窓口として依頼してよいか

明確

③地域ケア会議に出席したことがあ

る方を対象として研修会を実施。

③地域ケア会議でどのような発言を

したかの資料作成、情報提供

「都道府県 地域包括ケアシステム推進研修会」 ワークショップにおける作成資料（都道府県別　課題と解決策）

都道府県 ID 課題 要因・原因
解決策



士会の取り組み 協会に期待すること
都道府県 ID 課題 要因・原因

解決策

宮城 5 ①当会は数年前から宮城県内の都市

区町村からの委託事業を受けてお

り、昨年より、依頼数が急増したこ

とから新たに委託事業関連の士会内

に新設した。これにより、行政との

繋がりが円滑化され、担当者レベル

ではいつでも連絡が取り合える状態

となった。平成29年度介護予防活動

普及展開事業・初期研修会・アドバ

イザー研修会（厚生労働省）におい

て都道府県アドバイザーは宮城県庁

長寿社会政策課よりPT,OTが推薦され

ており、群市区町村からのケア会議

に関する相談や、今後開始するにあ

たりどのように進めたら良いのか等

の相談を受けるようになった。

①当会での人材育成事業が不足して

いること。（ケア会議の助言者とし

ての人材育成）

①今年度から当会組織内に“地域包括

ケア人材育成委員会”を新設し、各圏

域にて地域包括ケア推進に関する研

修会を実施・検討した。

①

宮城 5 ②現状では委託事業やケア会議にセ

ラピストを派遣しているが、バンク

機能等はなく固定した製品が派遣さ

れる現状にあり、増え続ける委託事

業数と派遣セラピスト数がミスマッ

チになりつつある。

②参加したいと思っている意欲的な

セラピストは存在を確認している

が、若干であったり地域支援事業に

参加した事がないこと。

② ②『今すぐに協力でこんな取り組み

をして欲しい！！』というよりはま

ずは、士会内で行政と連携して情報

収集と人材育成事業に取り組み、今

後確実に増加するであろうケア会議

等の地域支援に準備する必要がある

とかんがえる。

宮城 5 ③当会の会員数は年々増加してお

り、県内の群市区町村でセラピスト

が地域支援になんとかとりくめる状

況ではあるが、会員の状況を広域的

に把握する事が難しくなってきてい

る。

③派遣先のセラピストの内諾は得ら

れても管理者や上司との温度差があ

り、病院・施設の理解を取り付けて

の派遣が難しい状況にあること。

（勤務時間内の事業に対する派遣意

義の理解不足）

③宮城県内施設のリハビリテーショ

ン部門の管理者へ、地域包括ケアシ

ステム推進に関する意識調査事業や

事業協力に関する文章を作成した。

（今後の検討として、管理者ネット

ワークの構築とうまく連動させてい

きたい）

③宮城県内の状況をみると、地域ケ

ア会議などに関しては各郡市区町村

はお互いが周りの様子を見ながら水

面下で動いている印象である。各郡

市町村で2層構造で動いている地域も

あり、それらの実情や地域包括支援

センターや社会福祉協議会の取り組

みについても情報収集していかなけ

ればならないと考える。

山形県 6 ①各市町村との関係作りがスムーズ

にいっていない。PTへの理解が低

い。→PT自らの広報活動の低下、何

ができるか。

→特に、介護予防において、通いの

場づくりとか。

①各市町村対応のシステムはできて

いない。市町村との顔の見える関係

では、構築できていない。→広報不

足。忙しさもあって各市町村で回り

切れていない。→地域ケア会議から

介護予防のとのかかわりが弱い。

①事務局の強化

常勤PTが必要、配置→市町村対応の

窓口担当者の配置

地域ケア会議参加者の活用

①費用援助、ノウハウの提供

山形県 6 ②人材育成、特定の会員へ偏りが

ち。若い会員の出番がまだ少ない。

②若い会員が多く、経験者に頼って

しまうところもあり、信用を担保す

る行為に若い会員も出たがっている

人はいる。経験不足

②教育・支援体制の強化、経験者か

ら若い会員への伝達、情報交換、OJT

マニュアル「作成

②研修会内容の再検討

マニュアルの作成

事例集の提供

山形県 6 ③PTとOTの違いを明確にできていな

い。行政はリハ職と一緒に考えてい

る。→地域ケア会議の出席で効果結

果を出す。

③説明不足 ③PT,OT,SP３士会協議会の活用

PTとしての効果、結果を出し、各市

町村へ説明していく。

③エビデンスや他県士会の効果につ

いて、情報提供をしてもらう。

福島県 7 ①全ての市町村に窓口となるPTがい

ない。（地域リハ広域センターがあ

るが、圏域によって動き方や業務量

が異なる）

①隔地などに勤務する場所がない。

一本釣りをして、人や病院に役割が

した場合がある。

①各支部長や広域支援センターとの

連携

顔の見える関係作り

人材育成

管理者研修、理解を求める。

①管理者とのネットワークづくり

リーダー研修会の内容の見直し

フォローアップ研修の指南

福島県 7 ②ご当地体操やパッケージされた取

り組みがあり、なかなかPTとして介

入できない（初年度のモデル地区の

みが、一大東市の４回パッケージ

３．６か月に対応）

②行政との信頼関係が不足してい

る。

PTの役割が伝わり切れていない。

②常々、PT士会の情報提供支援の成

功モデルづくり。

②シル・リハ体操、そのほかが継続

して活動を進めていく。先を見越し

た戦略。



士会の取り組み 協会に期待すること
都道府県 ID 課題 要因・原因

解決策

福島県 7 ③市町村によるハ職に対する「理解

度が異なる。（頻回に行政とミー

ティングするところ、全く関与しな

い行政とがある）

③リハ職の役割を伝えきれていな

い。何する人かの理解が不足。

③顔の見える関係作り

意見交換会の実施

③

茨城県 8 ①介護予防・地域ケア会議への協力

など、市町村から依頼された事業に

派遣する人材が不足している。

①病院勤務の人が多く、平日の配置

に対応することが困難。市町村が

行った研修会を受けた人数にバラツ

キがある。

①市町村担当者を市町村に配置して

いる。介護予防に関する研修を受講

した人を派遣の基準としている。

①導入研修内容の更新。モデル事業

や参考になる事例の紹介。

茨城県 8 ②介護予防事業へのかかわり方。地

域ケア会議へのかかわり方にはバラ

ツキがある。

②関わり方・取り組み方が標準化さ

れていない。

②より実践的な研修の実施（地域ケ

ア会議・介護予防推進リーダー以外

の内容について）マニュアルの作成

（地域ケア会議参加における注意点

など）

②協会としてマニュアルの作成。

様々な情報提供。シルリハ情報の提

供。先進的な取り組み事例の紹介。

茨城県 8 ③ ③ ③ ③

栃木県 9 ①市町行政との関係性構築が進展し

ていない。

①士会理事、市町支部長が市町に出

向く時間がとれない。

①士会としてバックアップ体制を作

り、所属施設への協力依頼をする。

組織内の支部長、部員の育成をす

る。

具体的な指導を示す。

管理者ネットワーク

①発行事例、前例を示していただく

（事例集）

情報交換の場

栃木県 9 ②栃木リハビリ３士会合同地域包括

ケア推進委員会から県保健福祉部地

域支援担当者にシル・リハ事業のプ

レゼンをしたが進展していない。

②県行政内で周知されていないシ

ル・リハ事業のPRの仕方（ご当地体

操との差別化）

②県行政・市町にアプローチする

（市町から前例を作り→県へ）

