
理学療法士・代表取締役 張本浩平

訪問リハビリテーションのゴール設定



課題の適切な理解



事前アンケート

「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」

「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」

「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気になる」

「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」



生活期のリハの終了について

生活期のリハの終了に必要なことは

技術とエビデンスではなく

ビジョンと哲学である



あなたの技術が

紀伊克昌先生、富田昌男先生、伊藤克弘先生

ベルタ・ボバース、カレル・ボバース先生

と同じだったとしても生活期のリハは終了できない

→法律（社会の同意）が規定していない！！

終了に必要なのは、技術とエビデンスではなく

ビジョン・哲学！！



それでも終了したいときの覚悟

１ 別の事業所が同じことを繰り返すことの意味→他の事業所が介入して
同じことを行ったら繰り返しだよね？

２ 利用者さんから恨まれる→まだまだ良くなるのに見捨てられた

→「愛情とは、関係を断たぬことである」

３ リハがあるから維持できている→低頻度介入のチャンス

４ 法律（社会の同意）は期間を規制していない

５ 関係調整をしないと業務命令違反となる可能性がある→

とにかく、事業体としての方針の決定！！



自己紹介（職歴その他）
平成11年 理学療法士免許取得

平成11年 医療法人医仁会さくら病院リハビリテーション科入職
平成12年 医療法人医仁会さくら病院リハビリテーション科退職
平成12年 株式会社ジェネラス入職

（訪問リハの傍ら、セミナーの企画運営を担当）
平成19年～ 合同会社gene設立
平成28年～ 株式会社geneへ法人変更

平成21～25年 公益社団法人 日本理学療法士協会代議員

平成16～18年 愛知医科大学痛み学講座研究員

担当講義
平成18年～ 名古屋大学医学部保健学科地域理学療法学（制度論）
平成18年～ 名古屋大学大学院医学系研究科THPコース（連携論）



株式会社gene 法人紹介

セミナー出版事業部門（セミナー・マーケティング・事務局代行・出版）

平成19年創業 従業員数：120名（NRS25名・PT26名・OT7名・ST5名 合計63名）

本社：名古屋市東区 理学療法士・代表取締役：張本浩平

リハビリテーションを「かたち｣にする会社

訪問看護事業部門
訪問看護ステーション 仁 春日井

江南サテライトチーム

長久手サテライトチーム

訪問看護ステーション 仁 岡崎

訪問看護ステーション 仁 碧南

法人管理室
レセプト・経理・人事・総務業務

グループ企業

合同会社 iLIFE（岐阜県瑞浪市）訪問看護ステーション 仁 瑞浪

ライフサポート デイサービス 仁 瑞浪

合同会社LOVING LOOK（愛知県岡崎市）こども訪問看護ステーション じん おかざき

多機能型事業所JIN KIDS

多機能型事業所JIN KIDS ANJO

通所介護事業部門

リハビリテーション デイサービス 仁 春日井

リハビリテーション デイサービス 仁 勝川



バズワード化するリハビリ

リハ

リハビリ

リハビリテーション



リハビリテーションと
理学療法の分離

予防理学療法・治療理学療法・リハビリテーション理学療法

予防 治療
リハビリテーション

ある時期からポストリハビリテーション

病 前 の 生 活
虚 弱 高 齢 者
生 活 者

急性期病院
患 者

発症

回復期病院
患 者

生 活 期
施設・在宅
生 活 者

介入・治療・援助の各ニュアンス



リハビリテーションとは？

rehabilitation＝全人間的復権

bear＝熊



どうしてエプロンをするんですか？



生活者として当たり前のこと

エプロンしてご飯を食べたいですか？

お風呂に入るときに裸を他人に見られたいですか？

おやつにカルシウムのウェハース食べてうれしいですか？

本当に、当たり前のことを実現する
ためにひと手間かけているのか？



リハビリテーションとは

人間として『当たり前のこと』

を実践する心構えである

あなたもクライエントも



人間として当たり前のこと

自分を大事にするとは何か？

3ヶ月後どうなりたい？

きちんと座りなさい

きちんと歩きなさい

もっと頑張りなさい



課題の適切な理解



僕は効果の無い

漫然としたリハビリテーション

を行いたくないのに

どうしてなんでしょうか？



なぜ難しいと考えるのか？

違うだけ！！



「個人因子・環境因子を十分に考慮して心身機能・活動・参加を分析
した後に数値化した具体的な目標に期限を設定する」

①個人因子・環境因子

②ゴールの具体化

④期限の設定

⑤目標の数値化

③心身機能・活動・参加の分析

本人（家族）・関係者・関係部署の同意の形成
→カンファレンスとインテーク

曖昧なゴール設定は効果の無い
漫然としたリハビリテーションを誘発する



http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11gs20.nsf/0/cdd50e34aae8e32b4925779000004461/$FILE/20100831_1shiryou_1_3.pdf

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11gs20.nsf/0/cdd50e34aae8e32b4925779000004461/$FILE/20100831_1shiryou_1_3.pdf


