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はじめに：かかりつけ医のリハビリテーション
は地域での包括的障害マネジメント
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1-1 リハビリテーション医学

「障害」を対象にした
医学的リハビリテーションを

実践するための学問・技術の体系

物理医学
Physical Medicine

リハビリテーション
rehabilitation

病気の治療に、光、温熱、水、電気、機械的
力などの物理学的手段を用いる医学の一分野

患者が身体的のみならず、精神的、社会的・
職業的にも正常な生活を営むべく最高のポテ
ンシャルを獲得できるように行う治療と訓練

＋

キーワード：“dysmobility （運動・動作を含めた種々の活動の障害）”
“motor control    （運動調節）”

障害とは「生きることの困難すべて」（WHO)

最大限の

機能回復
最小限の

介護負担

最高
の

QOL

障害
予防
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健康状態

（不調、疾病、妊娠、高齢、外傷、ストレス状態）

心身機能と

身体構造
活動 参加

活動の制限 参加の制約

環境因子個人因子

機能形態障害

（臓器レベルの障害） （個人レベルの障害） （社会・環境レベルの障害）

1-2 障害評価のための国際生活機能分類ＩＣＦの概念

生活機能
functioning

障害disability, 
生活機能低下

背景因子
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1-3  障害者支援の潮流

2007（H19）障害者権利条約 署名

2014（H26) 障害者権利条約 締結・発行

2011（H23） 障害者基本法（改正）

•障害者の定義に難病、発達障害、障害「児」を包含

•社会的障壁

2012（H24) 障害者総合支援法（成立）

•障害支援区分

•計画相談

2013（H25) 障害者差別解消法（成立）

•合理的配慮

共生社会の
実現

Cohesive society
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1-4 かかりつけ医のリハビリテーションの目標

新たな障害の発生予防

（介護予防、生活機能低下への気づき、廃用症候群の予防）

•介護予防事業への協力、フレイルに対するリハビリ的
視点による介護予防指導、伴奏者。

•実際の生活機能変化に対応。

地域でのリハビリテーション医療実践者

• 主たる疾患（脳血管障害、運動器障害、廃用症候群、内科疾患）の運動療法処方。
• 在宅療養の終末期リハビリ、認知症高齢者へのリハビリ的アプローチへの参加・実践。
• 生活機能評価により、介護保険や障害者総合支援法の意見書記入などとともに、医療・福
護のコーディネーター役を務める（多職種協働）。
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1-5 かかりつけ医の役割 ①医療的判断
診察における生活機能評価

• 握力

• 粗大運動：ベッドからの起き上がり、端座位姿勢、車いす

駆動、車いすからの立ち上がり。

• 歩行：歩容、スピード

• 問診：日常生活動作（FIM、BIなど） 転倒歴、併存疾患、与薬確
認、認知面（MMSEなど）、栄養（MNAなど）、社会資源（介護保険
利用状況、身体障害者手帳の有無など）、QOL(SF8など),介護負
担（BIC11など）、個人・環境因子（家族、家屋、経済的問題など）。
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1‐5 参考1 機能的自立度評価法 FIM（Functional Independence 
Measure）
「運動項目」
（1）セルフケア

1. 食事
2. 整容
3. 入浴

4. 更衣（上半身）
5. 更衣（下半身）
6. トイレ動作

（2）排泄管理
7. 排尿
8. 排便

（3）移乗
9.   ベッド、椅子、車いす
10. トイレ

11. 風呂、シャワー
（4）移動
12. 歩行、車いす
13.    階段

「認知項目」
（5）コミュニケーション
14. 理解
15. 表出
（6）社会的認知
16.   社会的交流
17. 問題解決
18.    記憶

FIMレベル
（1）介助者なし
7点：完全自立

（時間、安全性含めて）
6点：修正自立

（補助具使用）
（2）介助者あり
部分介助（自分で50％以上）
5点：監視（または準備）
4点：最小介助

（患者自身で75％以上）
3点：中等度介助

（患者自身で50％以上）
完全介助（介助者が50％以上）
2点：最大介助

（患者自身で25％以上）
1点：全介助

（患者自身で25％未満）

 しているADL(日常
生活活動）で評価。

 最低18点
最高126点

 食事－整容－排便コ
ントロール－排尿コ
ントロール－入浴－
更衣（上下）－トイ
レ移乗－いす・ベッ
ド移乗－歩行－階段
昇降の順に難易度が
配列されることがわ
かっている。