シル・リハ事業の研修会を士会員に

向けに行う。（リーダー研修棟）

②茨城県健康プラザにスタッフ派遣

を依頼し、同行政支援を願う。

協会から各都道府県にシル・リハ事

業をPR

栃木県 9 ③同委員会内の組織づくり、連携体

制、人材育成が不十分（未成熟）

③全大会、ブロック会、支部会にお

ける研修、ミーティング不足

特定の人物に活動が偏っている。

活動が見える化されていない。

③委員長、ブロック長、支部長の会

議を設ける（会議及び研修会）

研修会等で具体例を示す

ケア会議、介護予防事業の見学体制

③事務局機能協会への支援、助言、

予算化

情報交換の場

群馬 10 ①先が見えない

市町村の理解が低い

（アピール不足）

①つながりがない

・他団体と平等でないといけない

①準備状況の周知 ①広報バンク

群馬 10 ②先が見えない

病院長・医師会との協力体制が低い

②つながりがない

・医師会主導でつながっている地域

はある

②連携会議に参加 ②国への働きかけ

政策かどう

群馬 10 ③先が見えない

PT側のネットワーク不足

③つながりがない ③指定管理者研修

・3士会によるネットワーク支援

・広報へ支援センターのバックアッ

プ

③会員へのメリット

生涯学習ポイント

埼玉 11 ①　地域包括ケアシステム構築の背

策の進捗のスピードと求められる質

①　県の背策（知事）の肝いり施策

日本一高齢化の早い県

県担当者の能力↑↑

地域リハ協議会・サポートセンター

等の組織化ができたが、ゆえにシス

テム先行

①

・県モデル事業へのアドバイザー継

続、サポートセンター、職能団体会

議の新設

・県モデル研修へモデル以外の市町

村療法士の参加枠確保

①　全国の事例情報

埼玉 11 ②　制度理解と専門性を備えた人材

育成と担保

②　介護予防、日常生活支援総合事

業、地域包括ケアシステムへの全体

理解の乏しさ（会員全体）

2～3重の教育、理解、発信力を充た

す難しさ

②

・代表者会議での発信

・介護予防、地域ケア、基本コー

ス、実務コース、フォローアップの

継続

・医療保険（急性期・回復期）全域

からの地域包括ケアの視点の普及

・他分野の研修でのテーマの工夫

②　会員への情報発信の継続



士会の取り組み 協会に期待すること
都道府県 ID 課題 要因・原因

解決策

埼玉 11 ③　増えるニーズ（数、領域）に応

える派遣人数の確保（小児、障害

も）

③

・対応可能な協力医療機関への負担

増

・派遣数はUPしにくい、

・代表者、勤務先の理解は乏しい

③

・市町村ネットワークの立ち上げ、

定期開催、リハ食ネットワーク→→

行政・他職種、ネットワークの構築

の補佐

・士会部局の組織再編、ブロック再

編。

・小児、障害分野への拡がりに関し

ては「仕組み」「対応力」ともに企

画・計画段階

③　技術的なマニュアル

→専門分野（疾患別、状態別など）

・「こうやりなさい」ではなく、

「これも生かしなさい」が良いと考

える

千葉県 12 ①市町村からの事業依頼が思ったよ

り少ない　活用できていない

①PR不足？市町村担当者も迷ってい

る？何をしていいか困っている。

①ブロック化・支部化してそれぞれ

の市町村担当者を置く。予算をつけ

る。行政へのアプローチの仕方を学

べるようにする。県士会としてモデ

ルを一つ作っていく。または、成功

例を紹介する。

①成功事例（そしてメリット）を全

会員に伝わるように発信してほし

い。JPTAニュースなど。

千葉県 12 ②多くの会員が地域包括ケアの初め

とする公的事業への参画メリットを

感じていない。

②楽しくない？ ②リーダー研修会の案内、県士会

ニュースに参画への意義（メリッ

ト）を乗せる。特に、ニュースは所

属長へも別で送っているので。

②リーダー研修資料の改正を

千葉県 12 ③市町村事業は、平日が多く会員が

参加しにくい。（職場上司の理解）

職場の売り上げ・収益を圧迫してし

まう。

③職場・上司へのPR不足。職場への

メリットを伝えきれていない。

③会員であることのメリットを伝え

る。賠償・保障。

③

東京都 13 ①区市町村の窓口となるべく、支部

化を進めているが、まだ、すべての

区市町村で支部ができていない。

①区市町村で成り立ちが違いPTの数

や所属機関の規模に違いがある。

外部会員への対応

①市部立ち上げのための支援

説明の介護と予算化

支部活動への参加をきっかけに入会

依頼をしている。

①退会後の入会について

会費の検討（滞納分について）

東京都 13 ②支部化できても、活動が初めての

ことで差がある。

行政とのコミュニケーション

支部間、支部内での温度差

②士会活動が経験者でないPTも支部

の役員になる

支部化の必要性について啓発が必要

②支部役員と導入研修修了者との顔

合わせ・ワークショップ

行政との話し合いへの同席等

②

東京都 13 ③人材の育成と確保（予算、自治体

の事業）

③必要となるPTの予測が明確でな

い。

PTの少ない地域への広域派遣のシス

テムが未成立

研修の内容

③各地域での事業把握と必要人数の

把握を今後行っていく。

ブロック単位及び近隣市での派遣シ

ステムの検討

実践的研修を多くしていく

③リーダー研修のテキストバージョ

ンアップ

時代に合わせて作成してください。

地域包括ケアシステムの提案者で各

士会の情報交換ができるように。

その他→C型事業など、セラピストが

関わっている地域とかかわっていな

い地域との差ができていれば、その

情報を集めて、。各士会の担当者へ

知らせてほしい。→これが、入札の

数字的資料に。

神奈川県 14 ①推進リーダー研修終了後現場で活

躍（戦力となる）できる人材の不足

（育成の体系化も不十分）

①モデルとなる地域ケア会議や住民

主体の予防活動が不足しており、見

学やOJTのような指導ができない。

①自立支援型のケア会議の把握。住

民主体活動の把握。見学・OJT体制の

検討。

①教会での研修体制やフォローアッ

プ方法の検討。他士会活動の取りま

とめやテキスト（マニュアル化）な

ど

神奈川県 14 ②住民主体の予防活動への支援に対

して住民主体の活動自体が市町村で

偏っている。支援要請もマチマチ

②政令市（3つ）もあり取り組みとし

ての足並みが整っていない

②県行政や政令市への訪問や状況確

認、意見交換

②

神奈川県 14 ③自立支援の視点をもった他職種の

育成ができていない

③他団体と連携不足。自立支援の視

点をもったPTの不足

③導入研修等での自立支援に対する

考え方や後方支援としてPTの役割を

伝える。

③協会での研修体制の検討

新潟県 15 ①新潟県下の市町村に地域包括ケア

に「力」を注ぐことのできるコアと

なる人材の確保が困難である。

①個人レベルでの人材はあるのに、

職場組織としての協力体制に乏し

い。

①会長以下、理事クラスの先生方

に、各リハ職の技師長、科長等に対

して会員の協力体制の現状と人材確

保のための取り組みを提案、相談す

る「道」を作っていただく。

①協会による実態調査への協力

他県士会の取り組み事例の紹介



士会の取り組み 協会に期待すること
都道府県 ID 課題 要因・原因

解決策

新潟県 15 ②コアとなる人材育成のための資金

的、マンパワー的、バックボーンが

乏しい。

②お金がない。人材育成のための企

画を市町村・県へ、or,医師会等へ働