表２ 地域包括ケア研究会報告書による2025年の各職種の役割の変化
医療・リハビリテーション

現在 2025年

医師

定期的な訪問診療 在宅医療開始時の指導

緊急時の対応 急変時の対応・指示

看取り 看取り

看護職員

診療の補助（医行為） 病状観察

療養上の世話 夜間を含む急変時の対応

看取り

理学療法士 リハビリテーションのアセスメント・計画作成

作業療法士 リハビリテーションの実施 困難ケースを中心にリハビリテーションを実施

言語聴覚士

介護職など

現在 2025年

介護福祉士

身体介護 身体介護

家事援助 身体介護と一体的に行う家事援助

認知症を有する高齢者等の生活障害に対する支援

要介護者に対する基礎的な医療ケアの実施

日常生活における生活機能の維持・向上のための支援（機能訓
練等）

他の介護職に対する、認知症ケアのスーパーバイズ・助言

介護福祉士以外

身体介護 身体介護

家事援助 身体介護と一体的に行う家事援助

認知症を有する高齢者等の生活障害に対する支援

日常生活の支援（民
間事業者・NPOなど）

配食 家事援助

日々の移動の手伝い 配食

レクリエーション 日々の移動の手伝い

レクリエーション

ここで必要なのはマネジメントという視点



他者を通じて、物事を成し遂げること
→何を成し遂げたいのか？

『何がいつまでどうなれば』
を決めること

マネジメント



連携論とマネジメント

関係の質

↓

思考の質

↓

行動の質

↓

結果の質

私たちの仕事は相手の言うことに１００％

従えば、相手が幸せになる仕事ではないのです

クライアントがやりたくないと言ったから、中止する終了する

専門家でもなんでもないですよね？



私たちは人間関係でしか幸せになれないのです

なにを言うかより、だれが言うのか
そしてどんな気持ちで言うのか？



感 情 労 働
私たちに必要とされるのは、生産性をあげるための感情規制ではなく、安心・安全

や不安の解消のために必要なことである。

感情や感情表現をうまく管理することが、労働の一部である

感情労働とは、

（a）他人に適当な精神状態でいてもらうために

（b）自分の感情を引き出したり抑えたりすることを通じて

自分の表面上、何らか適切な態度を繕うことを要するタイプの労働である



感 情 労 働

ず れ る 境 界





情 動 伝 染



情 動 伝 染
アラン 幸福論

幸福になることは他人に対しても義務であることは十分に言われていない

自分の中に幸福がなければ人に幸福を与えることはできない。

幸福論は、只の希望の哲学でもない。

幸福は単なる目標ではない。

不幸のどん底にいるときに幸福を思うことが大切。

そう考える強い意志が必要。

幸福への道ではなく、幸福になろうという強い意志を持ち続けられるかにある。

どんな状況でも、どんなに難しくても「人は幸福を求めなければならない」



アンガーマネジメントとは？

アンガー＝怒り

マネジメント＝管理≒後悔しないこと

○ 怒る必要のあることは上手に怒れ

怒る必要のないことは怒らないようになること

上手に怒る＝他人を傷つけず、自分を傷つけず、ものを壊さず上手に怒っ

ていることを表現できること

× 怒らないようになることではない

対処術と体質改善



アンガーマネジメントの３つの考え

１ 衝動のコントロール（6秒）⑥
２ 思考のコントロール（3重丸）

３ 行動のコントロール（分かれ道）

選択肢があることが重要



怒りの理解

感情表現

人間にとって自然な感情の１つ

怒りのない人はいないし、なくすことも不可能

機能・役割

身を守るための防衛感情（本能的な感情）

→現代では、何かを守るための防衛感情





怒りは第二次感情と定義すると扱いやすい

