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　理学療法士（以下、PT）は、昭和40年の第
1回から現在までの国家試験合格者数累計でみ
ると、13万9,214人（平成28年度現在）お
り、うち老健施設に勤務するのは約6,000人で
ある。
　これからの老健施設における利用者の在宅復
帰は、作業療法士（以下、OT）、言語聴覚士
（ST）とともに、リハビリの最前線で実働部隊
として従事するPTの手腕にかかっているとも
いえる。
　組織率約75％である日本理学療法士協会の
半田一登会長に、老健施設で働くセラピストへ
の期待と、リハビリがめざす今後の方向性など
を聞いた。

東会長がリハビリ強化を明言 
セラピストとして心強い
―近年、介護領域においてもリハビリ重視の
傾向が顕著となっています。
　昨年、大阪で開催された全国介護老人保健施設
大会の開会式で、東憲太郎会長が「これから老健
施設は、リハビリ機能の強化に全力を注ぐことが
重要である。それ以外に、老健施設がこの先、生
き残っていく道はない」という主旨のことを力強
く明言されたのを、鮮明に覚えています。来賓と
して招かれていた私は同じ壇上におり、東会長の
後ろで大きくうなずいておりました。
　老健施設が、内包する多機能を存分に発揮すれ
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ば、これからの地域包括ケアシステムにおいて、
その中核的役割を担うことになるのは必至です。
というよりも、老健施設以外にそれができるとこ
ろはないと思っています。老健施設のもつ機能は、
これからの超高齢社会を支える有力な手法となる
でしょう。
　その全国組織である全老健の会長が「リハビリ
にこれまで以上に力を入れていく」とおっしゃっ
たのは、日本理学療法士協会の会長としても、70
歳の一個人としても非常に心強く、ありがたく
思っています。
―具体的には、平成27年度介護報酬改定で、
通所リハビリサービスにおいてリハマネ加算Ⅱ、
生活行為向上リハ加算、社会参加支援加算が新設
されました。こうした流れについては、どのよう
にとらえておられますか。
　まずは、リハマネ加算Ⅱですが、これについて
は、私はとても意義あることだと評価しています。
一部ではリハマネ加算Ⅰがなくなるかもしれない
などという噂もあったところに、新たに「Ⅱ」を
新設して強化した姿勢は、素晴らしいと思ってい
ます。
　特に、リハビリ会議を開催し、医師も含めた専
門多職種が利用者本人とご家族にきちんと状態を
説明し、今後の具体的目標を共有して、それに向
けた訓練や指導をしていくことが要件として示さ
れたのは、とても意義深いことです。
　ただ、それが真に意図するところに、残念なが

らまだ実質が追いついていないのが現状です。
　その理由は、いくつか考えられます。まず、前
提として、老健施設に配置されるセラピストの数
自体が少ないという物理的な問題があります（次
頁表参照）。
　もう1つ、リハビリを深く理解し、それをマネ
ジメントできる医師の絶対数が、残念ながら足り
ないことも要因です。
　ただし、仮に医師の理解が不十分であったとし
ても、実務当事者である我々セラピストが、この
加算を単なる報酬上のメリットだと考えるのでは
なく、本来の意図を汲んで上手に活用しようと能
動的に考えられればよいのですが、それも十分で
はないように思います。
　そもそも、現場の専門職は往々にして、国がつ
くった制度に対して批判的であったり、傍観して
いたりするものですが、やはり自分のこととして
受け入れなくてはいけないと思います。
　かつて平成26年度の診療報酬改定で「ADL維
持向上等体制加算」の制度設計に関わった際、当
時の厚生労働省の担当課長から言われたものです。
「新しい仕組みや制度は、行政と現場が一緒に
なって育てていかなければ、何をやってもうまく
いかないですよ。だから、これも一緒に育ててい
きましょう」と。
　本来、制度は現場の声から生まれるものです。
できたあとは現場が維持発展させようという意志
をもち主体的に動いていかなければ、制度の真の
意義は発揮されません。現場が評論家となり、
「良い」「悪い」と批評するだけで、前向きに実践
しようとしないのでは、先に進めないということ
です。
　このことは、「生活行為向上リハ加算」「社会参
加支援加算」についても同様です。流れとしては、
リハビリの本質に沿った非常に意義あるものだと
思います。ただ、やはりこちらもまだ実質が追い
ついていないのが現状ではないでしょうか。

