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介護支援専門員 専門研修過程Ⅰ 

① ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定

（目的） 

 介護支援専門員としての実践の振り返りを通じて，ケアマネジメントプロセスを再確認し

た上で，専門職としての自らの課題を理解する。 

（内容） 

・各自の実践を省みる事により，ケアマネジメントプロセスにおける各項目の持つ意味と重

要性に関して再確認し課題等を認識するための講義を行う。

・専門職としての知識・技術を高めていく上での克服すべき課題等を認識する講義を行う。 

・振り返りに当たっては，担当事例を活用することとし，担当事例におけるケアマネジメン

トの視点（アセスメントの結果 から課題（ニーズ）を導き出すまでの考え方，当該課題

（ニーズ）に対するサービスの選定理由等）を発表し，他の受講者との意見交換を通じ

て，自分自身の技量における課題を認識・理解する。 

１日目 

形態 時間 内 容 備考 

講義・演習 60分 ・介護支援実務の振り返り

講義・演習 120分 ・ケアマネジメントプロセスの振り返り
居宅介護支

援の手引き 

休憩 60分 

演習 180分 ・実践事例発表と振り返り
居宅介護支

援の手引き 

２日目 

形態 時間 内 容 備考 

講義・演習 60分 
・事例勉強会の方法

・ケアプラン点検

講義・演習 120分 ・事例勉強会の開催演習

休憩 60分 

講義・演習 120分 ・ケアプラン点検演習

演習 30分 ・自分の課題確認と課題解決のための計画
振り返りシ

ート 

個人 

グループ 
30分 

・振り返り

※受講直後評価シート記入

・意見交換

記録シート 
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

６ 各科目のガイドライン

１．目的

介護支援専門員としての実践を振り返り、ケアマネジメントプロセスを再確認した上で、専門職としての自らの

課題を理解する。

２．内容

・各自の実践を省みる事により、ケアマネジメントプロセスにおける各項目の持つ意味と重要性に関して再確認し

課題等を認識するための講義を行う。

・専門職としての知識・技術を高めていく上での克服すべき課題等を認識する講義を行う。

・振り返りに当たっては、担当事例を活用することとし、担当事例におけるケアマネジメントの視点（アセスメントの

結果から課題（ニーズ）を導き出すまでの考え方、当該課題（ニーズ）に対するサービスの選定理由等）を発表

し、他の受講者との意見交換を通じて、自分自身の技量における課題を認識・理解する。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修
⑥ケアマネジメントのプロセス

⑦－１～５ ケアマネジメントに必要な基礎知識及び技術

専門研修課程Ⅰ

専門研修課程Ⅱ

主任介護支援専門員

研修

主任介護支援専門員

更新研修

①ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定
講義・演習

12 時間
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

６ 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①自己のケアマネジメントプロセスの客観的

な評価を行うことができる。
● ● ● （１）

②ケアマネジメントプロセスの中で得意不得

意を認識し活動の修正を行うことができ

る。

● ● ● （２）

③自己のケアマネジメントプロセスの客観的

な評価結果に基づき、今後の学習課題の設

定を行うことができる。

● ● ● （３）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）実践の振り返り

①実務研修を終えてからの実践の振り返り

実務研修が終了し、実践してきた業務を振り返り、今までの実践からの成長や課題について確認する。

・実務において、どのような経験をし、何を学んだか。

・実務をすることにより自らがどれだけ変わったか。

・実務研修を修了する際に設定した自らの課題とどのように向かい合い、取り組むことができたか。

・実務研修を修了する際に設定した自らの課題は達成できたか。

・実務を通じて、自らのどのような課題が見つかったか。

②ケアマネジメントプロセスの重要性の確認

改めてケアマネジメントプロセスの項目ごとの意味と重要性について確認する。

（ア）受付及び初回面接相談（インテーク）、契約

・利用者及び家族との信頼関係の構築の重要性

・利用者が主体となる契約の意義とそれを保証するための仕組み

・受付及び初回面接相談（インテーク）場面における留意事項

（イ）アセスメント及びニーズの把握の方法

・アセスメントにおける情報収集と分析による課題の明確化

・利用者の状態の改善及び悪化の可能性の予測

・利用者の生活全体を捉える視点の重要性

・利用者の生活機能と背景を把握、理解する視点

（ウ）居宅サービス計画等の作成

・利用者及び家族の生活に対する意向の確認及び総合的な援助の方針の策定における留意点

・アセスメントから導き出したニーズを解決するための視点と達成するための目標の関係

・多職種との連携による居宅サービス計画等の策定における留意点

・居宅サービス計画と個別サービス計画との連動の重要性
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

６ 各科目のガイドライン

（エ）サービス担当者会議の意義と進め方

・会議を開催するにあたり、必要な業務の理解

・サービス担当者会議における介護支援専門員によるアセスメントの結果を共有することの重要性

・会議での意識の共有にあたり、居宅サービス計画と個別サービス計画との内容の整合性

・複数サービスを利用する場合における各サービスの個別サービス計画ごとの内容の確認をすることの重要性

・各ケース（新規、更新、区分変更等）ごとのサービス担当者会議における検討の留意点

（オ）モニタリング及び評価

・利用者及び家族、サービス担当者等との継続的な連絡や居宅訪問による利用者との面接の意味

・モニタリングにおける視点や手法、心身状況の変化への対応

・目標に対する各サービスの達成度（評価）の検証の必要性と評価手法（評価表等の活用）

・モニタリングにおける多職種との役割分担と連携の重要性

・モニタリング結果の記録作成の意味と記録に当たっての留意点

（２）担当事例による事例検討

担当事例を持ち寄り、事例検討を行うに当たり、目的や方法について学び、意見交換等を通じて自らのケア

マネジメントにおける課題とその対応について学ぶ。

①事例検討の意義と方法

・事例検討の目的

・地域ケア会議と事例検討会の違い

・参加者の基本姿勢

・事例検討の進め方

・事例検討における準備

②事例検討の実施

各実践事例を用いて、以下の内容について検討する。

（ア）ケアマネジメントプロセスを振り返り、アセスメントの結果から生活全般の解決すべき課題を導きだすまで

の考え方の確認、課題に沿った目標、目標を達成するためのサービス内容・種別・事業所選定になってい

るかどうか等を確認する視点

・医療情報を把握しているか。

・具体的「困りごと」を把握しているか。

・生活をする上での「困りごと」の原因を把握しているか。

・生活上の「困りごと」について、本人・家族の意向を確認しているか。

・「困りごと」から「望む暮らし」への転換がはかられているか。

・利用者・環境の強さ（ストレングス）を把握しているか。

・介護の必要性、改善の可能性、悪化の危険性を検討しているか。

・アセスメントの結果に沿った課題（ニーズ）になっているか。

・課題（ニーズ）に沿ったケアの方向性になっているか。

・課題（ニーズ）に沿った目標になっているか。

・目標に沿った介護内容になっているか。

・利用者の選択によるサービス種別・事業所選定になっているか。

・サービス担当者会議は適切か。

・モニタリングは適切か。
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

６ 各科目のガイドライン

（イ）介護支援専門員の専門性向上を目的とした視点

・介護支援専門員の役割を理解して対応しているか。

・高齢者にとって問題となりやすい生活上の「困りごと」を具体的に理解しているか。

・生活上の「困りごと」の原因の把握方法を理解して対応しているか。

・課題検討をするための考え方を理解して対応しているか。

・ケアの方向性を設定するための考え方を理解して対応しているか。

（ウ）家族の問題や、介護支援専門員・介護サービス事業者の問題、 心情的問題、介護保険サービス利用で

解決できない課題への対応の視点

・解決すべき課題の内容を具体的に整理ができているか。

・誰（利用者、家族、介護支援専門員、事業者等）にとっての問題なのか整理できているか。

・問題の原因を明確化ができているか。

・問題だけではなく、対象者の生活全般について、解決すべき課題を把握できているか。

・介護保険制度の理念、介護保険事業の運営基準に沿った対応となっているか。

・介護保険だけでなく、社会資源を活用した対応となっているか。

・本人の持っている力を踏まえた対応となっているか。

（エ）ケアプラン点検

・ケアプラン点検は、介護給付費適正化事業として、介護給付の適正化を図ることにより、利用者に対する適

切な介護サービスの提供を確保するとともに、不適切な給付を削減することで、介護保険制度の信頼感を高

めるとともに、介護給付費や介護保険料の増大を抑制し、持続可能な介護保険制度を構築するという考え

から行われている。

・介護給付の適正化については、都道府県と保険者が一体となって戦略的に取り組んでいくことを促進する

観点から、平成 19 年６月に示された「介護給付適正化計画に関する指針」に基づき、各都道府県の方針及

び目標等を定めた「介護給付適正化計画」を策定し、平成 20 年度から全国で行われている。

・介護給付費適正化事業には、要介護認定の適正化、サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化とし

て、認定調査状況の点検、居宅サービス計画の点検、住宅改修等の点検、医療情報との突合、縦覧点検、

介護給付費通知などがあり、ケアプラン点検はその一つである。

・ケアプラン点検は、居宅サービス計画がケアマネジメントのプロセスを踏まえ、自立支援に資する適切な居

宅サービス計画となっているのかを、基本となる事項を介護支援専門員とともに確認しながら、介護支援専

門員の「気づき」を促すとともに、自立支援に資するケアマネジメントとは何かを追求し、その普遍化を図り、

健全な給付の実施を支援するためのものである。

・介護支援専門員がケアマネジメントの視点を正しく踏まえ、専門家として判断の根拠を示した上で居宅サー

ビス計画の作成ができているかどうかが重要である。

（オ）居宅サービス計画に関する課題と対応策についての検討

・メンバーによる意見交換により、事例提出者の気づきを促すと共に、今後の支援方針や対応策を検討し、ま

た、残された課題について検討する。

（カ）グループ発表

・メンバーによる事例の検討により明らかになったことや、メンバーと事例の再アセスメントを行うことによって生

まれた新たな視点などの気づきについて発表し、グループで検討した今後の支援方針や対応策を発表する

と共に、事例検討を行った感想や自己の課題などの気づきを発表する。
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

６ 各科目のガイドライン

（３）学習課題の設定

事例検討を通じて把握した自らの課題について、今後の学習課題を設定し、さらなる資質向上へとつなげる。

①自らの課題の確認

・事例検討を行うことによって気づいた自己の課題や傾向について確認する。

②学習課題に対する対応策と学習目標の設定

・研修を振り返り、事例検討をすることによって気づいた自己の課題や傾向について、その対応策を検討し、

自己の学習課題を設定するとともに、事例検討の必要性や生涯学習の必要性について理解する。

５．科目のポイント

・実務での体験から具体的なエピソードを使い振り返ることによって、自らの課題にどのように向き合ったのか

を確認する。

・ケアマネジメントプロセスを振り返ることより、各プロセスの意味と重要性を再確認し、自己の業務と照らし合

わせて業務を振り返るようにする。

・事例検討においては、司会、書記などの役割分担と各グループにファシリテーターが介入し、事例検討が

円滑に進むようにコーディネートされることが望ましい。

・ケアプラン点検の目的を理解した上で行うようにし、自己の業務の振り返りと、他者による点検の必要性を理

解する。

・事例検討により導き出された自らの現在の能力と課題について、研修を通じてどのように学び、修得していく

のかを考える講義にすること。
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ケアプラン点検 ～ケアプランの振り返り～ 

ケアプランの２表を見てください。

生活全般の解決すべき課題（ニーズ）があります。 

①「歩けるようになりたい」となっていたとします。

ある、見る立場の人（介護保険に詳しい家族でもいいです。）から、なぜ、

「歩けるようになりたい」という課題になったのですか？と質問されました。 

あなたは、どのように説明しますか？ 

 「デイサービスでリハビリができるから」「デイサービスに行きたいという

希望があったから」「歩きたいと言われたから」・・・では説明になりません

ね。 

 ３週間前、転んで膝を痛めたために安静にしていました。安静にして寝て過

ごしていたら、歩けなくなり、立っているのがやっとになってしまいました。

痛みも取れたし、主治医の先生からも身体を動かして大丈夫と言われました。

本人も、また元のように歩けるようになりたいという希望だったため、改善の

可能性が高いと判断しました。本人の言葉を借りて「歩けるようになりたい」

としました。 

 説明の後、「では、そのことが確認できる、アセスメントの結果を見せてく

ださい。」と言われました。 

対応はＯＫですか？ 理由が説明できますか？ 

②「気分転換したい」となっていました。

「気分転換したい。」ということは、気分の落ち込みや悩み等が見られたの

ですか？ それはアセスメント記録のどこを見れば分かりますか？ と聞かれ

ました。 

対応はＯＫですか？ 理由が説明できますか？ 

根拠を明らかにできなかった場合どうしますか？ 

改めて情報を整理し，課題検討をし直します。 

① 情報の整理は，国の「課題分析標準項目」を基本にします。

② プロセスは「居宅介護支援の手引き」で確認します。

③ 課題検討は「ケアプラン策定のための課題検討用紙」を使います。

④ 検討の方法は「ケアプラン策定のための課題検討の手引き」を使います。
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ケアプラン点検の目的

自立支援に向けたケアプラン策定に大切なことは，介護支援専門員がケアマ

ネジメントの視点を正しく踏まえ，専門家として判断の根拠を示した上でケア

プランの作成ができているかどうかです。

 保険者（担当者）と介護支援支援専門員が，共に考え，気づくことができる

ようにします。 

① 共に確認しあいます。

② 一緒にレベルアップを目指します。

③ ケアプランの根拠について確認を一緒におこないます。

④ 地域の課題を知ります。

⑤ 次回からのケアプラン作成に役立つようにします。

ケアプラン点検の方法

（方 法）面接  ～１件６０分程度～ 

（対 象）介護支援専門員が，振り返りたいと思う事例，点検を通してスキル 

アップしたい利用者の事例，対応に困っている利用者の事例等。

① ケアプラン表（１），（２）

② アセスメントシート及びアセスメントの結果がわかるもの

※「ケアプラン策定のための課題検討用紙」に整理すると確認し

やすい。 

（資 料） 気づきの根拠を持って対応する。 

※個人的主観や経験と感で対応するのではない。

①「居宅介護支援の手引き」

②「ケアプラン策定のための課題検討の手引き」
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ケアプラン点検支援マニュアル

１ 目的

ケアプラン点検は，ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ「自立支援」

に資する適切なケアプランとなっているかを，基本となる事項を介護支援専門員ととも

に検証確認しながら，介護支援専門員の「気づき」を促すとともに「自立支援に資する

ケアマネジメント」とは何かを追求し，その普遍化を図り健全なる給付の実施を支援す

るために行うのもです。

２ ケアプラン点検に当たっての基本姿勢

  保険者は，ケアプラン点検を行うに当たって，以下の点を十分に踏まえて行う必要が

あります。

①点検に際して事業所側の事務の負担を考慮し，資料などは必要最小限なものとする

ことが大切です。

②ケアプランを形式的に点検するのが目的ではないので，空欄があったからといって

直ちにそれが問題となるわけではありません。

③点検作業は一方的ではなく双方向で行い，保険者と介護支援専門員がともに確認し

あう姿勢で臨みます。

④介護支援専門員がどこに悩み，つまずいているのかを把握し点検を通して「気づき」 
を促すことが大切です。

⑤介護支援専門員を批判するのではなく一緒にレベルアップを図る方法であることを

認識します。

⑥介護支援専門員が，再度点検を受けてみたいと感じることができるよう，保険者と

して継続的に支援していく姿勢が大切です。

⑦地域特性を意識しながら，保険者として地域で何が課題になっているかを考察しな

がら進めていくことも大切です。

⑧不適切なプランと思われるものがあった場合，プランの根拠について確認を一緒に

行う「振り返り作業」を実施し，次回からの計画作成に役立つように適切なプラン

作成の視点・気づきを促すことが重要です。

⑨点検を効率的に実施する為に必ずしも全てのケアプランに関して点検する必要はな

く，目的をはっきりさせて行うことが必要です。

自立支援に向けたケアプランの作成に向けて大切なことは，介護支援専門員がケア

マネジメントの視点を正しく踏まえ，専門家として判断の根拠を示した上でケアプラ

ン作成ができているかどうかです。

このマニュアルは，それらを可能な限り理解しやすいように作成してありますが、

  基本的な事項を示したものにすぎません。このマニュアルを参考に，その趣旨を理解

  した上で，各保険者が創意工夫して，事務負担にも配慮した独自のものを作成するこ

  とが望まれるところです。そしてこのマニュアルを通じ，保険者と地域の介護支援専

  門員が連携し一丸となって「質の高いケアマネジメント」を目指す足がかりになって

  くれることを期待します。

参考 
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分 析 表 

１ 〈アセスメントの基本〉

 介護支援専門員として、アセスメントを行う理由についてどのように理解しています

か。またアセスメントを行う専門職として、その役割を十分に果たせていると感じます

か？

２ 〈情報収集〉

アセスメントに必要な情報をどのような方々から得ましたか？

３ 〈基本情報〉

アセスメントを行う上で必要だと思われる基本情報について、どのような情報を特に

重要な情報として押さえましたか？

４ 〈相談〉

  どのような相談経緯だったのでしょうか？

５ 〈生活状況〉

  利用者の「個別性・その人らしさ」を大切にするためにも、大切な情報である生活暦

や生活状況をどのようにして聞き取りましたか？

６ 〈サービスの把握〉

  現在利用しているサービスについて、その利用状況・満足度等を把握していますか。  

またその上で介護給付以外のサービスについても把握ができていますか。

７ 〈日常生活自立度〉

  障害高齢者の日常生活自立度や認知症高齢者の日常生活自立度について、最新の状況

を把握していますか。

８ 〈主訴〉

  利用者・家族は主にどのようなことに困って来られたのですか。

９ 〈認定〉

  認定情報の内容を確認しましたか。

10 〈理由〉

  今回のアセスメントを行うきっかけとなった理由について教えてください。

11 〈健康状態〉

  利用者の健康状態について、ケアプラン作成にあたり重要だと考えている事を教えて

ください。

12 〈ＡＤＬ・ＩＡＤＬ〉

  利用者のＡＤＬ・ＩＡＤＬの現状を把握するにあたり、何に気をつけてアセスメント

しましたか。またその手法・経路について教えて下さい。

13 〈認知症〉

  物忘れや認知症について何か気になることはありましたか。

14 〈コミュニケーション〉

  友人や家族、地域の方とどのようにコミュニケーションをとっているか確認しました

か。

15 〈社会参加〉

  利用者の友人や家族、地域の方との関わり方は良好ですか。また最近変化したこと（例： 
友人の入院・入所、他界等）はありませんか。利用者が自らすすんで行っている活動や

趣味などはありますか。

16 〈排泄〉

  利用者の排泄に関しての意向や困っているところは何ですか？またその原因や背景を

把握していますか。

17 〈食事・口腔〉

  食事や口腔の状態について、何か気になる点がありましたか。
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18 〈問題行動〉