 7段階で反応性に

優れ、認知項目が
ある。
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1-5 参考2 バーテル・インデックス
Barthel index; BI

自立 部分的 全介助

食事 10 5 0

移動 15 10～5 0

整容 5 0 0

トイレ 10 5 0

入浴 5 0 0

歩行（車いす）
15

（5）
10

（0）
0（0）

階段昇降 10 5 0

更衣 10 5 0

便失禁 10 5 0

尿失禁 10 5 0

 できるADLで評価。

 最低0点、最高100点

 10項目、3段階で簡便。
細かな変化はとらえにくい。
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図9

生活機能
Function=

Physical capabilities X medical management

X motivation

Social, psychological, and physical environment 

Essentials of Clinical Geriatric (sixth edition 2009) p58 

自己決定と尊厳

1-6 かかりつけ医の役割 ②意欲を支える

生活機能を規定する諸要因の関係



1-7 かかりつけ医の役割 ③その他の関わり

高齢者

• 介護保険の主治医意見書
記入。

• ケアプランへの助言：ケ
アマネジャー等主催の
サービス担当者会議へ出
席する。介護予防、通
所・訪問サービスや介護
保険施設の選択支援、介
護者への負担軽減支援。

• 地域ケア会議への参加。

障害者

• 障害特有な医学的問題への対応の
ため専門医へつなげる。

• 障害者総合支援法の障害支援区分
の医師意見書記入。

• 障害者の家庭復帰、社会参加を支
援する：閉じこもり予防目的など
で通所施設を利用する。障害者総
合支援法などで利用可能なサービ
スを紹介。

• 障害者の健康管理。
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「地域包括ケアシステムにおけるかかりつけ医の
生活期リハビリテーションへの対応マニュアル」

厚生労働省平成28年度老人保健健康増進等事業（老人保健事業推進費等補助金）
「地域包括ケアに向けた、かかりつけ医の関与と訪問リハビリテーションのあり方に関する調査研究事業」
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2-1 “介護予防”に対する考え方

H24年度版 H27年度版
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2-2 介護保険の地域支援事業
新しい介護予防・日常生活支援総合事業
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地域リハビリテーションの体制について

関係団体（例）
都道府県医師会、病院協会、老人保健施設協会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、理学療法
士会、作業療法士会、言語聴覚士会、栄養士会、歯科衛生士会等

