
自立支援の観点から
～身体機能向上できたら何ができる？～

エミナス訪問看護ステーション
理学療法士 保科渡



身体機能向上できたら何ができる？

膝や腰の痛みが
取れたら？

肩が挙がるよう
になったら？

首が動くように
なったら？

注意をいろんな
ところに向けるよ
うになったら？

片脚立ができる
ようになったら？

階段が登れるよ
うになったら？

歩く距離が伸び
たら？

起きている時間
が増えたら？



目的のためには何が必要？

夫婦で花見に
行くには？

孫と蕎麦を食
べに行くには？

買い物をする
には？

畑仕事をする
には？

家事をするた
めには？

転んで怪我を
しないようにす
るには？

家族で温泉に
いくには？

今の機能を維
持していくため
には？



自立・目標を決める



例）夫婦で花見に行くには…
↓

どんなADL動作が必要か？
↓

どんな身体機能が必要か？



例）膝や腰の痛みが取れたら…
↓

どんなADL動作ができるようになるか？
↓

どんな目標が達成できるか？



ボトムアップ ＜ トップダウン



訪問リハビリにおける問題点
訪問は、明確なゴールが設定出来ない事が多く、目標達成となっても惰性で訪問を継続する

事が多い

訪問リハビリとしての法律上の指針や会社指針が明確でない

経験年数によって、ゴール設定が違うことがある。何を基準にベテランがゴールを決めている

のか不明瞭

そもそもゴールという言葉の持つイメージが人によって異なるため、誤解を生じやすい



「訪問は、明確なゴールが設定出来ない事が多く、目標達成と
なっても惰性で訪問を継続する事が多い」



ゴール設定が曖昧だと、過程（リハ
ビリ）も漫然としてしまう

例）歩行機能の維持 ⇒ 歩行トレーニング？

現在の暮らしを継続する ⇒ ADLトレーニング？

安全な生活を送る ⇒ 家族への介助指導？



ゴール明確にすると、評価（リハビリ）も
明確になる

例）歩行機能の維持 ⇒ 歩行トレーニング？歩行距離で評価？

👉トイレ歩行の獲得・維持 ⇒ ベッドからの起立、立位バランス、歩行耐久性、トイレへの動線確保..etc

現在の暮らしを継続する ⇒ ADLトレーニング？バイタル確認？

👉床上の生活様式、床からの立ち上がり、環境設定、動線の安全性確保、椅子上での食事動作..etc

安全な生活を送る ⇒ 家族への介助指導？活動量をコントロール？

👉転倒、家事動作、誤嚥、脱水、熱中症、長期臥床..etc



評価で数値化（見える化）

Sit to Stand-5

10m 歩行時間

SF-３６

片脚立位保持

FRT（ファンクショナルリーチ）

FIM（しているADL評価）
BI（できるADL評価）

FFD（Finger Floor Distance）

ROM（Range Of Motion）

MMT（徒手筋力検査）

握力測定

感覚検査

DTT（深部腱反射）嚥下反射

RSST（反復嚥下唾液テスト）

HDS-R（長谷川式認知機能テスト）

MMSE（認知症スクリーニングテスト）

RPE（自覚的運動強度）



ゴール明確にすると、評価（リハビリ）も
明確になる

例）歩行機能の維持 ⇒ 歩行トレーニング？歩行距離で評価？

👉トイレ歩行の獲得・維持 ⇒ ベッドからの起立、立位バランス、歩行耐久性、トイレ動作..etc

ベッドからの起立：Sit to Stand-5（22秒→14秒）

立位バランス：閉脚立位・片脚立位保持時間（閉眼閉脚立位保持３秒以下→閉眼閉脚立位保持20秒）

歩行耐久性：６分間歩行テスト、規定距離を歩行前後のバイタルやRPE（自覚的運動強度）の変化

（20ｍ歩行後のBolg Scer 13→9）

トイレ動作：立位保持時間、下肢筋力（MMT）、立位バランステスト、下位更衣動作（FIM）

（下肢筋力MMT４→５、FIM下位更衣2点→４点）



惰性も悪くない

どんな仕事でも、目標を達成することが重要。

目標を可視化（数値化）すると達成度を把握しやすい。

しかし、数値で表せられないセラピストや看護師、CMなどとの関係性・

信頼関係は確かに存在します。

惰性で、かかりつけ療法士や良き相談相手としての介入も悪くない。

本当にまずいのが曖昧なゴール設定と、効果のない漫然としたリハビリ



「訪問リハとしての法律上の指針や会社指
針が明確でない」



訪問リハビリとは

平成12年より、基本的に介護保険下での訪問リハビリテーションが開始となった。

主治医が必要と判断した要介護者の自宅に、理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門職が訪問しリハビリ
テーションを提供します。

