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第 1章 滋賀県リハビリテーション推進指針について 

１．策定の趣旨（はじめに） 

○ 平成 17 年（2005 年）に「滋賀県リハビリテーション連係指針」を策定（平成 23

度改定）し、県全体のリハビリテーションのネットワークや体制を構築するため、

関係機関・施設、関係者が協働して取組を進めてきました。 

○ 平成 18 年（2006 年）には、県域のリハビリテーションの総合的な発展を目的に県

立リハビリテーションセンターを設置し、先駆的なリハビリテーションの実践、人

材育成を包括的に進めるとともに、地域リハビリテーションを推進するため、市

町・保健所の取組を支援してきました。 

○ 平成 27 年（2015 年）に滋賀県保健医療計画のリハビリテーション分野の実施計画

として滋賀県リハビリテーション推進計画を策定し、中長期的な方向性を持ちなが

ら、地域リハビリテーションおよび医療機関における専門的なリハビリテーション

の推進を行い、市町における介護予防のための地域ケア個別会議等の取組を支援す

る体制整備が進むなど一定の成果が得られました。 

○ 平成 28 年（2016 年）には、厚生労働省が地域共生社会（地域包括ケアシステムを

さらに深化させ、高齢者・障害者・子どもなど全ての人が、1 人ひとり暮らしと生

きがいを、ともに創り、高めあう社会）という新しい地域福祉の概念を公表し、そ

の実現に向けた取組が始まっています。 

○ 団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 年（2025 年）には、滋賀県の 65 歳以上の

高齢者の割合は 27.5％となり、リハビリテーションを必要とする人の増加がさらに

見込まれることから、日常生活や社会参加に向けた医学的リハビリテーション提供

体制の充実や住民サービスの主体となる市町を支援するためのリハビリテーショ

ン推進体制を整備する必要があります。 

○ さらに、このような経過と環境の変化の中で、既存の制度が対象としない生活課題

や障害や疾病など複合的な課題を抱える方へのリハビリテーションについても、適

切なリハビリテーションを行える体制の整備が求められています。 

○ そこで、医学的リハビリテーションを含む地域リハビリテーションをこれまで以上

に推進し、それぞれの地域にあったリハビリテーション提供体制を構築する必要が

あることから、その実現に向けた施策の方向性や関係する機関等の役割を明確に示

すため、滋賀県リハビリテーション推進指針を策定します。 
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 ２．指針の位置づけ 

 〇 この指針は 2025 年に向けて高まるリハビリテーションの需要に対し、リハビリテ

ーションの提供体制の充実を図り、地域リハビリテーションを推進することを定

めた滋賀県保健医療計画（2018 年度～2023 年度）の施策をさらに具体化し、全て

のリハビリテーション施策を総合的に推進するための行動指針とします。 

〇 リハビリテーションを適切に提供するためには、保健・医療・福祉・職業・教育

等の分野が連携した推進体制を整備することが必須であることから、すでに策定

されている『滋賀県リハビリテーション連携指針』の内容を引き継ぐものとしま

す。 

〇 この指針の推進期間は、滋賀県保健医療計画の計画期間最終年度である 2023 年度

までとします。 

〇 今後、リハビリテーションを取り巻く環境に変化が生じた場合は、滋賀県リハビ

リテーション協議会でこの指針の評価・検討を行い、見直しを行います。 

 

 ３．リハビリテーションの考え方 

〇  国際生活機能分類（ ICF： International Classification of functioning, 

Disability and Health）では、心身機能や活動、参加を生活機能として包括的に

捉えるとともに、障害については、機能障害・活動制限・参加制約を包括するも

のとしています。また、人の生活状況に影響を与えるものとして、新たに環境因

子や個人因子という背景因子を取り上げており、さらに、それぞれの因子が相互

作用的な存在であるとしています。 

  〇 リハビリテーションは、この ICFの考え方に基づき、医学的リハビリテーション・

教育的リハビリテーション・職業的リハビリテーション等様々な働きかけを連動

させ、高齢者や障害のある人が住みなれた地域において自立した生活を送ること

ができるよう、個人および環境（社会）へアプローチする一連の活動です。 

  〇 つまり、リハビリテーションは個人の心身機能を治療や機能訓練によって回復さ

せることだけが目的ではなく、地域や社会への働きかけを含め、あらゆる人たち

の QOL（Quality of Life）の向上と社会参加を目指していくものです。 

  〇 また、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・介護及び地域住民を含め生活にかかわるあらゆる人々

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全てを

言う』と定義されています。（日本リハビリテーション病院・施設協議会） 

  〇 加えて、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域リハビリテーションの推進に

ついては住民自身の主体的な活動（自助）や地域住民同士の相互の助け合い（互

助）に加え、社会保障制度の利用（共助）、公的支援制度（公助）が効果的に作用
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する地域づくりの視点が求められています。 

  〇 こうしたことから、地域住民や保健・医療・福祉・職業・教育等様々なリハビリ

テーションの推進に取り組む機関・施設を含むあらゆる人々がリハビリテーショ

ンの考えを共有し、全ての住民が自立した社会生活を送ることができる“誰一人

取り残さない”地域づくりを推進する必要があります。 

 

 
（参考）生活機能・障害・健康の国際分類（ICF）のモデル 世界保健機構より 
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第２章 本県におけるリハビリテーションを取り巻く状況 

 １．人口の現状と将来推計 

○ 平成 27 年(2015 年)の国勢調査では、本県の人口は 141 万 2,916 人となっています。

前回（平成 22 年(2010 年)）の国勢調査と比較すると、2,139 人、0.2％の増加とな

っています。 

○ 急速な高齢化が進み、本県の 65歳以上人口割合は、平成 22年（2010年）に約 28.9

万人（20.7％）でしたが、平成 27年（2015年）には約 33.8万人（24.2％）となり、

超高齢社会が到来しました。更に平成 52 年（2040 年）には約 42.9 万人（32.8％）

と人口の 3 人に 1 人が 65 歳以上となり、そのうち 6 割弱を 75 歳以上の高齢者が占

めることが見込まれます。 

○ 本県の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成 27年（2015年）

前後に約 142万人をピークに減少に転じるとされていましたが、既に平成 26年（2014

年）10月 1日現在の本県の人口（推計値）は前年比較では 48年ぶりの減少となって

おり、人口減少局面に入ったと推測されます。 

表１．高齢者人口の推計 
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２．障害のある方の現状 

○ 障害のある人（手帳保持者）の人数は、平成 23 年（2011年）から平成 28 年（2016

年）にかけて、身体障害者が 50,774人→53,679 人、知的障害者が 10,749人→13,080 

人、精神障害者が 6,023 人→9,024 人と、いずれも増加しています。また、難病患

者（特定疾患医療受給者証の交付者）の人数も 8,198 人→10,854人に増加していま

す。 

○ 県立特別支援学校の幼児・児童・生徒数は、平成 23 年（2011年）から平成 28 年（2016

年）にかけて、1,930人→2,177人に増加し、公立小・中学校の特別支援学級の児童・

生徒数も 2,744人→3,480 人に増加しています。 

○ 公立小・中・高等学校の通常の学級に在籍する児童・生徒で、発達障害（LD、ADHD、

高機能自閉症等）により特別な教育的支援を受ける必要があると校内委員会におい

て判断した児童・生徒の割合は、平成 28 年（2016 年）において、小学校 10.9％、

中学校 7.9％、高等学校 3.6％となっています。 

 

○ また、平成 37 年(2025 年)には認定者は約 7.8 万人、認定率は 20.6％となると推計

されます。 

表２．要介護（要支援）認定者数と認定率の推移（65歳以上） 

 

＜出典＞介護保険事業状況報告（厚生労働省） 

 ３．要介護（要支援）認定者の現状 

○ 要介護(要支援)認定者の総数は、平成 28年(2016年)で 61,135人と、平成 12年(2000

年)の制度創設時と比較して約 2.6倍に増加しています。 

○ 65 歳以上の第 1 号被保険者の認定率は、以前は年々高まっていたものの、近年は横

ばいで推移しています。全国平均(18.0％)との比較では、平成 28 年(2016年)で 0.9

ポイント低い 17.1％となっています。 

○ 今後の要介護(要支援)認定者数は、平成 32 年(2020 年)で 6.7 万人を超え、平成 29

年(2017年)と比べると、約 7千人の増加が見込まれます。 
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表３．圏域別の要介護等認定者数と認定率（65歳以上） 