都道府県リハビリテーション支援センター
・地域リハビリテーション広域支援センターの支援
・リハビリ資源の調査・研究
・関係団体、医療機関との連絡・調整

地域リハビリテーション広域支援センター
（二次医療圏等の中核的リハビリ医療機関など）

地域住民の相談の対応支援
①地域住民の相談への対応に関

わる支援
②福祉用具・住宅改修等の相談

実施に係る支援

地域のリハビリ実施機関の従
事者への援助・研修

①施設に出向いて行う従事者へ
の援助

②リハビリ従事者に対する研修

連絡協議会の設置・運営

・地域における関係団体、患者の
会、家族の会等からなる協議
会

【市町村】
・地域ケア会議の実践・充実
・地域支援事業の充実・強化
・市町村職員、地域包括支援センター職員、介護予防事業所職員の知識の向上や

リハビリテーションの視点からの自立支援などに資する支援

【都道府県】
介護予防市町村支援事業

（介護保険事業費補助金）

○リハビリテーション専門職等の広
域派遣調整事業

・リハビリテーション専門職等の広域的な派遣調
整

・派遣にあたり、市町村事業等に必要な知識（活
動と参加に焦点を当てたアプローチ）を習得さ
せるための研修会の実施

【国】
○国→都道府県

・介護予防市町村支援事業
（介護保険事業費補助金）

○国→市町村
・地域支援事業交付金

リハ職等の派遣

※地域リハビリの調整
※地域リハビリテーション活動支援事業の

活用

介護保険事業費補助金
（都道府県へ1/2補助）

地域支援事業交付金

都道府県リハビリテーション協議会
・都道府県及び地域における連携指針の作成
・都道府県及び地域リハビリテーション広域支援センターの指定に係る調整・協議

（リハ職派遣に係る謝金 等）

委託費等

謝金等

・協
議
会
の
運
営
経
費
（委
員
の
謝
金
等
）

・都
道
府
県
及
び
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
広

域
支
援
セ
ン
タ
ー
委
託
費

等

厚生労働省作成資料 図14



2-3 介護予防に関する運動療法の原則
• 高齢になるにしたがい、また障害によって筋力・
持久力ともに個人差が大きいのが特徴。運動療法
前の筋力、痛み、バランス能力などで内容は個別
に決まる。

• 高齢者、障害者にもフィットネス（体力）は必要。
目的は心理的効果→生活の活発化。

• 筋力維持・向上と持久力アップは別とする考えも
あるが、多くの運動はいずれにも有効。使わなけ
れば衰える。

• 筋力増強の一般原則：ややきつい、運動回数10～
15回、2～3セット、週2～3回、

• 身体活動度を上げること、たとえば歩行（散歩、
ウォーキング）を推奨。

20最大運動

19非常にきつい

18

17かなりきつい

16

15きつい

14

13ややきつい

12

11楽である

10

9かなり楽である

8

7非常に楽である

6安静

自覚的運動強度

無酸素性作業
閾値ATの
運動強度

≒最大100％
とすると
約60％、

日常生活では
「速歩」
（4.0METs), 

HR130/分前後

図15



歩数（歩）
早歩き

時間（分） 予防できる病気
2000 0 寝たきり
4000 5 うつ病

5000 7.5
要支援・要介護、認知症（血管性認知症、アルツハイマー病）心疾患（狭
心症・心筋梗塞）
脳卒中（脳梗塞、脳出血、くも膜下出血）

7000 15
がん（結腸がん、直腸がん、肺がん、乳がん、子宮内膜がん）動脈硬化、
骨粗しょう症、骨折

7500 17.5
筋減少症、
体力の低下（特に75歳以上の下肢筋力や歩行速度）

8000 20 高血圧症、糖尿病、脂質異常症、

メタボリックシンドローム（75歳以上の場合）

9000 25 高血圧症（正常高値血圧）、高血糖、

10000 30 メタボリックシンドローム（75歳未満の場合）

12000 40 肥満

1日当たりの「歩数」「中強度活動（早歩き）時間」と「予防（改善）できる病気・病態」
青栁幸利 活発を測る：活動計を用いた日常生活の身体活動計測（中之条研究） Jpn J Rehabil Med vol.52 No.1 2015

2-4 歩行による疾病予防の報告例

図16



2-5 かかりつけ医と“介護予防”

健康感の

維持

• 障害があっても高齢であっても主
体として生きる

高い生活機能を

保つ

• 医療的問題の整理

• 栄養

• 薬の整理

• 運動療法（生活活動アッ
プ）指導

• モチベーションの維持

地域リハビリテーション •リハビリ専門職を生
かした地域つくり

地域リハビリテーションとは「障害
のある子供や成人・高齢者とその家
族が、住み慣れたところで、一生安
全 に、その人らしくいきいき と し
た生活ができるよう、保健・医療・
福祉・介護および地域住民を含め生
活に関わる あらゆる人々や機 関・
組 織 が リハビリテーションの立場
から協力し合って行なう活動」のす
べてを言う。
日本リハビリテーションン病院・施設協会 2016