不安・つらい・苦しい・痛い・嫌だ・
疲れた・寂しい・虚しい・悲しい

一次感情が怒りと云う感情表現で現れる

患者さんのコップは溢れている！！



怒っている人の一次感情理解の注意点

安易な理解と決め付け

・上から目線（丁寧な言葉での上から目線）

・理解があるような雰囲気での無理解と誤解

・『お前に俺の気持ちがわかるのか？』



怒りついての誤解

怒りは悪

そう教育・躾を受けてきた

怒れば何とかなる

万能感情、逆切れで切り抜けてきた、力ずくでなんとかなるという思

いこみ

怒りは吐き出せばよい

怒りに囚われている、愚痴を言い続けることになる

怒りは制御できない

確実に制御できる部分がある



怒りの４つの要素

１ 強度

小さなことでも激昂し、強く怒りすぎる

２ 持続性

根に持つ、思いだし怒りをする→呪い・恨み・復讐へ変化

人を呪わば穴二つ

３ 頻度

しょっちゅうイライラしている、カチンとくることが多い

４ 攻撃性

他人を傷つける、自分を傷つける、ものを傷つける



具体的対応１
衝動のコントロール

怒りの衝動から前頭葉の抑制を利かせるまで６秒必要

怒りは衝動的に表現する必要はない

扁桃体 VS 前頭葉

ただし皮質下と皮質の競合は明らかに皮質の分が悪い

６秒



怒りの性質

高い所から低
い所へ流れる

身近な対象
ほど強くなる

矛先を固定で
きない

伝染しやすい

エネルギーに
なる



怒りの分析の意味：投 影

劣等感とコンプレックスと劣等コンプレックス

怒りは自分を理解する重要なヒント



極論から話をしましょう

① 除脳硬直・気管切開・胃瘻どう過ごしたい？

② 3日後の午前0時に死亡する、お金は100万円

使える、それまでは自由に体が動く



存在価値と能力価値のバランス

寝たきり老人のように身体的な能力価値が極
限まで縮小した場合でも、その人がただ存在
する限りにおいて、社会的人格としての役割
能力（生き続けて世話されることによって、配
偶者の心の支えとなれる、など）は残りつづ
ける

存在価値と能力価値のバランスに関する現象学的問題

景山洋平（東京大学／日本学術振興会



寄り添ってあげたい？
～できなくて可哀想？

出来るようにしてあげたい？
～できて偉いね？

医療職以外のプロフェッショナルが果たして
このような言葉を使うのか？

生活期のあり方として、本当に正しいのか？

その言葉って本当にリハビリテーションの理念に合致してるの？



人生観・障害観・人間観
障害とは、環境（内環境・外環境）がその人の能力を活か
すことを阻害している状態

人は必ず死ぬ



① 個人因子・環境因子



やる気がないというの
はどういうこと？



環境因子



社会と個人が要求すること
～理不尽な文化と個人のルール～

自分でも気が付いていない、ルールと想い出

住宅改修の注意点！！



清潔と栄養

クリミア戦争1853-1856



高齢者の食事

関係はできているのか？



その人のストーリーをどのように考えるのか？
非科学的なことの意味

俺の２人の兄貴と姉は全員７７歳で死んだから、
俺も間違いなく７７歳で死ぬ

こんな体になったのは、先祖が源氏の武士だった
から、平家の呪いがふりかかった



モチベーション：アルバムの確認、家族との対話
終末期もしくは意識のない状態だからこそ



価値の転換

エビデンスが必要な部分とエビデンスが必要ない部分

理学療法にエビデンスは絶対に必要！！
しっかり勉強するように（にっこり）

脳卒中片麻痺に対する早期の長下肢装具の介入効果
COPDの増悪因子と下肢の筋力訓練・歩行訓練
パーキンソン病・多系等萎縮症・ALS・DMDの生命予後予測
腰痛・変形性膝関節症・尿失禁に対する運動療法の介入効果
後期高齢者の体重と生命予後