 

 

 

４.主な疾病の患者の現状 

○ 平成 29 年人口動態調査では、本県における平成 29 年（2017 年）の脳卒中による死

亡者は 963 人であり、全死亡者数 13,082 人の 7.0％を占めています。また、滋賀脳

卒中データベースでは、本件の脳卒中診療医療機関で平成 23年（2011年）に脳卒中

発症として登録した症例は 2738例であったと報告しています。 

○ 本県における平成 29年（2017年）の心疾患における死亡者は 2,191 人であり、全死

亡者数の 17.0％を占めています。また、厚生労働省が実施している「患者調査」で、

平成 26年（2014年）の調査によると、心疾患（心筋梗塞や狭心症）の総患者者数（継

続的な治療を受けていると推測される患者数）は、172.9万人としています。本県に

おいても継続的な医療を受けている患者数は 1.7万人と推計されます。 

○ 認知症高齢者数は 65歳以上の人口の増加に伴い増加すると予測され、各年齢の認知

症有病率が一定として見込んだ場合では、平成 37年（2025年）には約７万人、高齢

者５人に１人と見込まれます。 

○ 本県の総人口は、平成 27年（2015年）の人口に比して平成 37年（2025年）には約
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2万人の減少が見込まれる一方、65歳以上の高齢者は 10年間で約 4.2万人の増加が

見込まれており、各年齢の認知症有病率が一定として見込んだ場合では認知症高齢

者も約 1.7万人増加すると推計されます。 

○ 地域がん登録の集計結果によりますと、本県のがん罹患数（新たにがんが発見され

た人）は年々増加しており、平成 27 年（2015 年）では、9,298 人（男性 5,365 人、

女性 3,933人）となっています。 

○ 脊髄損傷患者については、今後高齢者が増加する中で、高齢者の脊髄損傷患者は増

加していくことが見込まれます。 

 

５．リハビリテーションを支える主な社会資源の状況 

○ リハビリテーションを支える関係機関は、病院や診療所等の医療機関のみならず、

訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、介護保険施設、

居宅介護支援事業所、その他介護保険サービス事業所、社会福祉協議会、障害児・

者支援事業所、特別支援学校、障害者職業センター、働き・暮らし応援センター、

各職能団体、市町村、地域包括支援センター、健康福祉事務所（保健所）、当事者団

体、NPO等があります。 

○ これらの関係機関は、住民組織を含めた多種多様な機関等と相互に連携を図り、地

域の実情にあった効果的なリハビリテーションを提供する必要があります。 

○ 急性期病院の在院日数が短縮化する中で、回復期病床の果たす役割が重要となりま

す。県内の回復期リハビリテーション病床は、平成 24 年（2012 年）の 14 病院 628

床から平成 29 年（2017 年）には 14 病院 767 床まで増加し、全ての二次保健医療圏

に設置されています。 

○ 介護サービス情報公表システムによると、県内で訪問リハビリテーションサービス

を提供している施設数は 46か所、通所リハビリテーションサービスを提供している

施設数は 71 か所、居宅介護支援を提供する事業所数は 456 か所です。（平成 31 年 1

月現在） 

○ 県内の介護保険施設は、特別養護老人ホーム 120 か所（平成 31 年（2019 年）2 月 1

日現在）、介護老人保健施設 34 か所（平成 30 年（2018 年）9 月 1 日現在）、介護療

養型医療施設 5施設（平成 25年（2013年）8月 1日現在）設置されています。 

○ 県が平成 30年（2018年）に実施したヒアリングによると、市町が開催する地域ケア

会議（個別ケースレベル）は、平成 29年度には全ての市町で開催されています。 

○ 市町はリハビリテーション専門職*を雇用し、日常生活圏域で専門職に相談できる体

制整備を進めています。平成 30年（2018年）５月時点において、16市町（大津市、

彦根市[愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町]、長浜市、草津市、守山市、栗東市、甲

賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市）で配置されており、主に高齢

者主管課に配属されています。* この指針でのリハビリテーション専門職は、理学療法士、作業療
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法士、言語聴覚士を指すこととします。 

 

 ６．リハビリテーションを支える主な専門職の状況 

 （１）医師 

 ○ 平成 28 年（2016 年）現在の本県の医師数は 3,270 人で、平成 16 年（2004 年）末

の 2,775 人より 515 人増加したものの、人口 10 万人あたりの医師数は 231.4 人であ

り、全国平均の 251.7 人より少ない状況です。 

 ○ また、リハビリテーション科専門医数は 24 人で、人口 10 万人あたりの専門医数は

1.7 人であり、全国平均の 1.9 人より少ない状況です。 

 

表４．リハビリテーション科専門医数 

 滋賀県 全国 

 人数 対人口 10万人 人数 対人口 10万人 

リハビリテーション

科専門医 

24 

 

1.7 2,374 

 

1.9 

 

 

＊日本リハビリテーション医学会ホームページ（2019 .1月時点） 

＊滋賀県人口推計値：2018年 5月 1日現在  1,411,858人 

＊全国総人口推計値：2018年 5月 1日現在 126,465,796人 

 

 （２）歯科医師・薬剤師・管理栄養士・栄養士 

 ○ 平成 28 年（2016 年）末現在の本県の歯科医師数は 806 人で、人口 10 万人あたりの

歯科医師数は 57.0人であり、全国平均の 82.4人より少ない状況です。 

 ○ 平成 28 年（2016 年）末現在の本県の薬剤師数は 3,100 人で、人口 10 万人あたりの

薬剤師数は 219.4 人であり、全国平均の 237.4より少ない状況です。 

 ○ 平成 26 年（2014 年）末現在の県内病院に従事する管理栄養士、栄養士は 327 人で、

人口 10 万人あたりの数は 23.1 人であり、全国平均の 30.5 人より少ない状況です。 

 

（３）看護師 

○ 平成 28 年（2016 年）末現在の本県の看護職員の就業者数は 16,304 人であり、職種

別の内訳は保健師 650人、助産師 478人、看護師 13,348人、准看護師 1,828人です。 

○ 人口 10万人あたりの就業者数は、保健師が 46.0人、助産師が 33.8人、看護師は 944.7

人、准看護師は 129.4 人となっています。保健師、助産師、看護師については全国

平均より多い状況です。 

 

（４）理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 
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○ 平成 28年（2016年）10月現在の県内病院に従事する理学療法士は人口 10万人あた

り 48.0人（全国 58.5人）、作業療法士は人口 10万人あたり 24.6人（全国 34.6人）、

言語聴覚士は 8.7 人（全国 12.0 人）となっており、3 職種全てにおいて全国よりも

少ない状況です。 

○ 平成 28 年（2016 年）10 月現在の介護保険サービス施設・事業所に従事する人口 10

万人あたりの理学療法士は 15.3人、作業療法士は 8.1人、言語聴覚士は 1.4人とな

っており、3職種全てにおいて全国よりも少ない状況です。 

 ○ 県内の病院で従事するリハビリテーション専門職は、81.8％が 20 歳代と 30 歳代で

あり、経験年数 5年未満が 46.3％となっています。 

 

表５．病院に従事するリハビリテーション専門職数 

 滋賀県 全国 

 常勤換算数 対人口 10万人 常勤換算数 対人口 10万人 

理学療法士 677.6 48.0 74,235.6 58.5 

作業療法士 346.5 24.6 43,884.1 34.6 

言語聴覚士 121.9 8.7 15,123.2 12.0 

＜出典＞平成 28 年度「病院報告」（厚生労働省） 

 