地域資源の
育成

自治体と
の連携

ツールとして地域
ケア会議

図17



3-1 回復期リハビリテーションを支える
回復期リハビリテーション病棟

• 入院料の算定開始日 ： 発症後２ヶ月以内 （靱帯損傷等は１ヶ月）

• 入院基本料は 「包括払い」
回復期リハビリテーションを利用できる人の用件 入院上限期間

脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、脳腫瘍、脳炎、多発性硬化症などの発症後又は手
術後２ヶ月以内の方 １５０日

高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頚髄損傷及び頭部外傷を含む多部位
外傷の場合、発症後（手術後）2ヶ月以内の方 １８０日

大腿骨、骨盤、脊椎、股関節、膝関節の骨折又は2肢以上の多発骨折の発症後又は手術
後2ヶ月以内の方 ９０日

外科手術又は肺炎等後の安静による廃用症候群を有し、手術後又は発症後2ヶ月以内の
方 １２０日

大腿骨、骨盤、脊椎、股関節、膝関節の神経・筋・靱帯損傷後1ヶ月以内の方 ６０日

股関節又は膝関節の置換術後１ヶ月以内の方 ９０日
図18



3-2 回復期リハビリ専門病棟の実際
• 訓練量

1日に算定可能なのは6～9単位/患者1人

（1単位＝20分、120～180分/日）

• 1単位は脳血管疾患等で 100点～245点．

• 回復期リハビリテーション病棟入院料

1642～2025点/日．

目標設定

見直し

目標再設
定

カンファ

退院

回復期リハ病棟の流れ

カンファ

脳血管疾患 運動器 廃用症候群 心大血管 呼吸器

施設基準Ⅰ 245点 185点 180点 205点 175点

施設基準Ⅱ 200点 170点 146点 125点 85点

施設基準Ⅲ 100点 85点 77点

疾患別リハビリテーション料の点数表

入院

図19



3-3 脳卒中例にみる回復期リハビリテーション

医

療

リ
ハ

介
護
・
福
祉

脳治療
・点滴/手術

・リスクコントロール

・早期離床

・二次性廃用の予防

・集中リハによる機能回復

在宅 介護保険による生活リハ

2Ｗ～2Ｍ 6M

介護保険の申請

・装具作成（医療保険）

身体障害者手帳の申請

・ホームプログラム指導

病状説明⇒退院

病状説明⇒退院

リハビリ病院転院 主な後遺症：痙縮、異常感覚（肩、痛み）、う
つ、脳血管性認知症、症候性けいれん、膀胱直
腸障害、嚥下障害、

・体調管理

・再発予防

精神障害者保健福祉手帳の申請（高次脳機能障害） ・障害年金手続

廃用

障害支援区分認定（障害者総合支援法）

装具作成（身障法）

・施設利用の可能性あり

入所審査通過後の待機期間
を踏まえて手続きを行う
（家族施設見学・面談→書類審査
→病院訪問→入所待機）

介護老人保健施設（老健）
介護老人福祉施設（特養）
サービス付高齢者向け住宅（サ高住）
有料老人ホーム（介護付）

認知症高齢者グループホーム

介護療養型医療施設
医療療養型施設

脳卒中連携パス

図20



関連ネットワーク（アイウエオ順）
①神奈川県西部脳卒中地域連携懇話会
②神奈川東部脳卒中連携の会
③神奈川脳神経科医会
④郡市医師会脳卒中地域連携担当理事
連絡協議会

⑤県央地区脳卒中地域連携パスの会
⑥晃友脳卒中連携の会
⑦相模原北部脳卒中医療連携の会
⑧首都圏脳卒中連携パス
⑨脳卒中連携医療連絡会
⑩藤沢脳卒中ネットワークセミナー
⑪Brain Attack Network 
⑫三浦半島脳卒中ネットワーク（MSN研究会）