  利用者が周囲を戸惑わせたり、介護者が負担に思っている行為は起こっていませんか。 
19 〈家族の心身の状況〉

  家族の方の心身の状況は把握していますか？特にどなたか心配な方はいらっしゃいま

すか。

20 〈家族の介護力〉

  家族の方の介護に対する思いをどのように捉えましたか。家族の方が話した言葉で印

象に残った事があれば教えてもらえますか。

21 〈居住環境〉

在宅生活を続ける居住環境として、気がかりな点はありませんか？利用者・家族の意

向はどうですか。

22 〈特別な状況〉

  プランを作成する上で、特別に配慮したほうがよいと思われたことがあれば教えてく

ださい。

23 〈尊重〉

アセスメントを通じて、利用者・介護者に現状を認識してもらえましたか。また、介

護支援専門員として利用者の自己選択や自己決定などの主体性を尊重することができま

したか。

居宅サービス計画書（１） 

１ 記載事項に漏れがないよう，常に確認をしていますか？

２ 「課題」の整理はできましたか，またそれらの「課題」は「利用者及び家族の生活に

対する意向」とに関連性はありますか？

３ 家族はどのようなおもいで，利用者を支えていこうとお考えですか？

４ 利用者及び家族の「生活に対する意向」は，アセスメントをすすめ，課題が明確にな

っていく過程において，面接当初と比べてどのような変化が生まれましたか？

５ 総合的な援助方針はどのようなプロセスを踏んで決定しましたか？

６ 生活援助中心型を算定した理由を教えて下さい。

居宅サービス計画書（２） 

１ 「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」の原因や背景を教えて下さい。

２ 課題の優先順位を決める上で，大切なことはどのようなことだと思いますか？

３ 生活全般の解決すべき課題が利用者及び家族にもわかりやすい表現を用い，取り組み

の意欲が生まれるような記載を心がけていますか？

４ 利用者・家族の「困りごと」に対してどのような働きかけを行いましたか？

５ 長期目標は，どのように設定しましたか？

  利用者自身が，課題（ニーズ）ごとに支援を受けながら，自分自身も努力する到達点

として，具体的にわかりやすく記載できていますか？

６ 短期目標は長期目標を達成するための具体的な「活動の目標」になっていますか？

７ 課題を解決するための単なるサービス内容の記載だけではなく，どのような点に注意

するべきか，どういったことを大切にすべきか等の視点も含めた具体的な記載内容とな

っていますか？

８ 計画したサービス内容を適切に提供する為に，サービス種別はどのような資源を検討

し，決定しましたか？

９ サービスの利用頻度と期間の見直しはいつ頃，どのように行いますか？
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週間サービス計画 

１ 週間サービス計画表の活用方法やサービスの組み立て方について，どのように考えて

いますか？

２ 本人の主な日常生活について，どのように把握しましたか？またその人らしい生活が

イメージされていますか？

３ 週間サービスには、利用者・家族の状況（意向、事情等）にあった計画になりました

か？

４ 「週単位以外のサービス」の欄には何を記載していますか？
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介護支援専門員 専門研修過程Ⅰ 

② 介護保険制度及び地域包括ケアシステムの現状

（目的） 

 介護保険制度の最新の動向や地域包括ケアシステムの構築に向けた現状の取組を理解し

た上で，今後の地域包 括ケアシステムの展開における介護支援専門員としての関わりを理

解する。 

 また，地域包括ケアシステムの中で，利用者及びその家族を支援していくに当たって，関

連する制度等を理解する。 

（内容） 

・介護保険制度の改正等の状況や地域包括ケアシステムの構築に向けた現状の取組及び課題

に関する講義を行う。

・地域包括ケアシステムの構築に向けて，介護支援専門員が果たすべき役割に関する講義を

行う。

・利用者が，住み慣れた地域で自立した生活を継続するためには，利用者だけでなくその家

族を支援するという視点も必要であることから，利用者の家族も含めた支援に関連する各

種制度や社会資源に関する講義を行う。

・フォーマルだけでなくインフォーマルな 社会資源との連携やそれらの活用と働きかけに

関する講義を行う。

形態 時間 内 容 備考 

講義 40分 

・介護保険制度等の改正の内容とその理由

・地域包括ケアシステムの構築に向けた現状及び展開

における課題

講義 130分 

・地域包括ケアシステムの構築にむけた介護支援専門

員の果たすべき役割り

・地域ケアチームの一員としての役割り

・利用者家族も含めた社会資源

・利用者ニーズに合わせた多様な社会資源

個人 10分 ・振り返り 記録シート 

13



介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

６ 各科目のガイドライン

１．目的

介護保険制度の最新の動向や、地域包括ケアシステムの構築に向けた現状の取組を理解した上で、今後の

地域包括ケアシステムの展開における介護支援専門員の役割を理解する。

また、地域包括ケアシステムの中で、利用者及びその家族を支援していくに当たって、関連する制度等を理

解する。

２．内容

・介護保険制度の改正等の状況や地域包括ケアシステムの構築に向けた現状の取組及び課題に関する講義を

行う。

・地域包括ケアシステムの構築に向けて介護支援専門員が果たすべき役割について講義を行う。

・利用者が住み慣れた地域で自立した生活を継続するためには、利用者だけでなくその家族を支援するという視

点も必要であることから、利用者家族も含めた支援に関する各種制度や社会資源に関する講義を行う。

・介護保険サービスだけでなく、社会資源活用と働きかけに関する講義を行う。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修
①介護保険制度の理念・現状及びケアマネジメント

⑨地域包括ケアと社会資源

専門研修課程Ⅰ

専門研修課程Ⅱ ①介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開

主任介護支援専門員

研修

①主任介護支援専門員の役割と視点

⑥地域援助技術

主任介護支援専門員

更新研修
①介護保険制度及び地域包括ケアシステムの動向

②介護保険制度及び地域包括ケアシステムの現状 講義３時間
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

６ 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①介護保険制度等の改正の内容とその理由に

ついて説明することができる。
● ● （１）

②地域包括ケアシステムの構築にむけた現状

及び展開における課題について説明でき

る。

● ● （２）

③地域包括ケアシステムの構築にむけて介護

支援専門員の果たすべき役割について説明

できる。

● ● ● （３）

④個別支援における地域ケアチームの一員と

しての役割について説明できる。
● ● ● （４）

⑤利用者の家族も含めた社会資源について説

明できる。
● ● ● （５）

⑥利用者ニーズに応じた多様な社会資源の活

用について説明できる。
● ● ● （６）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）介護保険制度等の改正の内容

①介護保険制度の現状と課題

（ア）介護保険制度の変遷

・要介護度別の認定者数、サービス利用者数、保険料の推移

・医療介護連携の促進の必要性

・家族の介護や看護を理由とした離職者数の推移と仕事と介護の両立支援の必要性

（イ）介護支援専門員を取り巻く環境について

(２) 地域包括ケアシステムの構築に向けた現状及び展開における課題

（ア）医療と介護の連携強化等

・地域包括ケアシステムの実現のためには、地域において多面的に在宅医療・介護連携を展開していくこ

が不可欠。

・地域の医療・福祉資源の把握及び活用

・24 時間 365 日の在宅医療・介護提供体制の構築

（イ）介護人材の確保とサービスの質の向上

・介護に関する資格見直しや、介護支援専門員の研修体系も見直し、介護人材の質の向上を目指す。

（ウ）高齢者の住まい等の整備

・住民それぞれのニーズに合った住まいが提供され、その中で自己決定による尊厳が確保された生活が実
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

６ 各科目のガイドライン

現できる。

・持ち家か借家か、バリアフリー等の配慮の有無、ライフステージに応じた適切な住み替えなど、様々な観

点から住まいを検討できる。

（エ）認知症対策の推進

・認知症対策等総合支援事業の実施について、推進強化を行っている。

（オ）保険者による取組の推進

・住民から求められる介護サービスと住まいに関するニーズを的確に把握し、これらのニーズを踏まえてそ

れぞれの施策の目標が整合するように計画が作成されなければならない

・所得や資産を持たない高齢者、家族による支援が期待できない高齢者等には、居住支援と生活支援を

合わせて考えていく必要がある。

（３）地域包括ケアシステムの構築にむけて介護支援専門員の果たすべき役割

介護支援専門員は、包括的・継続的ケアマネジメント事業を行うために、在宅や施設の就労場所を超えて、

医療機関・関係機関・インフォーマルサービス等の体制整備の協働を行う姿勢が必要である。実務を行う中で、

地域に不足している機能などを、介護支援専門員が自ら地域ケア会議などで提示する必要がある。

（４）地域ケアチームの一員としての役割

（ア）地域の社会資源の把握の必要性

・サービス化された支援だけではなく、活動や参加、安否確認や見守りなど、心身の状況や家族構成の変化

などによって喪失してしまう生活機能もある。

・仕事と介護の両立が必要な家族に対する相談機能、利用者と家族を支える社会資源の整備状況等につ

いても把握する等、地域の実情に応じた仕事と介護の両立支援策の検討、推進が必要である。

・地域内には潜在しているボランティアや住民グループがあり、社会参加や地域貢献をしたいと思いながらも

きっかけがないまま活動につながっていない場合もあるため、地域資源の発掘も重要である。

・日常生活圏域ニーズ調査などを活用して高齢者の健康状態や社会資源等について把握し、課題やニー

ズを分析、必要な社会資源に関するアセスメント（地域診断）を行うことが求められる。

・地域における明らかになったニーズに対して、発掘・開発された地域資源を地域包括ケアシステムへつな

ぐことが重要である。

（イ）地域包括支援センターとの連携の必要性

・地域ケア会議や、関係者が集まる機会を活用しながら地域資源を生み出すことも必要である。

・地域資源だけでは地域の課題とニーズに対応できない状況も想定できる。このような場合には新たなサー

ビスや仕掛けを生み出すことも必要である。

（ウ）地域ケア会議の機能

・個別課題解決機能

・地域包括支援ネットワーク構築機能

・地域課題発見機能

・地域づくり・資源開発機能

・政策形成機能

（エ）地域ケア会議の目的

・多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

６ 各科目のガイドライン

・個別ケースの支援内容の検討に通じた地域の介護支援専門員の法の理念に基づいた高齢者の自立支援

に資するケアマネジメントの支援

・高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築

・個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握

（オ）地域ケア会議とその他の会議との相違点

（ａ）サービス担当者会議との相違点

・サービス担当者会議は介護支援専門員が主催し、利用者がそのニーズに応じたサービスを適切に活用でき

るように、ケアマネジメントの一環として開催するもの。

・個別ケースを検討する地域ケア会議は市町村または地域包括支援センターが主催し、包括的支援事業の

一環として開催するもの。

ｂ）事例検討会との区別

（※専門Ⅰとのレベル感に留意：実務研修では知ってもらうなど軽く触れる程度に留める）

・事例検討会の手法を充実させ、地域課題発見の視点も入れる。

・処遇困難事例の検討に、様々な立場からの知恵やノウハウを集結させながら解決に向かう視点を取り入れる。

カ）地域ケア会議で取り上げる事例

（ａ）サービス未利用で支援を必要とする高齢者等

（ｂ）周辺住民が困っている事例

（ｃ）支援者が困っている事例

（ｄ）支援のための資源調整や環境整備が必要な事例

（ｅ）高齢者の心身の健康や権利が侵害されている事例

（ｆ）保険者からみてサービス提供内容に課題がある事例

（５）利用者の家族も含めた社会資源

※以下の実務研修における地域包括ケアと社会資源を振り返る。（介護支援専門員実務研修ガイドラインを参照のこと）

（ア）社会資源の関連機関と専門職

（ａ）医療機関、社会福祉協議会、保健所

（ｂ）地域包括支援センター、在宅介護支援センター

（ｃ）地域活動支援センター

（ｄ）地域生活定着支援センター

（ｅ）医療職（医師、看護師、保健師、准看護師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、義肢装具士、歯科衛生士）

（ｆ）福祉職（介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事）

（ｇ）その他（管理栄養士、栄養士、ホームヘルパー、相談支援専門員、柔道整復師、あん摩マッサージ師、

はり灸師）

（イ）地域資源

（ａ）自治会 （ｄ）ボランティア

（ｂ）民生児童委員 （ｅ）商店街の活動等

（ｃ）地区社協
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

６ 各科目のガイドライン

（６）利用者ニーズに合わせた多様な社会資源

※以下の実務研修における地域包括ケアと社会資源を振り返る。（介護支援専門員実務研修ガイドラインを参照のこと）

（ア）社会資源を活用する視点

（ａ）その人が望む生活に向けた視点

（ｂ）望む生活を実現するために必要な社会資源の活用の視点

（ｃ）虐待や支援困難ケースの対応策への活用

（ｄ）地域包括ケアシステムの５つの視点

（ⅰ）医療との連携強化

（ⅱ）介護サービスの充実強化

（ⅲ）予防の推進

（ⅳ）見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など

（ⅴ）高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まいの整備

５．科目のポイント

・介護保険制度の現状について、統計データや介護保険事業計画等を示し、地域の実情に合った講義を行

う。

・介護保険制度の現状や課題について最新の資料を用いて講義を行う。

・「介護保険最新情報」等により介護保険に関する情報を積極的に収集できるようになることも解説する。

・介護保険制度の改正の状況や地域包括ケアシステムの構築に向けた現状の取組及び課題に関する講義

を行う。

・最近のトピックス的な内容を取り入れた講義を行う。

・地域ケア会議の目的を理解し、参加に向けた講義を行う。

・どのような生活を送りたいかという利用者と家族の意思を確認し、その意思を尊重した社会資源等を活用す

ることが大切。利用者の自己決定を尊重するという姿勢で、その人に必要な社会資源を結びつけることを伝

える。

・高齢者の、地域での在宅生活の継続や療養場所に関する意向を踏まえ、意思決定の支援や地域が目指す

姿の共有を行うことの重要性について理解を促す。
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運営基準 H30.04.01.～ 

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針) 

第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定す

る基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作

成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案

に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)
を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情

報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担

当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪

性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この

条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他の

やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求め

ることができるものとする。

十三の二 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提

供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の

利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意

を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。 

十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サー

ビスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の

医師等の意見を求めなければならない。

十九の二 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際

には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

(福祉用具貸与計画の作成) 

第百九十九条の二

４ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画

を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。
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平成３０年度介護報酬改定（介護支援専門員関係）

平時からの医療機関との連携促進 

① 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合などは、利用者の同意を得て主治

の医師等の意見を求めることとされているが、この意見を求めた主治医等に対してケ

アプランを交付することを義務づける。

② 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリン

グ等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャー

から主治医等に必要な情報伝達を行うことを義務づける。

質の高いケアマネジメントの推進 

居宅介護支援事業所の管理者の要件を主任ケアマネジャーとする。

 その際、一定の経過措置期間を設けることとする。併せて、特定事業所加算について、

他法人が運営する居宅介護支援事業所を支援する事業所など、地域のケアマネジメント機

能を向上させる取組を評価する。

公正中立なケアマネジメントの確保 

 利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、

利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求

めることが可能であることなどを説明することを義務づけ。これらに違反した場合は報酬

を減額。

また、利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の居宅サービス事業所のみをケ

アプランに位置付けることは適切ではないことを明確化する。

特定事業所集中減算の対象サービスの見直し 

 特定事業所集中減算について、請求事業所数の少ないサービスや、主治の医師等の指示

により利用するサービス提供事業所が決まる医療系サービスは対象サービスから除外す

る。

一方で、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与については、引き続き対象とするので、

80％以上を減算とするルールを維持しつつ、15 年度改定前の姿に先祖返させる形となっ

た。
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障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携 

障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等に、ケア

マネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介

護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする。

入院時情報連携加算の見直し 

① 居宅介護支援の提供の開始に当たり、利用者等に対して、入院時に担当ケアマネジャ

ーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを義務づける②入院時情報

連携加算について、入院後３日以内の情報提供を新たに評価するとともに、情報提供

の方法による差は設けないこととする③より効果的な連携となるよう、入院時に医療

機関が求める利用者の情報を様式例として示す。②については、ファックスなどで情

報提供した場合でも同等に評価する。

退院・退所加算の見直し 

医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合、退

院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得

た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に算

定。ただし「連携３回」算定できるのは、１回以上について、入院中の担当医等との

会議（退院時カンファレンス等）に参加し、退院・退所後の在宅での療養上必要な説

明を行った上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場

合。

※入院又は入所期間中につき１回を限度。初回加算との同時算定不可。

退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関等との連携促進 

① 退院・退所時におけるケアプランの初回作成の手間を明確に評価する②医療機関等と

の連携回数に応じた評価③加えて、医療機関等におけるカンファレンスに参加した場

合を上乗せで評価する。また、退院・退所時にケアマネジャーが医療機関等から情報

収集する際の聞き取り事項を整理した様式例について、退院・退所後に必要な事柄を

充実させる等、必要な見直しを行う。退院時の多職種からの情報収集を高く評価して

いく。

特定事業所加算の見直し 

 医療・介護連携をさらに強化するため、特定事業所加算において、以下の全ての要件を

満たす事業所を更に評価する。
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① 特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）のいずれかを取得し、退院・退所加算の算定に医

療機関等と連携を年間３５回以上行い、ターミナルケアマネジメント加算を年間５回

以上算定

② 加算（Ⅰ）～（Ⅲ）共通

・他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等の実施を要件

に追加

③ 加算（Ⅱ）（Ⅲ）

・地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加を要件に追加（現行はⅠ

のみ）

末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント 

ターミナルケアマネジメント加算

・末期の悪性腫瘍で在宅で死亡した利用者（在宅訪問後、２４時間以内に在宅以外で

死亡した場合を含む）が対象

・２４時間連絡がとれる体制を確保し、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことが

できる体制を整備

・利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上

在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性

等の把握、利用者への支援を実施

・訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケア

プランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供

末期がん患者のケアプランについては、短期間での変更が求められるため、「日常生

活上の障害が１カ月以内に現れる」と主治医が判断した場合に、①利用者の状態変化

をケアマネジャーが確認②状態変化・ケアプラン変更について、主治医等とサービス

担当者の了解を得る③ケアプラン変更について、利用者・家族の了解を得る――のプ

ロセスを踏んだ場合、サービス担当者会議の開催を不要にする。

契約時の説明等 

運営基準減算

利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所に

ついて▽複数の事業所の紹介を求めることが可能であること▽当該事業所をケアプラ

ンに位置付けた理由を求めることが可能であること――の説明を行わなかった場合を

追加する

特定事業所集中減算の見直し 

対象となる「訪問介護サービス等」を訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与にする（現行より縮小）
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訪問回数の多い利用者への対応（介護予防支援は含まず） 

ア）訪問回数の多いケアプランは、市町村が確認し必要に応じて是正を促す。統計的

に通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護（生活援助中心型）を位置付ける

場合には、市町村にケアプランを届け出る。その際には「全国平均利用回数＋２標準

偏差」を基準とし、２０１８年４月に国が定め、１０月から施行する。

イ）地域ケア会議が届け出られたケアプランの検証。市町村は地域ケア会議開催等に

より、届け出られたケアプランの検証を行う。市町村は必要に応じ、ケアマネジャ

ーに利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、サービス内

容の是正を促す。

23



介護保険制度及び地域包括ケアシステムの現状

１ 地域包括ケアシステムの構築にむけた介護支援専門員の果たすべき役割り 

（１）介護支援専門員の役割り

※ 居宅介護支援の手引き参照

２ 地域ケアチームの一員としての役割りと利用者ニーズに合わせた多様な社会資源 

（１）福祉事務所

（２）保健所

（３）地域包括支援センター

① 地域包括支援センターの役割り

② 地域ケア会議

（４）社会福祉協議会

（５）医療機関

（６）居宅介護支援事業所

（７）介護サービス事業所（施設）

（８）介護サービス事業所（在宅）

（９）障害者総合支援法に基づく事業

（10）生活困窮者支援センター 

（11）地域定着支援センター 

Ｐ３７　『相談支援をする人，制度』等　参照
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第 3 節 　地域ケア会議の役割

1 地域ケア会議の定義

　地域ケア会議は、地域包括支援センターまたは市町村が主催し、設置・運営する「行政職
員をはじめ、地域の関係者から構成される会議体」と定義されています。
　そして、地域ケア会議の構成員は、「会議の目的に応じ、行政職員、センタ−職員、介護
支援専門員、介護サービス事業者、保健医療関係者、民生委員、住民組織等の中から、必要
に応じて出席者を調整する」とされています。
　多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築に当たっては、①センター単位のネッ
トワーク、②市町村単位のネットワーク、③市町村の圏域を超えたネットワークなど、地域
の特性に応じたネットワークを構築することにより、地域の関係者との相互のつながりを築
き、日常的に連携が図られるよう留意する必要があります。