きかけ不足。

②本腰を入れて市町村担当のPOSと

行政職との面談を行う。→そのため

の具体的な行えるプレゼン内容の提

示を行う。

②政治力による協力→医師会、県、

市町村への働きかけ

県からのトップダウンでのリハ職活

用の仕組みづくり。

新潟県 15 ③POS理事レベルでの地域包括ケア

に対する意識レベルの差

③地域包括担当者の力量不足、プレ

ゼン不足、マンパワー不足、情報発

信不足。

③理事クラスの勉強会、指導者とし

てのコアメンバーの育成。

③地域包括関連の情報発信、情報公

開。

富山県 16 ①人材登録はしているが、実際に平

日の日中に動けるPTが少なく、限ら

れたPTしか動けていない。

①地域包括ケアに関われるような体

制が各職場で作られていない。職場

への説明、理解が得られていない。

①県士会での「PT代表者会議」に、

各施設の代表者に集まっていただ

き、地域包括ケア推進に向けた積極

的なPT派遣に理解いただけるような

場を設ける。

①各施施設代表者（施設庁・PT代表

者）宛ての文書の発信。協会からの

説明

富山県 16 地域ケア会議や介護予防への依頼が

少ない。（リハビリテーション専門

職協議会の認識が低い）

②専門職協議会のアピール不足（ガ

イドブックとホームページを作成し

たが、包括支援センターまで情報が

いきわたっていない）専門職は何が

できるのか理解されていない。

②PT士会からのアピールの場の設

定。包括支援センターとの顔の見え

る関係作り

②PT専門職のアピールができるリー

フレット等の配布を強化（PT資料の

さky製）協会からの出前説明

富山県 16 ③県士会としての地域包括ケアシス

テムとしての組織体制が未発達。

（書く地区ごとでぼ活動は難しい。

顔が十分見えていない）

③各地区で代表者は決めているが、

地域包括担当者はいない。

③各地区の組織体制の見直しと顔の

見える関係作りを進める。事務局機

能を強化し、地区活動の援助を行

う。

③先進県の情報公開（小さい県士会

の事務局機能強化に向けて）相談窓

口の設置

石川県 17 ①人材の確保　病院側の協力と理解 ①病院経営のため上司の理解や若い

PTの働き方 マンパワー不足（質量）

プレゼン・マネジメント能力の不足

①経営者や上司の働きかけ。管理者

ネットワーク様の実施。若いセラピ

ストへのワークライフバランスや将

来へのグランドデザインについての

提案。研修会などへの働きかけ。

①管理者ネットワークの充実。国へ

の働きかけ。リーダーのフォロー

アップ。

石川県 17 ②3士会連携による市町のリハ職の活

用について。地域ケア会議・介護予

防事業。グランドデザインの提案で

きる人材不足

②明確なグランドデザインがなく何

でも依存している。増加する通いの

場への対応。他職種によるリハ職の

理解。他に金との調整不足

②市町村単位での３士会連絡会議を

作る→通いの場の対応。政策提案

（グランドデザイン）ができる人材

つくる（他職種連携）。生活支援協

議会や在宅〇〇連絡協議会への参画

を進める。

②３士会協同による組織的な介入を

国→県→市町村へ普及を推進するよ

うな提案。合同連携栄養会議　等。

リハ職の生活支援コーディネーター

の育成。

石川県 17 ③地域包括ケアを目的とした在宅推

進に必要な人材の育成（在宅・障が

い者・小児　等）

③地域を実践する機会が少ない ③現地研修（座学だけでなく）リー

ダー研修の指定事業を組み入れる。

先進的な取り組みを行っている県内

でのマッピング（実務研修組み入れ

る）

③人材把握を目的とした現地資源の

マッピングモデル事業

福井県 18 ①広域支援センターとの役割分担が

不明確

①役割と目的が不明確。 ①目的と役割の理解啓発の場を設け

る。

①事例の表出（発表）

福井県 18 ②マンパワーと質の担保。組織力

（中堅の意識と行動）

②数値目標未提示。法人（管理者）

の理解不足。理事～新人のつなぎ

②各イベントに対する推進リーダー

制度の周知。理事会での報告。市町

レベルの担当者

②推進リーダー制度における活動ポ

イントの設立。新人教育プログラム

の介入。学校教育の改革。

福井県 18 ③所属する法人の理解（メリットの

伝え方不十分）医師会との連携不足

③会長のアクション。役割の明確化 ③本研修会の報告（他県の活動）医

師会長との接点。県士会としてのス

タンの見える化。

③会長のサポート（対応マニュア

ル・事例）

山梨県 19 ①市町村・包括が介護予防地域ケア

会議に対し、リハ職をどう活用して

よいか。理解できていない。（地域

ケア会議は実施していない。）

①POS事務局機能が不十分、相談窓

口が不明確、市町村の動向がつかめ

ない、顔の見える関係が気づけてい

ない。

①事務構築強化、専門職員募集

県庁担当セラピストとの連携強化

リーフレット作成アピール（リハ組

織活用）

①金銭面支援

山梨県 19 ②派遣セラピストの確保（質・量）

人材育成

②所属長の理解不足、セラピストが

実施イメージがなく、不安が大き

い。

市町村からのニーズが少なく、目標

が不明確。

②県市町村・包括との合同研修会開

催

県担当（課長レベル）が施設長へ協

力依頼

POS人材バンク登録

人材ガイドラインを作成し、研修企

画

②先進県士会

地域ケア会議視察

通いの場視察

推進リーダー研修見直し。



士会の取り組み 協会に期待すること
都道府県 ID 課題 要因・原因

解決策

山梨県 19 ③県内市町村とPOS派遣システムが

一体化できていない。百蔵体操のア

ドバイザー・組織づくりが未完成

③派遣システム構築不十分 ③３士会協議会で検討中

リハ広域支援センターと共有

ネットワーク構築

③

長野県 20 ①推進リーダー研修の講師、県内の

PTの講師は、現場の者が担っていな

い。

①講師を担える者の情報が少ない。 ①局員会、部委員会の開催 ①テキストDVDの海底

長野県 20 ②育成したリーダーの活用ができて

いない。

リーダーの派遣に対する心構え

送り出す職場の意識

②包括ケア担当者の目標、見通しが

できていない。

②局員会、部員会の開催

リーダー懇話会の開催

ブロック局会の活用

②

長野県 20 ③②を整えたうえで、行政への働き

かけができていない。

③ ③ ③

静岡県 21 ①現状の把握 ①元々、リハが進んでいた地域と、

新しくリハが入ったも地域の差が大

きい。公立病院が多く、市町の経験

や取り組みが多い。

①地域尾包括ケアにおける市会とし

ての組織図

PT会とPOS協議会の開催

①地域包括ケアにおけるPTの役割、

方向性

具体的な今後の展開、日程

専従のPTの置き方、置く手段

静岡県 21 ②県や市町との連携の不足 ②県と話し合いの場ができて、２団

体の協議会も形となった。県と市

町、リハと市町の連携が取れる。

②各圏域、市町にコアとなる人材

（事務局）

派遣のしやすい環境、時間と金

②コアとなるPT（事務局、手段）情

報収集と組織の作成←企業者、民間

との利用

静岡県 21 ③士会としてのネットワーク不足、

資金不足

③若いPTが多い。地域で活動してい

るPTが少ない。

③マニュアルの作成、見直し

情報共有できる場を作る。

③

岐阜 22 ①　所属施設を離れて地域包括ケア

に関わることが困難。

①

・施設長等の理解不足。

・直近の経営視点による抵抗感(+)