⑬横浜西部脳卒中地域連携の会
⑭横浜南部脳卒中ネットワーク
⑮横浜脳卒中地域連携懇話会
⑯横浜脳卒中・リハ連携研究会（Y-CIRCLE）

⑰YS-NET

長谷川泰弘（代表世話人/神経内科）
西山 和利（副代表世話人/神経内科）
松前 光紀（副代表世話人/脳神経外科）
田中 章景（副代表世話人/神経内科）
市川 博雄（世話人/大学・神経内科）
隈部 俊宏（世話人/大学・脳神経外科）
瀧澤 俊也（世話人/大学・神経内科）
上田 直久（世話人/大学・神経内科）
榊原陽太郎（世話人/大学・脳神経外科）
田中雄一郎（世話人/大学・脳神経外科）

馬場 泰尚（世話人/大学・神経内科）
寺田 友昭（世話人/大学・脳神経外科）
隈部 俊宏（世話人/大学・脳神経外科）
山田 昌興（世話人/大学・脳神経外科）
今福 一郎（世話人/急性期病院）
岩井 良成（世話人/急性期病院）
梅沢 武彦（世話人/急性期病院）
北村 佳久（世話人/急性期病院）
小山 主夫（世話人/急性期病院）
城倉 健 （世話人/急性期病院

高橋 竜哉（世話人/急性期病院）
田中 良英（世話人/急性期病院）
長倉 靖彦（世話人/急性期病院）
新江 良一（世話人/急性期病院）
廣田 暢夫（世話人/急性期病院）
丸山 路之（世話人/急性期病院）
持松 泰彦（世話人/急性期病院）
山田 勝 （世話人/急性期病院）
朝倉 昌人（世話人/回復期リハ病院）
鈴木 龍太（世話人/回復期リハ病院）

阿部 仁紀（世話人/回復期リハ病院）
村井 政夫（世話人/回復期リハ病院）
太田 誠志（世話人/クリニック）
倉田 彰 （世話人/クリニック）
田口 博基（世話人/クリニック）
丹羽 義和（世話人/クリニック）
笹尾 正人（世話人/クリニック）
板東 邦秋（世話人/クリニック）

（顧問）黒岩義之（名誉顧問） 桑名信匡 杉谷 雅人 高木繁治 田口芳雄 長堀 薫 藤井清孝 宮坂佳男 望月秀樹 山下俊紀

神奈川脳卒中地域連携パスのダウンロード先 http://www.kanagawa.med.or.jp/link/nousocchuu/1/index.html （神奈川県医師会HPより）
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3-4 脳卒中後のかかりつけ医のマネジメント

• 再発予防のための医学的管理と生活習慣指導：血圧管理、糖尿病コ
ントロール、抗血小板療法、抗凝固療法、禁煙、飲酒、栄養・食事
管理

• 身体障害の管理：片麻痺、義肢・装具、拘縮・痙縮予防、疼痛、
ホームプログラムによるセルフトレーニングと体調の自己管理指導

• 心理的支持：意欲の維持、うつ状態への対応

• 専門医へのコンサルト、連携：リハビリテーション科、整形外科、
精神科、脳外科、神経内科、眼科、皮膚科

• 地域資源への連携：身体障害者手帳取得の有無、介護保険主治医意
見書、介護保険による通所・訪問サービス、障害者総合支援法、障
害支援区分医師意見書
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3-5 脳卒中後状態像別リハビリアプローチ
障害の全体像
要介護度