表６．介護保険サービス施設・事業所に従事するリハビリテーション専門職数 

 滋賀県 全国 

 常勤換算数 対人口 10万人 常勤換算数 対人口 10万人 

理学療法士 216 15.3 32,082 25.3 

作業療法士 114 8.1 17,281 13.7 

言語聴覚士 19 1.4 3,418 2.7 

＜出典＞平成 28 年度「介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働省） 

 

表７．病院に勤務しているリハビリテーション専門職の専門職としての経験年数とその人数割合 

 1年未満 1年以上～5年未満 ５年以上 

理学療法士 12.9％ 34.7％ 52.4％ 

作業療法士 10.6％ 33.7％ 55.7％ 

言語聴覚士 11.0％ 31.9％ 57.1％ 

全体 12.1％ 34.2％ 53.7％ 

＜出典＞「平成 29 年度滋賀県リハビリテーション提供体制再構築基礎調査」（滋賀県） 
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表８．介護保険サービス事業所等*に勤務しているリハビリテーション専門職の専門職としての経験年数とその人

数割合 

 1年未満 1年以上～5年未満 ５年以上 

理学療法士 3.2％ 14.8％ 81.9％ 

作業療法士 2.1％ 10.6％ 87.2％ 

言語聴覚士 0.0％ 23.1％ 76.9％ 

全体 2.7％ 13.7％ 83.6％ 

＜出典＞「平成 29 年度滋賀県リハビリテーション提供体制再構築基礎調査」（滋賀県） 

＊ 介護保険サービス事業所等とは滋賀県理学療法士会・滋賀県作業療法士会・滋賀県言語聴覚士会に所属する会員が

所属する施設のうち、一般病院を除く施設（220 か所）に回答を求め、回答した 262 名が所属する施設。 

 

（５）精神保健福祉士 

○ 平成 27年（2015 年）6月 30日現在で、本県の精神科病院および精神科診療所に

72人（うち非常勤 4人）が従事しています。人口 10万人あたりの数は 5.1人であ

り、全国平均の 8.2人より少ない状況です。 
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第３章 滋賀県のリハビリテーションの課題 

 １．“リハビリテーションは専門職に行ってもらうものである”という考え 

 ○ リハビリテーションは、心身機能の回復だけではなく、個人の生きがいや価値観等

も考慮しながら、本人らしく生きるための具体的な活動や社会参加を目標として取

り組むことが重要です。 

○ しかしながら、リハビリテーションはリハビリテーション専門職によって行われる

機能訓練という認識が強く残っています。 

○ そのため、高齢者や障害のある人が望む生活を送るために、全ての県民がリハビリ

テーションを正しく理解し、「してもらうリハビリ」ではなく、「リハビリは自分が

する」ということに気づき、リハビリテーション専門職などの支援を受けながら主

体的に行動することが必要です。 

○ 同時にリハビリテーションを支援する者は、リハビリテーションの伴走者として高

齢者や障害のある人の価値観や自己決定、自己選択を尊重し、主体性を引き出す関

わりが求められます。 

○ また、このような考えを普及し、県民自らが活動や社会参加に向けたリハビリテー

ションに取り組めるよう、保健・医療・福祉・職業・教育等にかかるリハビリテー

ションの情報を総合的に収集され、誰もがわかりやすい形で情報提供される必要が

あります。 

 

 ２．尊厳や人格を尊重し、活動や社会参加に向けたリハビリテーションが適切に支援で

きる人材の育成と確保 

 ○ リハビリテーションを適切に受けることができる地域づくりには、リハビリテーシ

ョンを支える人材の育成が重要です。 

○ 育成すべき人材は、リハビリテーション専門職をはじめ、医師や看護師等医療関係

者、介護支援専門員や介護サービス提供者、相談支援専門員等福祉関係者、学校教

員、職場適応援助者（ジョブコーチ）、行政関係者などリハビリテーションに関する

あらゆる支援者が対象となります。 

○ 保健・医療・福祉・職業・教育等様々な分野の様々な支援者が、リハビリテーショ

ンについての共通理解や専門的な知識・技術の習得を図り、多職種協働でリハビリ

テーションの推進が図れるよう、関係団体・機関との連携のもとで人材育成を継続

的に行うことが必要です。 

 ○ また、県内の病院で従事するリハビリテーション専門職の 46.3％は、経験年数が 5

年未満となっており、在宅生活や社会参加の実現、地域リハビリテーションの推進

や地域包括ケアシステムの深化を見据えたリハビリテーション専門職の体系的な人

材育成をさらに進める必要があります。 

 ○ また、平成 28 年（2016 年）10 月現在の県内の病院に従事する理学療法士は人口 10
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万人当たり 48.0 人（全国 58.5 人）、作業療法士は人口 10 万人当たり 24.6 人（全国

34.6 人）、言語聴覚士は 8.7 人（全国 12.0 人）となっており、３職種全てにおいて

全国よりも少ない状況です。 

 ○ 子どもから高齢者までを対象にしたリハビリテーションの関わりが身近な地域で推

進されるよう、その旗振り役となれるリハビリテーション専門職の中核的人材の育

成を平成 29年度から県立リハビリテーションセンターと職能団体が協力して行って

います。 

 ○ 病院や地域の様々な分野においてリハビリテーション専門職の活躍が期待されてい

ることから、リハビリテーション専門職の確保および資質向上のための体系的な人

材育成および確保が今後さらに必要です。 

 

 ３．“障害の予防”にリハビリテーションの視点を活用できる体制 

 ○ リハビリテーションは、疾病や障害に対して行われる治療や訓練、支援に加え、障

害の予防に対しても有効な手段として挙げられます。早期から適切なリハビリテー

ションを行うことによって、障害そのものの発生を予防することや、仮に障害が残

存したとしてもその程度を最小限にとどめることが可能です。 

○ 県内でも介護予防や障害のある人の二次障害予防にリハビリテーションの視点を活

かした活動が徐々に広がってきていますが、一層の充実が必要です。 

○ 市町の介護予防・日常生活支援総合事業において、高齢者の自立に向けた取組を進

めるため、リハビリテーション専門職を二次保健医療圏単位で派遣する体制整備を

職能団体等と協力しながら進めています。 

○ しかし、多職種が協働して高齢者の自立に資するケアマネジメントを実施する個別

ケースレベルの地域ケア会議へのリハビリテーション専門職の関与は、県内全市町

では実施されていません。 

○ 障害のある人については、学校生活や就労等の場で引き起こされる体の痛み等の二

次障害により、ＡＤＬの低下や就労の継続等に影響が生じていますが、障害特性に

応じた環境の整備等が十分に対応できていない状況です。 

○ 県立リハビリテーションセンターが県内の障害福祉サービス事業所等を訪問し、支

援者への助言や研修会等を実施していますが、さらなる充実が必要です。 

○ 障害のある人や高齢者が、地域で生活する中で生きがいをもち、暮らしていくため

に、予防という観点で早期からリハビリテーションの視点が効果的に活かされる体

制を整備することが求められています。 

 

４．リハビリテーション関係機関・施設の連携の促進 

○ リハビリテーションは特定の職種や機関、施設のみで完結することは少なく、各職

種、機関や施設同士の連携によって行われます。そのため、リハビリテーションに
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かかる保健・医療・福祉・職業・教育等の全ての関係者・機関が互いに役割を認識

した上で、連携した支援が求められます。 

○ 現在県内では、様々な団体が多職種による連携を実践することでリハビリテーショ

ンを推進することを目的とした多職種連携学会を開催するとともに、圏域ごとの支

援体制を多職種・多機関で整備していく事業などを展開し、連携を促進しています

が、さらなる充実が必要です。 

○ 医療機関における平均在院日数が短縮化される中、住民が病院から在宅生活に安心

して移行できるようにするためには、病院の医療ソーシャルワーカーや看護師、リ

ハビリテーション専門職などと介護支援専門員の連携の強化が求められています。 

○ また、医療機関と学校や就労支援機関など関係団体・支援機関の連携した支援が、

住民の就学や就労等の社会参加に向けて求められています。 

○ 児童発達支援事業所等において、福祉・教育的側面からのアプローチのみならず医

療的な視点からの支援が求められているため、リハビリテーション専門職種等の医

療職と連携した支援が求められています。 

○ また、リハビリテーションにかかる地域の実態や課題を集約し、ICFの考え方に基づ

いたリハビリテーションの観点から総合的なマネジメントが推進できるよう、県立

リハビリテーションセンターと市町や健康福祉事務所との連携強化が必要です。 

 