・プライベートの時間を使用。

①　地域包括支援センターの職員な

どを対象にしたえリハ専門職をこれ

まで以上に知っていただくための研

修会の開催

①　そのための

・成功例の収集

・経済支援

岐阜 22 ②　医師会からの協力体制を得られ

にくい。つながりを持つセラピスト

が不足。

②

・県士会としての行政・医師会への

働きかけ不足

・タレント（中核となるスタッフ）

不足（発掘ができていない）

②

・会長・事務局長等による営業活

動、挨拶回り

・「自発的に地域活動を展開した

い」というセラピストをバックアッ

プするための予算付けを県士会が行

う→中核スタッフの発掘につながる

②

・引き続き、政治力↑の為の働き

・（協会としての）日本医師会との

つながりUP

岐阜 22 ③　会員の育成不十分により、地域

の（派遣などの）ニーズに十分に応

えられない。

③　育成の機会がまだまだ少ない ③

・理事、部局長による活動計画の再

考

・組織の再編成、業務の細分化

③

・各種マニュアル、事例集などの充

実

・協会からの人材派遣、（各県へ

の）実践指導

愛知 23 ①

・人材育成・バンクの研修内容・

室・人数（昼間に対応できる）事務

機能の確保

・テキストやマニュアルない。（カ

バー数？）

①

・事務機能がいない、弱い（専門

職）

・マニュアル（予防、ケア会議）な

い（質の担保）

①

・収益確保のための財務健全化

（補助金、委託金、それ以外の方

法）

・県の現況把握、課題抽出、対策案

（→実用的なテキストへの改編

→派遣者の質担保のルール化

①

・モデル県の推進広報

・県理事を対象とした研修機会

・事例提供（他国・他団体も）

・テキスト・資料集提供

・インクルーシブ教育

・教育カリキュラム

・会員支援システム

愛知 23 ②

・行政から依頼が少ない（ケア会

議・予防事業）

・把握方法において、市町村リー

ダー回答や活動のばらつき大

・市町村支部化の困難

②

・市町村ネットワークは士会組織で

はない。

②　ネットワークと士会組織の課題

共有、顔の見える関係、相互理解

②　管理者ネットワークとの連動

愛知 23 ③

・今後の司会活動・収入として、事

業方向性、県・市事業など

③

・県や市の情報を取りに行く（二重

行政）

③　市・県に対する窓口の設置支

援、情報共有、組織化、市町村支援

③

・政令市対応事例

・県庁出向への支援

・県議会議員対応

・市町村の事業の共有



士会の取り組み 協会に期待すること
都道府県 ID 課題 要因・原因

解決策

三重県 24 ①人材不足を含む組織力不足（会

員、所属先、理事の理解）

①PT不足

理事勉強会や代表者会議など、現状

を知ってもらう機会を作れていな

い。

①県医師会、所属長との関係づくり

（定期的な）

理学療法士の活動への理解を深めて

もらう。

組織を強くする。

対外的立場、資金強化

①医師会とのつながり、以前、日本

医師会長から県医師会長へ文書が出

たときは、活動しやすかった。定期

的にしてほしい。

事業拡大へのコンサルテーション

三重県 24 ②行政、地域における事業展開の経

験不足

②行政や地域で交渉していける人材

が少ない。交渉できたとしても、そ

の語の事業発展が難しい。

②専従的に活動できる仕組みづく

り。

事務局雇用、施設委託

②一定期間でもよいので、資金的援

助

三重県 24 ③地域差への対応 ③県内各地域の会員、所属先、行政

などの温度差が大きい。

マンパワーの量・質にも差があり、

物理的な環境もあり、難しい。

③長い目で県内へ浸透、認識しても

らう。

困難な地域と県士会でカバー

市町の課題は市町セラピストが支部

化

③他県・地域での事例共有。定期的

に。

京都府 25 ①士会組織としてよりは、各個人

（各病院や支援センター）としての

対応が多く、士会としての把握不十

分

①士会組織として、他の活動もあ

り、多忙である。事務対応も多忙で

困難

①事務局対応の強化

アンケート集約及び問題把握

窓口強化（事務局強化）

士会員との関係強化

①各都道府県の実態調査

各都道府県士会に対する相談、部署

設立

事務局対応のマニュアル化

京都府 25 ②担当の実務との業務調整が困難

（人材、人数確保も含む）

②業務多忙で職場の理解が乏しいと

ころがある。（情報不足、伝達不

足）（知識、認識認識不足）

②人員、質の確保

出やすい環境づくり

（収支が合う部門づくり）

専従の人材確保

管理者（PT)への協力要請強化

②マニュアル作成

研修会開催

業務として出て行けるシステム作

り。

各士会への補助金助成金制度の作成

（人員確保のため）または、その方

法指導など。

京都府 25 ③政令指定都市もあり、行政の窓口

や包括などの組織が複雑で対応困

難。

③窓口対応が複雑 ③３士会など、組織の強化、医師会

との協力体制の強化

③日本３療法士会としての統一的な

組織づくり

二重行政へのマニュアル作成（対応

作成）

滋賀県 26 ①人材不足 ①勤務業務外に出らえる人材不足。

リーダー取得者数が増えない。お

金、人件費

①現状業務外も含んだ事業計画を管

理者ができるよう。リーダー研修＋

α。シルリハなど新しい情報や研修

を受けた人もフォローアップを受け

るものとしてみる？

①リーダー研修の見直し。協会とし

てのバックアップ体制の明確化。

滋賀県 26 ②包括ケアの理解不足。啓発研修な

どに参加する人がなかなか増えな

い。

②会員の多くが病院PTであり、病院

PTが研修会に参加してくれない。

（病院で開催して参加者数が増え

た）。病院管理者の理解。

②管理者に有益と感じてもらえる研

修であったり、派遣事業を具体的に

上げる。

②管理者研修会の中に、包括ケア推

進の内容を入れ、管理者研修を受け

る人を増やす。

滋賀県 26 ③士会の体制作り ③H26.2　ブロック化。地域包括ケア

に関してのみブロック化。

③士会全体のブロック化の実現 ③理想とする組織化像の提示。県毎

の特徴を踏まえたうえで、POS共同

の組織も。（PTの人口比率・PTの人

