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さいたま市の状況

さいたま市地域包括ケアシステム

「介護予防・自立支援」の強化に向けた事業所向け説明会

さいたま市の状況

第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（2014 2016年）
第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（2017
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第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

要支援・要介護の認定者の状況

介護支援専門員対象アンケートの実施

● 対 象 居宅介護支援事業者に属する介護支援専門員

● 期 間 平成３０年６月４日（月） 平成３０年６月２９日（金）

● 回答率 ８８．７％ （配布数８４５件／回答数７５０件）

「介護予防ケアマネジメント
マニュアル」の認識度

地域活動への参加を利用者・
家族に勧めたいと思うか

地域活動をケアプランに
位置づけたいと思うか

地域資源をケアプランに
位置づけしたことがあるか

介護予防ケアマネジメントマニュアル改訂に向けた取組み

介護支援専門員対象アンケートの結果（抜粋）
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介護保険法における位置づけ

さいたま市地域包括ケアシステム

「介護予防・自立支援」の強化に向けた事業所向け説明会

介護保険法 第 一 条（目的）

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、
機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に
応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、
共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、
向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

介護保険法 第 一 条（目的）

介護 や 支援 が 必要になっても、

心身の状態 に 応じて 自立した日常生活 を 営む こと ができるように

必要なことを定める 支え合い の 制度

介護保険法（目的）
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介護保険法 第 四

、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に
努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び
福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

介護保険法 第 四

介護 や 支援 が 必要にならない ように 予防しましょう。

たとえ 介護 や 支援 が 必要になった としても、
介護サービス を 利用しながら、

自立した日常生活 を 営むことができるよう努めましょう。

介護保険法（ ）

条文 内容

（目的）

第一条

人が尊厳を保持し、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要
な保健医療サービス・福祉サービスに係る給付を行うため、
介護保険制度を設け、保健医療の向上及び福祉の増進を図る

（介護保険）
第二条

介護保険は、被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要
な保険給付を行う

第二条第二項 保険給付は要介護状態等の軽減又は悪化の防止、医療との連携に十分配慮して行われ
なければならない

第二条第三項
被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、

適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ
効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない

第二条第四項 居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮
して行わなければならない

)
第四条

加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める
要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションや保健医療サービス・

福祉サービスを利用して、その有する能力の維持向上に努める

介護保険法（抜粋）
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データから見えてくる社会参加の効果
（生活支援 と 介護予防）

出展：JAGES（Japan Gerontological Evaluation Study，日本老年学的評価研究）プロジェクト

さいたま市地域包括ケアシステム

「介護予防・自立支援」の強化に向けた事業所向け説明会

人との交流は週１回未満から健康リスクに
～月１回未満では1.3倍、早期死亡に至りやすい～
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配食サービスよりも会食のほうが良い？
～独居の孤食は2.7倍、抑うつ傾向に至りやすい～

サロン参加群で要介護認定率が低い
～5年間を追跡した結果～
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地域活動参加と抑うつ傾向（GDS）
地域活動等に参加している人は...

社会参加している
男性はうつ発症リスクが 7 分の 1
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地域で役割ある高齢者は長生きしやすい
（死亡率12％減）

社会参加と幸福感に関するアンケート結果
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地域支援事業における「介護予防」のあり方

専門職による支援

これまでの課題

介護予防事業は、専門職による心身機能の
向上に焦点があてられたプログラムが中心で
した。

プログラムに参加して、効果が見られた場合
でも、プログラムが終了してしまうと、再び
活動性の低い生活に戻ってしまうことによって、
介護予防の効果が継続しないという問題もあり
ました。

これからの介護予防

心身機能向上プログラムのみによる介護予防だけでなく
「自分のしたい活動や普通の生活を継続することで、
結果的に介護予防になる」という発想で、積極的な社会
参加を促し、専門職は動機づけや活動の側面的支援を
行います。

活動性の低い生活

支援が必要・・・

一緒に体操・運動

地域での役割

専門職による支援

趣味活動

参考：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング資料

社会参加

地域支援事業における「生活支援」のあり方

近隣関係の希薄化

専門職による支援

これまでの課題

専門職による支援（制度）はありますが、
近所づきあいが希薄となってしまう場合もあり
ました。

支援や介護が必要な状態になったとき、住み
慣れた地域で、安心して暮らし続けることが
できるのでしょうか。

支援が必要・・・

病院 や 介護施設

仲間との介護予防

近所づきあい

これからの生活支援

“お互いさまの助け合い” の輪を広げていくことで、
なじみの関係を維持でき（地域社会から切り離されず）、
支援や介護が必要になっても、住み慣れた地域で生活を
おくることができるのではないでしょうか。

専門職による支援

ボランティア活動

参考：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング資料
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ケアマネジメントマニュアル
（さいたま市が目指すケアマネジメント）

さいたま市地域包括ケアシステム

「介護予防・自立支援」の強化に向けた事業所向け説明会

私たちは、地域と関わりを持って生活をしています。

介護保険制度の導入によって、専門職によるサービスが整備される一方で地域との繋がりが疎遠に
なってしまうこともありました。

それは、専門職によるサービスは、「支援する、支援される」関係であることが多く、
地域のような「お互い様」の関係性ではないからです。

支援されるのに慣れてしまうと、生きがいや意欲、自分の役割を感じにくくなってしまいます。

できるだけ地域との関係性を守り、関係性が少ない人には関係性をつくるようなマネジメントが
できれば、生活はサービスだけで支えられる生活よりも、より深く拡がりのあるものになります。

「地域包括ケア」とは、「地域のお互い様の関係性」を守りながら「専門職によるサービス」を
活用する「地域を基盤とした統合的なケア」であり、さいたま市はそれを推進しています。

マニュアル掲載予定 はじめに
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マニュアル掲載予定 自立支援型ケアマネジメント総論