高齢者の活動と参加に向け 
深みのある介入が重要
―実質が追いついていないというのは、具体
的にどういうことでしょうか。
　例えば、私が臨床をしていた20年以上前は、
脳卒中の患者が急性期で6か月ほどリハビリをし
て、もうこれ以上状態が変わらないとなったとき、
医師や関係するセラピスト、ソーシャルワーカー
などが一堂に会し、患者本人と家族に必ず面談を
していました。「今日で治療としてのリハビリは
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終わります。残念ながらまひが障害として残って
しまいましたので、これからは障害者として生活
していくことを目的とした維持期のリハビリに変
わります」と伝えるための面談です。
　これは、その時点で医療保険での給付が終わり、
以後、障害者手帳を申請してもらうための区切り
という意味もありました。患者や家族に現状を受
け入れ、その上でできることを見つけ、日々の生
活を取り戻していく覚悟をしてもらうための有効
なプロセスであったように思います。
　ところが介護保険制度施行後、医療給付から介
護給付へ移行する過程で“患者”から“利用者”
へと制度上の呼び方は変わるものの、リハビリを
受ける本人からすれば、受けているサービスは、
同じリハビリなのだという感覚になってしまいま
した。そうなると当然、「もっと身体機能を上げ、
できれば歩けるようにしてほしい」と、リハビリ
にいつまでも治療的効果を期待します。
　患者に提供する医療的リハビリと、障害者に提
供する生活リハビリとは、本来はまったく異なる
ものであるのに、介護保険がそれをわかりにくく
してしまったのかもしれません。
　したがって、近年の介護報酬改定で、介護にお
けるリハビリも障害者に対するリハビリと同じ考

え方で、「活動と参加」を重視したリハビリであ
るべきだとの明確な方向性が示されたことは、大
きな進歩です。
　若い障害者であれば、なくした機能を補うだけ
ですが、高齢者のリハビリでは、加齢により進行
する老化にも対応しなければなりません。しかし、
老健施設の管理医師が老年医学の専門医ばかりで
はないのと同様に、セラピストも医療的リハビリ
の視点しかもち合わせていないことがあります。
それではなかなか、適切な介入ができません。
　例えば、病院や施設では、時間になると食事が
提供されます。施設で自分の前にもってきても
らった食事を介助なく食べられるからといって、
食事面で“自立している”とはいえません。
　同じように、リハビリ室のフラットな床で支え
なく歩けても、傾斜や障害物のある道や、段差や
仕切りのある自宅内を歩けるとは限りません。職
員の見守りのなかで外出できたとしても、やはり
本当の「活動」とはいえない。「社会参加」にし
ても、その人の趣味嗜好を考えず、例えばこちら
の押しつけで絵手紙教室へ通わせて、「はい、社
会参加できましたね」でいいわけはないでしょう。
　つまり、高齢者のリハビリの先にある活動と参
加に向けて、その方の生活歴、趣味嗜好を考慮し

た上での一歩踏み込んだ深みのある介入をするこ
とが重要で、加算をとることが目的となってし
まっては本末転倒だということです。
　そういう意味で、まだまだ実質が追いついてい
ないのではないかと言いました。これは本当に難
しい課題だと思います。

診療報酬改定に向け 10団体で要望 
介護報酬改定でも実務者の意見を
―来年度は、診療報酬・介護報酬の同時改定
となります。次回改定に向けて、日本理学療法士
協会会長としてのご意見をお聞かせください。
　前々回の平成26年度診療報酬改定から、リハ
ビリ領域に関する要望は、リハビリ関連10団体
で協議していくつかに絞るというやり方をとって
います。10団体とは、我々日本理学療法士
（PT）協会のほか、日本作業療法士（OT）協会、
日本言語聴覚士（ST）協会、日本リハビリテー
ション医学会、日本リハビリテーション病院・施
設協会、回復期リハビリテーション病棟協会、日
本リハビリテーション看護学会、国際リハビリ
テーション看護研究会、全国デイ・ケア協会、日
本訪問リハビリテーション協会です。
　だいたい月に1回、実務者会議を開催し、そこ
で各団体が診療報酬に向けての要望をいくつか議
論します。何を取り上げるかは最終的にその上の
会長会議で決まり、そこで取り上げられなかった
要望を、各団体が個別に提出しています。
　10団体でまとまることによる変化は、これま
でのリハビリ領域内における医師とセラピストの
暗黙の上下関係を、比較的フラットにしてくれた
ことです。お互いの専門分野を背景に、対等な立
場で意見交換ができるようになったことは、我々
にとって、うれしい変化です。
　また近年、医療や介護分野におけるリハビリの
重要性が注目されてきたことから、セラピスト3
団体（PT・OT・ST協会）のみの会合にも厚労