サービスを利用する高齢者の心身機能の維持・回復や、日常生活の自立を目指したリハビリを提供して
います。

本来リハビリは、病気や怪我などによって障害を負った人が、元通りの生活を送るための訓練を行うものですが、
高齢者のリハビリは、運動機能や栄養状態といった身体機能の改善だけを目指すのではなく、生きがいや自己
実現を支援し、生活の質（QOL）の向上を目指すことが目的となっています。

現在では、生活の活性化と社会性の獲得・社会参加とさらに「活動する・社会参加すること」に重きを置い
たものになっています。

その理由としては、高齢化が進み医療費や介護費が増大していることから「健康寿命延伸」「予防医療・介
護」が重要視されるようになったことが挙げられます。



生活の質
（QOL）

一個人が生活する文化や

価値観のなかで、目標や

期待、基準、関心に関連し

た自分自身の人生の状況

に対する認識



そもそも高齢者が対象
骨格筋量の維持のためには高齢者は若年者より多くのタン

パク質摂取が必要。

高齢者の一日の推奨タンパク質摂取量

0.8-1.2ｇ/ｋｇ

例）75歳 男性 体重50kgの場合

タンパク質摂取の推奨量は40ｇ-60ｇ

👉鳥のささみだと 約150g-220g（写真は243ｇ）



独自の方針が必要

QOLは明確に数値化しにくい、なぜなら各々
の価値観における生活の質を完全に把握す
ることは家族であっても、至極難しい

明確でない目標は、効果のない漠然とした介
入になってしまう。

チームにおいて統一した方針が必要

多職種間で共有された方針・目標は、その患
者さん・利用者さんの唯一無二なもので他者
と比較できない。



「何を基準にゴールを決めているのか不明瞭」



カットオフ値

カットオフ値（cutoff value）とは

ある検査の陽性、陰性を分ける値のこと

である。 病態識別値とも呼ばれる。 そ

の検査結果によって、特定の疾患に罹

患した患者と罹患していない患者を分け

る境界値である。



評価で可視化（数値化）

Sit to Stand-5

10m 歩行時間

SF-３６

片脚立位保持

FRT（ファンクショナルリーチ）

FIM（しているADL評価）
BI（できるADL評価）

FFD（Finger Floor Distance）

ROM（Range Of Motion）

MMT（徒手筋力検査）

握力測定

感覚検査

DTT（深部腱反射）嚥下反射

RSST（反復嚥下唾液テスト）

HDS-R（長谷川式認知機能テスト）

MMSE（認知症スクリーニングテスト）

RPE（自覚的運動強度）



エビデンス（可視的・化学的）
・片脚立位：15秒未満で運動器不安定症、20秒未満で簡易フレイル、60歳以上の地域高齢者を対象とした場合、５秒
未満の者は３年以内に重篤な転倒のリスクが2.13倍高い。

・速度歩行：アジアサルコペニアの診断基準は0.8ｍ/sec。60歳以上の高齢者を対象、100step/min以上の者は、10年
後の全死亡率ならびに心血管死亡率はともに21％低い。

・ファンクショナルリーチ：70歳以上を対象として、15.2cm未満の者は、25.4cm以上の者と比較して転倒リスクが4倍高い。
75歳以上を対象とし、13.5年間の死亡率を検討するとFR１㎝増加するごとに3％改善。

・SPPB(バランス、４m歩行、立ち上がり)：12点満点、65歳以上９点未満の者は３年以内に400m歩行困難。

・TUG：地域在住者において、最大速度で13.5秒が転倒の危険性を判断するカットオフ値。

・MMSE：18～23 軽度認知症、17以下重度認知症。

・握力：サルコペニア診断基準の一つとして男性＜26kg、女性＜18kg。地域在住高齢者において移動制限（階段、歩行、
起立の困難さ）のカットオフは男性＜31.0kg、女性＜19.6kg。



感覚・経験・感性（不可視・非科学的）

社会性や生活全般としての観点から立ったゴールも考慮し、設定していく必要がある。

個人因子と環境因子を把握・掘り下げることで、患者像を初めて把握することがで
き、目標が見えてくる。
モチベーションの向上、日常生活における自信の回復、残存能力の再認識、言語
表出の増加などに繋がり。