住み慣れた地域での継続とは、単純に「住む場所が変わらない」と言うことではない

生活を続けるためには、なじみの関係 を いかに続けられるか

何かしらの支援が必要になったとしても、ご近所 に 少し気にかけてもらえることで、
訪問介護や通所介護が入っていない時間も 安心して過ごす ことができるかもしれない

高齢者の生活 や 地域との関係 を アセスメント（評価）していない と

家族やお友達、地域の方へ「支援」を お願いすることはできない と思ってしまいがち

心身の状態が悪くなっていけば、助け合いでできることは少なくなるかもしれない
それでも、なじみの関係 を 最後まで途切れさせないこと が大切

自立支援型 の ケアマネジメント

高齢者本人の想いをしっかりくみとる

など、人生や生活で大切にしていること

生活の中の「はりあい」

生活の中の「楽しみ」

大切にしている付き合い

生活支援・介護予防 医療や介護

マニュアル掲載予定 自立支援型ケアマネジメント総論

本人の「したい」「できるようになりたい」

意欲の源 を見極める

なじみの関係 から なるべく切り離さない
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■自分のことを自分でする

■自らの健康管理（セルフケア）

■市場サービスの購入

■当事者団体による取組

■高齢者によるボランティア・
生きがい就労

■ボランティア活動

■介護保険に代表される
社会保険制度及びサービス

活動への公的支援

■一般財源による高齢者
福祉事業等

■生活保護

■人権擁護・虐待対策

自助 互助

共助 公助

マニュアル掲載予定 生活全般のマネジメント（自助・互助・共助・公助）

介護保険制度は、介護が必要な高齢者 を 社会全体で支える制度

では、介護サービス だけ で 高齢者の生活全般 を 支えられますか？

日常生活を営むとは、自分のことを自分でしたり、誰かを気にかけたりする こと

洗濯機や掃除機など、家事負担の軽減に役立つ家電 もあります

近所の「支え合い」、自治会などの「活動」もあります

私たちは、介護保険のサービスより も 多くの「資源」と関わりを持って生活 している

マニュアル掲載予定 生活全般のマネジメント（自助・互助・共助・公助）
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自助 互助

共助 公助

■自分のことを自分でする
■自らの健康管理
■市場サービスの購入

■介護保険に代表される
社会保険制度及びサービス

■一般財源による
高齢者福祉事業等

■生活保護
■人権擁護・虐待対策

■ボランティア活動

■当事者団体による取組
■高齢者によるボランティア・

生きがい就労

公的支援

隣人
（盆栽を教える）

老人会
（会食会）

馴染みの理髪店
（２週間に１度）

息子の妻
息子

妻と一緒に行くスーパー

大好きなきつねそば
（妻はたぬき派）

かかりつけ医

妻
いつも一緒

地域包括支援センター

ゆるやかな見守り

孫

散歩

かわいい

頼りにしている

娘

生活を心配

マニュアル掲載予定 生活全般のマネジメント（自助・互助・共助・公助）

マニュアル掲載予定 自立支援型ケアマネジメントのポイント

近所の 囲碁教室に通っていた 鈴木さんは

足腰が弱くなってきたので 送迎付きのデイサービスを利用

これで、問題 は 解決する のでしょうか？

「できなくなっていること」は 同じ でも、「したいこと」 は 人それぞれ
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マニュアル掲載予定

１つは サービス

く、専門職や雇用労働者が提供している

元気な頃は ご近所や友人との付き合いがある 方がほとんど

もう１つは 助け合い

見守りやゴミ出しの手伝いなど、ご近所や友人、
ボランティア等で行われている

自立支援型ケアマネジメントのポイント

マニュアル掲載予定 自立支援型ケアマネジメントの手法

期間的自立支援
介護保険サービスの一時的な利用を想定
（例）廃用性症候群等により生活機能が低下したケース

■ 介護保険サービスの一時的な利用により生活機能が向上するよう支援

永続的自立支援
介護保険サービスの永続的な利用を想定
（例）脳卒中等による身体の部位等の重度な機能不全が原因で生活機能が低下したケース

■ 介護保険サービスを永続的に使いながら、可能な限り残存機能を維持・活用できるよう支援

（参考）要介護度別にみた介護が必要となった主な原因の構成割合

出典：「厚生労働省政策統括官：平成30 28年）の結果からグラフで見る世帯の状況」から作成

廃用性症候群関連

49.8%

認知症

5.6%

脳血管疾患

11.5%

心疾患

5.8%

その他の原因

23.9%

不詳

3.3%

要支援１

廃用性症候群関連

47.3%

認知症

3.8%

脳血管疾患

14.6%

心疾患

7.4%

その他の原因

25.5%

不詳

1.4%

要支援２
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マニュアル掲載予定 自立支援型ケアマネジメントの手法

最も重要なことは、高齢者のQOL（Quality of Life）が 向上 し

住み慣れた地域 で “ いきいき ” と 輝きながら暮らせる こと

ケアプランを考える

「介護予防・自立支援」の強化に向けた事業所向け説明会
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高齢者の社会参加高齢者の社会参加日常生活支援日常生活支援