豊かな生活のための分析！
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低ADL・寝たきりの人への呼吸・循環の知識は必須！！

ドミノ骨折



一般生活強度負荷→生活での運動強度の判定





骨折

病棟における骨折発生（ｎ＝２８）

関節可動域練習が１０であり最大原因

特に回旋を伴う可動域練習にて発生
PT協会 斎藤先生資料改変



ファーラー位≠ギャッジアップ４５°

新潟県長岡市 理学療法士 大渕哲也先生より







吸引行為

１ 医師の指示が必要

２ 施設長の教育を行ったという書類が必要

３ 教育内容に関しては、規定はない

PT協会HP マイページにガイドライン有り



背臥位と腹臥位と半腹臥位



ローザーネラトン線、覚えてます？

股関節４５°屈曲位で、上前腸骨棘と坐骨結
節を結ぶ線で大転子の位置確認ができる。こ
の線をローザーネラトン線



③ 心身機能・活動・参加の分析



寝たきりは寝かせきりなの！！

ちゃんとした座位！！！！！！！！！！！



③ 心身機能・活動・参加の分析



当たり前のこと（能力を発揮すること）



当たり前のこと（能力を発揮すること）



当たり前のこと（能力を発揮すること）



④ 期限の設定



注 意 点

平成何年何月何日までの

ゴール設定だ？

3ヶ月の計画の見直しがある



最初は粗いゴールでもかまわない

変化のないゴール設定こそ



⑤ 目標の数値化

数値化が必要ない場合もある



測定と評価
目標を刻む（適正化）のが専門家の仕事

↓

刻むため（適正化）に必要なことは

数字にすること！！

どうなったら、歩行の自立・転倒予防

と判定するの？



『運動器の機能向上マニュアル（改訂版）』

握力・開眼片足立ち時間・Timed  Up & Go Test・５ｍ歩行時間

1.本マニュアルのねらい

高齢者が要介護状態になること並びに、すでに軽度な要介護状態に

ある高齢者が重度な要介護状態になることの予防を目的として、

平成 18 年度から地域支援事業および予防給付が介護保険制度に

導入された。本マニュアルは、運動器の機能向上を目的として、予防

給付において提供されるサービス及び地域支援事業における介護予防

事業において実施される事業（以下「本サービス等」）が適切に実施

されるための基本的な考え方を示すものである。



その人なりの指標は？

１ 立ち上がりまでの時間

（つかまり立ちは注意）

２ １０m歩行

３ TUG

４ 反復唾液飲みテスト

５ 握力

６ トイレ動作※

７ 入浴動作※



重度者のゴール設定の基本

他人と比べるな、前回の自分と比べろ



開眼片足立ち時間

転倒の発生・・・１０秒以下がハイリスク

要介護状態の人が果たしてどの

くらいの数値なのだろうか？



T U G

転倒予測のcut-off値13.5秒

【臨床的意義】
高齢者における機能不全の検出に有用。

Podsiadloらは20秒以下で遂行できる高齢者はADLにおける
移動課題が自立し、屋外移動のための十分な歩行速度がある。

30秒以上になるとADLにおいて介助が必要で移動のために
は自助具を要する。

高齢者の平均値は15秒。

階層構造におけるレベルが上がるとともにTUGが表す立ち
上がり、歩行、方向転換といった動作を基礎として、物的環
境、人的環境の要因から様々な影響を受ける。
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困ったことがあったらいつでも連絡ください



経験したこと



株式会社gene 理学療法士・代表取締役
張本浩平

hari@gene-llc.jp www.gene-llc.jp

ブログ リハビリテーションを『かたち』にするブログで検索

Facebook（いつでも申請どうぞ）
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002110870199
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