自信の回復に伴い屋外へ出ることが多くなる、又以前は拒んでいた自主訓練を自ら
進んで行うようになるなど新たな習慣も受け入れられる。継続した訪問看護・リハの
中で生じる信頼関係の確立や、残存機能に対する可能性の発見などが、自信回
復に繋がる。



「そもそもゴールという言葉の持つイメージが
人によって異なる」



言葉のイメージ

・短期ゴール：長期ゴールを達成するための通過点、約１～３wで達成。

・長期ゴール：本来の目的、もしくはそれに近しい目標、約１～３Mで達成。

・終末：終わり、人生の最期、死に際、死生観、宗教観、哲学

・維持、停滞：加齢と栄養状態・運動負荷の交絡で現状を保っている状態

・伸びしろ：科学的に回復をを認められないとされている状態。

→ 例）脳血管疾患後の運動麻痺の回復は６ヶ月でプラトーなど



目的・目標・ゴール

『目的』

成し遂げようと目指
す事柄の真の動機

『ゴール』

目的のための最終
的な目印（＝目標の
最終到達点）

『目標』

目的を実現するため
に設けた目当て



目標⇔生きがい⇔死生観

最初に「目的（動機）」があり、それを実現するためのプロセスの方向付けが「目標」で
あり、最終的な結果が「ゴール」となる。

目標とゴールについては、よく考える傾向にある。そして、自分または相手を評価する時にも、目標やゴールを見て、
達成したか、しなかったなどと評価することが多い。

しかし、「本来は目的（動機）こそが一番大切なもの」です。

目標やゴールに掲げた物事を何のためにやるのかという目的（動機）を明確に
することがとても大切になる

2020/8/14



まとめ

●期待する結果をだすためには、明確な目標設定が必要。⇒数字化・可視化

●生活期のリハビリテーションの終了を考える上で必要なことは、技術とエビデンスだけ
ではなく『経験と感性』も重要

●ゴール設定については、方針を統一・共有する必要がある。

●曖昧なゴール設定は、効果のない漫然としたリハビリテーションを誘発する。ゴール設
定を考える上で絶対に欠かせないことは、個人因子と環境因子の把握・掘り下げである。



リハビリテーションとは
日本にリハビリテーションが生まれ 50年近くが経つが、なぜ慢性疼痛疾患を近代西洋医学では治せないのであろうか？

死に直結しない疾患であるが故に近代西洋医学が遅れをとっている事実は否めない。しかし慢性疼痛疾患が日々我々に問いかけてくる世界は、
『健康観』そのものであり、病気を診る近代西洋医学的手法では通用しない、人の倫理や精神世界の関与が大きく作用している奥深い世界であ
る。

最近になって、日本の医療者の中にも近代西洋医学の限界を感じ、「病気を治す専門家」から進化し、「人を健康にする専門家」に
なろうとする有志が増えてきている。彼らは未病の段階で検査によって病気を予測し、病気にならないための指導・処方を行う。このよ
うに近代西洋医学という枠から脱却し、西洋が、われわれにとっても好都合となるであろう。

これからの日本の医療の発展は、近代西洋医学一辺倒から効果的な伝統医学を融合・検証しながら、日本独自の健康観と健康文化を創り上げ
ることにある。

たとえば、現在の高齢化政策における、｢“高齢者”イコール“老人（老いた人）”｣一辺倒での旧態依然とした社会的・文化的環境の下では、
大きな成果は期待できない。今後は時代に即した観点から、我々医療人一人ひとりが高齢者の多様性を認識し、社会に貢献できる自立し
た“健康的高齢者像”を共有すべきである。さらに、高齢者に「生きがい」を抱かせるだけの有用な情報を常時世間に向けて発信してい
くべきであり、こういった活動をやり続ける忍耐力こそが、明日の高齢者に対する健康政策にも大きく貢献していくものと信じる。

以上から我々セラピストも、疾患を単なる痛みの部位のみの問題とせず、人を一つの有機体として、全体的に診る手法が必要である。さら
に自然界、環境、心理面の影響にも着目し、心身のバランスを全体的に整えていくという全人的（ホリスティック）な考えに立ち、効
果あるリハビリの確立に向けて邁進せねばならないであろう。



リハビリテーションとは、
「人間として当たり前のことを実践する心
構え」のこと、理学療法の技術と、リハビ
リテーションの技術は別物である。