介護予防介護予防

支援が必要な状態になったら

日常生活に少し支援が必要になったら

訪問介護員による身体介護・生活援助
（従前相当サービス）

助け合い高齢者自主グループ

生活機能の向上のための機能訓練等
（従前相当サービス）

家事支援型訪問サービス
（緩和した基準サービス）

運動型・交流型通所型サービス
（緩和した基準サービス）

ますます元気教室など

（一般介護予防）

ますます元気教室など

（一般介護予防）

マニュアル掲載予定 介護予防・日常生活支援総合事業のイメージ

介護予防給付サービス

訪問リハビリテーション・福祉用具など

全国一律の
訪問介護と通所介護が
地域支援事業に移行

今までと同じ
要支援のサービス

健康寿命の延伸

・介護給付費の削減
・医療費の削減
・介護負担の軽減
・次世代の負担軽減

活動
生活行為（身の回り行為、
家事・仕事上の動作等）

心身機能・構造

心と体の動き、体の部分

参加
家庭内役割、仕事
地域社会内役割等

健康状態

病気、けが、妊娠、高齢等

環境因子
物的環境（建物、福祉用具）、人
的環境、社会制度的環境

個人因子
年齢、性別、ライフスタイル、

価値観等

生

活

機

能

背

景

因

子

生命レベル 個人レベル 社会レベル

生活機能モデル

目的 ： ①利用者の「生きること」の「全体像」を捉える ②「共通言語」となる

マニュアル掲載予定 ICFを活用した介護予防ケアマネジメント
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心身機能・構造心身機能・構造

歩行訓練 はしているけれど、

これで 旅行に行けるようになる のか？

旅先でトイレに行ける のか？

20m歩ける ように 訓練 しましょう

年に数回、
友人と旅行に行く

移動のため、車や
公共交通機関を利用する

旅行先での排泄

他にも、旅行先での食事、
買い物、入浴 etc.

参加、活動の実現に
向けた訓練

「参加」「活動」に
必要な心身機能・構造は？

そのための訓練は？

心身機能・構造活動参加

「したいこと」
「できるように

なりたいこと」は？

「参加」に必要な
「活動」は？

マニュアル掲載予定 目標設定場面でのICF

マニュアル掲載予定 ケアマネジメントの類型

18



マニュアル掲載予定 原則的な介護予防ケアマネジメント

基本プロセス

・利用者の趣味や興味、これまでの人生において関心のあったこと
などから具体的な目標の設定ができているか

・「できていないこと」を補うサービスを組み込むだけでなく、
「できること」、「できそうなこと」を探し、生活機能の向上

が図られる目標を立てているか

ポイント

少なくとも３カ月に１回及びサービスの評価期間の終了月、利用者
の状況に著しい変化のあったときには、訪問して面接する

モニタリング

利用するサービス

単にサービス事業の利用のみに限定せず、広く社会資源の情報を

ケアプラン原案作成
（できない部分を支援し、利用者の自立を最大限引き出す）

サービス担当者会議・ケアプラン修正

サービス利用開始

モニタリング（3ヵ月に1回）

評価

ケアプランの確定・交付

アセスメント

マニュアル掲載予定 初回のみの介護予防マネジメント

・ケアマネジメントの結果、利用者本人が自身の状況、目標の
達成等を確認し、 、
その他何らかの地域の支援や活動を利用する場合に、初回のみ
の介護予防ケアマネジメントの対象となる（指定事業所に
よるサービスを利用するときは、原則的な介護予防ケアマネ
ジメントとなる）

行わない

利用者本人が、目標達成を目指したセルフマネジメントを行う

一般
の取り組み、家族や地域

ケアプラン結果案作成
（できない部分を支援し、利用者の自立を最大限引き出す）

交付・サービス利用開始

セルフマネジメント

アセスメント

基本プロセス

ポイント

サービス担当者会議・モニタリング・評価

利用するサービス

セルフマネジメント
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介護予防訪問介護サービス
（従前相当）

家事支援型サービス
（緩和した基準）

対象者 事業対象者・要支援１・要支援２

サービス内容 身体介護、生活援助（概ね45分） 生活援助（概ね45分）

対象ケース

 すでにサービスを利用していて、サービスの利用の継続が必要
とケアマネジメントで認められるケース

 訪問介護員による専門的なサービスが必要と判断されるケース
や「多様なサービス」の利用が難しいケース、以下のケース

・認知症の低下等により日常生活に支障がある者
・退院直後で状態が変化しやすい者
・閉じこもりなどで専門的な支援を必要とする者
・心疾患等の疾患により日常生活に支障がある者
・ストーマケアなどの医療的な処置等に対して見守りが必要な者

※ 状態等を踏まえながら、一定期間（6カ月）後のモニタリング
に基づき可能な限り多様なサービスの利用を促進

 ケアマネジメントにより該当すると判断されたケース

 

の利用を促進

※サービス内容は柔軟に提供可能としつつ、ケアマネジメントにより、

利用者の自立支援に資するサービスを提供

利用頻度 週１回又は週２回程度
（事業対象者は原則週１回） 原則週１回

利用期間（目安） ６ヵ月程度 ３ヵ月 ６ヵ月

単位数

週１回程度 1,168単位/月

週２回程度 2,335単位/月

週２回以上 3,704単位/月

232単位／回

利用者負担割合 1

マニュアル掲載予定 訪問型サービスの類型と対象ケース

介護予防通所介護サービス
（従前相当）

交流型・運動型サービス
（緩和した基準）

対象者 事業対象者・要支援１・要支援２

サービス内容 生活機能向上のための機能訓練等 交流型 運動型

対象ケース

 すでにサービスを利用していて、サービスの利用の継続が必要
とケアマネジメントで認められるケース

 通所することにより専門職の指導を受けながら、集中的に生活
機能の向上のためのトレーニングを行うことで改善・維持が
見込まれるケース

 うつ状態及び運動機能の低下による閉じこもり傾向のある者

 自宅での入浴が困難な者

 不適切な介護状態にある者

※ 状態等を踏まえながら、一定期間（6カ月）後のモニタリング
に基づき可能な限り多様なサービスの利用を促進

 ケアマネジメントにより該当すると判断されたケース

 