５．多様なニーズに応えることができる医学的リハビリテーションの提供 

○ 今後、医療や介護を必要とする方がますます増加し、在宅復帰に向けた医学的リハ

ビリテーションに対するニーズは高まると考えられています。 

○ また、同時に慢性疾患や複数疾患を抱える方も増加し、医学的リハビリテーション

ニーズは多様化していくことが考えられています。 

○ 一方で、在院日数は短縮化しており、医療機関で提供できる医学的リハビリテーシ

ョンは、効果的かつより効率的に提供されることが求められています。このような

中、回復期リハビリテーション病床は、在宅復帰に向け大変重要な役割を担います。 

○ 回復期リハビリテーション病床で様々な疾患やニーズに対し、効果的かつ効率的に

医学的リハビリテーションが提供され、地域生活や社会生活へスムーズに移行でき

るよう体制の強化が必要です。 

 ○ また、障害児（者）リハビリテーション料を算定している病院は５か所、認知症患

者リハビリテーション料を算定している病院は 1 か所となっており、運動器や脳血

管疾患に対するリハビリテーションと比較して、小児期や障害児（者）、認知症にか

かるリハビリテーションの実施機関は少ない状況です。 

○ 加えて、高次脳機能障害や脊髄損傷、神経難病のリハビリテーションを提供できる

病院は増加していますが、障害特性に応じた医学的リハビリテーションのさらなる

充実が求められています。 
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 ○ このような状況に対し、子どもから高齢者まで全てのライフステージに応じた医学

的リハビリテーションが適切に、身近な地域で提供されることが求められています。 

 

６．時代に合わせたリハビリテーションニーズに応える県立リハビリテーションセンタ

ーの再構築 

○ 滋賀県立リハビリテーションセンターは、平成 18年度に開設し、地域リハビリテー

ションの推進と高次脳機能障害や脊髄損傷、神経難病の方を主な対象とした専門的

なリハビリテーション（外来・回復期 40床）を提供してきました。 

○ この間、県内の各医療圏で回復期病床の整備が進められたことや、高次脳機能障害

の受入れをする病院が増える等、県内のリハビリテーションの提供状況が変化して

きています。一方で、介護予防等予防期のリハビリテーションや、教育や就労等具

体的な社会参加に向けたリハビリテーションのニーズが高まっており、開設当初の

機能では対応が困難な問題が生じてきています。 

○ このような課題に対して、子どもから高齢者まで全世代を対象に、それぞれのライ

フステージに応じた活動や社会参加に繋がるリハビリテーションが提供できる県内

の拠点として構築されるよう、県立リハビリテーションセンター機能を再構築する

必要があります。 
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第４章 滋賀県が目指すリハビリテーション提供体制 

 １．目指す姿 

県民誰もがあらゆるライフステージにおいて、持ちうる能力を活かし、自立して活動、

社会参加しながら地域で暮らすことができる。 

 

 ２．基本目標 

県民を中心に据え、日常生活圏域を基盤としたリハビリテーション提供体制の充実 

全ての県民が、互いに助け合いながら、住み慣れた地域で本人の望む生活を送り続け

ることができ、たとえ障害や疾病があったとしても、生活の質の維持・向上が図られる

よう、健康維持や社会参加に向けた行動を主体的に行い、それに必要なリハビリテーシ

ョンを適切に行えることができる環境を整備します。 

 

 ３．成果指標 

項目 目標値（2023年） 基準値 備考 

県立リハビリテーション

センター教育研修事業延

べ受講者数 

（2019年度～2023年度） 

2,500人 434人（2018年度） 500名/年×５年 

地域リハビリテーション

人材名簿登録者数 
420人 293人（2018年） 

地域リハビリテー

ション人材名簿 

地域リハビリテーション

の中核を担う人材の育成 
60人 0人（2018年） 保健医療計画 

地域リハビリテーション

人材育成研修会修了者が

市町もしくは健康福祉事

務所への事業等に参画し

た人数 

60人 16人（2018年） 

県立リハビリテー

ションセンター調

査 

16人/年×５年 

県内で従事するリハビリ

テーション専門職の確保 

3,000人 

(2025年) 
1,908人 保健医療計画 

地域ケア会議（個別ケー

ス）にリハビリテーション

専門職を活用する市町の

増加 

19市町 16市町(2017年) 保健医療計画 

心血管疾患リハビリテー

ションが実施可能な二次

保健医療圏域の増加 

全圏域 6圏域(2017年) 保健医療計画 
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 ４．滋賀県のリハビリテーションを推進するための６つの行動 

 

 行動① リハビリテーションの考え方を啓発し、県民意識の醸成を行う 

【行動の内容】 

地域リハビリテーションを推進し、地域包括ケアシステムを実現するためには、当

事者や家族だけではなく、その地域で生活する全ての人がリハビリテーションの考え

方を理解し、行動していくことが必要です。そこで、リハビリテーションに向けた関

わりが必要な方々のみならず、全ての人を対象にした啓発活動を展開し、リハビリテ

ーションの考え方を理解し、行動できるよう、県民意識の醸成を行います。 

 

 【施策の展開方向】 

○ 対象者やその家族だけではなく、その地域で生活する全ての県民がリハビリテー

ションの考え方を理解できるよう、リハビリテーションに関する啓発を推進しま

す。 

○ 県民自らが活動や社会参加に向けてリハビリテーションが取り組めるよう、保

健・医療・福祉・職業・教育等にかかるリハビリテーションの関連情報を総合的

に収集し、研修会や講演会の開催、リーフレット、情報誌の配布、ホームページ

への掲載等を通じて、わかりやすく提供します。 

○ 保健・医療・福祉・職業・教育等の全ての関係者・機関が、本人の選択したその

人らしい生活を支え、その実現に向けたリハビリテーションを支援することを通

じてリハビリテーションの考えを啓発します。 

 

 行動② リハビリテーションに関与する人材を育成・確保する 

 【行動の内容】 

リハビリテーションを適切にうけることができる地域づくりには、リハビリテーシ

ョンを支える人材の育成が重要です。そこで、保健・医療・福祉・職業・教育等様々

な分野の多職種が、リハビリテーションについての共通理解ができ、専門的な知識・

技術を習得できるなど、多職種協働でリハビリテーションの推進が図れるよう、関係

団体との連携のもとで人材育成を推進します。 

また、リハビリテーション専門職が、医学的リハビリテーションの知識・技術の習

得はもちろん、保健・医療・福祉・職業・教育等様々な分野関わる知識・技術をも習

得し、対象者の活動や社会参加に働きかけることができるよう、リハビリテーション

専門職の関係団体と意見交換しながら人材育成を行います。 

さらに、リハビリテーション専門職の人材確保については、修学資金貸与制度を適

正にするなどにより、リハビリテーション専門職の県内定着、県内誘導を図ります。 
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 【施策の展開方向】 

○ 看護師や介護支援専門員などリハビリテーションに携わる関係者に対し、リハビ

リテーションに関する知識・技術の普及促進を行います。 

○ 特に神経難病や脊髄損傷、高次脳機能障害、障害のある子ども等障害児・者のリ

ハビリテーションに関わる人材育成の取組を推進します。 

○ 医師会やリハビリテーション専門職の職能団体と意見交換しながら、リハビリテ

ーションを支える人材の体系的な育成体制の整備を図ります。 

○ 介護予防など地域リハビリテーション推進にかかる市町が行う事業に対して、リ

ハビリテーション専門職が多職種と協働して効果的な取組を行えるよう、人材育

成および体制の整備を図ります。 

○ また、地域ごとの地域リハビリテーションの中核を担うリハビリテーション専門

職を育成し、その育成された人材が退院支援や保健・医療・福祉・職業・教育等

様々な領域で効果的に関与できる体制の整備を図ります。 

○ リハビリテーション専門職が配置されていないグループホームや特別養護老人ホ

ーム等に対し、必要な人材を派遣して、適切なアセスメントや技術指導等を介護

職員が受けられる環境を整えることによって、入居者の生活機能を維持・向上で

きるよう支援します。 

○ リハビリテーション専門職の県内定着、県内誘導を図るために、修学資金貸与制

度を適正に運用を行うとともに、大学等の高等教育機関の整備を促進します。 

 