2 地域ケア会議の目的・機能等

（１）地域ケア会議の目的
　地域ケア会議の目的は、「地域包括支援センターの設置運営について」で明示されています。

　（参考）「地域包括支援センターの設置運営について」（平成18年10月18日厚生労働省老
健局振興課長ほか連名通知、最終改正：平成25年3月29日）

４　事業内容
（２）多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築
①地域ケア会議の目的
ア 個別ケースの支援内容の検討を通じた、
（ⅰ）地域の介護支援専門員の、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援
（ⅱ）高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築
（ⅲ）個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握
イ その他地域の実情に応じて必要と認められる事項

25



22 第３節●地域ケア会議の役割

　「ア」に示されるとおり、地域ケア会議は単に個別ケースの支援内容を検討することによっ
て個別の課題解決を行うだけでなく、これらを通じ（ⅰ）に示すような介護支援専門員の自
立支援に資するケアマネジメントに関する実践力向上、（ⅱ）の地域包括支援ネットワーク
の構築、あるいは、これらのプロセスから支援体制の脆弱さ、社会資源や人材の課題が浮き
彫りになることにより、（ⅲ）に示すような地域課題の把握を行うことを目的としています。
　また、このような個別ケースの支援内容の検討を積み重ねることによって、共通する課題
や共通する要因を見いだすことができます。このように把握した地域課題や支援に関する成
功要因、また日常生活圏域ニーズ調査で把握された地域課題などをもとに、その地域に不足
している社会資源の開発、地域課題の解決のために必要な人材の育成、新たな仕組みづくり
に向けた政策形成などにつなげていくことが、「イ」に示された地域の実情に応じて必要と
認められる事項だといえます。

　このように地域ケア会議は、個別ケースの支援内容の検討による課題解決を出発点として、
介護支援専門員による自立支援に資するケアマネジメントの支援や地域包括支援ネットワー
クの構築などを行うことによって、高齢者個人に対する支援の充実を実現するとともに、地
域課題を抽出し、その地域課題を地域づくり・社会資源の開発や施策等の充実によって解決
していくことで、高齢者への支援の土台となる社会基盤の整備を図っていきます。そして、
このような地域包括ケアシステムの整備および地域包括ケアの推進は、地域における尊厳あ
るその人らしい主体的な生活の継続を実現することを可能にします。そのため、出発点とな
る個別ケースの支援内容の検討は極めて重要であるといえます。
　なお、地域ケア会議はひとつの手段であり、かつ地域包括ケアシステムもひとつの体制で
あることを再認識し、それぞれを実施や構築することを目的化することなく、すべての活動
は地域の高齢者を始めとする住民が尊厳を保持した生活を地域で継続できることを目指して
いることを忘れてはなりません。

ア）
個別ケースの
支援内容の検討

イ）
地域の実情に応じて必要と認められる事項

(ⅱ)地域包括支援ネット
ワークの構築

(ⅰ)介護支援専門員による
自立支援に資するケア
マネジメントの支援

(ⅲ)地域課題の把握
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（２）地域ケア会議の機能
　地域ケア会議は主に５つの機能を有します。個別ケースの支援内容の検討を通じて、主に
個別課題解決機能、地域包括支援ネットワーク構築機能、地域課題発見機能が発揮されます。
また、地域の実情に応じて必要と認められるものとして、地域づくり・資源開発機能や政策
形成機能が発揮されると考えられます。これらの機能は相互に関係し合い、循環しています。
　各機能の有機的な相互連関（相互補完）を実現
できるよう、市町村の実情に応じて、参加者や設
置範囲の異なる地域ケア会議やその他の会議を組
み合わせることが、市町村には求められます。

　平成25年2月14日に発出された『「地域ケア会議」に
関するQ&A』および平成25年３月29日改正の「地域包
括支援センターの設置運営について」に沿って、「地域
包括支援センター運営マニュアル2012～保険者・地域
包括支援センターの協働による地域包括ケアの実現を
めざして～」（一般財団法人　長寿社会開発センター）
の記載から一部変更しています。

①個別課題解決機能
…・個別課題解決機能には二つの意味があります。一つは、個別ケースについて多機関・多
職種が多角的視点から検討を行うことにより、被保険者（住民）の課題解決を支援する
という意味です。もう一つは、そうしたプロセスを通して、地域包括支援センター職員
や介護支援専門員等の実践上の課題解決力向上を図ることで、被保険者への自立支援に
資するケアマネジメント等の支援の質を高めるという意味です。
…・地域ケア会議で取り上げる個別ケースについては、支援に困難を感じているケースや自

連絡調整

保健所・保健センター 医療機関・薬局
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

介護支援専門員

ＮＰＯ民生委員
住民組織

介護サービス施設・事業者

在宅医療連携拠点

警察署
消防署

民間企業等

市町村レベルの地域ケア会議

地域課題の発見・把握

社会福祉協議会

ボランティア

地域包括ケアシステム
の実現へ

地域づくり・資源開発の検討

地域包括支援ネットワーク

政策形成
社会基盤整備・介護保険事業計画等の

行政計画への位置づけなど

Ｂ地域包括支援センター

地域ケア会議
（個別ケース検討）

Ａ地域包括支援センター

地域ケア会議
(個別ケース検討）

圏域ごとの地域ケア会議 圏域ごとの地域ケア会議

地域ケア会議の持つ機能
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24 第３節●地域ケア会議の役割

立に向けた支援が難しいケース、あるいは地域の課題だと考えられるケースなどが考え
られます。
…・こうした個別事例に基づく検討を通して、個人・家族・環境等の課題とその要因を分析
し、個別課題の解決のみならず、次の②地域包括支援ネットワーク構築機能や、③地域
課題発見機能、④地域づくり・資源開発機能、⑤政策形成機能につながっていきます。

②地域包括支援ネットワーク構築機能
…・地域包括支援ネットワーク構築機能は、地域の関係機関等の相互の連携を高める機能です。
…・個別ケースの検討を通じて、個別課題や地域課題を解決するために必要な関係機関等の
役割が明らかになるとともに、課題解決に向けて関係機関が具体的に連携を行うことに
よって、連携が強固かつ実践的なものになり①個別課題解決機能が高まります。
…・同時に、ネットワークの構築が必要だと考えられる機関や人々、および不足している社
会資源等が明らかになり、③地域課題発見機能、④地域づくり・資源開発機能、⑤政策
形成機能につながっていきます。

③地域課題発見機能
…・地域課題発見機能は、個別ケースの背後に、同様のニーズを抱えた要援護者やその予備
群を見出し、かつ関連する事実や課題、地域の現状等を総合的に判断して、解決すべき
地域課題を明らかにする機能です。
…・発見された課題（たとえば、認知症の独居や虐待等）に対して、どのような解決策・改
善策が可能かを検討するプロセスのなかで、関係機関の必要な取り組み・役割等が明ら
かになります。また、どのような公的サービスやインフォーマルサービス等が必要かを
検討することが、④地域づくり・資源開発機能や⑤政策形成機能につながっていきます。
…・検討した解決策や改善策の実現を妨げる要因が見つかる場合には、そのこと自体も、地
域の課題として関係者に認識が共有されることになります。

④地域づくり・資源開発機能
…・地域づくり・資源開発機能は、インフォーマルサービスや地域の見守りネットワークな
ど、必要な地域資源を地域で開発していく機能です。
…・地域の実態や特性に応じて状況が異なるため、地域ごとに個別的な地域課題があり、こ
れらに応じた個々の解決策が必要になります。地域ケア会議ではその点を踏まえて地域
づくりを行うことになります。また、地域ケア会議を通じて関係者・グループに働きか
けをすることで、それぞれの活動内容、役割、得意分野などを活かした地域づくり・資
源開発につながっていきます。
…・地域づくり、資源開発を行うことで、個人に対する支援のネットワークの網の目は細か
くなり、それがさらに①個別課題解決機能の向上につながっていきます。

28



第
１
章

地
域
ケ
ア
会
議
の
意
義

25

…・また地域づくりや資源開発に対して、必要な行政のサポートや関係機関の役割等が明ら
かになれば、⑤政策形成機能にもつながってきます。

⑤政策形成機能
…・政策形成機能は、狭義には、市町村による地域に必要な施策や事業の立案・実施につな
げる機能であり、広義には、都道府県や国への政策の提言までを含む機能です。
…・具体的には、③で発見された地域課題の解決に向けて、優先順位や利用可能な地域資源
等を検討して、解決のための政策等を立案したり、②ネットワーク構築機能や④地域づ
くり・資源開発機能を十分に発揮するための施策等を立案していくことになります。こ
れらは、①個別課題解決機能を高めることになります。
…・市町村にとっては、地域に必要だと考えられる住民、NPO、地域包括支援センター、
介護保険サービス事業者等への支援策を含めたさまざまな取り組み・政策や、中期的目
標に向けた具体的プロセスが、地域ケア会議を通して明らかになってきます。
…・市町村以外の関係機関等にとっても、課題の解決に向けて、自分たちに必要な取り組み
（個別課題解決に留まらない取り組み）が明らかになってきます。
…・一方、ある政策や事業を行えば、その地域課題がすべて解決するというわけではないの
で、評価を行った上で、さらなる課題の発見や、関係機関の役割の確認など、②～⑤の
機能が再度要請されることになり、各機能は循環することになります。

※地域ケア会議の参加者や規模は、検討内容によって異なる。

「地域ケア会議」の５つの機能

←実務者レベル 代表者レベル→

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

■自立支援に資するケアマネジメントの支援
■支援困難事例等に関する相談・助言
※自立支援に資するケアマネジメントとサービス提供の

最適な手法を蓄積
※参加者の資質向上と関係職種の連携促進

→サービス担当者会議の充実

■潜在ニーズの顕在化
・サービス資源に関する課題
・ケア提供者の質に関する課題
・利用者、住民等の課題 等

■顕在ニーズ相互の関連づけ

■地域包括支援ネットワークの構築
■自立支援に資するケアマネジメント

の普及と関係者の共通認識
■住民との情報共有
■課題の優先度の判断
■連携・協働の準備と調整

市町村・地域全体で開催

日常生活圏域ごとに開催

個別事例ごとに開催

個別ケースの検討 地域課題の検討

個別事例の課題解決を
蓄積することにより、
地域課題が明らかになり、
普遍化に役立つ

地域の関係者の連携を強化するとともに、
住民ニーズとケア資源の現状を共有し、
市町村レベルの対策を協議する

検討結果が個別支援にフィードバックされる

市町村レベルの検討が円滑に進むよう、
圏域内の課題を整理する

自助・互助・共助・
公助を組み合わせ
た地域のケア体制
を整備

地域包括
ケアシステムの
実現による

地域住民の
安心・安全と
ＱＯＬ向上

機

能

具
体
的
内
容

規
模
・
範
囲
・
構
造

■有効な課題解決方法の確立と普遍化

■関係機関の役割分担

■社会資源の調整

■新たな資源開発の検討、地域づくり

■需要に見合ったサービスの基盤整備

■事業化、施策化

■介護保険事業計画等への位置づけ

■国・都道府県への提案
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26 第３節●地域ケア会議の役割

　このような地域ケア会議の目的や機能を一度の会議ですべて網羅することは困難です。地
域の実情に応じて、個別ケース検討の地域ケア会議、日常生活圏域ごとの地域ケア会議、市
町村レベルの地域ケア会議等を組み合わせ、全体としてすべての機能を果たすことができる
ように整備します。また、住民の生活や関係機関団体との関係性、近隣市町村との課題の共
有などにより、近隣市町村と合同での会議を開催するなど、市町村の枠にとらわれない住民
本位の会議形態を取る視点も持ち、整備を進めていくことも大切です。そして、地域住民が
安心して生活することができる地域づくりを目指して、ひとつの手段である地域ケア会議を
有効に活用していきましょう。

（３）地域ケア会議の名称
　会議の目的や機能に応じて地域の関係者等が理解しやすいように、名称を設定することも
あり得ます。例えば、①個別課題解決機能、②地域包括支援ネットワーク構築機能、③地域
課題発見機能を主に果たす地域ケア会議を「地域ケア個別会議」とし、④地域づくり・資源
開発機能や⑤政策形成機能を主に果たす地域ケア会議を「地域ケア推進会議」とすることが
考えられます。
　また、これまで「地域ケア会議」という名称を使用していなくても、前述の目的や機能を
有する行政職員や地域の関係者等による会議を実施している場合には、あえて「地域ケア会
議」という名称に変更する必要はありません。地域ケア会議の目的や機能を正確に踏まえた
うえで、地域の実情に応じて、地域ケア会議の機能等を最も有効に発揮できるように工夫す
ることが必要です。
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第 4 節 　地域ケア会議とその他の会議との相違点

　地域ケア会議は個別ケースの支援内容の検討を通じて、地域の課題を把握し、解決に結び
つけて地域づくりを推進していきます。そのために、5つの機能（個別課題解決機能、地域
包括支援ネットワーク構築機能、地域課題発見機能、地域づくり・資源開発機能、政策形成
機能）が連携し、有機的に構築されることが重要です。
　つまり、地域ケア会議とは、個別ケースの検討を始点として、地域づくりを行っていくた
めの会議の総称といえます。地域ケア会議は、会議の名称や開催方法等ではなく、先述の５
つの機能が循環して地域づくりを行っていくという目的に合致していることが重要になりま
す。地域ケア会議とその他の会議との相違点を理解したうえで、地域包括ケアシステムの構
築に向けて有効に機能するように全体像を見ながら活用していきましょう。

1 サービス担当者会議との相違点

　「サービス担当者会議」は、介護支援専門員が主催し、利用者がそのニーズに応じたサー
ビスを適切に活用できるように、ケアマネジメントの一環として開催するものです。一方、
個別ケースを検討する地域ケア会議は、市町村または地域包括支援センターが主催し、包括
的支援事業の一環として開催します。検討するケースのサービス担当者に限らず、地域の多
職種の視点から課題の解決に向けた検討がなされます。検討されるケースも要支援や要介護
高齢者に限定されません。また、ご本人や家族が参加することもあれば、されない場合もあ
ります。あくまで達成しようとする目的や機能に応じて、地域ケア会議の検討事例や参加者
が判断されます。
サービス担当者会議において、担当介護支援専門員の有するネットワークでは補いきれな
い、多職種の視点や連携が必要であるような場合においては、地域ケア会議を活用すること
が有効な手段です。そして、地域ケア会議への参加を通して、介護支援専門員の自立支援に
資するケアマネジメント実践力が向上した結果、サービス担当者会議がより充実することが
期待されています。
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28 第４節●地域ケア会議とその他の会議との相違点

地域ケア会議（個別ケース検討） 項目 サービス担当者会議

地域包括支援センターまたは市町村 開催主体 介護支援専門員（契約が前提）

ケース当事者への支援内容の検討、地域包括
支援ネットワーク構築、自立支援に資するケ
アマネジメントの支援、地域課題の把握など

目 的 利用者の状況等に関する情報共有、サービス
内容の検討および調整など

 ・「地域支援事業の実施について」（厚生労働
省老健局長通知）
 ・「地域包括支援センターの設置運営につい
て」（厚生労働省老健局振興課長ほか連名通
知）

根 拠 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営
に関する基準」第13条第9号

行政職員、センター職員、介護支援専門員、
介護サービス事業者、保健医療関係者、民生
委員、住民組織、本人・家族等

参 加 者 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居
宅サービス等の担当者、主治医、インフォー
マルサービスの提供者、本人・家族等

サービス担当者会議で解決困難な課題等を多
職種で検討

（例）
 ・支援者が困難を感じているケース
 ・支援が自立を阻害していると考えられる
ケース
 ・支援が必要だと判断されるがサービスにつ
ながっていないケース
 ・権利擁護が必要なケース
 ・地域課題に関するケース　　　等

（詳細はP44～47参照）

内 容  ・サービス利用者の状況等に関する情報の担
当者との共有
 ・当該居宅サービス計画原案の内容に関する
専門的見地からの意見聴取

2 事例検討会との相違点

　事例検討会は様々な目的で実施されていますが、援助者の実践力の向上を主目的とする場
合には、研修としての意味合いが強く、地域ケア会議とは異なります。逆に、これまで説明
した地域ケア会議と同じ目的および機能を果たしているものであれば、名称にかかわらず地
域ケア会議として整理することができます。

3 高齢者虐待対応の「個別ケース会議」との相違点

　高齢者虐待対応の「個別ケース会議」は、市町村責任において「高齢者虐待防止法」（第9
条1項、第16条）に基づき開催され、高齢者虐待対応の方針検討・支援計画の策定をするた
めに必要なメンバーで構成される会議です。（厚生労働省老健局『市町村・都道府県におけ
る高齢者虐待への対応と養護者支援について』平成18年4月，p57）
　そのため、高齢者虐待対応において、「個別ケース会議」の代替として地域ケア会議を開
催することは適切ではありません。また、「個別ケース会議」に限らず、高齢者虐待事例ま
たはその疑いがある事例の対応に関する諸会議（コアメンバー会議等）についても、高齢者
虐待防止法に基づく会議として取り扱い、地域ケア会議とは別に位置づける必要があります。
　虐待に該当する事例が地域ケア会議での検討事例として持ち込まれた場合には、例え事例
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を持ち込んだ介護支援専門員に虐待事例であるという自覚がなかったとしても、地域ケア会
議を主催する市町村や地域包括支援センターが虐待事例に該当していることを説明し、虐待
対応事例として取り組む（事実確認やコアメンバー会議、個別ケース会議を行い対応する等）
ことになります。
　ただし、高齢者虐待防止に資する連携協力体制構築のために、包括的支援事業の権利擁護
業務の一環として、地域ケア会議を活用することはあり得ます。この場合、終結した高齢者
虐待対応の事例を個人が特定されないよう改変した上で会議メンバーで共有し、地域課題の
把握・検討の形をとる等、会議で事例を使う場合には配慮が必要です。
　権利擁護業務の一環として、地域ケア会議を活用する場合、以下のような地域課題の把握
及び検討が行われると想定されます。

①虐待事例の要因分析を通して、その要因が地域に共通する課題になっているかどうか
の検討と、その対応の検討
（例：…地域住民の認知症への偏見による介護のしにくさや、サービス不足等の生活しづ

らさによる虐待の発生等）
②通報・相談の遅れや関係機関の協力拒否等、高齢者虐待の連携協力体制上の課題の共
有と対応の検討
（例：…地域住民や関係機関の高齢者虐待についての理解不足や、個人情報の問題等）
③高齢者虐待防止・対応において緊急分離をする際の課題共有と対応の検討
（例：…やむを得ない事由による措置や市町村独自の緊急分離施策の説明と、実際の運用

上の困難等）
④成年後見制度を活用する際の課題共有と対応の検討
（例：…訪問して診断書を書いてくれる体制の必要性や後見人候補者の不足、成年後見制

度利用支援事業の課題等）

　なお、市町村単位における高齢者虐待防止ネットワークの構築については、「高齢者虐待
防止法」（第16条）で「連携協力体制の整備」が示されていることから、すでに市町村ごとの
取り組みが行われているところでもあります。この場合、地域包括支援センター主催の地域
ケア会議で、センター圏域ごとの高齢者虐待防止上の課題把握や提言の検討を行い、これら
をベースとして市町村単位の高齢者虐待防止ネットワークを構築し、より具体的な連携協力
体制の整備や政策決定を行う等、高齢者虐待防止ネットワークと地域ケア会議について連動
させて考える等の工夫も、考えられるところです。
　ここまで説明したように、個々の虐待事例に対応するための個別ケース会議等は地域ケア
会議とは異なるものであり、法令上も運用上も地域ケア会議とは別に開催する必要がありま
す。しかし、虐待対応に必要とされる地域のネットワーづくり、虐待対応における地域の問
題・課題の把握やその解決方法の検討などは地域ケア会議によって行うことができます。な
お、参加者の便宜を図るため、地域ケア会議の後に（あるいは前に）個別ケース会議を設定し、
必要なメンバーだけが参加して開催するのであれば問題はないでしょう。
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4 地域包括支援センター運営協議会との相違点