軽度
支援1・2

中等度
要介護1・2・3

重度
要介護4・5

リハビリ介入の目的 フィットネス、
体力作り

潜在能力を引き出し、
活動範囲を広げる
（ADLの拡大）

清潔などのための
ケアに役立てる

麻痺・補装具など 装具なし、実用手 歩行目的で杖や短下肢装具が
必要

移乗目的で短下肢装具、
移動には車いす使用

具体的なリハビリプ
ログラム

ストレッチ、散歩 ストレッチや歩行による体力
強化

ケアに必要な姿位確保のため
関節可動域訓練

利用可能な介護保険
のリハビリテーショ
ンサービス

通所リハ

訪問リハ（外出訓練、
復職支援など）

通所リハ
訪問リハ(トイレ・浴室利用、
外出準備）

訪問看護

訪問リハ（ベッド上動作訓練、
介助指導）

環境設定（福祉用具利用や住宅改修）/ 福祉介護の社会資源の活用
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3-6 高齢者の骨関節疾患
高齢者の骨折は転倒、つまずきによるものが多い。予防第一。

大腿骨頸部骨折、橈骨遠位端骨折、上腕骨近位端骨折、脊椎圧迫骨折

評価内容 素点

1.過去1年間に転倒歴あり. 5

2.背中が丸くなってきた.
（骨粗鬆症による円背）

2

3.歩く速度が遅くなった. 2

4.杖を使っている.
(転倒不安がある）

2

5.毎日5種類以上の薬を飲ん
でいる. （持病が多い）

2

7点以上で要注意 高齢者転倒リスク簡易評価表
鳥羽研二他：日老医誌2005;42:346-352より引用）

 何よりも、早期離床・歩行能力の再獲得
が重要。ただし歩行レベルは1段階低下す
ることが多い。

 大腿骨頸部骨折クリニカルパスあり。問
題なければ、退院までおおむね30日程度。

 精神機能低下に注意。

 高齢者では部分荷重が困難なことが多い。

 人工骨頭では脱臼注意。
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4-1 終末期リハビリテーション：がん

リハビリの
分類

時期 リハビリの目的

予防的
（ preventive ）

癌診断後の早期。手術、放射線、化学
法の前から。
・機能障害はまだない。

機能障害の予防

回復的
（ restorative ）

基本的に、再発・転移はまだない時期。
・機能障害、能力低下が存在。

最大限の機能回復

維持的
（ supportive ）

腫瘍が増大している時期。再発、転移
・機能障害が進行しつつある。

セルフケア、運動能力の維
持、改善

緩和的
（ palliative ）

終末期 QOL改善

（ Dietz JH：Rehabilitation Oncology, John Wiley & Sons、New York, US, 1981 から引用、一部改変 ）
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4-2 地域でのがん末期リハビリテーション

• 疼痛緩和 物理療法（温熱、マッサージなど）の活用
リラクゼーション、座位補助具、

• 浮腫緩和 リンパドレナージ主体、マッサージ

• 良肢位の調整 ポジショニング、マットレスやクッションの工夫

• 呼吸苦の緩和 呼吸法、呼吸介助、リラクゼーション

• 離床計画 体を起こす、車いす座位をとる、その介助方法

• 脊髄障害/髄膜播種などによる脊髄症状 環境設定（ベッドや車い
す周辺）

• 心理的支持 アクティビティー、会話や訪問そのもの
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4-3 非がん末期のリハビリテーション

• 対象：神経難病、認知症、老衰、呼吸器疾患、慢性心不全など。

• 非がん疾患は長期ケアの延長上に終末期ケアがある。

• それぞれの疾患・状態像に対し、可能であればこれから起こりうる
ことを主治医およびケアスタッフで共有できるとよい。意思決定支
援、成年後見制度の導入の検討など。

• ケアとともにリハビリテーション実施。原則として、廃用disuseと過
用overuseに注意。体調が重要。小さなイベントに極端に反応して機
能障害が進む。（転倒、小さな検査や手術、感冒などによる安静、
その他）。大きなイベント（全身麻酔の手術、入院など）について
は、病状進行状態とともに主治医等とケアや治療の優先順位の確認
が必要。