の利用を促進

 緩和した基準のサービス利用の場合も、一定期間後のモニタリング

して

いくことが重要

利用頻度 週１回又は週２回程度
（事業対象者は原則週１回） 原則週１回

利用期間（目安） ６ヵ月程度 ３ヵ月 ６ヵ月

単位数

事業対象者 1,647単位/月

要支援１ 1,647単位/月

要支援２ 3,377単位/月

323単位／回 337単位／回

利用者負担割合 1

マニュアル掲載予定 通所型サービスの類型と対象ケース
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「介護予防・自立支援」の強化に向けた事業所向け説明会

ケアマネジメントを支える事業

マニュアル掲載予定 さいたま市高齢者生活支援体制整備事業

（２）協議体の開催（設置）
多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進。

（１）地域支え合い推進員（高齢者生活支援コーディネーター）の配置
多様な主体による多様な取組のコーディネート機能を担い、一体的な活動を推進。

※市全域を担当する第１層、日常生活圏域を担当する第２層があります。

（Ａ）資源開発 （Ｂ）ネットワーク構築 （Ｃ）ニーズと取組のマッチング

生
活
支
援
・
介
護
予
防
の
基
盤
整
備
に
向
け
た
取
組

○ 地域に不足するサービスの創出
○ サービスの担い手の養成
○ 元気な高齢者などが担い手として

活動する場の確保 など

○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制

づくり など

○ 地域の支援ニーズとサービス提供
主体の活動をマッチング など

地縁組織ＮＰＯ法人 ボランティア 社会福祉法人

介護予防・生活支援サービスの多様な関係主体の参画例介護予防・生活支援サービスの多様な関係主体の参画例

等
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ケアマネジャー
ケ
ア
プ
ラ
ン

作
成

高
齢
者
個
人
の

支
援
の
充
実

高 齢 者 １ 人 １ 人 の ケ ー ス に
ついて、自立に資する支援が
提供されるよう多職種で検討

専門職

医師 ・衛生士

ＰＴ ＯＴ

栄養士 薬剤師

多職種連携体制の強化

地域に不足するサービスなどの
地域課題・行政課題の発見・抽出

支援

個別事例の
積み重ね

地域ケア会議

マニュアル掲載予定 さいたま市の地域ケア会議

高齢者

利用

介護予防・生活支援サービス

地域ケア会議の充実

一般介護予防

高齢者生活支援体制整備

高齢者 や 地域の課題 を
みんな（多職種）で 話そう！

地域の困りごと や 「できること」 を

みんな で 見つけよう！

みんな
みんな ！

みんな と 旅行に行きたい！
みんな と 楽しく茶話会をしたい！

身近な場所で、みんな で
楽しく 続けられる 運動

介護予防
ケアマネジメント

「したい」
「できるようになりたい」
の実現に向けて、皆さまの
日常をサポートします。

地域のちょっとした

困りごと の お手伝い
くらいならやります！

地域の新たな担い手

「支えられる側」 から
「支える側」 へ

住み慣れた地域で
いつまでも“いきいき”と

地域をよく知る
元気な高齢者

ケアマネジメント支援

各事業間の連携イメージ
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平成31年3月19日（火）・20日（水）

介護予防のための地域ケア会議
における事業所の役割

保健福祉局 ⾧寿応援部 いきいき⾧寿推進課

「介護予防・自立支援」の強化に向けた事業所向け説明会

１．「地域ケア会議」とは

２．地域包括ケアにおける「地域ケア会議」

３．「介護予防のための」地域ケア個別会議とは

①会議の概要

②参加者・役割

③会議当日の流れ

④会議が目指すもの

⑤会議で検討する内容

⑥事前準備

【参考】会議当日の流れ（ケース検討の流れ）

本日お伝えする内容
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(会議)
介護保険法第１１５条の４８
市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知
識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下この条において「関係者等」という。)により構成される会議(以下こ
の条において「会議」という。)を置くように努めなければならない。
２ 会議は、厚生労働省令で定めるところにより、要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下この項において「支援対象
被保険者」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むた
めに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
３ 会議は、前項の検討を行うため必要があると認めるときは、関係者等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求
めることができる。
４ 関係者等は、前項の規定に基づき、会議から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力
するよう努めなければならない。
５ 会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
６ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が定める。
(平二六法八三・追加、平二九法五二・一部改正)

１．「地域ケア会議」とは（法的位置づけ）

・関係者等に対し、必要な協力を
求めることができる。

・関係者等は、協力するよう努め
なければならない。

・秘密を漏らしてはならない。

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の効果的
な実施のために、以下を目的とした会議を行う。

①被保険者への適切な支援を図るために必要な検討

②地域において自立した日常生活を営むために必要
な支援体制に関する検討

関係機関との連携を行うことで地域の基
盤を整え、ケアマネ会議やサービス担当
者会議の開催、ケアプラン作成指導など
により個々の介護支援専門員へのサポー
ト等を行う

２．地域包括ケアにおける「地域ケア会議」

出典：
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティン
グ「＜地域包括ケア研究会＞地域包括
ケアシステムと地域マネジメント」
（地域包括ケアシステム構築に向けた
制度及びサービスのあり方に関する研
究事業）、平成27年度厚生労働省老人
保健健康増進等事業、2016年

出典：＜地域包括ケア研究会＞
田中滋慶応義塾大学名誉教授作成

植木鉢は、あるひとりの住民の地域生活を支え
る地域包括ケアシステムの構成要素を示していま
す。

まず、地域包括ケアの基盤として、「本人の選
択と本人・家族の心構え」が描かれています。

その上に、しっかりとした「住まい」ならびに
「住まい方（「どのように住むか」「誰と住む
か」、あるいは「ひとりで住むか」等にかかわる
決意を含む）」を意味する植木鉢が描かれていま
す 。

植木鉢の中には、日常生活を支えるさまざまな
支援が、芳醇な…芳醇であってほしい…土として
表現されています。また、日常生活を支えるさま
ざまな支援、セルフケアを中核とする介護予防も
重要な要素として土に書き込まれています。
以上を前提に、医療・介護・福祉分野の専門