　地域包括支援センター運営協議会は、地域包括支援センターの業務に関する評価を行い、
センターの適切、公正かつ中立な運営の確保を目指すことを目的としていますが、「地域包
括支援センターの設置運営について」７−（３）に規定する所掌事務のうち、「（e）その他の地
域包括ケアに関すること」について、地域づくり・資源開発や政策形成等の地域ケア会議の
目的や機能に合致する内容の検討を行う場合には、地域ケア会議に置き換えられます。

5 研修会との相違点

　支援者の技能向上を目標として開催される研修会などについて、研修そのものについては
地域ケア会議とは位置づけられません。個別事例の積み重ねを通じて、支援者の資質が地域
課題として取り上げられ、その対策として研修会を開催するといった決定までのプロセスは
地域ケア会議に該当します。つまり、個別事例の積み重ねから地域課題を発見し、その解決
のための手法を検討することまでが地域ケア会議であり、その結果行われる取り組みは地域
ケア会議以外の事業として整理する必要があります。

6 その他の会議との相違点

　顔の見える関係づくりのみを目的としたネットワーク会議や懇談会といったものは地域ケ
ア会議とは異なります。しかしながら、関係性を構築することのみを目的とせず、個別支援
においての連携強化や、地域の基盤整備を目指すための顔合わせといった、具体的な目標に
向かうなかでの一環として開催される場合は、地域ケア会議として位置づけることも可能と
なります。
　他の会議において、地域ケア会議と同じ参加者で構成される場合においては、参加者の都
合などを考慮して同日に開催するなどの工夫をすることは考えられます。ただしこの場合に
ついては、会議の目的・機能が異なることから、会議を置き換えてしまわないようにする必
要があり、あくまでも別の目的の会議と地域ケア会議を切り離して行うことが前提となりま
す。
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第 2 節 　地域ケア会議の運営

　ここでは、個々の地域ケア会議の運営について説明します。地域に応じて多様な地域ケア
会議が考えられますが、個別ケースの検討を行う地域ケア会議（p42～60）と地域課題の検討
を行う地域ケア会議（p60～p62）についてまとめてあります。ただ、それぞれは独立してい
るわけではなく、そもそも個別ケースの支援内容を検討する会議において、「地域」に対す
る視点を共通認識として持っていることで、個別課題の解決だけに留まることなく、地域の
課題を発見することにつながっていきます。
　また、どのような会議であっても、関わるすべての人が各地域ケア会議の目的に対して共
通認識を持つことが重要になります。常に地域ケア会議の目的を共有し続けながら取り組む
ことが、その機能を最大限に発揮する上でのポイントとなります。

1 個別ケースの検討を行う地域ケア会議

　地域ケア会議で検討する個別ケースは多様ですが、地域ケア会議が有効だと考えられる主
なケースとして、①支援者が困難を感じているケース、②支援が自立を阻害していると考え
られるケース、③支援が必要だと判断されるがサービスにつながっていないケース、④権利
擁護が必要なケース、⑤地域課題に関するケース、などが考えられます。
　個別ケースの支援内容の検討を行う地域ケア会議では、このような様々な個別課題の検討
を通じ、a）多職種が個別ケースの支援内容を検討することによって課題解決を支援すると
ともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高める「個別課題
解決機能」、b）地域の関係機関等の相互の連携を高め地域包括支援ネットワークを構築する
「ネットワーク構築機能」、c）個別ケースの課題分析等を積み重ねることによって、地域の
課題を把握する「地域課題発見機能」などを果たすことを目指します。
　様々な個別課題の解決を行っていくためには、地域ケア会議の設定に関わらず、ケースの
ニーズに応じて、会議の即時開催をする、あるいは、参加者を固定的に考えず柔軟な参加者
選定を行うといった、臨機応変かつきめの細かい対応を行っていくことが重要となります。

（１）ケースの選定の流れ
①地域包括支援センターの業務から選定するケース
高齢者個人に対する支援の質を高めるとともに、それを支える地域づくりを可能にする
方法である地域ケア会議の開催目的を踏まえて、ケースを選定します。ケースの発見にお
いては、市町村への相談や苦情、介護保険事業者連絡協議会、介護支援専門員の連絡会等
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あらゆる機会を活用すべきですが、総合相談等の業務を通じて地域のあらゆるケースに接
する機会が多い地域包括支援センターが適切なケースを発見することが多いと考えられます。

　　地域包括支援センターのすべての業務の入り口となる総合相談において、相談者や支援
を必要としている人の状態や状況を踏まえたスクリーニングを行います（詳しくは、「地
域包括支援センター運営マニュアル」p63～）。そして、各業務につなげていくわけですが、
それぞれの業務の一環として、地域ケア会議の必要性を判断した場合に、地域ケア会議を
活用します。
　　例えば、介護支援専門員からの支援困難事例に関する相談があった場合、支援に関する
情報提供や助言等でサポートすることもありますが、必要に応じて同行訪問をして本人や
家族と面接をして、介護支援専門員をサポートすることもあります。このような包括的・
継続的ケアマネジメント支援業務を通じて、サービス提供者に限らない多職種による支援
の検討や、多様な地域資源の活用のように、サービス担当者会議開催などの支援だけでは
介護支援専門員へのサポートが難しいと判断された場合等、地域ケア会議の開催が適切で
あると判断した場合に個別ケース検討を行う地域ケア会議を活用します。その際、会議に
ご本人や家族が参加しない場合や地域包括支援センターがご本人のアセスメントを行って
いない場合には、地域ケア会議での検討内容は助言等のコンサルテーションとなります。
　　また、民生委員等の地域住民からの相談や苦情を受け、地域包括支援センターが主体と
なってサービス等につながっていない高齢者等の支援を継続する際に、まず働きかけを検
討するための関係者による地域ケア会議を開催することがあります。
　　なお、権利擁護業務における高齢者虐待やその疑いのあるケースについては、高齢者虐
待防止法にもとづく会議として取り扱うため、地域ケア会議とは別の位置づけになります。
詳細は高齢者虐待対応の「個別ケース会議」との相違点（p28～29）や権利擁護が必要なケー
ス（p45～47）を参照してください。
　　このように、総合相談からそれぞれの業務につながり、各業務の中で地域ケア会議の活用が
適切であると判断したケースを選定することが多いと思いますが、総合相談で情報提供や他機
関等への紹介およびフォローアップ等で終結に至ったケースについても、紹介先機関との連携
や情報提供方法の改善等を検討するために地域ケア会議を活用することも考えられます。

総合相談受付（スクリーニング）

介護予防
ＣＭ業務

総合相談
支援業務

権利擁護
業務

包括的・
継続的ＣＭ
支援業務

地域包括支援センターの業務の一環として地域ケア会議の必要性を判断した場合

個別ケースの検討を行う地域ケア会議
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②市町村が選定するケース
市町村が地域課題を認識して、それに関するケースの提供を求める場合もあります。例
えば、在宅医療と介護の連携が地域の課題だと認識されている場合に、医療ニーズの高い
高齢者の在宅生活のケースを地域ケア会議の検討ケースとして選定することもあります。
同様に、地域の統計等から施設入所待機者数の増加が深刻な課題だと把握している場合に、
施設入所待機中の高齢者ケースを選定することもあり得ます。
　　また、例えば要介護認定の更新時などに、利用者の状態と給付量をもとに地域ケア会議
での検討が必要だと考えられるケースを選定することもできます。いずれにせよ、地域ケ
ア会議が有効だと考えられるケースを選定することが不可欠です。

（２）地域ケア会議で検討するケース
　個別ケースの検討を行う会議において取り上げる個別ケースは、市町村の方針に基づき、
地域包括支援センターまたは市町村が選定します。地域によって多様なケースが考えられま
すが、主に次のような事例が考えられます。

①支援者が困難を感じているケース
利用者の要因、インフォーマルなソーシャルネットワークの要因、制度等の要因、支援
者の所属組織の要因、関連専門職の要因、地域の要因、そして支援者の要因などによって、
支援者が利用者への支援において困難を感じることは多々あります。このようなケースに
ついては、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の一環として、介護支援専門員から
相談およびサポートの希望があった場合や、総合相談支援業務の一環として関係専門職や
地域住民等から相談や苦情があった場合などに、地域ケア会議での検討の必要性を判断し
ます。
　　なかでも、多様な専門職による多面的な検討が必要な場合、多種多様な地域資源の活用
が必要な場合、インフォーマルな資源開発が必要な場合などに地域ケア会議を活用します。

②支援が自立を阻害していると考えられるケース
支援者が認識しているかどうかにかかわらず、利用者の尊厳の保持、その人らしく主体
的に生きること等を阻害していると考えられる場合には、地域ケア会議で検討することも
必要になります。
　　ただし、サービスの提供が過少であることや、反対に過剰であることが原因となり、支
援が自立を阻害しているケースを地域ケア会議の検討ケースとして設定するにあたっては、
その根拠が必要になります。保険者は給付の適正に対する責任を持ち、介護保険法第23
条に基づいた対応をすることができるため、例えば要介護認定の更新時などに、現在の状
態像と給付量をもとに支援が必要なケースを拾い上げるといったことが行えます。この場
合、地域包括支援センター又は市町村が再アセスメントを行ったうえでプランの適正を判
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断する必要があり、本人・家族が参加していない場合は、コンサルテーションの域を出な
いことを認識しておく必要があります。ただし、委託型の地域包括支援センターでは、潜
在課題をもつケースの拾い上げが困難な場合があるため、保険者と地域包括支援センター
における役割の違いを双方が理解し、お互いに共通の目的に基づいた役割分担をしていく
ことが重要となります。

　（参考）介護保険法第23条

（文書の提出等）
第二十三条…　市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若し
くは当該保険給付に係る居宅サービス等（居宅サービス（これに相当するサービスを含む。）、地域密
着型サービス（これに相当するサービスを含む。）、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）、
施設サービス、介護予防サービス（これに相当するサービスを含む。）、地域密着型介護予防サービ
ス（これに相当するサービスを含む。）若しくは介護予防支援（これに相当するサービスを含む。）を
いう。以下同じ。）を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行
う者又はこれらの者であった者（第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。）に
対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しく
は照会をさせることができる。

③支援が必要だと判断されるがサービスにつながっていないケース
総合相談の中で、地域住民等からの苦情や相談等で、地域での生活を継続するのに何ら
かの支援が必要であると考えられる高齢者等が、適切なサービスにつながっていないこと
が明らかになる場合があります。このようなケースは、本人自ら支援を求めていない場合
が多く、支援困難なケースともいえます。主に、支援が難しく多様な専門職による検討が
必要であり、他に検討する会議が設定されていない、近隣住民との連携が不可欠となる等
の理由によって、地域ケア会議で検討すべきケースが多いと考えられます。
　　このようなケースの情報を早期に把握するためには、日ごろから、地域の住民組織や
様々な職種と関係づくりをしておくことが重要です。こうして構築した地域包括支援ネッ
トワークのニーズ発見機能や相談連結機能が活かされます。

④権利擁護が必要なケース
権利擁護業務では、本人が権利行使できない状況にあり、家族による高齢者の支援が期
待できないケースや、既に権利侵害が発生しているケース等を、早期に発見し対応してい
ます。

①適切な意思決定をできる人が世帯内におらず、生活が危機的状況にある独居の認知症高齢者等
②地域で孤立し適切な生活ができていない虚弱高齢者等や高齢者のみの世帯
③他者からの権利侵害が疑われる虐待や悪質商法、消費者被害等
④支援を自ら拒否し、近隣住民とのトラブル等があり、福祉サービス等の利用ができない場合
⑤世帯内にアルコール疾患や精神障害等をもつ者が同居する等さまざまな困難を抱え、介護保険サー
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　ビス利用だけでは解決できない複数の問題を内包している場合や適用できる制度やサービスがない
場合　等

出典：地域包括支援センター運営マニュアル2012（一般財団法人　長寿社会開発センター）

　このようなケースで発生している権利侵害を未然に予防するための地域での基盤整備、
または円滑に対応するための関係機関の体制整備を行うことなどを目的として、権利擁護
が必要なケースを地域ケア会議で選定することがあります。地域ケア会議において、地域
で発生している権利擁護が必要なケースの共通項の検討等を行うことで、「地域課題発見
機能」や「地域包括支援ネットワーク構築機能」が発揮され、権利擁護が必要なケースの発
生を未然に防ぐと同時に、個別の課題解決の円滑化も図られます。
　　また、権利擁護が必要なケースは、本人の生命にかかわり、迅速な対応が必要なケース
もあるため、権利擁護の全体像を踏まえ、地域ケア会議で検討すべきケースか、高齢者の
尊厳保持、人権の救済・回復、虐待の解消のために法律に基づく対応を優先させるべきケー
スか、緊急性を判断した上での選定が必要とされます。

　　なお、地域ケア会議では、「支援者が困難を感じているケース」「支援が自立を阻害し
ていると考えられるケース」「支援が必要だと判断されるがサービスにつながっていない
ケース」が検討されることが想定されていることから、介護支援専門員等が「虐待である」
と気づかないままに、以下のような事例を持ち込むことが想定されます。しかし、これら
の高齢者虐待事例については、地域ケア会議ではなく、高齢者虐待対応の「個別ケース会議」
で話し合われなければなりません。

自己決定権尊重

主体的に自らの権利行使で生活できる

生存権優先

認知症などにより権利主張や行使・
意思の実現が困難

適切な権利行使ができず、
権利侵害に遭いやすく、
自分では回復できない

権利侵害があり
自分では回復できない

生命に
危険がある
生活の破綻

①普段から、本人意思
尊重のための対人
支援としての
アドボカシー

③権利救済・回復・保護のため、高齢者虐待
防止法等権利擁護の法・制度・サービスを
駆使し、援助を図る

④生命や生活の危機回避のため、
公的権限や後見人選任による短期間的な介入

②権利侵害防止・予防、権利擁護・
適切な権利行使のための成年
後見制度等の活用

重 大

無 高

低

軽 度

出典；地域包括支援センター運営マニュアル2012(一般財団法人　長寿社会開発センター)
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①「養護者が、高齢者に必要な医療や介護サービスを拒否している」「介護する意欲はあるが、必要な
介護が足りていない」といった養護者側に虐待の自覚がない放棄・放任の事例
②「介護者自身に疾病や障害があり、虐待の自覚がないままに暴力や暴言に至ってしまう」という身体
的虐待・心理的虐待の事例
③「高齢者に年金はあるものの介護者が経済的に困窮しており、サービスを使いたくても使えない」と
いう経済的虐待・放棄放任の事例

⑤地域課題に関するケース
市町村の課題に応じてケースを選定することもあります。例えば、小規模な居宅介護支
援事業所や経験の浅い介護支援専門員が担当するケース、新規開設事業所のケース、軽度
者の区分変更ケース、予防プランの委託ケース、障害者自立支援法からの移行ケース、小
規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの利用ケース、施設入所待機中のケース、
施設入所者のケース等、市町村として潜在課題が予測される事例に焦点を当てることが考
えられます。また、地域の支え合いや見守り体制の構築が困難なケース、介護支援専門員
が日々感じている地域課題などに焦点を当てることも大切です。
　　そのほか、地域の人口世帯等の推計、介護保険利用状況、総合相談の分析結果、実態把握調
査結果、包括的・継続的ケアマネジメント支援内容分析結果、地域包括支援ネットワーク構
築における課題等から、地域の課題を予測して、それに関するケースを検討することもあり
ます。同時に、地域課題の検討を行う地域ケア会議にて明らかになった課題に関するケー
スを検討することも考えられます。この場合、介護支援専門員と地域包括支援センターが
協働して支援したケースの好事例を参考として地域課題の解決に向かうことも重要です。

（３）個人情報の保護について
○地域ケア会議では、個人情報を含んだ個別ケースを扱う場面が数多く存在します。個
人情報に対しては、適切な対応をとる必要がありますが、個人情報を気にするあまり関係
者間での情報共有が満足に図れなくなると、支援内容の検討はもとより、支援が円滑に運
ばなくなることが懸念されます。そのような事態を招かないために、個人情報保護法等を
ベースとし、市町村が地域包括支援センターと協力しながら、地域ケア会議における個人
情報の取り扱いについての基本的な方針を定め、周知することが大変重要です。

　　　その際、地域ケア会議に限らず、関係者間での個人情報の扱いに関する意識を高める
ことが望まれます。
○個人情報の取り扱いに関する基本的な方針を取りきめる際は、いわゆる「過剰反応」に
ついても考慮し、個人情報保護条例を適切に解釈・運用することが求められます。

　　　「過剰反応」とは、社会的な必要性があるにもかかわらず、法の定め以上に個人情報の
提供を控えたり、運用上作成可能な名簿の作成を取り止めたりするなどの行為を指します。
○以上のことを踏まえ、市町村または地域包括支援センターが収集した個人情報について、
本人の同意が無くとも、収集した目的の範囲を超えて外部に提供できる場合は、以下の
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3点が存在します。
①法令の定めがある場合
高齢者虐待に関しては、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場
合は、発見者には通報義務が課されています。また、児童虐待についても同様です。
このような場合には関係機関に対し、必要な個人情報を提供することが不可欠に
なります。

②本人の利益を守ることが優先される場合（緊急時）
本人の生命や財産の危機等に対しては、個人情報の保護よりも、本人の利益を守
ることが優先すると考える必要があります。
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の第8条第2項第4号「本人以
外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」には目的外に利用できる
ことが明確に定められています。また、個人情報保護法の第23条1項第2号「人の
生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ
とが困難であるとき」には、個人情報取扱事業者は個人情報を第三者に提供してい
いとされています。

③個別の条例による場合
市町村の個人情報保護条例の中に、第三者提供が可能な場合を明示することによ
り、収集の目的を超えた利用が可能になります。例えば、災害時の要援護者支援や、
認知症高齢者、一人暮らし高齢者等の支援のために、平時から該当者の名簿を民生
委員等と共有しておくために、条例化等を行うことが考えられます。

○なお、市町村または地域包括支援センターが当該個人情報を収集する際に、収集の目的
と情報を共有する関係機関について包括的同意を得ている場合は、本人同意に基づき情
報提供することができます。

（４）開催日程と頻度
　（会議日程と頻度）
○会議の開催頻度を設定する際は、その会議の機能や目的を整理し、意味のある会議を実
施するための回数設定を行うことが重要です。また、開催頻度や開催の曜日などによる
参加者の会議参加への負担、などについての視点を持つことも、設定をする上で重要です。

〈定例の場合〉
　　　地域ケア会議での支援内容の検討が必要だと考えられるケースが定期的に生じること
が想定される場合には、地域ケア会議を定例化をすることが考えられます。

　　　定例化することでのメリットとしては、定期的に会議が行われているため、相談事例
を持ち込みやすい環境になるといったこと、地域包括支援センター職員や地域の事業者
の業務スケジュールを設定しやすいこと、1度の開催で効率的に個別ケースの困難に対
応できること、等があげられます。
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『相談支援をする人，制度』等 

 ふくし＠ＪＭＩ 

 社会福祉士 小 湊 純　一。
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「福祉サービスの基本」 

１ 自立支援 

（１）自己決定の尊重

利用者の選択可能な，個人を尊重した個別的サービスを事前に提案して知らせ，利

  用者自らの決定を尊重してサービスを提供します。自己決定能力を評価し，必要に応 

  じて後見人（家族等）によって決定する場合もあります。 

（２）残存能力の活用（能力の発揮）

利用者の能力を評価して個々のニーズの客観的な把握・分析を行い，自立を援助及

  び促進する目的でサービスを提供します。利用者は，能力を維持・開発し，日常生活 

  に活用することが求められます。 

（３）生活の継続性（継続性の尊重）

居宅サービスと施設サービスの継続性や，広く福祉保健・医療全般にわたる連携に基 

  づく対応を積極的に進めます。利用者の心身の機能に障害があってケアを受ける状況 

  でも，その人の生活を維持・継続していけるよう，利用者の生活の継続性を尊重した 

サービスを提供します。

２ 運営基準等 

（１）指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準（抜粋）

(介護) 