省から担当課長が出席し、現場の意見の聞き取り
をしてくれるようになりました。このことも大き
な進歩ですね。というのも、実際に動くのは現場
のセラピストなので、改定は、我々職能団体の意
見が少しでも反映された内容であるべきだと思う
からです。
　先ほど、前回の介護報酬改定で新設されたリハ
ビリ関連の加算に現場の実質が追いついていない
のではないかと話しましたが、その設計をどうす
るかという議論のところで、実務者である我々セ
ラピストの意見が取り入れられるようになれば、
より実用的で、現実的かつ有効なものができるの
ではないかと思います。

健康寿命の延長に貢献するために 
今後は予防のための運動療法に注力
―2025年に向けて、セラピストとしての立
ち位置からの展望などをお聞かせください。
　超高齢社会になって大きく変わったのは、障害

職種

医療 介護

病院
通所系 介護保険施設

通所介護
通所リハビリ

特養 老健施設 介護療養型
老健施設 医療施設

医師 25.3 0.0 0.6 0.7 0.2 1.1 2.6 
薬剤師  5.7 ー ー ー ー 0.3 0.9
看護師 92.9 0.4 0.6 0.7 2.1 5.0 6.4 
理学療法士  8.3 0.1 1.3 1.5 0.1 1.7 1.6 
作業療法士  4.9 0.0 0.8 0.6 0.1 1.3 0.8 
言語聴覚士  1.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.4
管理栄養士  2.6 0.0 0.3 0.1 0.9 1.0 0.9 

 出典：（医療）平成 27年病院報告／（介護）平成 27年介護サービス施設・事業所調査

表　医療・介護施設における1施設・事業所当たりの職種別常勤換算従事者数
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をもってからリハビリをがんばるのではなく、
もっと前から予防しようという介護予防の考え方
が重視されるようになったことです。そのことを、
最近では「予防リハビリ」などといわれるのを耳
にしますが、これは言葉として完全に間違ってい
ますね。
　リハビリテーション（rehabilitation）という
単語が、re（再び）habile（適する・人間にふさ
わしい）ation（～の状態にすること）の要素か
ら成り立っているように、リハビリとは、本来、
人として失った機能や尊厳を再び取り戻すという
意味です。したがって、失っていないものを予防
するというのもおかしな話で、これはリハビリと
いう言葉が正しく理解されていないことを象徴し
ているような気がします。正しくは予防のための
理学療法、もしくは運動療法です。
　“予防リハビリ”などという変な言葉が生まれ
ないためにも、リハビリといえば医療分野の治療
的リハビリのみを指すことにし、それ以外は理学
療法や運動療法と呼ぶようにすれば、わかりやす
いのかもしれません。しかし、多くの人は、PT、
OT、STがやることがすなわちリハビリだと
思っているようです。厳密にいえば、リハビリの
一環としてPTが理学療法を、OTが作業療法を、
STが言語聴覚療法を提供しているのですが…。

　さて、話を戻しますが、今後、予防という観点
においてPTとして重要だと考えるのは、まさに
その運動療法だと思っています。
　運動療法とは、単に体を動かすだけの運動とは
異なり、運動学に基づいたリハビリの1つの方法
論です。若いうちはただの運動でもいいのですが、
高齢者の介護予防の観点から考えると、単なる運
動ではだめで、運動学をもとにした運動療法でな
いと、効果が出ません。さらに高齢者には老化に
よる筋力低下という抗いがたいものもあり、老化
を完全に止めることは不可能でも、運動療法によ
りその進行を緩やかにすることは可能です。
　今後、予防のための効果的かつ安全な運動療法
を、どういうかたちで提供するか。そして、結果
的に日本人の健康寿命を延ばすことにどれほど貢
献できるかを考え、取り組んでいくことが、PT
のこれからの使命だと思っています。
　現在、健康寿命を阻害する最大の要因は、脳卒
中と認知症、それに転倒骨折です。転倒骨折する
高齢者の多くは足首の硬い人で、そういう人への
運動療法こそ、PTの得意技です。
　また、薬を1日に7錠以上飲んでいる高齢者も
多いですね。その薬のほとんどは、生活習慣病か、
痛みなどの症状を緩和するために処方された薬で
す。実は、生活習慣病も痛みも、運動療法でかな
り抑えられます。実際に、私自身が3年前に運動
療法と食事に気をつけることによって体重を
7kg落としたところ、それまで飲んでいた降圧
剤がいらなくなるほど血圧の数値が正常になり、
痛かった膝もすっかり治りました。
　予防としての運動療法には、基本的には医師の
指示は必要ありません。ただし、高齢者ですから、
いつ何があるかわからないので医療との連携は重
要です。
　したがって今後は、医療としてのリハビリを除
いて、介護予防や、活動と参加に重点を置いた老
健施設などで提供するリハビリでは、PTはここ