職が、連携を図りつつ行なうプロフェッショナ
ル・サービスが描かれています。

上の図では、利用者一人ひとりのケアプランを
担当するケアマネジャーが、多くの職種がかかわ
るケアマネジメント・プロセスを示す台に乗って
任務を果たしていく姿を載せています。

加えて、地域包括支援センターが主催する地域
ケア会議が、それぞれの日常生活圏域で働く人々
の課題解決能力向上を育む様子も表されています。
（参考文献 明治安田生活福祉研究所調査報「生活福祉研究」
通巻92号 [2016.07]）
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地域課題の検討個別ケースの検討

個別課題
解決機能

地域課題
発見機能

ネットワーク
構築機能

地域づくり・
資源開発

機能

政策形成
機能

機
能

厚生労働省資料を一部改編

３．「介護予防のための」地域ケア個別会議とは

会議 地域ケア個別会議 地域ケア推進会議

目的 個別事例の課題検討 地域に必要な取組を明らかにして
施策を立案・提言

専門職

理学
療法士

作業
療法士

栄養士 薬剤師

etc.

「介護予防」のための
地域ケア個別会議

自立支援・介護予防の観点を踏まえて、
「要支援者等の生活行為の課題の解決
等、状態の改善に導き、自立を促すこ
と」ひいては「高齢者のQOLの向上」
を目指しています。

支
援

参加
プラン作成者

サービス提供事業所

「介護予防」のための地域支援個別会議

開催頻度 月１回程度

会議時間 ２時間程度（３０分×２ ４事例）

運営主体 区高齢介護課及び地域包括支援センター

会議目的 自立支援・介護予防の観点を踏まえて、「要支援者等の生活行為の課題の解決等、状態の
改善に導き、自立を促すこと」ひいては「高齢者のQOLの向上」

取扱事例 自立支援・介護予防の観点に基づき実施することから、
対象者は、「サービス事業対象者」「要支援者」を想定しています。

主な参加者

・司会者（進行補助）
・事例提供者
・助言者（専門職）

理学療法士
作業療法士
薬剤師
栄養士 など

公開の別
非公開
※OJTのための傍聴は可能
※傍聴人が入る場合には、個人情報の保護に留意してください。

①会議の概要
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参加者 役割

司会者 区高齢介護課または
地域包括支援センター

○地域ケア会議の運営を行います。
※１事例あたりの検討時間をある程度意識

別にタイムキーパーを用意することも考えられます。
※参加者のＯＪＴの場であることを意識
※個別事例の課題解決を通じて、行政課題を把握する場であることを意識

○アセスメントに基づき、出席している助言者から必要なアドバイスを引
き出します。
※司会者以外の地域包括支援センター職員は、助言者としての役割も担

うことがあります。

助言者

・専門職
薬剤師
理学療法士
作業療法士
管理栄養士
など

・専門職以外

○助言者として、対象者の希望や生活行為の課題等を踏まえ、各分野から
自立に資する助言をする役割を担います。
※全ての職種が毎回地域ケア会議に出席する必要はないが幅広い観点から

助言が貰えるように、常に参加する職種を決めておくことが望ましい。
※検討する事例に応じて、生活保護や生活困窮者対策の担当者、障害福祉

の担当者、保健所、保健センター、こころの健康センター等に出席を求
めることも必要です。

事例
提出者

・プラン作成担当
・介護サービス事業所

〇事例提出者として、ケースの説明を行います。
※介護サービス事業所についても、検討する事例を支援するチームとして

参加を依頼してください。
※かかりつけ医、かかりつけ歯科医師がいる事例について、対象者の状態

の予後予測や治療方針等について事前に確認するとともに、地域ケア会
議での検討結果について情報共有することが重要です。

②参加者・役割

実施事項 所要時間
（目安） 発言者 実施事項詳細

1 開会 1 3分 司会者
会議の目的を確認
全体の流れを説明
資料説明

2

１
事
例
目

事例提出者（プラン
作成者）より事例の
概要説明

4 7分 プラン作成担当

①事例の基本情報について説明
②事例の生活行為課題について説明
③現在の状態に至った個人因子・環境因子
の説明
④②③を踏まえたケアプランの説明

3
事 例 提 出 者 （ 介 護
サービス事業所）か
ら支援方針の説明

4 6分 介護サービス事業所 事例への支援内容・方針について説明

4 質問、助言 10 13分

司会者 2，3の説明に関する不明点の確認

助言者
（専門職） 2，3の説明についての質問・助言

5 まとめ 2 4分 司会者 事例提出者（プラン作成担当、介護サービ
ス事業所）が取り組むべき点について説明

6 2事例目 2 4同様
3事例目 2 4同様

7 閉会 1 3分 司会者 次回の開催日時・場所の案内

③会議当日の流れ

※１事例あたりの目安 ３０分程度（立ち上げ当初は1事例あたり４０  ５０分を目安に進行）
※進行状況によって柔軟に時間配分を変えることができる。
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④会議が目指すもの

「したい」「できるようになりたい」の実現に向けた取組

地域の活動への参加

役割や生きがい
を持って

生活できる

＜本人の「したい」「できるようになりたい」こととは ＞

生活目標は、支援者が決めるものでは決してありません。なぜならば悩みを忘れたり、幸
せな気持ちになれる活動は当事者にしかわからないからです。

その活動を生活目標として設定し、達成していくプロセスは当事者にとって充実した生活
だといえます。

支援者は当事者が意思決定するために必要な情報を提供し、望む目標がどうすればうまく
できるようになるかについての知識や技術を持ってます。

それぞれがオープンに考えを出し合って、試してみることをはじめようというわけです。
（出典：平成30年度介護予防活動普及展開事業 基礎研修会・司会者養成研修資料）

「自立支援」の実現

①自己決定権の尊重
②残存能力の活用
③生活の継続性（生活を奪わない）

高齢者ケアの３原則（デンマーク 1982年）

ICFは、「生活機能モデル」に立って、利用者の“「生きること」を総合的に見る「共通言語」（共通のも
のの見方・とらえ方）”であり、「よりよく生きていく」ために働きかけていくツール（道具）です。