図27



保険種類 訪問主体 算定項目 報酬単価 依頼方法

介護保険
（介護報酬）

・医療機関
・老健施設
＜例１＞

・訪問リハビリテーション費
（「訪問リハビリ１、２」）
・サービス提供体制
強化加算

①302単位/回（１回20分以上）
②6単位/回
（条件：３年以上勤務のリハビリ専門職配置）

診療情報提供書
（「診療情報提供料Ⅰ」）
※主治医から3ヶ月毎にリハビ
リ専門医に対し
情報提供

・短期集中リハビリ
テーション実施加算

・社会参加支援加算

200単位/日
（退院・退所日又は新たな要介護認定日から３月以内）
【リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）60単位/月】または
【リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）150単位/月】の算定が必要

17単位/日

・訪問看護
ｽﾃｰｼｮﾝ

＜例２＞

・訪問看護費 310単位（20分未満、訪問看護（Ⅰ）１）

463単位（30分未満、訪問看護（Ⅰ）２）

814単位（30分以上60分未満、訪問看護（Ⅰ）３）

1,117単位（60分以上90分未満、訪問看護（Ⅰ）４）

302単位（1回20分以上、理学療法士等の場合）

訪問看護指示書
（「訪問看護指示料」）
※１日～6か月（最長）が

有効期限

医療保険
（診療報酬）

・医療機関
＜例３＞

・在宅患者訪問リハビリ
テーション指導管理料

（理学療法士等）

300点/単位 （１単位20分以上、同一建物居住者以外）

255点/単位 （１単位20分以上、同一建物居住者）

診療情報提供書
（「診療情報提供料Ⅰ」）
※他医療機関に訪問看護・訪問リ
ハビリを依頼の場合

・訪問看護
ｽﾃｰｼｮﾝ

＜例４＞

・訪問看護基本療養費

Ⅰ（※1）、Ⅱ （※2）

週3日目まで 5,550円/日
週4日目以降 6,550円/日

訪問看護指示書
（「訪問看護指示料」
300点/月１回）
※１日～6か月（最長）が有効期限・訪問看護基本療養費Ⅱ

（※３）

週3日目まで 2,780円/日
週4日目以降 3,280円/日

・訪問看護管理療養費
（1日1回につき）

月の初日
＊機能強化型訪問看護管理療養費1 1万2400円/日
＊機能強化型訪問看護管理療養費2 9,400円/日
＊それ以外 7,400円/日

月の2日目以降の訪問日 2,980円/日

（※１）・・・同一建物居住者以外
（※２）・・・同一建物居住者、

同一日に２人
（※３）・・・同一建物居住者、

同一日に３人以上

平成28年4月1日改正5-1 リハビリ専門職・機関との連携 制度によるリハビリ専門職の訪問サービス平成28年4月1日改正
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5-2 リハビリ専門機関への連携：装具・義肢
（福祉機器・ロボティクス）

• 脳血管障害の半数以上に装具必要。

• コルセット、膝装具も有用。

• 義肢も、“処方”で可能。

• ロボット利用：マイスプーン®、パロ®、HAL®（2016.4月医療保険
の診療報酬上で評価）、移乗介助ロボット（装着型、非装着型）、
移動支援（屋外型、屋内型）

• 脳卒中リハビリテーション支援用ロボットの開発中。

• 機能障害とのマッチング、費用対効果の検討が重要。
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5-3 リハビリ専門機関への連携

• 麻痺による痙縮コントロール

• 重複障害：脳卒中+がん、脳卒中+糖尿病性壊疽による切断、脳
卒中+大腿骨頸部骨折など。がん骨転移、脊髄圧迫症状、膀胱
直腸障害

• 脳卒中後慢性期麻痺に対する新たな治療法（CI療法、反復経頭
蓋磁気刺激、経頭蓋直流電気刺激、川平法、EMG-NMES、
HANDS療法、BMIリハビリ、練習支援型ロボットなど）

• 障害者運転関連
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5-4 リハビリ専門機関への連携：高次脳機能障害
• 注意障害、記憶障害、遂行機能障害、失語症、社会的行動障害など。