 行動③ 介護予防、二次障害予防を推進する体制を整備する 

 【行動の内容】 

介護予防や二次障害予防においては、機能回復訓練などを通じた本人への支援だけ

ではなく、生きがい・役割をもって生活できるような居場所や地域づくりなど、本人

を取り巻く環境へのアプローチなど様々な取組が求められています。 

このような取組を効果的に実践するため、市町が行う介護予防・日常生活支援総合

事業等に対して、また障害福祉サービス事業所や学校において、リハビリテーション

専門職が積極的に関与して技術的助言や支援ができるようリハビリテーション専門職

の所属する医療機関や事業所のほか、関係団体等との調整に努め、継続的な支援が行

える仕組みや体制について検討します。 

   

【施策の展開方向】 

○ 市町が行う介護予防のための地域ケア個別会議や短期集中予防サービス、住民主

体の通いの場への活動支援等に対して、リハビリテーション専門職が積極的に関

与して技術的助言や支援ができるよう、リハビリテーション専門職の所属する医

療機関や介護事業所のほか、職能団体等との関係者間の調整を行います。 
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○ 市町の介護予防・日常生活支援総合事業が効果的に展開されるよう、県内外の好

事例の状況把握等を行い、全県的な横展開に向けて、市町との情報共有や意見交

換、必要な研修を行うとともに、健康福祉事務所や県立リハビリテーションセン

ター等により具体的な支援を行います。 

○ 障害福祉サービス事業所支援員とリハビリテーション専門職とが二次障害予防に

向けた活動を通じ、利用者の活動や社会参加に向けた支援や取組が継続的に行え

る仕組みや体制の整備を図ります。 

○ 学校の教員とリハビリテーション専門職とがその専門性の違いを活かし、障害の

ある子どもの生活や学習環境に対してより効果的な関わりができるよう、学校や

教員と医療機関の連携促進や人材育成を実施します。 

○ 介護サービス事業所における介護予防の重要性を啓発するとともに、その利用者

に対してリハビリテーションの視点でのプログラムの立案や実施に苦慮している

通所事業所に対し、疾患や障害特性の理解、評価・立案ができるよう、研修会の

開催等により支援します。 

 

行動④ 関係機関との連携活動の強化とネットワークを構築する 

 【行動の内容】 

総合リハビリテーションの提供には、保健・医療・福祉・教育・職業等のリハビリ

テーションを促進する機関等が連携し、それぞれの機能を十分に発揮することや、当

事者や家族、支援者がともにリハビリテーションに向けた取組を行う体制を整える必

要があります。 

このため、医療や介護のみならず保健、障害福祉、教育、職業など様々な機関や当

事者や家族、当事者団体等とのネットワークの構築と連携の促進により、総合リハビ

リテーション提供体制の構築を目指します。 

 

【施策の展開方向】 

 ○ ピアサポート（同じ立場にある人のサポート）や自助グループが行う社会参加に

向けた活動等を行う当事者団体と関係機関の協働支援を推進します。 

○ 高次脳機能障害や神経難病、脊髄損傷に関する医療機関と地域支援機関との連携

を促進します。 

○ 二次保健医療圏において、保健所を中心として高次脳機能障害に関する連絡調整

会議を開催し、医療・保健・福祉・教育・職業等の関係機関による圏域の課題整

理や解決に向けた方策を検討するとともに、関係者の資質向上等を図ります。 

○ 高次脳機能障害者の適切な支援体制を構築するため、医療機関における適切な診

断と、退院時にはかかりつけの医療機関や障害福祉サービス、介護保険サービス

などに切れ目なくつながる体制の構築を図ります。 
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○ 高次脳機能障害者の復職・就労支援の体制に向けた検討を行い、医療機関と職業

リハビリテーション支援機関との連携を促進します。 

○ 就労支援関係者や教育関係者とリハビリテーション専門職が協働で支援が行える

よう、これまでの事例を分析し、より効果的な支援体制の構築に向けて取り組み

ます。 

○ 学校や放課後ディサービス等子どもの通学・通所施設でリハビリテーション専門

職が連携している取組の現状を把握するとともに、さらなる連携を促進します。 

○ 県立リハビリテーションセンターと健康福祉事務所が協働し、リハビリテーショ

ンに係る地域の実態や課題を集約し、ＩＣＦの考え方に基づいたリハビリテーシ

ョンの視点を加えて、地域を支援できる体制の整備を図ります。 

○ 日常生活圏域において、高齢分野だけでなく小児や障害の分野からの相談等にも

対応できるように、地域の実情に応じたリハビリテーション相談支援体制の構築

に向けた検討を行います。また、県では相談内容に応じて関係機関が連携し、支

援にあたることができる全県対応の相談支援体制の整備を図ります。 

 

行動⑤ 多様なリハビリテーションニーズに応える医学的リハビリテーション提供体制

を整備する 

 【行動の内容】 

団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 年（2025 年）には、滋賀県の 65 歳以上の高

齢者の割合は 27.5％となり、リハビリテーションを必要とする人の増加がさらに見込

まれることから、在宅復帰に向けたリハビリテーションに対するニーズが増加すると

ともに多様化することが考えられています。 

そこで、このようなニーズの増大と多様化に対応していくため、今後ニーズの増加

が見込まれる認知症や呼吸器・循環器疾患、がんなどに対する医学的リハビリテーシ

ョンの提供体制を充実することに加え、高次脳機能障害や脊髄損傷、神経難病、精神

障害などに対するリハビリテーション提供体制の充実を図ります。 

さらに、先端技術を活用したリハビリテーションの活用促進や維持期（生活期）の

リハビリテーション機能の見える化、また終末期においても人生の最期を見据え、最

後まで尊厳をもち、人格を尊重した医療・介護サービス等の提供を促進します。 

 

 【施策の展開方向】 

  ○ 今後高齢化による患者数の増加が見込まれる認知症や呼吸器・循環器疾患、がん

などに対する医学的リハビリテーションが適切に提供できるよう、研修機会の充

実などにより、その提供体制の充実を図ります。 

  ○ 医師やリハビリテーション専門職等、医療従事者に対し高次脳機能障害や脊髄損

傷などの障害特性の理解促進に向けた啓発・研修会を開催するとともに、医療機
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関において本人やその家族への障害特性やその対応に関する情報提供等が充実さ

れるよう働きかけます。 

  ○ 高次脳機能障害が適切に診断され、障害特性を理解した上で、急性期・回復期病

院から退院後に必要な支援に繋がる体制の整備を図ります。 

  ○ ICT の活用や筋電義手やロボット等の先進技術をリハビリテーションに活用して

いる状況の把握とその活用を促進します。 

  ○ 病院からの退院支援において、本人のもちうる能力を活かした支援が行われるよ

う、看護師や介護支援専門員、相談支援専門員、リハビリテーション専門職等の

資質向上を図ります。 

  ○ 病院からの退院支援のプロセスに多職種が関与して、適切な時期に効果的なリハ

ビリテーションが導入・継続されるよう、各二次保健医療圏域における入退院支

援のルールや地域連携クリティカルパスの評価・検討を行います。 

  ○ 維持期（生活期）においても、適切なリハビリテーションが実施できる環境を整

備するため、維持期（生活期）のリハビリテーション機能や機関役割の「見える

化」を推進します。 

○ リハビリテーション専門職が他職種や障害福祉サービス事業所と連携し、精神障

害者の地域移行支援をより効果的に行えるよう評価・検討を行います。 

 