介護は、一人ひとりの人間を対象とし、その人が生きることを支援し、援助するものです。そのためには、
その利用者の「生きることの全体像」をとらえることが不可欠です。そうでないと「生きる」ことの
ごく一部への働きかけになり、よかれと思ってしたことが、全体としてはそれほど効果を上げられなかった
り、かえってマイナスになったりすることすらあるからです。

“生活機能モデルに立って、介護のあり方を考える”とは、一人の利用者について、まず分析的に「心身機
能」、「活動」、「参加」の３つのレベルに分けて具体的にその方の生活機能の現状を把握し、その上で、
３つのレベル相互間の関係をとらえ、さらにそれに対する３つの因子（健康状態、環境因子、個人因子）の
影響を確認します。そして、最終的にそれらを統合して全体をとらえることです。

これは“分析に立った総合”によって、人が「生きることの全体像」という複雑なことを、整理してわかり
やすくとらえるということです。

直感的に全体をとらえようとするのでもなく、自分の関心のある点だけに限って、あるいはそれを中心と
して見ようとするのでもない、科学的なアプローチ（対処の仕方）です。

（引用 大川弥生 「よくする介護」を実践するためのICFの理解と活用―目標指向的介護に立って、中央法規出版株式会社、平成21年）

心身機能・構造 活動 参加

環境因子

健康状態

個人因子

生活機能

自立支援を実践するためのICFの活用
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⑤会議で検討する内容

課題を改善・解決し目標の実現に
つながる支援内容となっているか
を確認する

①S・P 生活行為の課題が的確に把握されているか
②P・C ケアプランの目標は適切に設定されているか
③P・D サービス内容は目標達成のために適切であるか

引用 埼玉県「事業所向け自立支援マニュアル」

なぜ事業所が参加するのか  「自立支援」における介護サービス事業所の役割 

 「自立支援」を実現するためには、高齢者のケアを直接行う介護サービス事業所による
支援が鍵となります。

 「自立支援」において、介護サービス事業所には、次の5つの役割があります。

① ケアマネジャーや他の介護サービス事業所など、利用者ご本人の支援に携わる「支援チーム」間で連
携して、ご本人の心身機能や生活機能、意欲（「したい」こと）等について適切なアセスメントを実
施し、各アセスメント結果を「支援チーム」間で共有する。（Survey）

② ケアマネジャーの作成したケアプランや、「支援チーム」のアセスメント結果に基づき、 ご本人の状態の
維持・改善や自己実現の達成に配慮した個別援助計画1 を作成し、ご本人と合意形成を図る。
（Plan）

③ その個別援助計画に基づき、他のサービスや支援との連動に配慮しつつ、サービスを提供する。
（Do）

④ サービス提供後におけるご本人の状態や意欲の変化を評価し、評価結果を「支援チーム」間で共
有する。（Check） また、必要に応じて、ケアマネジャーの作成したケアプランや「支援チーム」の評
価結果に基づき、プログラムを修正し、その修正についてご本人と合意形成を図る。

⑤ （個別援助計画を修正した場合は）修正した個別援助計画に基づき、他のサービスや支援との
連動に配慮しつつ、サービスを提供する。（Act）

 以上のとおり、「自立支援」を実現するためには、「支援チーム」間でアセスメント情
報を共有するとともに、ケアプランに基づき、他のサービスや支援と連動して、サービ
スを提供することが重要です。

 また、利用者ご本人と接する機会の多い介護サービス事業所は、ご本人の意欲を引き出
すことを期待されることもあります。

引用 埼玉県「事業所向け自立支援マニュアル」
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項目 内容

事例提出者に対し、
会議資料の提出を
依頼

右に掲げる資料の提出を依頼
※〆切は、会議当日の

７日 １０日前を目安

会議資料の
受け取り・確認

氏 名 や 個 人 を 特 定 す る 情 報 を
非表示・イニシャルにします。

会議資料の準備 会議次第、参加者リストを作成

会議資料の関係者
への送付

※当日に資料の読
み込み時間を設け
る場合には省略可

会議資料を集約した後、会議資料
を事前に関係者（助言者（専門
職）、地域包括支援センター、プ
ラン作成担当、介護サービス事業
所等）に配布

⑥事前準備

書類名等 要否
様式１ 利用者基本情報 ●
様式２ 介護予防サービス・支援計画書
（介護サービス計画表） ●

様式３ アセスメントシート △
様式４ 課題整理シート ●
様式５ 報告用シート ●
様式６ 関係機関用依頼文 △
様式７ 基本チェックリスト △
様式８ 介護予防支援・介護予防ケアマ
ネジメント経過記録 △

様式９ 介護予防支援・介護予防ケアマ
ネジメントサービス評価表 △

様式10 個人情報に関する同意書 ／
主治医意見書 ●
介護サービス計画書 ●
支援経過表 ／
評価表 ／
地域支援個別会議評価表 △
お薬手帳の写し、各種検査データ等 △

● 必ず使用する書類
△ 必要に応じて使用する書類

課題整理シート 

氏名  調査日 
事前  

事後  

 内  容 事  前 事後予測 事  後 備   考 

心
身
機
能
・
構
造 

食事     

排泄     

口腔ケア     

睡眠     

認知     

行動・心理症状     

褥瘡・皮膚の問題     

活
動 

室内移動     

屋外移動     

服薬     

入浴     

更衣     

掃除     

洗濯     

買物     

調理     

整理・物品の管理     

金銭管理     

コミュニケーション能力     

参
加 

外出頻度     

社会との関わり     

環
境 

介護力     

居住環境     

 