第十三条 介護は，入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう，入所者の心身 

の状況に応じて，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，一週間に二回以上，適切な方法により，入所者を入浴させ， 

又は清しきしなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況に応じて，適切な方法によ 

り，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り 

替えなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は，褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うととも 

に，その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，前各項に規定するもののほか，離床，着替 

え，容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 指定介護老人福祉施設は，常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければ 

ならない。 
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８ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その負担により，当該指定介護老人福祉施 

設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

 (食事) 

第十四条 指定介護老人福祉施設は，栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮し 

 た食事を，適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者が可能な限り離床して，食堂で食事を摂ることを支 

援しなければならない。 

 (相談及び援助) 

第十五条 指定介護老人福祉施設は，常に入所者の心身の状況，その置かれている環境等 

の的確な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに， 

 必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

(社会生活上の便宜の提供等) 

第十六条 指定介護老人福祉施設は，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜入所者のための 

レクリエーション行事を行わなければならない。

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手 

続について，その者又はその家族において行うことが困難である場合は，その者の同意 

 を得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入所者とその 

家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

 (機能訓練) 

第十七条 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況等に応じて，日常生 

活を営むのに必要な機能を改善し，又はその減退を防止するための訓練を行わなければ 

 ならない。 

(健康管理) 

第十八条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は，常に入所者の健康の状況に注意 

し，必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 

（２）課題分析で収集すべき標準項目

① ケアアセスメントは介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われて

  はならない。 

② アセスメント方式については，この｢標準課題分析項目｣を具備することをもって通

  知に代える。 

課題分析（アセスメント）に関する項目 

№ 基準項目名 項目の主な内容(例) 

10 健康状態 利用者の健康状態(既往症，主傷病，症状，痛み等)について記載する

項目 
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11 ＡＤＬ ＡＤＬ(寝返り，起き上がり，移乗，歩行，着衣，入浴，排泄等)に関する項

目 

12 ＩＡＤＬ ＩＡＤＬ(調理，掃除，買い物，金銭管理，服薬状況等)に関する項目 

13 認知 日常の意思決定を行うための認知能力の程度に関する項目 

14 コミュニケーショ

ン能力

意思の伝達，視力，聴力等のコミュニケーションに関する項目 

15 社会とのかかわ

り 

社会との関わり(社会的活動への参加意欲，社会との関わりの変化，喪

失感や孤独感等)に関する項目 

16 排尿・排便 失禁の状況・排尿排泄後の後始末，コントロール方法や頻度などに関す

る項目 

17 褥瘡・皮膚の状

態 

褥瘡の程度，皮膚の清潔状況等に関する項目 

18 口腔衛生 歯・口腔内の状態や口腔衛生に関する項目 

19 食事摂取 食事摂取(栄養，食事回数，水分量等)に関する項目 

20 問題行動 問題行動(暴言暴行，徘徊，介護の抵抗，収集癖，火の不始末，不潔行

為，異食行動等)に関する項目 

21 介護力 利用者の介護力(介護者の有無，介護者の介護意思，介護負担，主な

介護者に関する情報等)に関する項目 

22 住環境 住宅改修の必要性，危険箇所等の現在の住環境について記載する項

目 

23 特別な状況 特別な状況(虐待，ターミナルケア等)に関する項目 

（民生委員） 

第一条 民生委員は，社会奉仕の精神をもつて，常に住民の立場に立つて相談に応じ，及び 

必要な援助を行い，もつて社会福祉の増進に努めるものとする。 

第二条 民生委員は，常に，人格識見の向上と，その職務を行う上に必要な知識及び技術の 

修得に努めなければならない。 

第十四条 民生委員の職務は，次のとおりとする。 

一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。 

二 援助を必要とする者が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 

  ように生活に関する相談に応じ，助言その他の援助を行うこと。 

三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その 

  他の援助を行うこと。 

四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接 
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  に連携し，その事業又は活動を支援すること。 

 五 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること。 

２ 民生委員は，前項の職務を行うほか，必要に応じて，住民の福祉の増進を図るための活 

動を行う。 

（児童委員） 

第十七条 児童委員は，次に掲げる職務を行う。 

一 児童及び妊産婦につき，その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 

二 児童及び妊産婦につき，その保護，保健その他福祉に関し，サービスを適切に利用す 

  るために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。 

三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな 

  育成に関する活動を行う者と密接に連携し，その事業又は活動を支援すること。 

四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。 

五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。 

六 前各号に掲げるもののほか，必要に応じて，児童及び妊産婦の福祉の増進を図るため 

  の活動を行うこと。 

２ 主任児童委員は，前項各号に掲げる児童委員の職務について，児童の福祉に関する機関 

と児童委員（主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。）との連絡調整を行 

うとともに，児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。 

３ 前項の規定は，主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げる 

ものではない。 

４ 児童委員は，その職務に関し，都道府県知事の指揮監督を受ける。 

第十八条 市町村長は，前条第一項又は第二項に規定する事項に関し，児童委員に必要な状況 

の通報及び資料の提供を求め，並びに必要な指示をすることができる。 

２ 児童委員は，その担当区域内における児童又は妊産婦に関し，必要な事項につき，その 

担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し，併せて意見を述べな 

ければならない。 

３ 児童委員が，児童相談所長に前項の通知をするときは，緊急の必要があると認める場合 

を除き，市町村長を経由するものとする。 

４ 児童相談所長は，その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。 

（地域包括支援センター） 

１ 地域包括支援センターは次の基本機能を担う 
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① 介護予防事業及び改正後の介護保険法に基づく新たな予防給付（以下「新予防給

付」という。）に関する介護予防ケアマネジメント業務 

② 多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含

む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務 

③ 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

④ 介護保険における予防給付の対象となる要支援者の介護予防支援

（１）チームアプローチによる運営 地域包括支援センターの業務は，上記①については保

  健師等，②については社会福祉士等，③については主任ケアマネジャー等が主として担 

  当することになるが，いず れの業務についても，主たる担当職種のみで行うのではな 

  く，各職種が地域包括支援センターの業務全体を十分に理解し，相互に連携・協働しな 

  がら，チームとして実 施できるよう，情報の共有や業務の実施体制に特に配慮するも 

  のとする。 

（２）地域における様々な資源の活用

① 地域包括支援センターの運営に当たっては，保健・福祉・医療の専門職やボランテ

ィアなどさまざまな関係者がそれぞれの能力を生かしながら相互に連携することに 

より，介護サービス，医療サービス，ボランティア活動，近隣住民同士の助け合いま 

で，地域の様々な社会資源を活用した継続的かつ包括的なケアが行われるよう総合的 

なケアマネジメントを行うことが不可欠である。 

② このため，地域包括支援センターが中心となり，こうした地域の様々な関係者と連

携を図る場を設けるほか，同一市町村内の他の地域包括支援センターとの連携を図り， 

情報の共有化，事例の分析を行うなど，地域包括支援センターの担当圏域を越えたネ 

ットワーク形成に努める。 

（３）個人情報の取扱いについて 地域包括支援センターの運営上，多くの個人情報を取り

  扱うこととなるため，次に掲げる事項に留意しなければならない。 

① 地域包括支援センターにおける各事業の実施に当たり，各業務の担当者が互いに情

報を共有し，その活用を図ることが重要であることにかんがみ，予め本人から個人情 

報を目的の範囲内で利用する旨の了解を得ておくこと。 

② 個人情報の取り扱いについては，関係法令（ガイドライン等を含む。）を遵守し，

厳重に取り扱うこととし，その保護に遺漏のないよう十分に留意すること。 

２ 地域包括支援センター３職種の責務 

保健師 『介護予防ケアマネジメント』 

（１）予防ケアマネジメントの実施 二次予防事業の対象者（主として要介護状態等となる

  おそれの高い状態にあると認められる 65 歳以上の者）が要介護状態等になることを予 

  防するため，その心身の状況等に応じて，対象者自らの選択に基づき，介護予防事業そ 

  の他の適切な事業が包括的 かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行う。 
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主任ケアマネジャー 『ケアマネジメント支援』 

（１）ケアマネジャーの相談窓口設置

① ケアプラン作成技術指導の相談・助言

② 支援困難事例等への指導・助言

（２）ケアマネジメントのネットワークづくり

① ケアマネジャーのネットワーク化実践及び指導・助言

② 医療との連携実践

③ 専門職との連携実践

④ サービス事業所との連携実践

⑤ ボランティア等との連携実践

⑥ その他関係機関との連携実践

⑦ 総合的な連携実践

社会福祉士 『総合相談や支援』『権利擁護』 

（１）地域の総合的な福祉相談窓口設置

（２）地域生活支援のための関係者ネットワーク化実践

（３）ネットワークを通じた高齢者の心身状況や家庭環境等の実態把握

（４）高齢者虐待・権利侵害への対応

① 成年後見制度の活用

ア 利用アドバイス

イ 市町村長申立

ウ 成年後見推薦団体との調整・紹介

② 老人福祉施設等への措置

③ 虐待への対応

④ 対応拒否者等への対応

⑤ 立ち入り調査

⑥ 加害養護者への対応

⑦ 消費者被害への対応

３ 権利擁護・虐待対応 権利擁護事業は，地域の住民や民生委員，介護支援専門員などの 

支援だけでは十分に問題が解決できない，適切なサービス等につながる方法が見つからな 

い等の困難な状況にある高齢者が，地域において，安心して尊厳のある生活を行うことが 

できるよう，専門的・ 継続的な視点からの支援を行うものである。 

  事業の内容としては，成年後見制度の活用促進，老人福祉施設等への措置の支援，高齢 

者虐待への対応，困難事例への対応，消費者被害の防止に関する諸制度を活用し，高齢者 

の生活の維持を図るものである。 
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～権利擁護～ 

 実態把握や総合相談の過程で，特に権利擁護の観点からの支援が必要と判断した場合には，

次のような諸制度を活用する。 

（１）成年後見制度の活用 高齢者の判断能力の状況等を把握し，成年後見制度の利用が必

  要なケースであれば，以下の業務を行う。 

① 高齢者に親族がいる場合には，当該親族に成年後見制度を説明し，親族からの申立

てが行われるよう支援する。 

② 申立てを行える親族がないと思われる場合や，親族があっても申立てを行う意思が

ない場合で，成年後見制度の利用が必要と認めるときは，速やかに市町村の担当部局 

に当該高齢者の状況等を報告し，市町村申立てにつなげる。 

（２）成年後見制度の円滑な利用

① 市町村や地方法務局と連携し，成年後見制度を幅広く普及させるための広報等の取

組を行う。 

② 鑑定又は診断書の作成手続きに速やかに取り組めるよう，地域の医療機関との連携

を確保する。 

③ 高齢者にとって適切な成年後見人を選任できるよう，地域で成年後見人となるべき

者を推薦する団体等を，高齢者又はその親族に対して紹介する。なお，地域包括支援 

センターの業務として，担当職員自身が成年後見人となることは想定していない。

（３）老人福祉施設等への措置

虐待等の場合で，高齢者を老人福祉施設等へ措置入所させることが必要と判断した場

  合は，市町村の担当部局に当該高齢者の状況等を報告し，措置入所の実施を求める。 

また，措置入所後も当該高齢者の状況を把握し，できる限り速やかに，成年後見制度 

  の利用など必要なサービス等の利用を支援する。 

（４）虐待への対応

虐待の事例を把握した場合には，速やかに当該高齢者を訪問して状況を確認し，事例

  に即した適切な対応をとる。 

（５）困難事例への対応 高齢者やその家庭に重層的に課題が存在している場合，高齢者自

  身が支援を拒否している場合等の困難事例を把握した場合には，他の職種と連携し，地 

  域包括支援センター全体で対応を検討する。 

（６）消費者被害の防止 訪問販売によるリフォーム業者などによる消費者被害を未然に防

  止するため，消費生活センター（又は市町村の消費者行政担当部局）と定期的な情報交 

  換を行うとともに，民生委員，介護支援専門員，訪問介護員等に情報提供を行う。 

～総合相談支援～ 

 総合相談支援事業は，地域の高齢者が，住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継

続していくことができるようにするため，どのような支援が必要かを把握し，地域における

適切なサービス，関係機関及び制度の利用につなげる等の支援を行うものである。 
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 事業の内容としては，初期段階での相談対応及び専門的・継続的な相談支援，その実施に

当たって必要となるネットワークの構築，地域の高齢者の状況の実態の把握を行うものであ

る。 

１ 総合相談支援の基本的視点 

（１）総合相談・支援及び権利擁護の業務（以下「総合相談支援等業務」という。）は，地

  域の高齢者が，住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができ 

  るようにするために，どのような支援が必要かを把握し，地域における適切なサービス， 

  機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うものである。 

（２）本業務は，社会福祉士が中心となって実施することとなるが，地域包括支援センター

の他の職種をはじめ，地域の関係機関等との連携にも留意しなければならない。

２ 業務内容 

（１）地域におけるネットワーク構築業務

① 効率的・効果的に実態把握業務を行い，支援を必要とする高齢者を見出し，総合相

談につなげるとともに，適切な支援，継続的な見守りを行い，更なる問題の発生を防 

止するため，地域における様々な関係者のネットワークの構築を図る。そのため，サ 

ービス提供機関や専門相談機関等のマップの作成等により活用可能な機関，団体等の 

把握などを行う。地域に必要な社会資源がない場合は，その開発に取り組む。 

② 地域の様々なニーズに応じ，これらのネットワークを有効活用していくこととなる

が，特に，高齢者の虐待防止については，「高齢者虐待防止ネットワーク」を早急に 

構築することが必要である。 

（２）実態把握業務

① 総合相談支援業務を適切に行う前提として，（１）のネットワークを活用するほか，

様々な社会資源との連携，高齢者への戸別訪問，同居していない家族や近隣住民から 

の情報収集等により，高齢者の心身の状況や家族の状況等についての実態把握を行う。 

（３）総合相談業務

総合相談業務として，次の業務を行う。

① 初期段階での相談対応

ア 本人，家族，近隣の住民，地域のネットワーク等を通じた様々な相談を受けて， 

的確な状況把握等を行い，専門的又は緊急の対応が必要かどうかを判断する。 

イ 適切な情報提供を行えば相談者自身により解決が可能と判断した場合には，相談

内容に即したサービス又は制度に関する情報提供，関係機関の紹介等を行う。 

② 継続的・専門的な相談支援

ア 初期段階の相談対応で，専門的・継続的な関与又は緊急の対応が必要と判断した

場合には，当事者への訪問，当事者に関わる様々な関係者からのより詳細な情報収 

集を行い，当事者に関する課題を明確にし，個別の支援計画を策定する。 

イ 支援計画に基づき，適切なサービスや制度につなぐとともに，当事者や当該関係

機関から，定期的に情報収集を行い，期待された効果の有無を確認する。 
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～包括的・継続的ケアマネジメント支援～ 

 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は，地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすこ

とができるよう，主治医と介護支援専門員との連携はもとより他の様々な職種との多職種協

働や地域の関係機関との連携を図るとともに，介護予防ケアマネジメント，指定介護予防支

援及び介護給付におけるケアマネジメントとの相互の連携を図ることにより，個々の高齢者

の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため，介護支援専門員

に対する後方支援を行うものである。事業の内容としては，包括的・継続的なケア体制の構

築，地域における介護支援専門員のネットワークの構築・活用，介護支援専門員に対する日

常的個別指導・相談，地域の介 護支援専門員が抱える支援困難事例等への指導・助言を行

うものである。 

（市町村社会福祉協議会） 

 市町村社会福祉協議会は，次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを

目的とする団体であつて，その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び

社会福祉に関する活動を行う者が参加するもの。 

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査，普及，宣伝，連絡，調整及び助成 

四 ほか，社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

 社会福祉協議会は，それぞれの都道府県，市区町村で，地域に暮らす皆様のほか，民生委

員・児童委員，社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者，保健・医療・教育な ど

関係機関の参加・協力のもと，地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活すること の

できる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。 

たとえば，各種の福祉サービスや相談活動，ボランティアや市民活動の支援，共同募金 運

動への協力など，全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで，さまざまな場面 で

地域の福祉増進に取り組んでいます。 

（福祉活動専門員） 市区町村社会福祉協議会に設置される職員で，民間社会福祉活動の推

進方策の調査，企画， 

連絡調整，広報，指導，その他実践活動の推進に従事します。 

（コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）） コミュニティソーシャルワークとは，コミ

ュニティに焦点をあてた社会福祉活動・業務 

の進め方で，地域において，支援を必要とする人々の生活圏や人間関係等環境面を重視し た
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援助を行うとともに，地域を基盤とする支援活動を発見して支援を必要とする人に結び つ

けたり，新たなサービスを開発したり，公的制度との関係を調整したりすることをめざ す

ものです。コミュニティソーシャルワーカーとは，このコミュニティソーシャルワーク を

行う者のことです。 

（都道府県社会福祉協議会） 

第百十条 都道府県社会福祉協議会は，都道府県の区域内において次に掲げる事業を行う こ

とにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて，その区域内における 市町

村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半 数が参

加するものとする。 

一 前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うこと 

  が適切なもの 

二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修 

三 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言 

四 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整 

（公的扶助（生活保護）） 

 生活保護制度は，生活に困窮する方に対し，その困窮の程度に応じて必要な保護を行い， 

健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに，自立を助長することを目的としてい 

ます。 

（保健師） 

 市町村保健師は乳幼児や妊婦，成人，高齢者，障害者など幅広い年齢層を対象とし，市 町

村保健センターなどで住民に身近な保健・福祉・サービスを担っている。虐待や男女共 同

参画，職員へのメンタルヘルス教育など幅広い活動が行われており，保健・医療・福祉 の

橋渡し的な役割を担う。 

（介護支援専門員（ケアマネジャー）） 
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１ 要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限りその居宅において，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れるもので 

なければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は，利用者の心身の状況，その置かれている環境等に応じて， 

利用者の選択に基づき，適切な保健医療サービス及び福祉サービスが，多様な事業者か ， 

総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供に当たっては，利用者の意思及び 

人格を尊重し，常に利用者の立場に立って，利用者に提供される指定居宅サービス等が特 

定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう，公正中立に行わ 

れなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は，事業の運営に当たっては，市町村，地域包括支援センタ ， 

老人介護支援センター，他の指定居宅介護支援事業者，指定介護予防支援事業者，介護保 

険施設等との連携に努めなければならない。 

生活困窮者自立支援法 （抜粋） 

（目的） 

第一条 この法律は，生活困窮者自立相談支援事業の実施，生活困窮者住居確保給付金の支 

給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより，生活困窮者 

 の自立の促進を図ることを目的とする。  

（定義） 

第二条 この法律において「生活困窮者」とは，現に経済的に困窮し，最低限度の生活を維 

持することができなくなるおそれのある者をいう。 

２ この法律において「生活困窮者自立相談支援事業」とは，次に掲げる事業をいう。 

一 就労の支援その他の自立に関する問題につき，生活困窮者からの相談に応じ，必要な 

  情報の提供及び助言を行う事業  

二 生活困窮者に対し，認定生活困窮者就労訓練事業の利用についてのあっせんを行う事 

  業  

三 生活困窮者に対し，当該生活困窮者に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省 

  令で定める事項を記載した計画の作成その他の生活困窮者の自立の促進を図るための 

  支援が一体的かつ計画的に行われるための援助として厚生労働省令で定めるものを行 

  う事業  

３ この法律において「生活困窮者住居確保給付金」とは，生活困窮者のうち離職又はこれ 

 に準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し，居住する住宅の所 

有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い，又は現に賃借して居住する住宅の家 

賃を支払うことが困難となったものであって，就職を容易にするため住居を確保する必要 

があると認められるものに対し支給する給付金をいう。  

４ この法律において「生活困窮者就労準備支援事業」とは，雇用による就業が著しく困難 
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な生活困窮者に対し，厚生労働省令で定める期間にわたり，就労に必要な知識及び能力の 