口ごと？）

奈良 27 ①県内市町村の現状とPTの参加状況

の把握が不十分

①都市部と山間部とで情報の入り方

が異なる

・市町村リーダーはあるが形式的な

もので、実際は数人で活動している

・市町村と担当者との関係の強化に

温度差

①市町村リーダーと中心にまず集ま

り、市町村の現状を把握

・その市町村に働きかけてもらう

・報酬の出所を考える

①・ポイント？

・公表？

奈良 27 ②市町村より県士会に打診があった

場合にのみ対応を考えられるが、打

診のないところは放置

②県士会として人材を派遣できる体

制が不十分であるので、積極的には

行動できない

②市町村リーダーを中心に活動でき

る人材を増やす

・士会が派遣されるものの収入を担

保する（できるかぎり）

②・ポイント？

・公表？

奈良 27 ③県からのバックアップ要請はある

ものの具体性に欠ける

③県士会側から何をしてほしいの

か、具体的に提示できない

③要望の具体化へ

・県士会の研修会を開催し、その派

遣依頼を県から各所に出してもらう

それを足掛かりに今後も各所から派

遣してもらう

③成功事例の公表



士会の取り組み 協会に期待すること
都道府県 ID 課題 要因・原因

解決策

和歌山 28 ①市町村においても推進していない

ことが多い中、リハ職をどのように

使ったらよいかわからない。逆に

我々もどのように進めていけばいい

かしっかりしたものを持っていな

い。

①市町村行政からの認識不足 ①受け入れできるための組織づくり ①事業に使えるツールを配布により

強化する

・国への働きかけを強化

和歌山 28 ②地域リーダーを設定しているが、

地域差があること

活動できる会員が少ない状況

②会員への啓発不足 ②推進リーダー研修棟で活動できる

会員を増やす支部での組織化強化

②今回のような推進研修会を全国ブ

ロック等で実施する（都道府県士会

支部長を集めて）

推進リーダー研修のシステムを簡略

化できないか

和歌山 28 ③介護予防や地域ケア会議参画に対

しての費用について明確なものがな

く今後進めるにあたりどのように進

めていくかが課題

③自らの特性を言えない、苦手なと

ころ

③・士会として受ける場合

・施設個人紹介との現状の細分化明

確にできれば

③成功例の開示等まとめていただけ

れば

大阪 29 ①各地域における地域包括ケア会

議・介護予防に参画している会員の

把握。各地域の進捗状況の把握。

①以前より介入している場合や、直

接個人に依頼している場合の情報が

薄い。

①各市町村に代表者。細分化により

情報収集。

①支部化に対する予算配分

大阪 29 ②派遣できる会員の質的向上。派遣

に対する環境支援。

②特にケア会議における助言者の質

の向上について、模擬研修では不十

分である。所属長、または、施設長

の理解を得られない場合がある、

②助言者が他の地域のケア会議を見

学できるよう行政に依頼。

②リーダー研修の資料のバージョン

アップ

大阪 29 ③事業の入札。公募に対する対応。

派遣金額の設定。

③一部公募で一般企業と入札を行う

が、体制・金額等について弱みがあ

る。

③責任者会議。府から施設長宛の依

頼。

③プロによる　プロポーサル研修。

プレゼン資料の作成。

兵庫県 30 ①市内にリーダー格のPTがいない。

自発的に連絡会設立などにつながら

ない。

①士会活動に取り組み参加している

PTが市内にいるとは限らず、士会理

事との連絡がとれていない

①士会理事より説明を行い、自発的

に地域包括推進できるようにサポー

ト

①

兵庫県 30 ②POSの連絡会が市内に立ちあが

り、活動を行っているが活動費がな

い市町村がある。

②本来は市で予算を立ててもらうべ

きだと思うが、活動実績がなく交渉

が難しい。

②士会から協会に活動予算について

検討

②協会から３士会や各士会に市町レ

ベルで行うPOS連絡会に予算を設定

するように検討上伸できないか。あ

るいは、各市町レベルに検討を呼び

かけることはできないか？

兵庫県 30 ③兵庫にはいきいき百歳体操が行わ

れている。県が推進しているので定

着率は良い。シルリハをそのまま導

入促進を行うには課題が残る。

③市内でいきいき百歳体操を行うグ

ループが増えている市町は方針を変

えられない？

③シルリハを提案するべくパンフ

レット等を配置。しながらも実現可

能な打開策を検討。

③シルバーリハビリ人材育成部分を

取り出し、市町に提案できるように

検討してもらえないか。

岡山県 31 ①市町村行政の窓口を把握できてい

ない。関係が作れていない市町があ

る。

①行政への働きかけが不十分。行政

職POSが配置されていない市町村と

繋がりが少ない（委託の場合は特

に）

①市町との関係作りのためにPT各ブ

ロック長に依頼（実際にはできてい

ない）

市町村代表などの設定

①各会員へ協会士会活動の理解が進

むよう、養成校教育に職能に関する

内容を盛り込んでいただくように活

動。会員管理システムと県士会との

共有

岡山県 31 ②３職種団体の窓口がPTに偏ってお

り、負担が多い。

②事務局機能が弱い。会員の関係も

影響。

②県士会事務員、事務所を確保す

る。

計画的な県士会費の増額

②外部委託

全国企業に事務員をアウトソーシン

グ、ノウハウ共有

岡山県 31 ③ ③ ③ ③

広島 32 ①広域サポートのための十分なコ

ミュニティがないと状況把握が難し

い。

①広域サポートを可能とするつなが

少なかった

①〇〇サポートとの関係構築をす

る。

①このような情報の共有を。

広島 32 ②士会としてこのような専門職及び

法人の派遣ができるPTがいない。

②派遣は広域を対象としているため

〇〇〇

②〇〇〇 ②人材育成のサポート



士会の取り組み 協会に期待すること
都道府県 ID 課題 要因・原因

解決策

鳥取 33 ①行政担当者（職員）とのつながり

の希薄

POSの認識不足理解されていない、

されようとしない

①病院の仕事中心、在宅へのフィー

ルドを作っていなかった。

・プライドが高い

・POSの広報不足