行動⑥ 県立リハビリテーションセンター機能を再構築する 

 【行動の内容】 

滋賀県立リハビリテーションセンターは、平成 18年（2006年）度に開設し、地域リ

ハビリテーションの推進と専門的なリハビリテーション医療を提供してきましたが、

介護予防等、予防期のリハビリテーションや、教育や就労等具体的な社会参加に向け

た医療福祉が一体化したリハビリテーションの期待が高まっており、開設当初の機能

では対応が困難な問題が生じてきています。 

これらの課題への対応に向けて、平成 29年（2017年）度に県内のリハビリテーショ

ンサービスの提供状況（各提供療法の提供時間、病床・施設別の加算取得状況、圏域

差など）や当事者団体に所属する方のリハビリテーションサービス受療状況とニーズ

の概要、またリハビリテーション専門職の現況（年齢構成や経験年数、出身地など）

について調査し、その結果を踏まえリハビリテーション協議会で検討を行いました。 

また平成 30年（2018年）度には、他府県のリハビリテーションセンターが担う機能

やその規模、自治体事業等などを滋賀県のリハビリテーション提供体制と比較し、滋

賀県のリハビリテーション提供体制および県立リハビリテーションセンターなどの 3

次機関の機能再構築手法やその機能について検討しています。 

引き続き、今後の少子高齢化・人口減少や疾病構造の変化等、社会情勢の変化を踏

まえ、県立リハビリテーションセンターの発揮すべき機能やその整備手法を検討し、3



滋賀県リハビリテーション推進指針 

 

- 22 - 

 

次機関のリハビリテーション提供体制に必要な機能の再構築を行います。 

    

【施策の展開方向】 

 ○ 子どもから高齢者まで全世代を対象に、それぞれのライフステージに応じた活動

や社会参加につながるリハビリテーションが提供できるよう、リハビリテーショ

ンの知識・技術を活かしながら、保健、医療、福祉、教育、職業等、様々な分野

を総合的に調整できるハブ機能を備え、医療福祉の一体的なサービス提供を行う

ための方策について検討を行います。 

 ○ 県立リハビリテーションセンターが担うべき機能やその機能を発揮する方策につ

いて、引き続き調査します。 

  ○ 滋賀県リハビリテーション協議会や保健・医療・福祉・職業・教育等様々な分野

の機関・団体とともに必要な機能と機関の在り方について検討し、3次機関のリハ

ビリテーション提供体制に必要な機能の再構築を行います。 
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第５章 リハビリテーションを推進するためのそれぞれの主体に期待される役割 

 １．県民に期待される役割 

   全ての県民は、リハビリテーションが心身機能の回復だけではなく、個人の生きが

いや価値観等も考慮しながら、本人らしく生きるための具体的な活動や社会参加を目

標として取り組むことであると理解し、 

① 自分が望む生活に向けての主体的な行動 

② 脳卒中や認知症などの予防に対する正しい理解 

③ 病気や障害を持つ方への正しい理解 

  ③ リハビリテーションの観点から、相互に助けあえる地域づくり 

  などの行動が求められます。 

 

 ２．当事者団体に期待される役割 

   地域リハビリテーションを推進していくためには、障害のある人の当事者団体  

とリハビリテーション関係機関・施設等が連携し、リハビリテーションに関する事業

が展開される必要があります。その上で、当事者としての視点を活かし、 

  ① 当事者や家族に対する相談への対応や支援 

② 住民への疾病や障害への正しい理解の促進 

などを担います。 

 

 ３．医療機関・関係団体等に期待される役割 

 （１）医療機関 

   医療機関は、日常の診療において、 

① 医学的リハビリテーションの必要性の評価や適切な診断 

② 退院後の在宅生活や社会生活の実現・継続を目指した身体機能訓練や日常生活訓

練などの医学的リハビリテーションの提供 

③ 当事者や家族からの相談に対する助言など、リハビリテーションにかかる教育・

啓発 

④ 退院後、在宅生活や他機関・他施設の利用へ移行する場合の連絡調整および情報

提供等のフォロー 

などの役割を担うことにより、地域の関係機関と協働して、地域のニーズに応じた地

域リハビリテーションの推進に努める必要があります。 

 また、かかりつけ医については、リハビリテーションについての理解を促進し、日

常の診療業務活動をとおして、介護予防や在宅生活にかかる医療上の助言、必要に応

じたサービスへの紹介等の支援を行う必要があります。 

 さらに、病院については、その機能に応じて、急性期から回復期または維持期の関

係機関へと円滑な連携を図る必要があります。 
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（２）介護保険サービス事業所 

介護保険サービス事業所では、要介護（要支援）認定を受けた高齢者等に対して

入所や通所、訪問などにより日常生活に必要な介護保険サービスの提供を行うほか、 

 ① 当事者が望む生活を可能な限り実現することや継続していくために必要な身体

機能や日常生活動作の獲得、社会参加や生活機能の維持向上を目指したサービ

スの提供 

 ② 当事者や家族への助言、施設等関係機関との連絡調整 

などを担います。 

 

 （３）地域包括支援センター 

地域包括支援センターは、高齢者の介護、福祉、健康、医療など地域住民の日々

の暮らしを多面的にサポートし、 

   ① 高齢者の状態に応じた適切な介護予防マネジメントの実施 

   ② 地域住民からの各種相談に対する支援 

   ③ 地域における介護支援専門員への支援や関係機関とのネットワーク構築等の包

括的ケアマネジメントの実施 

   ④ 地域ケア会議の開催および有効的な活用 

   ⑤ 介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業の実施 

などを担います。 

 

 （４）障害福祉サービス事業所 

障害福祉サービス事業所は、居宅介護や生活介護、短期入所などの介護の支援、

自立訓練や就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助などの訓練や支援を行うほ

か、 

① 地域社会や家庭での生活の自立を目的とした生活訓練や支援 

   ② 企業等への就職や福祉的就労を目的とした職業訓練や支援 

③ 地域社会における活動への参画を目的とした訓練や支援 

④ 施設における福祉的就労や居住の場の提供 

⑤ 利用者やその家族に対する相談・支援、地域生活や就労（雇用）の実現に向け

た関係機関等との連絡調整 

⑥ 利用者の自立した生活を支え、課題の解決や適切なサービス利用にむけたケア

マネジメント 

などを担います。 
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（５）特別支援学校 

  特別支援学校は、障害のある幼児・児童・生徒が将来自立し、社会参加ができる

よう、障害による学習や生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識や技

能を身につけさせることを目的としています。 

  また、“自立活動”の指導領域では、健康状態の維持・改善に関することや姿勢と

運動・動作の基本的技能に関すること、日常生活に必要な基本動作に関すること等

の学習が実施されています。 

  さらに、特別支援学校は地域の学校の求めに応じて、相談・支援や医療、福祉、

労働等の関係機関との連絡調整等、特別支援教育に関するセンターとしての役割を

果たす必要があります。 

 

（６）障害者働き・暮らし応援センター 

 障害者の一般就労や職場定着に向けた支援、これに伴う日常生活や社会生活上の

支援を福祉と労働の両面から継続的に行うことにより、障害者の職業生活における

自立と社会参加の促進を図ります。 

 職業生活の自立に向けた支援として、 

① 職場や仕事についての相談援助 

② 障害者職業センターなどで実施されている就職に向けた訓練の受講の斡旋 

③ ハローワークや面接への同行などの就職活動支援 

④ 福祉や教育、医療機関との連携による情報の収集・提供および啓発・研修 

などを行います。 

 日常生活に関する支援として、 

① 金銭管理や衣食住関係、余暇活動、健康管理等の相談支援 

② 家族や近隣などとの対人関係に関する支援 

などを行います。 

また、企業を訪問し、障害者雇用にかかる意向把握や広報啓発、情報提供を行う

ことにより、障害者のニーズにあった就業の場を開拓するとともに、雇用後も障害

者に対する職場定着支援や雇用主、従業員に対する職場環境の改善等の助言を行い

ます。 

 