 向上のために必要な訓練を行う事業をいう。  

５ この法律において「生活困窮者一時生活支援事業」とは，一定の住居を持たない生活困 

窮者に対し，厚生労働省令で定める期間にわたり，宿泊場所の供与，食事の提供その他当 

該宿泊場所において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を 

供与する事業をいう。  

６ この法律において「生活困窮者家計相談支援事業」とは，生活困窮者の家計に関する問 

題につき，生活困窮者からの相談に応じ，必要な情報の提供及び助言を行い，併せて支出 

の節約に関する指導その他家計に関する継続的な指導及び生活に必要な資金の貸付けの 

あっせんを行う事業をいう。  

（市及び福祉事務所を設置する町村等の責務） 

第三条市及び福祉事務所は，この法律の実施に関し，公共職業安定所その他の職業安定機関， 

教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ，適切に生活困窮者自立相談支援事 

 業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。  

２ 都道府県は，この法律の実施に関し，次に掲げる責務を有する。 

一 市等が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給並び 

  に生活困窮者就労準備支援事業，生活困窮者一時生活支援事業，生活困窮者家計相談支 

  援事業その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行わ 

  れるよう，市等に対する必要な助言，情報の提供その他の援助を行うこと。  

二 関係機関との緊密な連携を図りつつ，適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困 

  窮者住居確保給付金の支給を行うこと。  

３ 国は，都道府県及び市等が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給 

付金の支給並びに生活困窮者就労準備支援事業，生活困窮者一時生活支援事業，生活困窮 

者家計相談支援事業その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ 

円滑に行われるよう，都道府県等に対する必要な助言，情報の提供その他の援助を行わな 

ければならない。  

（生活困窮者自立相談支援事業） 

第四条 都道府県等は，生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。  

２ 都道府県等は，生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以 

 外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。  

３ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であ 

った者は，その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（一部抜粋） 

（目的） 

第一条 この法律は，障害者基本法の基本的な理念にのっとり，身体障害者福祉法，知的 
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障害者福祉法，精神保健及び精神障害者福祉に関する法律，児童福祉法その他障害者及び 

障害児の福祉に関する法律と相まって，障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人と 

しての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう，必要な障害福祉 

サービスに係る給付，地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い，もって障害者及び

障害児の福祉の増進を図るとともに，障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を 

 尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。  

（基本理念）  

第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は，全ての国民が， 

障害の有無にかかわらず，等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重さ 

れるものであるとの理念にのっとり，全ての国民が，障害の有無によって分け隔てられる 

ことなく，相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため，全ての障 

害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営 

むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と 

生活するかについての選択の機会が確保され，地域社会において他の人々と共生すること 

を妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で 

障壁となるような社会における事物，制度，慣行，観念その他一切のものの除去に資する 

ことを旨として，総合的かつ計画的に行わなければならない。  

（市町村等の責務）  

第二条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は，この法律の実施に関し，次に掲げる責務 

を有する。 

一 障害者が自ら選択した場所に居住し，又は障害者若しくは障害児が自立した日常生活 

  又は社会生活を営むことができるよう，当該市町村の区域における障害者等の生活の実 

  態を把握した上で，公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する 

  機関，教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ，必要な自立支援給付及び 

  地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。  

二 障害者等の福祉に関し，必要な情報の提供を行い，並びに相談に応じ，必要な調査及 

  び指導を行い，並びにこれらに付随する業務を行うこと。 

三 意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用すること 

  ができるよう必要な便宜を供与すること，障害者等に対する虐待の防止及びその早期発 

  見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要 

  な援助を行うこと。  

２ 都道府県は，この法律の実施に関し，次に掲げる責務を有する。 

一 市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう，市 

  町村に対する必要な助言，情報の提供その他の援助を行うこと。 

二 市町村と連携を図りつつ，必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合 

  的に行うこと。 

三 障害者等に関する相談及び指導のうち，専門的な知識及び技術を必要とするものを行 

  うこと。 

四 市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに，市町村 

  が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう，市町 
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  村に対する必要な助言，情報の提供その他の援助を行うこと。  

３ 国は，市町村及び都道府県が行う自立支援給付，地域生活支援事業その他この法律に基 

づく業務が適正かつ円滑に行われるよう，市町村及び都道府県に対する必要な助言，情報 

 の提供その他の援助を行わなければならない。  

４ 国及び地方公共団体は，障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる 

よう，必要な障害福祉サービス，相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努め 

なければならない。  

（国民の責務）  

第三条 すべての国民は，その障害の有無にかかわらず，障害者等が自立した日常生活又は 

 社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。  

（定義）  

第四条 この法律において「障害者」とは，身体障害者福祉法第四条 に規定する身体障害 

者，知的障害者福祉法 にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精 

神障害者福祉に関する法律第五条 に規定する精神障害者（発達障害者支援法第二条第二 

項に規定する発達障害者を含み，知的障害者福祉法 にいう知的障害者を除く。以下「精 

神障害者」という。）のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病そ 

の他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める 

程度である者であって十八歳以上であるものをいう。  

第五条 この法律において「障害福祉サービス」とは，居宅介護，重度訪問介護，同行援護， 

行動援護，療養介護，生活介護，短期入所，重度障害者等包括支援，施設入所支援，自立 

訓練，就労移行支援，就労継続支援及び共同生活援助をいい，「障害福祉サービス事業」 

とは，障害福祉サービスを行う事業をいう。  

２ この法律において「居宅介護」とは，障害者等につき，居宅において入浴，排せつ又は 

食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 

３ この法律において「重度訪問介護」とは，重度の肢体不自由者その他の障害者であって 

常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき，居宅における入浴，排せ 

つ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護 

を総合的に供与することをいう。  

４ この法律において「同行援護」とは，視覚障害により，移動に著しい困難を有する障害 

者等につき，外出時において，当該障害者等に同行し，移動に必要な情報を提供するとと 

もに，移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。  

５ この法律において「行動援護」とは，知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を 

有する障害者等であって常時介護を要するものにつき，当該障害者等が行動する際に生じ 

得る危険を回避するために必要な援護，外出時における移動中の介護その他の厚生労働省 

令で定める便宜を供与することをいう。  

６ この法律において「療養介護」とは，医療を要する障害者であって常時介護を要するも 

のとして厚生労働省令で定めるものにつき，主として昼間において，病院その他の厚生労 

働省令で定める施設において行われる機能訓練，療養上の管理，看護，医学的管理の下に 

おける介護及び日常生活上の世話の供与をいい，「療養介護医療」とは，療養介護のうち 

医療に係るものをいう。  
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７ この法律において「生活介護」とは，常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定 

める者につき，主として昼間において，障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施 

設において行われる入浴，排せつ又は食事の介護，創作的活動又は生産活動の機会の提供 

その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。  

８ この法律において「短期入所」とは，居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理 

由により，障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要と 

する障害者等につき，当該施設に短期間の入所をさせ，入浴，排せつ又は食事の介護その 

他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。  

９ この法律において「重度障害者等包括支援」とは，常時介護を要する障害者等であって， 

その介護の必要の程度が著しく高いものとして厚生労働省令で定めるものにつき，居宅介 

護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。  

１０ この法律において「施設入所支援」とは，その施設に入所する障害者につき，主とし 

て夜間において，入浴，排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与 

することをいう。  

１１ この法律において「障害者支援施設」とは，障害者につき，施設入所支援を行うとと 

もに，施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設（のぞみの園及び第一項の厚 

生労働省令で定める施設を除く。）をいう。  

１２ この法律において「自立訓練」とは，障害者につき，自立した日常生活又は社会生活 

を営むことができるよう，厚生労働省令で定める期間にわたり，身体機能又は生活能力の 

向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。  

１３ この法律において「就労移行支援」とは，就労を希望する障害者につき，厚生労働省 

令で定める期間にわたり，生産活動その他の活動の機会の提供を通じて，就労に必要な知 

識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するこ 

とをいう。  

１４ この法律において「就労継続支援」とは，通常の事業所に雇用されることが困難な障 

害者につき，就労の機会を提供するとともに，生産活動その他の活動の機会の提供を通じ 

て，その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供 

与することをいう。  

１５ この法律において「共同生活援助」とは，障害者につき，主として夜間において，共 

同生活を営むべき住居において相談，入浴，排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の 

援助を行うことをいう。  

１６ この法律において「相談支援」とは，基本相談支援，地域相談支援及び計画相談支援 

をいい，「地域相談支援」とは，地域移行支援及び地域定着支援をいい，「計画相談支援」 

とは，サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい，「一般相談支援事業」とは， 

基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいい，「特定相談支援事業」とは， 

基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいう。  

１７ この法律において「基本相談支援」とは，地域の障害者等の福祉に関する各般の問題 

につき，障害者等，障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ，必要 

な情報の提供及び助言を行い，併せてこれらの者と市町村及び指定障害福祉サービス事業 

者等との連絡調整（サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。） 
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その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。 

１８ この法律において「地域移行支援」とは，障害者支援施設，のぞみの園若しくは第一 

項若しくは第六項の厚生労働省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院に 

入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必 

要とする者であって厚生労働省令で定めるものにつき，住居の確保その他の地域における 

生活に移行するための活動に関する相談その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する 

ことをいう。 

１９ この法律において「地域定着支援」とは，居宅において単身その他の厚生労働省令で 

定める状況において生活する障害者につき，当該障害者との常時の連絡体制を確保し，当 

害者に対し，障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の厚生労働省令で定める場合 

に相談その他の便宜を供与することをいう。  

２０ この法律において「サービス利用支援」とは，障害者の心身の状況，その置かれてい 

る環境，当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に 

関する意向その他の事情を勘案し，利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及 

び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成し，支給決定，支給決定の 

変更の決定，地域相談支援給付決定地域相談支援給付決定の変更の決定が行われた後に， 

指定障害福祉サービス事業者等，指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整その他 

の便宜を供与するとともに，当該支給決定等に係る障害福祉サービス又は地域相談支援の 

種類及び内容，これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画を 

作成することをいう。 

２１ この法律において「継続サービス利用支援」とは，支給決定を受けた障害者若しくは 

障害児の保護者又は地域相談支援給付決定を受けた障害者，支給決定の有効期間又は地域 

相談支援給付決定の有効期間内において継続して障害福祉サービス又は地域相談支援を 

適切に利用することができるよう，当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害 

者に係るサービス等利用計画が適切であるかどうかにつき，厚生労働省令で定める期間ご 

とに，当該支給決定障害者等の障害福祉サービス又は当該地域相談支援給付決定 障害者 

の地域相談支援の利用状況を検証し，その結果及び当該支給決定に係る障害者等又は当該 

地域相談支援給付決定に係る障害者の心身の状況，その置かれている環境，当該障害者等 

又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の 

事情を勘案し，サービス等利用計画の見直しを行い，その結果に基づき，次のいずれかの 

便宜の供与を行うことをいう。  

一 サービス等利用計画を変更するとともに，関係者との連絡調整その他の便宜の供与を 

  行うこと。  

二 新たな支給決定若しくは地域相談支援給付決定又は支給決定の変更の決定若しくは 

  地域相談支援給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において，当該支給 

  決定等に係る障害者又は障害児の保護者に対し，支給決定等に係る申請の勧奨を行うこ 

  と。  

２２ この法律において「自立支援医療」とは，障害者等につき，その心身の障害の状態の 

軽減を図り，自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定め 

るものをいう。  
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２３ この法律において「補装具」とは，障害者等の身体機能を補完し，又は代替し，かつ， 

長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基準に該当する 

ものとして，義肢，装具，車いすその他の厚生労働大臣が定めるものをいう。  

２４ この法律において「移動支援事業」とは，障害者等が円滑に外出することができるよ 

う，障害者等の移動を支援する事業をいう。 

２５ この法律において「地域活動支援センター」とは，障害者等を通わせ，創作的活動又 

する施設をいう。 

２６ この法律において「福祉ホーム」とは，現に住居を求めている障害者につき，低額な 

料金で，居室その他の設備を利用させるとともに，日常生活に必要な便宜を供与する施設 

 をいう。  

（指定一般相談支援事業者の指定）  

第五十一条の十九 第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定は，厚生労働 

省令で定めるところにより，一般相談支援事業を行う者の申請により，地域相談支援の種 

類及び一般相談支援事業を行う事業所ごとに行う。  

（指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務）  

第五十一条の二十二 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者は，障害者等が 

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，障害者等の意思決定の支援に配 

慮するとともに，市町村，公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施 

する機関，教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ，相談支援を当該障害者 

等の意向，適性，障害の特性その他の事情に応じ，常に障害者等の立場に立って効果的に 

行うように努めなければならない。  

２ 指定相談支援事業者は，その提供する相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講 

 ずることにより，相談支援の質の向上に努めなければならない。  

３ 指定相談支援事業者は，障害者等の人格を尊重するとともに，この法律又はこの法律に 

 基づく命令を遵守し，障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。  

（市町村の地域生活支援事業）  

第七十七条 市町村は，厚生労働省令で定めるところにより，地域生活支援事業として，次

に掲げる事業を行うものとする。  

一 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓 

  発を行う事業 

二 障害者等，障害者等の家族，地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した 

  日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う 

  事業  

三 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ，自立した日常生活又は 

  社会生活を営むことができるよう，地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき， 

  障害者等，障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ，必要な情報 

  の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに，障害者等に対 

  する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の 

  権利の擁護のために必要な援助を行う事業（次号に掲げるものを除く。）  

四 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認 
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  められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年 

  後見制度の利用が困難であると認められるものにつき，当該費用のうち厚生労働省令で 

  定める費用を支給する事業  

五 障害者に係る民法に規定する後見，保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人 

  材の育成及び活用を図るための研修を行う事業 

六 聴覚，言語機能，音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害 

  者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき，意思疎通支援を行う者の 

  派遣，日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又 

  は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業  

七 意思疎通支援を行う者を養成する事業 

八 移動支援事業 

九 障害者等につき，地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ， 

  創作的活動又は生産活動の機会の提供，社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定 

  める便宜を供与する事業  

２ 都道府県は，市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域の実情を 

勘案して，関係市町村の意見を聴いて，当該市町村に代わって前項各号に掲げる事業の一 

部を行うことができる。  

３ 市町村は，第一項各号に掲げる事業のほか，現に住居を求めている障害者につき低額な 

料金で福祉ホームその他の施設において当該施設の居室その他の設備を利用させ，日常生 

活に必要な便宜を供与する事業その他の障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営 

むために必要な事業を行うことができる。  

（基幹相談支援センター）  

第七十七条の二  基幹相談支援センターは，地域における相談支援の中核的な役割を担う 

機関として，前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業並びに身体障害者福祉法第九条第 

五項第二号及び第三号，知的障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号並びに精神保健 

及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する業務を総合的に行うこと 

を目的とする施設とする。  

２ 市町村は，基幹相談支援センターを設置することができる。 

３ 市町村は，一般相談支援事業を行う者その他の厚生労働省令で定める者に対し，第一項 

の事業及び業務の実施を委託することができる。 

４ 前項の委託を受けた者は，第一項の事業及び業務を実施するため，厚生労働省令で定め 

るところにより，あらかじめ，厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て，基幹相 

談支援センターを設置することができる。  

５ 基幹相談支援センターを設置する者は，第一項の事業及び業務の効果的な実施のために， 

指定障害福祉サービス事業者等，医療機関，民生委員法に定める民生委員，身体障害者福 

祉法第十二条の三第一項又は第二項の規定により委託を受けた身体障害者相談員，知的障 

害者福祉法第十五条の二第一項又は第二項の規定により委託を受けた知的障害者相談員， 

意思疎通支援を行う者を養成し，又は派遣する事業の関係者その他の関係者との連携に努 

めなければならない。 

６ 第三項の規定により委託を受けて第一項の事業及び業務を実施するため基幹相談支援 
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センターを設置する者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は，正当な理由なしに， 