・後手、フットワークが重い

①・可能な限り地域細分化

・人材発掘・育成

・まずは理事会の意思統一

・行動していく

①・より具体的な（成功例、ツー

ル、方法）用意

・補助金、お金

・みんなから意見貰う

・収益事業

・提案（他県に対して）

・アドバイザー役

・電話一本でメール相談可

・行政から呼んで

・他県との意見交換

・市町村3士会

・生活支援

・コーディネーター現地事業

・見える化

鳥取 33 ②教育体制（質の担保）→依頼が来

ても行く人の能力に差（大）

・新人セラピスト（～3年目）

・地域リハを伝えていく

・中堅が少ない

・行政セラピストの役割が大きい

・一人職務の増加

②・行政セラピスト

・すでに地域に出ているセラピスト

・管理者、企業PT

・集まる機会を作る連携

・フォローアップ体制

②

鳥取 33 ③各施設病院の理解が得にくい→事

務、Dr、管理者

③・考えが後ろ向き

・後手

・説明、説得できる人が少ない

・循環が理解できない

③・管理者ネットワークの充実

・成功事例

・コンサル方法提示

③

島根県 34 ①地域によってPTの隔たりあり。市

町村連携に差あり。（PTが多い地域

に介護予防事業あり）

①人口（医療機関等）に偏りあり。 ①専門職協議会から派遣できる仕組

みを作る。県とブロックに分けて

各々で実情に合わせた対応がとれる

ようにする。

①県や国に対して、PT士会の参画が

進んでいるような働きかけ。

島根県 34 ②介護予防事業、地域ケア会議に参

画するPTが十分でない。

②市町村等の意識や取り組みに差が

ある。

②県高齢者福祉課に協力を仰ぎつ

つ、聞き取り調査を行う。がんのPT

をPRし、イベント開催ができれば。

②リーダー研修の再考。現実的なも

のへ。より後のフォローアップ研

修。

島根県 34 ③人材育成は十分か、マンパワーは

足りるか。

③経験が積めない。フォローアップ

研修出席率低下。職場での理解不足

③フォローアップ研修専門協議会よ

り、各職場へ派遣要請を行う。

③

山口県 35 ①市町との連携・協力が不十分

県とは基金事業がきっかけで連携は

強化できている。

①市町への渉外活動が不十分

顔の見える関係が薄い

県士会の市町での組織化ができてい

ない。

①ブロック単位での組織体制を見直

し、市町に対応できる組織体制づく

りを検討

①他士会の組織体制について参考に

したいため、情報提供をお願いした

い。

山口県 35 ②組織体制（力）が弱い。

リハ３団体協議会に依頼を集約でき

ていない

動き出した市町が少なく経験不足

質の確保

②地域リハ体制がない

事務局が弱い（マンパワー不足）

派遣するPTの経験不足

②リハ３団体協議会をPT士会事務局

が兼ねているため、専従の事務局職

員の充実も含めた事務局機能向上。

派遣できる人材の登録、研修会、OJT

を通じて質の向上を図る。

②事務局の運営に関して、気軽に相

談できる窓口を作っていただきた

い。

山口県 35 ③医師会との連携不足 ③士会が動いていない。

医師会の窓口の顔が見えない。

③まずは、県医師会長と話をする。

そののち、郡市町医師会と話をして

いく。

③都道府県医師会へ介護予防に関す

る周知をしていただきたい。

徳島県 36 ①地域包括システム構築推進にかか

るPTの養成が不十分、人材不足。協

定を結んでいる、リーダー取得者派

遣。

①医療所属機関の温度差。会員周知

不足。興味不足。徒手療法。

①会員の推進リーダー取得率向上。

ホームページに活動内容を載せる。

①推進リーダー研修の内容について

刷新。

徳島県 36 ②市町村の介護予防事業の講師派遣

は増加傾向。地域ケア会議の開催は

少ない、もしくはない。

②PTの専門性や強みを十分説明でき

ていない。困難事例がほとんど。市

町村に温度差。

②市町村への働きかけ。→認定率低

下。介護保険料の抑制。

劇団→市町村への啓発

OJT→会員に対して他職種連携の日調

整を伝える。社会局研修を行う。

②好事例についての資料。（パンフ

レットなど）

徳島県 36 ③推進リーダー研修 ③ ③ ③



士会の取り組み 協会に期待すること
都道府県 ID 課題 要因・原因

解決策

高知 37 ①　市町村で介護予防事業を行って

いるPTは把握しているが、内容や頻

度は把握できていない。ケア会議も

同様。各々の市町村がリストから個

別に選んだor一本釣り

①　直接、市町村とのやり取りでは

なく、県行政担当者を通して、派遣

を行っている。ブロックでの担当者

や市町村担当者がいない。

①　ブロックでの情報集約。市町村

担当者を作る。

①

高知 37 ②　介護予防事業での活動に標準的

なものがない。派遣者がその都度、

検討・準備している。個人のスキル

に依存。

②　取り決めがない。 ②　県リハ3団体の会での検討

・講話資料の作成

・マニュアルの作成

推進リーダー研修以外に蒸気を伝え

る研修

②　事例集を出す。リーダー研修実

践用のテキスト作成。

高知 37 ③ ③ ③ ③

香川県 38 ①事務局が病院の中で業務の間で行

うこと

①費用の問題

適任者の問題

OT,STとの調整

①３士会、３役会議で検討中であ

り、実施可能レベルまで話あり。

①補助金の継続をお願いします。

香川県 38 ②県との連携はできつつあるが、市

町村レベルではまだ不十分

②当委員会の活動が人材育成に偏っ

ているため、行政下働くPTの不在

②PT士会を主として組織を作り直

す。二次医療圏→市町村レベル活動

状況の情報一元化

②今回のような研修会をもって、意

思統一や情報共有を進めて頂きた

い。

香川県 38 ③医師会との連携が不十分 ③会長同士は話をしているが、担当

者の連携が不足

③県の行政の声掛けで現場に合った

話し合いができるようにする。

③日本医師会から各県医師会へ協力

体制を依頼していただく。

愛媛 39 ①県、市町への広報や営業士会内で

の新規事業創設まで至らない

①担当役員、偏重

・所属施設業務への影響

①組織強化（改変）

組織図・理事数（人材役員）（部

門）

・専門職協会設立