自立度 自立
困難度と

改善可能性 楽にできる 少し難しい

判定 ○１ ○２

自立度 一部介助
困難度と

改善可能性
改善の可能性が

高い 低い
判定 △１ △２

自立度 全介助
困難度と

改善可能性
改善の可能性が

高い 低い
判定 ×１ ×２

課題整理総括表を一部改編し、「課題
整理シート」として活用します。

「現在」と必要な援助を利用した場合
の生活行為課題の「改善/維持の可能
性」を比較し、本人の生活のどこに課題
があって、支援をすると何が改善するか
を確認しましょう。

この結果とケアプランが整合すること
が必要です。自立には、いつでもどこで
も可能な「自立」と限定的な条件や場所
のみでの「自立」があり、自立であって
も改善を図る場合もあります。

様式４ 課題整理シート
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ただいまから地域ケア会議を開催いたします。
この会議では、自立支援という介護保険の理念の実現を目指して、よりよいケアプランを立てることを

目指しています。
どうすれば、対象者の生活の質が向上するのか、対象者にとって充実した人生といえるのかを想像して

ください。
もちろん理想論ではいけませんので、現実的に実現可能なものを想像してください。
実現に向けて、現行のサービス内容では充分な自立支援が行えないという場合は、必要なサービスを積

極的に問題提起してください。

本日の会議の流れをご説明します。
１事例３０分を目安とし、全部で●事例（３ ４事例）を議題とします。
まず、ケアプラン作成者から５分程度で、事例の説明を行っていただきます。
説明方法は、まず、利用者基本情報に基づき「事例の基本情報」について説明をしていただき、次に、

課題整理シートに基づき「生活行為課題」、現在の状態に至った個人因子・環境因子について説明をして
いただきます。最後に、それらを踏まえたケアプランの説明を行っていただきます。限られた時間ですの
で、状況説明ではなく、自立を妨げている要因とその解決策を端的に説明してください。

つぎに、介護サービス事業所から５分程度で事例への支援内容、方針について説明を行っていただきま
す。各事業所において追加でアセスメントを行っている場合は併せて説明をお願いします。

その後、各地域包括支援センターから説明が不足していた点について質問・整理をしていただき、１５
分程度で助言者から質問や助言をしていただきます。

最後に、課題に対する今後の方針を確認し終了となります。

それでは事例に入ります。１事例目のプラン作成担当は、○○（事業所名）の●●さんです。よろしくお
願いいたします。

開会

【参考】会議当日の流れ（ケース検討の流れ）

○○（事業所名）の●●と申します。よろしくお願いいたします。チームメンバーは、△△の▲▲さん、
□□の■■さんです。
それでは、ケースの概要から説明いたします。利用者基本情報をご覧ください。
＜基本情報について簡潔に説明＞
A様、○歳、男性（女性）の方です。現在、要支援１です。
ご自宅に妻（夫）と二人暮らしで、家族関係は良好です。

現病歴と既往歴については、記載のとおりです。
今までの生活は、・・・です。
○○をきっかけに、現在は・・・という状況に変化しています。

次に、生活行為について説明をいたします。課題整理シートをご覧ください。
＜生活行為の課題や課題が生活に与える影響、現在の状態に至った個人因子・環境因子の説明について、事
後予測を含めて説明＞

生活行為の課題としては、○○、△△、□□を△（さんかく）と評価しました。
かかりつけ医からは、・・・という制限・注意がされています。

事後予測は〇ヶ月後としています。
今回の支援方針は、介護予防サービス・支援計画書にもありますとおり、○ヶ月後に・・・するというこ

とを目標に、○○、△△の向上を目指していきたいと考えております。

続きまして、プランの説明をいたします。介護予防サービス・支援計画表をご覧ください。
＜総合課題、対応策について説明＞
総合課題は、２つとしました。
一つ目は、・・・とし、・・・という目標に対し、・・・という具体策を立てました。
二つ目は、・・・とし、・・・という目標に対し、・・・という具体策を立てました。

今回は、予後予測に無理がないか、また、・・・するという目標を目指すうえで気を付けなければならな
い点についてアドバイスをいただきたいと思います。

説明は以上です。

事例提出者（プラン作成者）より事例の概要説明（4 7分）
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ありがとうございました。
続きまして、チームメンバーからサービス計画等、内容についてお願いします。

司会

事例提出者（介護サービス事業所）から支援方針の説明（４ ６分）

埼玉県 事業所向け自立支援マニュアル 検索

△△の▲▲と申します。よろしくお願いいたします。

＜ケアプランの目標と、各サービス事業所における支援内容・方針の関係性を説明＞

・事業所による追加アセスメントの実施状況
・ケアプランにおける目標の達成へのアプローチ方法
・個別援助計画の実施状況

「自立支援・重度化防止」は、行政だけで実現することはできません。介護サービス事業所のみなさ
まにその一翼を担っていただき、みなさまが提供する介護サービスにより、高齢者が生きがいを持ちな
がら自立した日常生活を送ることのできるよう支援していただくことが重要であると考えています。

そこで、埼玉県では、介護サービス事業所のみなさまに、どのようにしたら高齢者の「自立支援・重
度化防止」を実現できるのか、アセスメントの視点や、介護サービスの手順についてまとめました。
（「はじめに」から一部抜粋）
（目次）
序章 異次元の高齢化と地域包括ケアシステムの構築
第1章 自立支援とは
第2章 自立支援を実現するために何をすべきか
第3章 自立支援の実践例
附 章 自立支援型地域ケア会議について