（７）リハビリテーション専門職の職能団体 

   専門職の職能団体は、地域包括ケアシステムや地域共生社会の構築に資する専門

職の人材育成・資質向上を図るほか、 

 ① 各市町における介護予防・日常生活支援総合事業等におけるリハビリテーショ

ン専門職の効果的な活用を促進する取組 

 ② 各市町における介護予防・日常生活支援総合事業や地域ケア会議等への現地支
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援、当事者団体や家族会等への支援、施設に出向いて行う従事者への実地技術

支援 

などを担います。 

  

 ４．県域の関係機関・団体等に期待される機能と役割 

（１）県立リハビリテーションセンター 

県立リハビリテーションセンターが担う基本的な役割は、県域において、リハビ

リテーションの総合的な推進を目的に、先駆的なリハビリテーションの実践や、実

践を通じて得た知見を県内に普及させること、リハビリテーションを提供するため

の仕組みづくり、人材育成等を包括的に進めることです。 

また、 

① 市町や二次保健医療圏における地域リハビリテーション提供体制の整備等の取

組について、市町や保健所（健康福祉事務所）に対しての広域的専門的視点か

らの支援 

② 高次脳機能障害、脊髄損傷、神経難病等の専門的な対応が必要な病態や障害の

ある人への支援について、関係機関や施設・団体、関係者等と協働で実践的活

動を通じた、総合的な支援体制の整備 

③ 障害のある人等の生活や働く場の環境（環境因子）の改善等を図るため、施設

や学校、事業所等を対象とした支援が継続的に行えるような体制整備 

④ 教育・研修、広報啓発、調査研究等の各種事業を積極的に進め、リハビリテー

ション提供体制を整備するための基盤となる理解促進や人材育成 

⑤ リハビリテーション専門職の職能団体と協働し、地域包括ケアシステム構築に

向けた地域リハビリテーションの旗振り役となれるリハビリテーション専門職

の中核人材育成 

⑥ 民間や市町の医療機関等で提供することができない高度先進的なリハビリテー

ションの提供および就学や就労等の社会参加に繋げるプログラムの研究開発 

⑦ リハビリテーションにかかる先駆的な取組や ICT やロボット等、医療介護分野

にかかる先進技術について情報収集および情報発信 

⑧ 年齢や障害を問わず、リハビリテーションにかかる相談等に総合的に対応でき

るよう、ピアサポートの充実や福祉用具の普及、義肢装具の適正利用等の専門

的な相談支援 

などの役割を担います。 

また、今後県立リハビリテーションセンターに求められる機能や役割については

県内のリハビリテーション提供の状況に合わせ、3次機関として必要な機能の検討を

継続的に行う必要があります。 
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（２）県福祉用具センター 

 福祉用具センターは、福祉用具やロボットを活用し、県民の日常生活や活動、社

会生活場面を拡大することを目的として次のような機能と役割を担います。 

 

① 福祉用具に関する情報提供および福祉用具の正しい選び方や利用の普及促進 

② 高齢者や障害のある人やその家族、医療・福祉等の関係職種・団体からの福祉

用具や住宅改修に関する相談対応 

③ 利用者一人ひとりにあった福祉用具を提供するための、福祉用具の改造・制作

支援 

④ 地域の相談支援者、医療・福祉等の関係職種に向けた福祉用具や住宅改修に関

する教育・研修 

⑤ 県立リハビリテーションセンターや地域の関係機関と密に連携し、より効果的

に相談・対応できるためのネットワークの構築 

などの役割を担います。 

また、今後県福祉用具センターに求められる機能や役割については県内のリハビ

リテーション提供の状況に合わせ、3次機関として必要な機能の検討を継続的に行っ

ていく必要があります。 

 

（３）県立むれやま荘 

  県立むれやま荘は、脳血管障害、脊髄損傷、脳外傷等で急性期医療や急性期リハ

ビリテーション、回復期リハビリテーションを終えた中途障害者および高次脳機能

障害者、身体障害を主とする養護学校卒業者等 に対し、次のような機能と役割を担

います。 

① 地域生活の実現を目指した日常生活訓練、市街地訓練などの社会リハビリテー

ションサービスの提供 

② 芸術・文化、スポーツをはじめとする社会活動への参画の支援 

③ 医学的リハビリテーションサービス（理学療法・作業療法・言語聴覚療法）の

提供 

④ 経済的な自立や福祉就労を目的とした職業訓練等職業リハビリテーションサー

ビスの提供 

⑤ 地域生活や就労等を実現するための関係機関等との連絡調整 

⑥ 利用者やその家族への相談・支援 

また、障害のある人に対する理解を促進するための教育・啓発や情報提供、障害

のある人たちへの相談・支援等のセンター的な機能が求められます。 

今後県立むれやま荘に求められる機能や役割については県内のリハビリテーショ

ン提供の状況に合わせ、3次機関として必要な機能の検討を継続的に行う必要があり
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ます。 

 

（４）高次脳機能障害支援センター 

  高次脳機能障害と診断された人や高次脳機能障害の疑いがある方への相談支援や、

高次脳機能障害の正しい理解の普及啓発などを行い、次のような機能と役割を担い

ます。 

① 高次脳機能障害に関する専門相談・支援 

 ② 地域の拠点的な相談支援機関への専門的支援 

 ③ 高次脳機能障害支援体制の構築支援 

 ④ 高次脳機能障害に関する普及啓発と支援者の人材育成 

 

（５）障害者職業センター 

  障害のある人の職業リハビリテーションを推進するため、次のような機能と役割

を担います。 

① 雇用・就業機会の拡大と雇用継続のための支援（職業評価、職業準備支援、ジ

ョブコーチ支援等） 

② 障害のある人を雇用する企業への助言・援助 

③ 就労支援を行う機関への支援 

④ 職業リハビリテーションを担う人材の育成 

 

（６）県立高等技術専門校（テクノカレッジ） 

  職業能力開発促進法に基づく公共職業能力開発施設として、新規学卒者や離転職

者、在職者を対象に県内産業が必要とする技能労働者の養成や、雇用に向けた職業

訓練を行い、次のような機能と役割を担います。 

 ① 施設内訓練（知的障害者の方を対象としたコースを含む）の実施 

② 一般求職者、45 歳未満の若年者、再就職を希望する女性、障害者等の方を対象

に、民間の教育訓練機関に委託して実施する短期間訓練 

 などの役割を担います。 

 

（７）障害者更生相談所（知的、身体） 

  障害者更生相談所は、18 歳以上の身体障害者や知的障害者の専門相談機関として

位置付けられており、                 

① 障害に応じた補装具の適合判定や自立支援（更生）医療の判定・相談 

② 知的障害のある人の療育手帳にかかる判定・相談 

③ 日常生活支援やリハビリテーションサービスの提供にかかる専門的見地からの

診断や判定 
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④ 専門的情報を活用した支援機関への助言、障害のある人や家族への個別の相談

対応 

⑤ 市町障害福祉担当職員等の研修や、関係機関等の連絡・調整などの活動 

 

（８）県立精神保健福祉センター 

  精神保健福祉に関する専門機関として、 

① 精神保健福祉に関する知識の普及・啓発 

② 精神保健福祉に関する協力組織等の育成 

③ 地域精神保健活動を推進するため、保健所その他の機関への技術指導・援助 

④ 精神保健福祉の推進を目的とした教育・研修や調査・研究 

⑤ 相談援助等の支援活動 

など精神障害者のリハビリテーション推進に係る基盤を整備する役割を担います。 

 

（９）県立精神医療センター 

  県立精神医療センターは、地域の医療機関や保健所等関係機関との密接な連携と

役割分担のもとに、精神科救急医療や医療観察法医療に取り組むとともに、他の医

療機関では対応が難しい精神障害者への専門医療のほか、 

 ① 専門的リハビリテーションプログラムの提供 

 ② その家族に対する相談・支援 

 などの役割を担います。 

 

（10）県立小児保健医療センター 

  県立小児保健医療センターは、障害のある子どもや難病・慢性疾患等の子どもを

対象に、 

① 専門的なリハビリテーションを含めた総合的な診療 

② 療育部門や守山養護学校との連携による包括的な診療 

③ 障害のある子どもやその家族からの個別の相談・支援 

④ 母子保健従事者に対する研修・教育 

⑤ 学校や支援機関への専門職員の派遣 

⑥ 障害のある子どもについての調査・研究 

⑦ 心理発達相談などの各種支援事業 

などの役割を担います。 

 