• 脳血管障害によるものが約80％、外傷性脳損傷が約10％。外傷性脳損傷
は２相性、若年者では交通外傷、高齢者では転倒・転落が原因。

• リハビリ専門機関では神経心理学的検査（例 記憶障害：リバーミード
行動記憶検査、注意障害：トレイルメイキングテスト、遂行機能障害：
ウィスコンシンカード分類検査、など）を行い、評価。病識・障害理解。
代償手段の獲得。家族・環境調整。生活訓練、職能訓練。

• 社会資源等利用支援：介護保険サービス、障害者総合支援法サービス、
（地域活動支援センター、就労支援機関への連携、自立支援医療用診断
書）精神障害者保健福祉手帳診断書、障害年金診断書、成年後見制度。
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制
度
間
の
優
先
順
位

１
• 損害賠償制度、労災

２
• 介護保険法

3
• 障害者総合支援法

4
• 生活保護法

高い

低い

身体障害者福祉法

医療保険

6-1 障害等で使用可能な主な社会制度
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6-2 介護保険のサービス
• 65歳以上、介護保険料を納めている人

• 40歳以上65歳未満：特定疾病（がん末期、関節リウマチ、ALS、OPLL、
骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、糖尿病性神経障害・腎
症・網膜症、脳血管疾患、ASO、両側の膝関節または股関節に著しい
変形を伴う変形性関節症、など16種類）

• 区分：要介護認定、主治医意見書、非該当、要支援1・2‐要介護1～5

• ケアマネジャー：要支援1・2は包括支援センター、要介護1～それ以
外。支援度・介護度によってサービス制限、料金の限度額がある。

• リハビリ専門職の配置は、訪問リハ、通所リハビリ（デイケア）。

訪問看護ステーション所属のリハビリ専門職あり。
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6-3 身体障害者手帳、
精神障害者保健福祉手帳

• 肢体不自由（上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の発症のもの）、音声機能・言
語障害またはそしゃく機能障害、視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、心臓
機能、じん臓機能、呼吸器機能、膀胱または直腸機能障害、小腸機能、ＨＩＶ、
肝臓機能。

• 高次脳機能障害は精神障害者保健福祉手帳を検討。2年ごとの更新必要。

• 診断書は指定医。（身体障害者福祉法第15条）

• 障害発生後すぐには交付されない。脳血管障害ではおおむね発症6ヶ月後からが
目安。再認定の判断が義務付けられた。

• 「加齢または精神機能の衰退に起因する日常生活動作不能の状態はそれをもっ
て身体障害とは認定できない」

• 障害程度別該当事業：医療費助成、住宅設備改造費助成、紙おむつ支給、福祉
タクシー券の交付、各種税金の控除、テレビ受信料・携帯電話の料金割引など。
精神障害者保健福祉手帳は別途。市区町村の該当窓口で要確認。 図34



6-4 障害者総合支援法のサービス

• 身体障害者、知的障害者、精神障害者（発達障害を含む）、難
病等（358疾病）が対象範囲。

• 自立支援給付（介護給付、訓練等給付）と地域生活支援事業
（各市区町村・都道府県単位、移動支援、地域活動支援セン
ター、福祉ホーム）

• 利用には各種障害者手帳+障害支援区分認定（区分1～6、区分6
の方が必要とされる支援の度合いが高い、医師意見書）、サー
ビス等利用計画相談、モニタリング（サービス等利用計画の見
直し）あり。

• 補装具の給付、日常生活用具の給付、住宅設備改修費の助成。
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まとめ

• 病気を治すだけでなく、その後の生活機能低下、すなわち障害
をみるという医師の多機能化が求められている。包括的障害マ
ネジメントがリハビリテーションである。

• 生活機能低下、特に活動と参加にダイレクトにアプローチする
リハビリテーションは、その後の生活を支え、希望を創造する。

• かかりつけ医はリハビリテーションを知識として持つことで、
自ら実践するだけでなく、リハビリ処方や訪問看護師指示書、
介護予防事業への協力で専門職を動員できる。
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