・（県・市町との関係構築→医師

会・所属長への理解）

①契約例・保障内容例などの情報の

提示（ノウハウ）

養成（校）カリキュラムの働きかけ

愛媛 39 ②地理的要因（市町との関係づくり

について受け身とならざるを得な

い）

②医師会を中心とした所属長の理解

が把握できていない。

・人口密度、高齢化率と会員分布と

のミスマッチ

②組織改変　専門職協会設立

ブロック支庁機能把握構築

広域派遣調整

回復期・急性期等

・診療所（無床）PT・企業PTの役員

起用、登用（人材・会員）

②

愛媛 39 ③ ③F［岡山県］

・ネットワーク・派遣・教育

・ブロック化・事務局・外部委託

I［鹿児島県］

・関係づくり（3士会、市町村）行政

向け講演会開催、マニュアル作成

（成功、問題、困難事例）

・リーダー研修内容更新

・報告書

③H［大阪］

・組織改変、情報収集

・助言者育成研修

・公募（入札）

C［石川］

・若いスタッフへのグランドデザイ

ン提示

・3士会連携

③・予算

・リーダー研修を含めバージョン

アップポイント指定

・入札、プレゼン資料

・管理者研修の充実

福岡 40 ①福岡県には60市町村ありその内政

令都市が2つあり、2つに関しては独

自に動きまら、他58市町村も、バラ

バラとうごくために、それぞれに対

応や介入が必要となる。

①60と2政令都市 ①個別に対応していくしかない！そ

のためには人と金がいる。今年地域

ケア推進局でも理事3人課長12人いま

もって密に地域（市町村）と関わる

組織としないと！！

①金

福岡 40 ②福岡県理学療法士会としても完全

に一体とは言えず、数名の会員がバ

ラバラと動くため、その方向性の統

一ができない。

②個人 ②話し合っていくしかない！！時間

さがし

②なし

福岡 40 ③60市町村ごとに個別の体操などが

あり、そこに包括指導士や他団体が

すでに介入にありなかなか介入でき

ない。

③PTに取り組みのおくれ ③個別の対応していくしかない！PT

のよさを教えていくしかない。その

ため活動を

③パンフレットの増刷



士会の取り組み 協会に期待すること
都道府県 ID 課題 要因・原因

解決策

長崎県 41 市町や地域包括支援セン

ターの動向や要望などを具体的に把

握できていない。

（現場レベルの需要と供給の状況が

把握できていない。）

・県、県リハ支援センター、ＰＴ・

ＯＴ・ＳＴ県士会の関係は構築され

ている。

・市町では、関係が構築できている

一部の市町以外の情報が全く把握で

きていない。

・県、市町への窓口の一本化に向

け、ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ県士会の事務

局の合併を推進。

・県下の市町の担当部署、地域包括

支援センターなどの現場レベルでの

需要や供給の現状を見える化する作

業を検討。

・県士会の事務局強化に関する支援

の継続と拡充。

長崎県 41 ②　推進リーダー制度の受講人数の

低迷。

（４団体の研修会や長崎大学保健学

科の高度人材育成コースで名称や内

容が類似・重複している。）

②

・上記の４団体で開催する「地域リ

ハに資するリハ専門職の養成研修

会」は３年間で４００名超えの修了

者であった。

・推進リーダー制度（導入研修）

は、各コース年１回の開催で、受講

者は各２０名程度である。

②

・導入研修の運営部署の確立。

・導入研修の運用の見直し。

（類似の研修会との内容の相違を整

理、島嶼部会員への配慮など）

・推進リーダー制度の広報の強化。

②

・推進リーダー制度のｅ－ラーニン

グの受講料の見直し。

・導入研修のカリキュラム（講義資

料）の更新。

長崎県 41 ③　地域包括ケアシステムの構築に

関する活動に計画的・継続的な関与

が困難。

③

・現時点では、県士会内での担当部

門を組織運営特別検討委員会内に設

置。

・独立した専門部門ではないため、

活動目標や予算、実働スタッフが確

立していない。

③

・次年度の組織図改正で地域包括ケ

アシステム推進する専属の部門と専

属の人材の確立を協議。

③

・県士会の地域包括ケアシステムの

活動に関する担当者同士の情報交換

会の開催の継続。

（事前に年間計画を設定。）

熊本 42 ①県下市町村での現状把握ができて

いない。（総合事業・ケア会議）※

PTの参加状況

①県下での情報ネットワーク整備が

不十分。現状の県システムがPT士会

を通らない。

①分野別にネットワーク構築を再考

して、市町村の希望、関わるPTの状

況を把握又、広域リハセンターの情

報収集を再考する。

①人口の多い少ない、PT会員の多い

少ない等の背景が異なる地域の成功

事例を集めて情報を共有する（デー

タベース）

熊本 42 ②リハビリテーション専門職である

PT・OT・STの足並みがそろってい

ない。

②定期的に会合は持たれているが、

それぞれの動きをしている。歩みよ

りがない！

②PT・OT・ST士会に集結し、現在

の連絡協議会を質のあるものとす

る。対応の足並みをそろえる。

②全国レベルの

熊本 42 ③地域包括ケアリーダーの（地域・

介護予防）育成、及び活用が上手く

できていない。

③育成しっぱなし！？人材活用が下

手！質への懸念。

③育成したリーダーの質のたんぽの

目的に研修を重ねる。“出せるPT”を

つくる。又、地域に出る為の環境を

あわせて整備する。名前の公表も含

め「どこに誰が！？」

研修資料の更新

大分県 43 ①通いの場づくりへの参画 ①ケア会議が先行しているが、週１

運動する通いの場をつくるには、熱

意が足りない気がする。

①地域リハステーションなどを作っ

てお金、動ける人材がいる。

市町がどうコミットするか、子育て

世代の時短チームなど

①選考事例の紹介、講習

大分県 43 ②ケア会議助言者の質（コーディ

ネーターへ）

②司会者（行政、包括の人）が変わ

るたびにケア会議の質が下がる。助

言者だが、司会もできるようなワン

ランク上の助言者が必要。

②研修会と意識働きかけ

県への根回し

②