 その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

（都道府県の地域生活支援事業）  

第七十八条 都道府県は，厚生労働省令で定めるところにより，地域生活支援事業として， 

第七十七条第一項第三号，第六号及び第七号に掲げる事業のうち，特に専門性の高い相談 

支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し，又は派遣する事業， 

意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他の広域的な対応が必 

要な事業として厚生労働省令で定める事業を行うものとする。  

２ 都道府県は，前項に定めるもののほか，障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のた 

めに障害福祉サービス若しくは相談支援を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導 

を行う者を育成する事業その他障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために 

必要な事業を行うことができる。  

矯正施設退所者の地域生活定着支援 

 矯正施設（刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院）入所者の中には、高齢又は障害により

自立した生活を送ることが困難であるにもかかわらず、過去に必要とする福祉的支援を受け

てきていない人が少なくなく、また、親族等の受入先を確保できないまま矯正施設を退所す

る高齢者、障害者も数多く存在していることが指摘されています。 

このため、厚生労働省では、平成２１年度に「地域生活定着支援事業」を創設し、高齢又は

障害を有するため福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者について、退所後直ちに福祉サ

ービス等（障害者手帳の発給、社会福祉施設への入所など）につなげるための準備を、保護

観察所と協働して進める「地域生活定着支援センター」を各都道府県に整備することにより、

その社会復帰の支援を推進することとしています。（平成 23年度末、全都道府県に開設され

ました） 

 なお、平成 24 年度からは矯正施設退所後のフォローアップ、相談支援まで支援を拡大・

拡充し、入所中から退所後まで一貫した相談支援を行う「地域生活定着促進事業」を実施し

ています。  

成年後見制度Ⅰ 

１ 成年後見制度 

 成年後見制度とは，認知症や知的障害，精神障害などで判断能力が不十分になった人の社

会生活を支援する仕組みです。 

判断能力が衰えてきても，そのことでその人の尊厳が損なわれるわけではありません。そ

61



こで，本人に残っている能力，もしくは持っている能力を最大限に活かし，不足している部

分を補うことで，本人を支援・保護していくべきとの考え方で作られたのが成年後見制度で

す。 

人は，社会生活をするとき，意識するとしないにかかわらず，様々な契約をしています。

買い物をするときの売買契約，お金を借りるときの金銭消費貸借契約，銀行に預金するとき

の契約，介護サービスをうけるときの契約，施設入所のときの契約などなどです。そのとき，

判断能力が衰えた，もしくは十分でないことで不利な契約を結んでしまわないように，その

人に合った安全な契約ができるようにその手伝いをする者を付ける。これが成年後見制度の

基本的な考え方です。その手伝いをする人を後見人といい，本人と一緒に契約に問題がない

かを判断したり，間違って結んでしまった契約を取り消したり，本人の代わりに契約を行っ

たりします。 

 介護護保険制度が，身体的能力が不十分になった場合の社会的支援の仕組みであるのに対

し，成年後見制度は精神的能力が衰えた場合に，これを支えるというもので，両者は車の両

輪のように互いに必要なものです。制度の開始も同日，平成１２年４月１日です。 

成年後見制度の理念は，だれでも普通の生活ができるように支援すること（ノーマライゼ

イション）を目指し，自分のことは自分で決めるという人の尊厳にかかわる権利を尊重し（自

己決定の尊重），残存能力，もしくは持ってる能力を最大限活かして（残存能力の活用），判

断能力が不足している人々を支えていくことです。 

２ 法定後見制度と３類型 

 成年後見制度は，大きく２つに分けることができます。１つが家庭裁判所に後見人などを

決めてもらう法定後見制度であり，もう１つが元気なうちに自分で後見人を決めておく任意

後見制度です。 

 法定後見制度として，後見・保佐・補助という３つの類型があります。いずれの制度も，

判断能力が不十分となった人たちの人権や利益を守るために用意されたものです。 

（後見類型） 

 後見類型の対象となるのは，自分の財産を管理したり処分したりすることが全くできない

人です。具体的には，重度の知的障害者・精神障害者・認知症高齢者などで，常に判断能力

がなく，自分だけで物事を決定することが難しく，日常的な買い物も１人ではできない人と

いうことになります。家庭裁判所がこの類型に該当すると判断し，後見開始の審判をすると，

後見がスタートし，成年後見人が付けられます。成年後見人は，後見を受ける人に代わって

契約を結ぶなどの法律行為を行います。また後見を受ける人が不利益な契約を結んでしまっ

た場合には，その契約を取り消して，白紙に戻すことができます。 

 後見が必要となるのは，後見を必要とする人が関係する相続に関する遺産分割，不動産の

売却，施設などへの入所契約が必要な場合などです。 

62



（保佐類型） 

 保佐類型の対象となるのは，簡単な契約はできるけれども重要な財産（土地や車など高額

な物）を管理したり処分したりするには，常に援助が必要な人です。具体的には，知的・精

神的障害のある人，認知症がある程度進行している高齢者など，判断能力が著しく不十分で，

日常的な買い物くらいは自分でできるけれど，重要な契約などは無理という人が該当します。

この類型に該当する人には，保佐人という援助者が付きます。保佐人には，不動産を処分し

たりお金を借りたりするなどの重要な法律行為について，後見人同様，不利益な契約を取り

消すことができる権限が与えられます。また保佐を受ける人が同意し，裁判所が認めた事項

については，本人に代わって契約を行うこともできます。 

 保佐類型では，保佐人が不利益な契約を取り消すことができるというのが最も重要な点で

あり，訪問販売などで高額な商品を買わされる一人暮らしの高齢者の保護などで大きな効果

があります。 

（補助類型） 

補助類型の対象となるのは，判断能力が不十分ながら自分で契約などができるけれども，

誰かに手伝ってもらったり代わってもらうほうがよいと思われるような人（軽度の知的障害

者・精神障害者・初期の認知症の人）などです。補助を必要とする人には，補助人が付きま

す。補助人は，裁判所が認めた事項について契約を取り消す権限，補助を受ける人に代わっ

て契約を行う権限が与えられます。 

 必要な事柄について，必要な程度で，補助人は補助を受ける人を援助します。自分ででき

ることは自分で行い，不足しているところを補うことを目的としており，自己決定権の尊重，

ノーマライゼーションという制度の理念が生かされた類型といえます。したがって，

この類型は，補助を受ける人の同意が必要です。本人の生活・療養看護，介護支援契約，

不動産の処分など重要な判断を求められる様々な場面があります。 

３ 成年後見制度と地域包括支援センター 

 地域包括支援センターがおこなう実態把握や総合相談の過程で，特に権利擁護の観点から

の支援が必要と判断した場合に活用します。 

（成年後見制度の活用） 

 高齢者の判断能力の状況等を把握し，成年後見制度の利用が必要なケースであれば，以下

の業務を行います。  

（１）高齢者に親族がいる場合には，当該親族に成年後見制度を説明し，親族からの申立

  てが行われるよう支援します。 

（２）申立てを行える親族がないと思われる場合や，親族があっても申立てを行う意思が
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  ない場合で，成年後見制度の利用が必要と認めるときは，速やかに市町村の担当部局 

  に当該高齢者の状況等を報告し，市町村申立てにつなげます。  

（成年後見制度の円滑な利用） 

（１）市町村や地方法務局と連携し，成年後見制度を幅広く普及させるための広報等の取

  組を行います。 

（２）鑑定又は診断書の作成手続きに速やかに取り組めるよう，地域の医療機関との連携

  を確保します。 

（３）高齢者にとって適切な成年後見人を選任できるよう，地域で成年後見人となるべき

  者を推薦する団体等を，高齢者又はその親族に対して紹介します。 

しかし，地域包括援センターの業務として，担当職員自身が成年後見人となること 

  は想定していません。  

成年後見制度Ⅱ 

１ 成年後見制度の活用 

（１）成年後見制度の利用に関する判断(スクリーニング)

本人や家族，関係機関等からの相談によって，権利擁護の観点から支援が必要な高

齢者を発見した場合，その高齢者の判断能力や生活状況等を把握し，成年後見制度を

利用する必要があるかどうかの判断(スクリーニング)を行う。 

成年後見制度(法定後見)の申立てには，高齢者の判断能力に応じて，次の 3つの類

型がある。 

① 補助 ほとんどの事は，自分の判断でできる。しかし，契約や預貯金の管理等を

自分でできるかどうか不安がある。本人の利益のためには，他の人の援助

があった方がいいと思われる状態。 

② 保佐 日常生活では，何とか自分で判断ができて，簡単な財産管理や契約は自分

でできる。しかし，不動産の売買や，重要な契約を単独で行うことは，無

理な状態。 

③ 後見 日常生活に関することを除き，常に，本人に代わって他の人が判断する必

要があり，本人に判断することを期待しても，無理だと思われる状態。 

成年後見制度が必要と考えられる例として，次のような場合が考えられる。 

※世帯内に適切な意思決定できる人がいない独居等の認知症高齢者などで，医療

機関の受診や福祉サービス利用等について契約支援が必要な場合

※悪徳商法や消費者金融などの経済的被害を未然に防止する場合

※預貯金管理等の財産管理や遺産相続等，法律行為を支援する場合
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なお，高齢者が家族等から経済的搾取を受けているなど緊急性がある場合は，法律

関係者等の権利擁護に関する団体と連携して，審判前の財産保全処分や緊急事務管理

等を検討する必要がある。 

（２）成年後見制度の利用が必要な場合の申立て支援

スクリーニングにより，成年後見制度の利用が必要と判断した場合は申立ての支援

を行う。高齢者に申し立てを行える親族がある場合は，その親族に対して成年後見制

度や手続き方法等について説明し，親族による申立てが行われるよう支援する。 

申立てを行える親族がいないと思われる場合や，親族があっても申立ての意思がな

い場合は，速やかに市町村の担当部局に経過や状況を報告し，市町村長申立て手続き

が行われるよう協力する。 

～市町村長申立てについて～ 

市町村長は，６５歳以上の者につき，その福祉を図るために特に必要があると認め

るときは，後見開始等の審判を請求することができる。(老人福祉法第３２条) 

また，市町村による親族調査は，基本的には２親等内の親族の意思を確認すること

になっている。ただし，虐待等の場合は，仮に２親等内の親族が申立てに反対しても，

本人の保護を図るため，市町村長申立てが必要となる場合がある。 

（３）診断書の作成や鑑定に関する地域の医療機関との連携

成年後見の申立てに必要な医師の診断書の作成や，保佐，後見の場合に必要な鑑定

がスムーズに行われるよう，地域の医療機関との連携を図ることが必要である。 

（４）成年後見人等となるべき者を推薦できる団体等との連携

高齢者にとって適切な成年後見人等を選ぶ事ができるように，地域において成年後

  見人等の候補者を推薦することができる団体等と連携を図り，高齢者やその親族に情 

  報提供を行う。 

～成年後見人等候補者の推薦団体～ 

家庭裁判所に候補者名簿を提出している団体には，次の専門職団体がある。 

※都道府県弁護士会(弁護士)

※リーガルサポート都道府県支部(司法書士)

※都道府県社会福祉士会「ぱあとなあ」(社会福祉士)，等

また，地域において第三者の後見人候補者養成に取り組んでいる自治体もある。 

しかし，宮城県において第三者後見人として受任できる受け皿が磐石かというと，

否である。このことについての基盤整備が急務である。 

２ 地域福祉権利擁護事業(福祉サービス利用援助事業)の活用 
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（１）事業の概要

地域福祉権利擁護事業は，都道府県社会福祉協議会が実施主体となり，判断能力の

不十分な痴呆性高齢者等に対して，利用者本人と社会福祉協議会との契約により，①

福祉サービスの利用援助，② 日常的金銭管理サービス，③書類等の預かリサービス等

を行うものである。 

（２）地域福祉権利擁護事業と成年後見制度との関係

地域福祉権利擁護事業は，成年後見制度と同様，痴呆性高齢者，知的障害者，精神

障害者等判断能力が十分でない人を対象としており，その権利擁護の理念や援助内容

に共通する面はあるものの，一方では，両制度の間にはいくつかの相違点があり，そ

の特徴を踏まえた活用が必要である。 

成年後見制度には補助，保佐，後見の３類型があるが，地域福祉権利擁護事業の利

用対象者は，このうちの補助類型の対象者とほぼ重なる。また，補助類型にも当たら

ない軽度の人も対象にしている。保佐類型の一部についても対象となりうるが，契約

締結能力があるかどうかの判断には慎重を要する。 

しかし，社協と利用者の契約に基づくこの制度，利用者の枠も認知症でない高齢者，

身体障害者の利用も可能であり，施設入所者，病院入院者も対象となり得る。事業の

実施者である社協の裁量次第であることを考えると，地域にニーズの高まりによって

より現在より柔軟に事業展開が出来るものと思う。 

（３）援助の方法と内容

成年後見制度が，成年後見人等に代理権，同意権・取消権を付与することにより，

財産管理及び身上監護に関する法律行為を援助するのに対し，地域福祉権利擁護事業

は，利用者と社会福祉協議会との契約により，それに伴う日常的な金銭管理等を援助

する。任意の契約という点で，裁量次第での事業の拡充が出来ることに留意したい。 

例えば，成年後見人と社協との契約によって，重度の認知症の高齢者や障害者のサ 

ービス利用が行われていることが挙げられる。 

（４）援助の方法

地域福祉権利擁護事業では代行が主となり，代理権の付与は限定的に行われる。代

理権は，成年後見制度では法定代理権であるが，地域福祉権利擁護事業の場合は，利

用者と社会福祉協議会との間で結ばれた任意代理の委任契約により付与される任意代

理権である。 

（５）地域福祉権利擁護事業の限界とその克服

利用者が判断能力を喪失した場合，地域福祉権利擁護事業を利用している間に，利

用者が判断能力を喪失した場合は，地域福祉権利擁護事業の利用契約は終了すること

となる。契約を終了するさいは，成年後見制度への移行や利用者の生活にふさわしい

他の援助の利用につなげることが必要である。 

日常的な生活援助の範囲を超える場合，不動産の売却等の財産管理に関する法律行
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為や，施設入所の代理契約等は，地域福祉権利擁護事業の範囲を超える事柄となる。 

取消権を必要とする場合地域福祉権利擁護事業では，悪徳商法などの財産侵害に対

しては，成年後見制度の同意権・取消権に相当するものはない。定期的に日常的な金

銭管理を行うことが予防的な効果をもつことはあり，また預金通帳から多額の支出が

あることへの気づきから，クーリングオフ等への対応をとることもできるが，自ずと

限界があり，こうした事態が予想されたり，生じた場合は，成年後見制度へと移行す

ることが必要となる。 

しかし，前述したように成年後見制度と地域福祉権利擁護事業のコラボレーション

も現に進んでいることに，本制度の限界を克服していく取り組みが行われているに注

目する必要がある。 

地域福祉権利擁護事業での援助に限界がある場合は，成年後見制度につなげること

を的確に行うことが重要であるし，その一方で，利用者本人の判断能力が低下したた

め，地域福祉権利擁護事業の利用ができない場合であっても，成年後見人等が本人に

代わって社会福祉協議会と契約を取り交わし，福祉サービスの利用や日常的な金銭管

理などの援助を利用することが可能となる。 

法定後見(後見・保佐・補助)開始の申立てに必要なもの 

申立書 1通 無料 各家庭裁判所 

戸籍謄本]通(本人，申立人) 市町村毎に異なる 本籍地の市町村役場 

戸籍附票 1通(本人) 市町村毎に異なる 本籍地の市町村役場 

成年後見登記事項証明書]通 

(本人) 

1,000円(1通につき

登記印紙) 

法務局・地方法務局戸籍課 

（仙台法務局で直接取れます） 

診断書 1通(本人) 
医師により異なる 補助'任意後見監督人選任の場合は，

家庭裁判所の様式を使う 

住民票１通 市町村毎に異なる 市町村役場 

身分証明書１通 市町村毎に異なる 本籍地の市町村役場 

成年後見候補者の成年後見

に関する登記がなされてい

ないことの証明書１通 

500円(1通につき登

記印紙) 

法務局・地方法務局戸籍課 

（仙台法務局で直接取れます） 

申立手数料 800円の収入印紙 裁判所内 

財産についての資料(登記簿 

謄本，預金通帳写し等) 

成年後見登記の手数料 

4,000 円の登記印紙

(任意後見監督人の

選任は 2,000 円) 

裁判所内 

郵便切手 
4,000円～5,000 円 

(各家裁で異なる) 

鑑定費用 5～ 25万円(平均 10

万円程度だが，最近

医師，病院等。後見・保佐の場合は，

家庭裁判所が原則として，本人の精
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は 5万円程度のケー

スが増え，次第に低

額化している)程度

を予納する。 

神状況の鑑定を医師に依頼する。申

立てに必要な費用は，原則として申

立人の負担となるが，事情によって

は，裁判所の決定で本人の負担とす

ることもできる。 

※費用については，変更される場合があるので，そのつど確認ください

表の１－ 補助・保佐・後見の制度の概要 

補助開始の審判 保佐開始の審判 後見開始の審判 

要

件 

＜対象者＞ 

（判断能

力） 

精神上の障害（痴呆・

知的障害・精神障害

等）により，事理を弁

識する能力が不充分

な者。 

精神上の障害により，

事理を弁識する能力

が著しく不十分な者。 

精神上の障害により，

事理を弁識する能力

を欠く常況に在る者。 

開

始

の

手

続 

申 立 権 者     E 

本人，配偶者，四親等内の親族，検察官等。 

任意後見受任者，任意後見人，任意後見監督人 

市町村長 

本人の同意 必  要 不  要 不  要 

機

関

の

名

称 

本   人 被補助人 被保佐人 成年被後見人 

後 見 人 補助人 保佐人 成年後見人 

A監 督 人     E 補助監督人 保佐監督人 成年後見監督人 

同

意

権

・ 

取

消

権 

付与の対象 

申立ての範囲内で家

庭裁判所が定める「特

定の法律行為」 

民法 12条 1項各号所

定の行為 

日常生活に関する行

為以外の行為 

付与の手続 

補助開始の審判 

＋同意権付与の審判 

＋本人の同意 

保佐開始の審判 後見開始の審判 

A取 消 権 者     E 本人・補助人 本人・保佐人 
本人 

成年後見人 

代 

理 

権 

付与の対象 

申立ての範囲内で家

庭裁判所が定める 

「特定の法律行為」 

同  左 
財産に関するすべて

の法律行為 

付与の手続 

補助開始の審判 

＋代理権付与の審判 

＋本人の同意 

保佐開始の審判 

＋代理権付与の審判 

＋本人の同意 

後見開始の審判 
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本人の同意 必  要 必  要 不  要 

責

務 

身上配慮義

務 

本人の心身の状態お

よび生活の状況に配

慮する義務 

同  左 同  左 

任意後見制度 

要件 対象となる人 
今は，判断能力のある人(本人の判断能力が，少なくとも

補助に該当する程度以上に不十分になった場合に開始) 

自己決定権と後見人等の権限 自己決定権は大 後見人等の権限は小 

開始の手続 
請求できる人 本人，配偶者，四親等内の親族，任意後見受任者 

本人の同意 必要 

機関の名称 

本人 本人 

援助者 任意後見人（開始までは任意後見受任者） 

監督人 任意後見監督人 

同意権・取消

権 

付与の対象 なし 

付与の手続 なし 

取消権者 なし 

代理権 

付与の対象 任意後見契約で定められた行為 

付与の手続 任意後見監督人の選任後 

本人の同意 必要 

援助者の責務 
職務 

財産に関する事務，生活や療養に関する事務(本人の希望

に応じて自由に委任できる) 

身上配慮義務 本人の心身の状態および生活の状況に配慮する義務 
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（抜粋）

 (基本方針) 
第一条の二 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用

者が可能な限りその居宅において、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れるものでなければならない。

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ

て、利用者の選択に基づき、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るものでなければなら

ない。

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及

び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス

等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよ

う、公正中立に行われなければならない。

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法第百十五条の四十

六第一項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法第二十条の七の二に規定する

老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介

護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一

条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければ

ならない。

(管理者) 
第三条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置か

なければならない。

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号イ(3)に規

定する主任介護支援専門員でなければならない。

 (提供拒否の禁止) 
第五条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んでは

ならない。

(サービス提供困難時の対応)
第六条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅

介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を

勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難である

と認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなけ

ればならない。

(要介護認定の申請に係る援助) 
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第八条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申

込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。 
２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受

けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを

確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当

該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 
３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受け

ている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう、必要な援助を行

わなければならない。 
 
 (指定居宅介護支援の基本取扱方針) 
第十二条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われる

とともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。 
２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 
 
 (指定居宅介護支援の具体的取扱方針) 
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定す

る基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 
一 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成

に関する業務を担当させるものとする。 
二 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行

う。 
三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日

常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的

かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。 
四 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全

般を支援する観点から、介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介

護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)以外の保健医療サービス又は福祉サービ

ス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サー

ビス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 
五 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者による

サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関す

るサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供する

ものとする。 
六 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、

利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のそ

の置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利
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用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を

把握しなければならない。 
七 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」

という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行

わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者

及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 
八 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基

づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される

体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するた

めの最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対

する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービス

の目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供

する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならな

い。 
九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作

成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案

に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)
を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情

報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担

当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪

性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条

において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のや

むを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求める

ことができるものとする。 
十 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等に

ついて、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の

原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意

を得なければならない。 
十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計

画を利用者及び担当者に交付しなければならない。 
十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等

に対して、訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第
二十四条第一項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基準におい

て位置付けられている計画の提出を求めるものとする。 
十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況

の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅

サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供

を行うものとする。 
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十三の二 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提

供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔くう機能その

他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の

同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。 
十四 介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」

という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡

を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わな

ければならない。 
イ 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 
ロ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。 

十五 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催に

より、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地から

の意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担

当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 
イ 要介護認定を受けている利用者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認 

定を受けた場合 
ロ 要介護認定を受けている利用者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区 

分の変更の認定を受けた場合 
十六 第三号から第十二号までの規定は、第十三号に規定する居宅サービス計画の変

更について準用する。 
十七 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効

率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むこと

が困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望す

る場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 
十八 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者か

ら依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじ

め、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。 
十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サー

ビスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の

医師等の意見を求めなければならない。 
十九の二 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際

には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 
二十 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等

の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師

等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サー

ビス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等

の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを

行うものとする。 
二十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養

介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持
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に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められ

る場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認

定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

二十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあ

っては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載

するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具

貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要

がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。

二十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合

にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理

由を記載しなければならない。

二十四 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第七十三条第二項に

規定する認定審査会意見又は法第三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サー

ビス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者に

その趣旨(同条第一項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サー

ビスの種類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得

た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。

二十五 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場

合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連

携を図るものとする。

二十六 指定居宅介護支援事業者は、法第百十五条の二十三第三項の規定に基づき、

指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たって

は、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援

の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。

二十七 指定居宅介護支援事業者は、法第百十五条の四十八第四項の規定に基づき、

同条第一項に規定する会議から、同条第二項の検討を行うための資料又は情報の提

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

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付) 
第十五条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望す

る場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者から

の申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施

状況に関する書類を交付しなければならない。

 (利用者に関する市町村への通知) 
第十六条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次のいず

れかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければな

らない。
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一 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等

により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

二 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたと

き。

(管理者の責務) 
第十七条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援

専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の

実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程) 
第十八条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として次に掲げる