説明に関する不明点の確認（ 10 13分）
手法１
出席者全員で補足
確認の時間を設け、
その後助言者へ順
に意見を求める。

参加者全員が、検討している事例の生活課題について共通認識を持つことができる
ように要約します。

・これまでの所で何かご質問ありますか 
・それでは、助言がありましたらお願いします。

手法２
司会者または進行
補助者がいくつか
質問をし、助言者
が助言を行う。

（健康状態について）
・疾病予防・再発予防の観点で注意すべき点はありますか 注目すべき既往歴は 
・検査値はどれくらいですか 主治医の方針・意見は確認できていますか 
・薬はどんな処方内容ですか 注意点はありますか 
・認知症の程度はどうですか 原因疾患は 
・体調不良の要因として考えられることは 
・専門医の受診は必要ないですか 

（栄養・食事・口腔機能について）→栄養士へ補足や助言を求める
・口腔機能／栄養状態に課題はありますか 

・実態を把握していますか 
・（口腔機能に問題ありの場合）食事に立ち会って確認をしましたか 
・その課題は解決可能ですか 

・BMIの値が【低い・高い】ようですが、体重の管理は、だれが、いつ、どこで確認
することになっていますか 

・医師からの指示はありますか 
・食事の管理はどうですか 

・（BMIが低い場合）たんぱく質の量は足りていますか 
・（高血圧の場合）塩分量はどうですか 

（動作・痛みについて）
・主治医から禁忌の指示はありますか 
・痛みは、どういう状況で起き、どのくらいで消失しますか 

・問題のある痛みですか、問題のない痛みですか 
ありがとうございました。最後に、なにか確認しておきたいことはありますか 
また、皆様からの助言を受けていかがでしたか 
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心身機能・構造

認知度、日常生活自立度、介護度

嚥下機能・拒薬等の状況

剤形、投与ルート及び調剤上の
対応（粉砕・簡易懸濁など）

活動 参加

課題に対する要因を幅広く想定して薬剤の影響を検討

予測される薬剤の有害事象と課題に対する影響を確認

環境因子

本人の状態・状況及び家族の介護力

健康状態

特別な医療を受けているか

現在処方されている薬の内容、残薬、受診頻度

身体機能低下（肝機能・腎機能など）が薬剤に与える影響

薬剤の⾧期服用による影響

個人因子

服薬に関する負担感（本人・家族）

生活機能

薬剤師の視点

処方されている薬に関
する情報提供（重複投
薬・副作用等）及び服薬
管理の観点からの助言を
行います。また、想像さ
れる病状や病状から考え
られる現状や医療情報の
提供を行います。

心身機能・構造 活動

現在及び要介護状態になるまでの移動動作レベル・ADL

立位に支障を及ぼす機能障害の有無・程度の現状と経過
（関節可動域制限・拘縮、感覚障害、運動麻痺、筋力低下、筋緊張以

上、並行機能障害、振戦、無動、姿勢反射障害、欠損など）
起立可能かどうか、立位保持が何分間できるか、

歩行や寝返りの状況、実際の移動手段

禁忌事項や運動中止基準

リスクに応じた生活動作や環境調整の明確化

コミュニケーション、認知・制心機能障害の有無・程度の現状と経過

参加

環境因子

補装具、移乗・移動補助具の有無や具体、
および住環境・自宅周辺の環境

介護力・家族力

介助者や家族による介助方法等により、症状を増
悪させていないかを確認し、適切な支援方法を検

健康状態

疾病・障害名とその要因、経過、機能的予後

個人因子

特に生活行為や生活範囲を妨げている要因を探
り出し、予備力・残存機能を明確化するととも
に、必要以上に大事にしすぎていないか、リス

クを過剰に捉えていないかを検討

生活機能

理学療法士は、主に
基本動作能力（立ち上
がり、立位保持、歩行
等）の回復・改善や維
持、悪化の防止の観点
からの助言を行います。

理学療法士の視点
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作業療法士は、主に応
用的動作能力（食事・排
泄等）、社会的適応能力
（地域活動への参
加・就労等）の心身両面
から回復・維持・悪化の
防止の観点から生活行為
向上の助言を行い
ます。

作業療法士の視点

参加

趣味活動、地域とのつながり等

環境因子

家屋の状況と主な生活空間
（住宅改修の有無、福祉用具）

家族や支援者の介護力や
支援できる範囲の明確化

健康状態

要介護状態になった原因（病気や何か受傷したことによるものか、
進行性の疾患かなど）

個人因子

生活機能

心身機能・構造 活動

現在できているADL・IADL の状況と、
介護・支援が必要になっているADL・IADL の状況

今後も継続できる、するべきADL・IADL

できないADL・IADL は、今後もできないのか、改善の可能性がある
のか（心身の改善でできるのか、住環境・福祉用具等の導入でできる

のか、家族の支援でできるのか）

認知・精神障害の程度

認知症状がある場合、生活にどのような影響を与えているか

管理栄養士・栄養士は、日
常生活を営む上で不可欠な食
事について、栄養摂取や食事
環境
といった観点から、助言を行
います。

参加

独居生活等における孤食の有無

環境因子

福祉用具（食事に関連する自助具等）の有無

食に関わるサービスの内容と頻度

経済的要因の有無

家族の食支援の有無と頻度

健康状態

現病歴、既往歴、疾患のコントロール状況

体重、体重歴、体重変化率

病状の重症度やADL の低下につながる要因の有無

個人因子

本人・家族の食生活や栄養に関する捉え方
（主観的健康感）

主観的健康感や終末期に対する本人の考え

生活機能

管理栄養士・栄養士の視点

心身機能・構造 活動

認知症の有無 食事の準備、片づけ、調理、買い
物の実施者

栄養状態のリスクの有無
食材の調達方法として買い物する
ための手段、買い物の実施者及び
頻度

ADL、食事摂取の自立状況、視覚・聴覚機能、精神状態、認知機能

食事摂取状況、水分摂取状況
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