大分県 43 ③障害、小児、予防分野への介入 ③障害、分野はOTに先行された。

予防、腰痛予防はOK

メタボなどはモデル的事業

③障害、小鬼、予防委員会などの設

置、実績づくり。

③選考事例、紹介

佐賀県 44 ①県内各ブロックで事業展開が異

なっている

①担当市町村職員の意識の違い ①県職、市町村職員への顔出し（市

民向け雑誌の配布。市町研修会への

呼びかけ。講師依頼。情報交換会の

実施。

①全国における成功例や事例の情報

公開や相談窓口の設置

佐賀県 44 ②事業主（医師会等）の派遣に対す

る理解に温度差がある

②派遣することにより、事業所業務

に支障をきたす恐れあり

②士会主催の下院理社研修会の主

催。県医師会への協力依頼の挨拶。

メディアの利用。事業内容の説明。

②関連団体への働きかけ。連携強

化。事業展開に対するリーフレッ

ト・雑誌の作成。

佐賀県 44 ③派遣するPTの人材に偏りがある。 ③適材適所からの派遣が難しい。派

遣の在り方・職員数

③活動報告書の有効利用。人材育成

研修会の開催（3団体）。リーダー研

修受講のすすめ。各ブロック活動の

活発化（研修のみではなく。）派遣

メンバー間の情報共有

③人材育成研修のバックアップ。研

修内容の更新。地域事業に参加しや

すい環境作り（行政への働きかけ）



士会の取り組み 協会に期待すること
都道府県 ID 課題 要因・原因

解決策

佐賀県 44 ①医師会の理解（派遣への）所属施

設の理解）

①医師会の事業に対する協力体制、

意思統一が不明

①市町村の医師会長との連携のた

め、研修会講師依頼。懇親会（２地

区）

①今回のような情報支援の場を提供

佐賀県 44 ②市町窓口との関係が希薄（国の制

度にのっているだけ）

②顔の見える関係ができていない。

担当者を知らない。

②市町担当者との研修会、懇親会

実施地区でのブラッシュアップ研修

会（質の担保）→マニュアル作成

②医師会への理解（日本）

佐賀県 44 ③地域の差 ③ ③Keyの団体、顔合わせの機械を作

る。

実施者（派遣者）の意見・感想。課

題を集める。例：会議開催時間、所

属施設の理解、依頼文書

細分化（地区の）

③

宮崎県 45 ①勤務時間内での活動が難しい ①各施設長の理解が得にくい ①会員への協力要請 ①統一したプレゼン資料の作成

宮崎県 45 ②市町村や行政との連携不足。 ②地域により格差あり。

相談窓口が一致していない。

②在籍リストの作成

会員への協力要請

システムの再構築

行政等へのプレゼン

②統一したプレゼン資料の作成

宮崎県 45 ③会員の意識不足 ③会員の危機感不足

人材育成

③地域包括ケアに関する研修会を開

催

③リーダー研修会の資料更新

鹿児島県 46 ①市町村、地区によって温度差があ

る個別ケア会議が開催されない市町

村もある。開催されるも、理学療法

士の参加がない。

①市町村に対して、重要性の説明が

足りない。

①市町村に対して、研修の開催→飲

み会も含める

実際に効果を出している市町村など

へ招待（地区PT理事が同行）

①県などを含む、行政職員に対して

の公園会などの開催

シル・リハの方向性

鹿児島県 46 ②ケア会議の提案者、会議予防事業

のスタッフとして派遣するが、個に

よって差が生じ、一部は住民からク

レームがある。

②研修制度（内容）に問題がある。

実践研修などがない（指導者がな

い）

②研修会内容の更新

リーダー（派遣者）との連絡会（月

齢会）→支部ごと

報告書の作成→公開

②マニュアルの作成と更新

＊問題事例などの公開

鹿児島県 46 ③昼間に開催されるため、スタッフ

の派遣ができないといわれる。

③単位数が重要である。

理学療法士協会名で参加するため、

勤務先でメリットがない。

経営者の理解がない。

③承諾書の作成（地域包括ケアのリ

ハ職重要性のパンフ作成）→経営者

に配布

③パンフの作成

沖縄 47 ①組織課題

士会内での情報共有不足（意思決定

他

①各部、担当理事内でどこまで進め

ればいいのか目的が曖昧

①・業務整理

・各部局との連携

・部員への参画依頼（種まき）

ex）研修、実践者スキルアップ

①担当部局制作、担当を明確にする

・実践者（リーダー）育成

・目的ごとに設定

・推進リーダー取得→研修のような

もの

・取り組みのためのプロセスを考え

る

沖縄 47 ②地域

・いきいき百歳体操

県全体での取り組みが先行している

②リハビリテーション専門職3団体で

行う

様々な課題がある

手が組めない

②士会内での方向性を決め、3団体で

共有する

②介護予防における理学療法士の活

動を具体的に決める（シルリハ等）

マクロ　PT生活型展開

ミクロ　介護予防の活動、県民の健

康に寄与

沖縄 47 ③住民

居場所づくりの展開ができている

（サロンへの広がりが不十分）

③早期より介入しすぎた

・自立支援へ住民

・行政と協会の調整が不十分

③会員への研修

モデルづくり（元気・虚弱）発展系

の介護予防体操を

③先見をの取り組みを理解し、成功

イメージをもつ

運営方針　市町村との協働　介護計

画へ参画（自主的な事業）

沖縄 47 ①組織課題

士会内での情報共有不足（意思決定

他

①各部、担当理事内でどこまで進め

ればいいのか目的が曖昧

①・業務整理

・各部局との連携

・部員への参画依頼（種まき）

ex）研修、実践者スキルアップ

①担当部局制作、担当を明確にする

・実践者（リーダー）育成

・目的ごとに設定

・推進リーダー取得→研修のような

もの

・取り組みのためのプロセスを考え

る



士会の取り組み 協会に期待すること
都道府県 ID 課題 要因・原因

解決策

沖縄 47 ②地域

・いきいき百歳体操

県全体での取り組みが先行している

②リハビリテーション専門職3団体で

行う

様々な課題がある

手が組めない

②士会内での方向性を決め、3団体で

共有する

②介護予防における理学療法士の活

動を具体的に決める（シルリハ等）

マクロ　PT生活型展開

ミクロ　介護予防の活動、県民の健

康に寄与

沖縄 47 ③住民

居場所づくりの展開ができている

③ ③ ③