 ５．行政に期待される機能と役割 

（１）県 

  県は、「滋賀県保健医療計画」、「レイカディア滋賀高齢者福祉プラン」、「滋賀県障
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害者プラン」などの各計画の施策と連携を図りながら、 

 ① 県内におけるリハビリテーションに関する情報収集、調査、課題分析、計画の

立案・評価 

 ② 保健・医療・福祉・職業・教育等の分野の関係者で構成される「滋賀県リハビ

リテーション協議会」の設置・運営 

 ③ 市町や関係機関と連携した医療や福祉・介護サービスの提供体制の整備や人材

の育成・確保推進 

 ④ 生活習慣病、介護予防、認知症、高次脳機能障害などに関する疾病や障害に関

する正しい理解や考え方などの普及啓発 

 などの役割を担います。 

 

（２）健康福祉事務所 

  二次保健医療圏域における保健・医療福祉行政を広域的に担う立場から、 

① 地域リハビリテーションにかかる情報発信や推進組織づくりなどに必要な支援 

② 地域の医師会、病院、福祉施設、行政等の地域リハビリテーションにかかる関

係機関・施設・団体との連絡調整 

③ 地域のリハビリテーションサービスニーズの調査や活動の研究 

④ 市町や地域の関係機関の連携のためのコーディネート 

⑤ 施設等に対する施策提言や助言および調整  

などの活動を行います。 

また、これらの活動を円滑に推進するために、地域リハビリテーション推進会議

等での検討の場を有効に活用します。 

 

（３）市町 

  市町は、地域リハビリテーションを推進させるため、多様な主体と連携・協働を

図るとともに、 

① 相談窓口の設置 

 ② 住民の社会参加や日常生活にかかる情報把握と支援の調整 

 ③ 地域の関係機関や施設との連絡調整や活動支援 

 ④ 障害者総合支援法に基づく各種給付の実施主体として、障害福祉サービスや補

装具費の支給決定 

 ⑤ 地域リハビリテーション推進のための情報収集、評価および課題に対する施策    

   化 

 ⑥ 介護予防・日常生活支援総合事業に基づく介護予防事業や生きがいと健康づく

り事業などを推進する、予防的な取組の中心的役割 

   などの役割が期待されます。 
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用語の説明 

A～X 

●ADHD 

 ADHDとは、Attention Deficit / Hyperactivity Disorderの略で、注意力、衝動性、多

動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもの。 

 

●ICT 

 ICT とは、Information and Communication Technology の略で、コンピューターやネッ

トワークに関連する処分における情報通信技術の総称。 

 

●LD 

LD とは、learning Disabilities の略で学習障害を指す。全般的な知的発達に遅れはな

いが、聞く、話す、読む、書く、計算するなどの能力のうち特定のものの習得と仕様に著

しい困難がある状態。 

 

あ行 

●アセスメント 

 対象者自身の健康状態や取り巻く環境要因などを客観的に勘案し、解決すべき課題を把

握すること。 

 

●医学（的）リハビリテーション 

 疾病に起因する心身の障害に対する治療、指導、援助を指します。 

 

●維持期 

 生活の中で心身の機能維持や、再発予防を目的にリハビリテーションに取り組む時期 

 

か行 

 

●介護サービス情報公表システム 

 介護保険法に基づき、平成 18年 4月からスタートした制度で、利用者が介護サービスや

事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供するしくみ。 

 

●介護保険施設 

 介護保険施設とは、介護保険サービスで利用できる公的な施設で、介護施設としての「介

護老人福祉施設」、リハビリを中心とした「介護老人保健施設」、長期入院して療養する「介

護療養型医療施設（療養病床）」、医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設である
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「介護医療院」を指します。 

 

●介護予防・日常生活支援総合事業 

 介護保険制度上の市町が行う地域支援事業の一つで、要支援者等に対し、地域の実情に

応じた効果的かつ効率的な支援等を行うため、生活支援の充実、高齢者の社会参加・支え

合い体制づくり、介護予防の推進、関係者間の意識共有と自立支援に向けたサービスの推

進等を基本に実施する事業。 

 

●介護老人保健施設 

 病状が安定期にある要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理

下における介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話を行う施設として、知

事の許可をうけたもの。 

 

●回復期リハビリテーション病床 

 脳血管疾患または大腿骨頸部骨折等の患者に対して、ADL（日常生活動作）の向上による

寝たきりの防止と在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に行うための病床 

 

●教育（的）リハビリテーション 

 心身の障害をもつ児（者）に対しての特殊教育や特別支援学校での教育を指します。 

 

●言語聴覚士 

 音声・言語・聴覚等コミュニケーションにかかる所機能や、摂食・嚥下にかかる機能に

問題がある人に対して、必要な検査や助言・指導を行うリハビリテーション専門職です。 

 

●高機能自閉症 

 高機能自閉症とは、3歳くらいまでに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言

葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害

である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいいます。 

 

●高次脳機能障害 

 病気や事故など様々な原因で農が部分的に損傷されたために、言語・思考・記憶・行為・

学習・注意などの知的な機能に障害が起こった状態を指します。 
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さ行 

 

●作業療法 

 身体または精神に障害のある人、またはそれが予測される人に対し、その主体的な生活

の獲得を図るため、諸機能の回復、維持および開発を促す作業活動を用いて、治療、指導

および援助を行うリハビリテーション専門職です。 

 

●児童発達支援事業所等 

 小学校就学前の障害のある児童が、療育や生活の自立のための支援を受けることができ

る施設を指します。障害児通所支援（児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等ディ

サービス、居宅訪問型児童発達支援および保育所等訪問支援）を提供する事業所を指しま

す。 

 

●神経難病 

 神経におこる病気であり、その原因や治療法などが確立されていない病気を指します。 

 

●職業（的）リハビリテーション 

 障害のある人が職業につき、または継続し、社会への統合を促進することを指します。 

 

●職場適応援助者（ジョブコーチ） 

 障害のある人が職場に適応することを容易にするための援助を行う者。障害のある人が

働く職場に出向いて、作業効率やコミュニケーション等の課題を改善し、職場に円滑に適

応するためのきめ細やかな支援を行います。 

 

●脊髄損傷 

 脊髄損傷とは、交通事故や転倒などを原因として脊髄が損傷を受け、運動や感覚機能な

どに障害が生じる状態を指します。 

 

た行 

 

●地域リハビリテーション 

 障害のある子どもや成人・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

め生活にかか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

て行う活動の全てを指します。 
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●地域連携クリティカルパス 

 医療機関から在宅へ安心して戻れるよう切れ目のない医療を提供するため、急性期から

回復期、維持期にいたる医療連携クリティカルパスに保健福祉サービスを含め、関係者と

利用者が共同して作成するケア計画のこと。 

 

●特別支援学校 

 学校教育法に基づき、障害のある児童に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校

に準ずる教育を提供するとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を

図るために必要な知識技能を授ける学校。 

 

な行 

 

●ノーマライゼーション 

 障害のある者も障害のない者も同じように社会の一員として社会活動に参加し、自立し

て生活することのできる社会を目指すという理念。 

 

は行 

 

●ピアサポート 

 患者やその家族が当事者の立場でお互いの苦しさ、辛さを話し合うことにより、辛さを

分かち合い、助言することを指します。 

 

ら行 

●ライフステージ 

 人間の一生における幼年期・自動機・青年期・壮年期・老年期などそれぞれの段階を指

します。 

 

●理学療法 

 けがや病気などで身体に障害のある人や障害の発生が予測される人に対して、基本動作

能力（座る、多津、歩くなど）の回復や維持。および障害の悪化の予防を目的に、運動療

法や物理療法（温熱、電気等の物理手段を治療の目的に利用するもの）などを用いて支援

するリハビリテーション専門職のこと。 

 

●リハビリテーション専門職 

 指針では、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のことを指します。 

 