を担当するからOTはこっちの部分、医師には
生命に関わる部分にのみ責任をもっていただいて
…というように、きちんと役割分担をすればいい
のだと思います。そうやって医療的リハビリとの
違いを明確にしていかないと、地域包括ケアシス
テムの整備も進んでいかないのではないでしょう
か。

在宅強化型に向けた体制整備 
PT・OT・STの配置増を
―最後に、老健施設で働くPTたちに期待す
ることをお聞かせください。また老健施設の管理
者に対してもメッセージをお願いします。
　先日、出席したある会合で、「これからは医療
における医師の役割と、地域包括ケアシステムに
おける医師の役割があるのではないか」という意
見を耳にしました。それを聞いていた私は、それ
はそのままセラピストにも当てはまることだな、
と思いました。
　つまり、セラピストにも病院におけるセラピス
トの役割と、それ以外のところにいるセラピスト
の役割がそれぞれにあるということです。特に、
老健施設では「今後、さらにリハビリを強化して
いく」との明確な方向性が示されたこともあり、
セラピストに期待される役割はこれから大きくな
るでしょう。報酬上でも、通所リハビリにおける
リハマネ加算Ⅱから生活行為向上リハ加算、社会
参加支援加算といった一連の加算が設けられ、背
中を押してくれています。
　厚労省の担当者は、こうした流れの加算を設け
ることで「新しいリハビリのスタイルをつくる」
とおっしゃっていましたが、私は、「いえ、決し
て新しくはありません。リハビリ会議を開催して、
ゴールを決め、そのためのリハビリを実施して、
最終的に社会参加につなげるというのは、リハビ
リの原点です」と言いました。確かに、前回改定
のそれらの加算は、原点回帰でした。

　したがって、本来は専門職としての腕の見せど
ころであるはずですが、残念ながら最初に述べた
ように、それらの意図するところをきちんと理解
しマネジメントして、他の職種を引っ張っていく
ような主体的な意志をもったセラピストが、まだ
まだ少ないことは事実です。
　それは、セラピストがコメディカルとして、医
療のヒエラルキーのなかで、医師の指示のもとに
動くという教育を受けてきたことも要因の1つか
もしれません。医療の枠のなかでは、どうしても
コメディカルは医師の指示待ちになってしまう。
指示待ち状態に慣れてしまうと、物事に対して能
動的に対応できなくなってしまうのです。
　これから2025年に向けて、急性期も含め20
万もの病床が削減される方向に進んでいます。そ
うなったとき、利用者の在宅復帰を促進し、生活
期を支える老健施設へのニーズはいまよりももっ
と増えることでしょう。
　老健施設のセラピストの皆さんには、冒頭でも
述べたように、自ら医師と積極的に連携し、専門
職として自分たちが中心となって、利用者のリハ
ビリマネジメントを引っ張っていくのだ、という
意識に目覚めてほしいと思います。指示待ちのま
までは、専門職としての能力は発揮できません。
これからの社会情勢を鑑み、そのなかで自分たち
が果たすべき役割は何なのかを見極めて、そのた
めの準備をし、提案していく。
　ぜひとも「私はこういうリハビリがやりたい。
うちの施設はこういうふうな体制でやってみませ
んか？」と、施設の他の専門職に提案できるセラ
ピストであってください。
　施設管理者の方には、在宅強化型に向けた体制
整備をするにあたり、充実したリハビリを実施す
るためにも、PTをはじめOT・STの配置を増
やし、セラピストたちが能力を発揮しやすい環境
づくりをしていただきたい。ぜひ、よろしくお願
いいたします。
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