事項を定めるものとする。

一 事業の目的及び運営の方針

二 職員の職種、員数及び職務内容

三 営業日及び営業時間

四 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

五 通常の事業の実施地域

六 その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保) 
第十九条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供でき

るよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制

を定めておかなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援

事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。た

だし、介護支援専門員の補助の業務についてはこの限りでない。

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。

(設備及び備品等) 
第二十条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとと

もに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(従業者の健康管理) 
第二十一条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態につ

いて、必要な管理を行わなければならない。
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(掲示) 
第二十二条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持) 
第二十三条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由が

なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理

由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、

必要な措置を講じなければならない。

３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用

いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意

を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告) 
第二十四条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場

合 においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等) 
第二十五条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サー

ビス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対

して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行っ

てはならない。

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関

し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指

示等を行ってはならない。

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関

し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの

対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受しては

ならない。

(苦情処理) 
第二十六条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅

サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第六項において「指定居宅介護支援

等」という。)に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなけれ

ばならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記

録しなければならない。
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３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第二十三条の

規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村

の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う

調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

４ 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容

を市町村に報告しなければならない。

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第四十一条第一

項に規定する指定居宅サービス又は法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着

型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対

し必要な援助を行わなければならない。

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して

国民健康保険団体連合会が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するととも

に、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導

又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならない。

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、

前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応) 
第二十七条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により

事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について

記録しなければならない。

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべ

き事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(記録の整備) 
第二十九条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 第十三条第十三号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記  

 録

二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳

イ 居宅サービス計画

ロ 第十三条第七号に規定するアセスメントの結果の記録

ハ 第十三条第九号に規定するサービス担当者会議等の記録

ニ 第十三条第十四号に規定するモニタリングの結果の記録
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三 第十六条に規定する市町村への通知に係る記録

四 第二十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録

五 第二十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての

記録

附則

(管理者に係る経過措置) 
第三条 平成三十三年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の指定居宅介

護支援等基準第三条第二項の規定にかかわらず、介護支援専門員を指定居宅介護支援

等基準第三条第一項に規定する管理者とすることができる。
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介護支援専門員 専門研修過程Ⅰ 

③ 対人援助技術及び地域援助技術

（目的） 

対人個別援助技術（ソーシャルケースワーク）と地域援助技術（コミュニティソーシャル

ワーク）の違いと役割を理解する。

（内容） 

・対人個別援助技術（ソーシャルケースワーク）の考え方と地域援助技術（コミュニティソ

ーシャルワーク）の概念・機能・目的に関する講義を行う。

・対人個別援助技術（ソーシャルケースワーク）に必要な知識・技術及び地域援助技術（コ

ミュニティソーシャルワーク）の展開技法についての講義を行う。

・個別事例の支援から地域課題の把握，課題の共有，課題解決に向けた地域づくりや資源開

発などに至る一連のプロセスに関する講義を行う。

・実際に取り組む場である地域ケア会議の意義や機能及び一連のプロセスの中における介護

支援専門員としての役割に関する講義を行う。

・個別事例の支援や地域課題の把握から解決に向け，保険者を含む多職種連携の意義やネッ

トワーク作りの視点と方法に関する講義を行う。

形態 時間 内 容 備考 

講義 80分 ・個別援助技術（対人援助関係）

講義 80分 

・地域援助技術

・地域ケア会議

・多職種連携とネットワーク作り

個人 

グループ 
20分 ・振り返り 記録シート 
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

６ 各科目のガイドライン

１．目的

対人個別援助技術と地域援助技術の違いと役割を理解する。

２．内容

・対人個別援助技術の考え方と地域援助技術の概念・機能・目的に関する講義を行う。

・対人個別援助技術に必要な知識・技術及び地域援助技術の展開技法についての講義を行う。

・個別事例の支援から地域課題の把握、課題の共有、課題解決に向けた地域づくりや資源調整などに至る一連

のプロセスに関する講義を行う。

・実際に取り組む場である地域ケア会議の意義や機能及び一連のプロセスの中における介護支援専門員として

の役割に関する講義を行う。

・個別事例の支援や地域課題の把握から解決に向け、保険者を含む多職種連携の意識やネットワーク作りの視

点と方法に関する講義を行う。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修

③相談援助の専門職としての基本姿勢及び相談援助技術の基礎

④人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専門員の倫理

⑦-1 ケアマネジメントに必要な基礎知識及び技術「受付及び相談並びに契約

専門研修課程Ⅰ

専門研修課程Ⅱ ②ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

主任介護支援専門員

研修

①主任介護支援専門員の役割と視点

⑥地域援助技術

⑧対人援助者監督指導

主任介護支援専門員

更新研修
②主任介護支援専門員としての実践の振返りと指導・支援の実践

③対人個別援助技術及び地域援助技術 講義３時間
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

６ 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①対人個別援助技術、地域援助技術の概念・機能・

目的について説明できる。（※以下、対人個別援助

技術、地域援助技術とする）

● ● ● （１）

②対人個別援助技術に必要な知識・技術について

説明できる。
● ● ● （１）

③地域援助技術の展開技法について説明できる。 ● ● （１）

④個別事例に基づいて地域づくりや資源開発など

に至る一連のプロセスについて説明できる。
● ● （１）（２）

⑤地域ケア会議における介護支援専門員の役割

と、その活用における留意点を述べることができ

る。

● ● ● （１）

⑥保険者を含む多職種との連携の必要性と、その

活用における留意点を述べることができる。
● ● ● （１）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）知識・技術の基本的理解

①対人個別援助技術に関する考え方と展開技法

・対人個別援助技術の定義・目的や原則に関する説明を行う。

・対人個別援助技術の展開過程に関する説明を行う。

・対人個別援助技術における基本的な技法に関する説明を行う。

・対人個別援助技術におけるバイステックの原則の確認を行う。

・対人個別援助技術における面接場面におけるコミュニケーション技法の説明を行う。

【項目のポイント】

・ここで学習すべきポイントは、対人個別援助技術の内容・原則・展開過程について理解を深めるこ

とである。また、面接におけるコミュニケーション技法についても説明しておくことが必要である。

②地域援助技術に関する考え方と展開技法

・地域援助技術の定義・目的と機能に関する説明を行う。

・地域援助技術の展開過程に関する説明を行う。

・地域援助技術における基本的な技法に関する説明を行う。

・地域援助技術と対人個別援助技術の類似点および相違点に関する説明を行う。

・地域援助技術を行う上での留意点についての説明を行う。
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

６ 各科目のガイドライン

【項目のポイント】

・ここで学習すべきポイントは、地域援助技術の内容・展開過程等について理解を深めることである。

また、対人個別援助技術と地域援助技術の類似点および相違点についても説明しておくことが必要

となる。

③地域ケア会議の意義と介護支援専門員の役割

・地域ケア会議の機能と地域ケア会議の設置レベル（地域包括支援センター・市町村）の説明を行う。

・個別事例において、地域ケア会議の開催が必要となる可能性のある事例（例えば、サービス拒否事例、多

問題家族事例など）についての説明を行う。

・個別事例について、地域ケア会議で話し合うべき内容（課題解決の方法・各担当者の役割の明確化・居宅

サービス計画などのチェック・現場レベルで問題解決に至らない場合の市町村への紹介・送致）の説明を行

う。

【項目のポイント】

・ここで学習すべきポイントは、地域ケア会議の重要性とともに、地域ケア会議を開催することで個

別事例に関する課題解決や地域における課題の共有化や課題解決につながることの理解を深める。

また、どのような内容の場合に、地域ケア会議を開くことが望ましいかの例示を行い、地域ケア会

議における介護支援専門員の役割の重要性に関する理解を深める。また、現場レベルで問題解決に

至らない場合には、市町村への送致もあるということについて理解を深める。

④多職種連携とネットワーク作り

・多職種連携における介護支援専門員の役割の説明を行う。

・介護支援専門員を中心とした多職種連携に関するモデルの説明を行う。

・多職種連携における留意点に関する説明を行う。

・個別事例などでの多職種連携による課題解決に向かう方法に関する説明を行う。

・ネットワーク作りの目的及び必要性の説明を行う。

・ネットワークの機能及び形態に関する説明を行う。

・ネットワーク作りにおける留意点の説明を行う。

・多職種連携やネットワーク作りにおけるサービス担当者会議や地域ケア会議の機能に関する説明を行う。

【項目のポイント】

・ここで学習すべきポイントは、対人個別援助技術や地域援助技術の技法を活用しながら、多職種連

携を通じて、個別事例などの課題解決に向けたプロセスの理解を深めることである。また、ネット

ワーク作りでは、ネットワークを活用した情報収集などによる地域における課題探索や課題分析の

方法を理解するとともに、個別事例などの課題解決につながるネットワーク作りの方法を理解する

ことも必要となる。さらに、多職種連携やネットワーク作りにおけるサービス担当者会議や地域ケ

ア会議の機能についての理解を深める。
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

６ 各科目のガイドライン

（２）実践的に活用する上での留意点

対人個別援助技術は、個別事例の理解における基本的な考え方であり、特に、「個人と環境（家族・近隣・社

会資源）との交互作用」という枠組みで、個人の生活課題の解決を目指す。したがって、生活課題の解決に向け

ては、介入の焦点を個人のみに向けるのではなく、その環境にも焦点をあて、個人と環境との調整により、個人

の生活課題の解決を目指すという視点を理解することが重要である。更に個人の環境として重要な地域につい

ても理解を深め、個別事例における課題解決のための有効な方法として、地域援助技術があることを理解でき

るように促す。また地域における多様な課題の抽出、個別事例における援助困難事例に対応する場合には、地

域援助技術の技法が重要となる。地域における課題の検討、地域における潜在的なニーズの抽出、アウトリー

チが必要な対象者の検討などを行う場合にも、地域援助技術の技法が役立ち、また、地域ケア会議も非常に重

要となる。

５．科目のポイント

（１）対人個別援助技術について

対人個別援助技術では、その内容・原則・展開過程について理解を深め、対人個別援助で重要となる面接

におけるコミュニケーション技法についても必ず触れておく必要がある。また、対人個別援助における基本的

な考え方である「個人と環境との交互作用」についての理解を深めることが講義で求められる。

（２）地域援助技術について

地域援助技術は、対人個別援助を円滑に進めるために有効な方法であり、個別事例などを用いて、どのよう

な地域援助技法が役立つかの講義を行うことが求められる。さらに、対人個別援助技術でも述べたように、

「個人と環境との交互作用」という考え方から、個人の環境の一つに地域がある。そして、個人の生活課題の

解決のための一つの方法として地域援助技術があるということの理解を深めることが重要である。

（３）地域ケア会議と介護支援専門員の役割について

地域ケア会議の機能の理解を深めるとともに、地域ケア会議に諮ることが望ましい個別事例について説明を

行うとともに、地域ケア会議での介護支援専門員の役割について理解を深める。
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③ 対人個別援助技術及び地域援助技術

１ 対人援助者としての専門性と関係性について 

（１）自分の専門性

知識と技術（何に詳しくて，何が上手なのか）

（詳しいこと） 

（上手なこと） 

（２）関係性 ～対人援助関係～

① 受容（受けとめる）

② 個別化（個人として捉える）

③ 非審判的態度（一方的に非難しない）

④ 意図的な感情表出（感情表現を大切にする）

⑤ 統制された情緒関与（援助者は自分の感情を自覚して吟味する）

⑥ 秘密保持（秘密を保持して信頼感を醸成する）

➆ 自己決定（自己決定を促して尊重する）

引用：F.ﾊﾞｲｽﾃｨｯｸ著「ケースワークの原則」田代不二男・村越芳男訳，〔新訳版〕尾崎新・福田俊子・原田和幸訳 

２ 相手を受けとめるために自分を知る 

（１）肯定的・前向き（ポジティブ）な対応ができているか

① 良いところを見つけて伝える（褒める）。
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② 意見や考えを認める。

③ 意見を尊重する。

④ お礼を言う，感謝の気持ちを表す。

⑤ じっくりと話を聞く。

⑥ 挨拶をする，言葉をかける。

⑦ 名前を呼んで話しをする。

⑧ 目を見て聞く，話す。

⑨ にこっとする。

⑩ 応援する。賞賛する。

⑪ 尊敬する。敬う。

⑫ 頑張ったから，打ち上げしよう。

⑬ 大変な分だけ，やりがいがある。

⑭ いいと思う。いいですよ。

⑮ 楽しい。嬉しい。面白そう。

⑯ とにかくやってみよう。

（２）否定的・後ろ向き（ネガティブ）な対応になっていないか

① 悪いところ，欠点を指摘して非難する。

② 意見や考えを否定する。

③ ないがしろにする。

④ 皮肉を言う。

⑤ バカにする。

⑥ 文句を言う。

⑦ 悪口を言う。

⑧ 返事をしない。反応しない。

⑨ 嘲笑する。

⑩ 妬む（ねたむ）。嫉む（そねむ）。

⑪ 見下す。軽視する。

⑫ やる気のない人は，嫌い。

⑬ 面倒だから，やりたくない。

⑭ 全然だめ。無理です。

⑮ 困った。参った。大変だ。

⑯ 全然やりたくない。

（３）自分を振り返る

① この仕事に前向き，事務的，後ろ向き？

② 自分に不足していることは何？

③ 自分の得意なところはどこ？
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④ 自分が周りから評価されているところはどこ？

⑤ 自分が伸ばしたい成長したいところはどこ？

３ 話しを聞くということ 

（１）相談援助者は，話しを聞くことから始まります。

① 目を合わせる

② 態度や体の動き，表情，姿勢，向きなどに気をつける

③ 言葉のテンポ，声のトーン，言い方，言葉の使い方に気をつける

④ 相手の話の内容に関心を持つ

（２）会話をはじめる

  傾聴が大前提ですが，質問と問いかけから，より多くの情報を集め，話を整 

理し，相手の考え方を整理することにつなげます。 

① 「はい」「いいえ」で答えられてしまう質問

内容が良いかどうか確認をする時等は有効ですが，聞く側が主導するこ

とになります。 

 「昼ごはんは食べましたか？」 

 「病院に行ってきましたか？」 

② 考えて，自分の言葉で話す機会を作る質問

相手に自由に話してほしい時，情報を集めようとする時等に有効で，相

手に主導権を持ってもらえます。 

 「身体の具合はどうですか？」 

 「その時にどう思いましたか？」 

（３）話を聞いていることを伝える

「話を聞いてくれているんだな」と思っていただけるような対応ができる

  と，支援関係がスムーズにいくための第一歩になります。 

① うなずく，相づちを打つ（上の空はすぐ見破られる！）

② 相手の言葉を繰り返す

（４）話の内容をまとめて短くする
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  利用者やその家族は専門職ではない場合が多いので，自分の思いや困ってい 

ることをうまく伝えられなかったり，気づいていない場合があります。 

  話を整理して主訴を特定すると，効果的な支援につながる場合があります。 

（５）言い換えて内容を確認する

問題を整理する場合や，意向を確認する場合など，言い換えをすることが

  効果的な場合があります。 

（６）相手の気持ちを表す言葉を返す

  幸せ，喜び，楽しみ，不安，怒り，悲しみ，恐れなど，気持ちを理解して言葉にして 

返し，理解されているという「安心感」を持ってもらう。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

話の聞き方，話し方，接し方 

 人が相手の仕事です。どのような聞き方，どのような話し方，接し方をすれば良いのかを

考えます。 

また，どのような聞き方，どのような話し方，接し方が悪いのかも考えます。 

2005.11.07. 加藤美和子。 

良い対応 悪い対応 

１ 目を見て話をします。 
視線を合わせない。 

凝視する。 

２ 表情でも共感します。 無表情で話す。 

３ 想いに反応します。 反応しない。 

①「なんとか家で世話しようと思うんですけど，お風呂に入れてあげるの

がとても大変なんです。おかげで疲れもたまって，私の方も介護しても

らうようになりそうですよ。」

②「歩く練習をすればいいんだろうけどね・・」

③「家のお風呂でも手伝ってもらって入りたいけど，疲れて帰ってくる人には頼

めないし・・」

87



４ テンポやペースを合わせます。 テンポやペースを合わせない。

５ 想いに気づきます。 
気づかない。 

気にかけない。 

６ 
「そうですか」「そうですね」と言いま

す。 

否定する。 

「違うでしょう」と言う。 

７ 「いいですよ」と言います。 

拒否する。 

「だめ」「何やってんの」「無理」と言

う。 

８ 想いを尊重します。 
押し付ける。 

決め付ける。 

９ プライバシーを守ります。 

いろいろ詮索する。 

いろいろ聞く。 

断りなく他の人に話す。笑い話にする。 

10 普通に話します。 

偉そうに話す。 

馴れ馴れしく話す。 

よそよそしい敬語で話す。 

11 普通に見ます。 「かわいそう」などと特別扱いする。 

１ 目を見て話をします。 

 普段，「こんにちは」などと挨拶をする時，その人の目を見て挨拶をするのが普通です。

もし，全く違う方を見て挨拶をされたら誰に言っているのかわかりません。 

 挨拶の時だけではなく，普段話しかけられた時でも，視線を合わせて答えている時と，そ

っぽを向いて答えている時を想像してみてください。同じ返事をしたとしても，全く違う印

象を受けるのではないでしょうか。 

 どんなに優しい話し方をしたり，心では気を使っていたとしても，目を見ていないとその

気持ちはその人には伝わりません。 

２ 表情でも共感します。 

 いくら返事をしても表情が無表情だったら，話している人はただ聞き流されているのだろ

うと感じるでしょう。 
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 例えば，「この前，紅葉狩りに行ってきたんです。とてもきれいでしたよ。」と嬉しそう

に話した時に，「良かったですねー。」と笑顔で嬉しそうに答えてもらえたら，その人はも

っと嬉しい気持ちになると思います。それが，「そうですか。」と無表情で返答されたら，

（この人に話さなければよかった・・）という気持ちになるでしょう。 

 楽しい話，悲しい話，面白い話・・など，話の内容に合わせて表情で表現して話を聞くと

その人は話しやすくなります。 

３ 想いに反応します。 

 話を聞く時，相槌を打ちながら聞きます。反応がなければ，聞いているのか聞いていない

のかわかりません。話の合間，合間に頷きながら聞いて反応しますが，ただ頷くだけでは聞

いてもらっているという想いにはなれません。その時はその人の目を見て，表情や仕草など

で表現して話を聞きます。 

 さらに，それでも足りない場合があります。例えば，（自分のやったことが本当に良かっ

たのだろうか・・）と悩んでいる人がいて，そのことを相談されたとします。その時，その

人の目を見て，その人の気持ちを考えながら表情にも表して，頷きながら聞いたとします。

でも，その人はそれだけで満足できるでしょうか。その人は，本当は何かを言ってほしいと

望んでいるのかもしれません。 

 話の内容や，その時の気持ちによっては，聞いてもらうだけで満足することもあれば，何

か言ってほしいと思う時もあります。その気持ちに気づいて，その気持ちに沿った反応する

ことが大切です。 

４ テンポやペースを合わせます。 

話の途中でせかしたり，遮ったりしないように注意します。 

 例えば，ゆっくりの口調で話す人に，早口でペラペラ喋ったり，せかすように頷かれたら

いかがですか。口調を合わせることによって，その人は自分のテンポで話すことができ，伝

えたいことも思うように伝えることができるのです。 

それは，行動でも同じことです。もし，付き添いの介助で観光に出かけた時，その人はゆ

っくり見ていたいと思っているのに，「次はあっちに行って見ましょう！」などと言って自

分のペースで行動したら，その人は楽しめず，気を使って言いたいことも言えないでしまう

かもしれません。その時に，その人がどう思っているのだろうか・・という気遣いができれ

ばその人は楽しめるのだと思います。 

 話し方などのテンポは人によって皆違います。自分のテンポではなく，その人のテンポや

ペースに合わせるよう心がけます。 

５ 想いに気づきます。 

気づくということは，“その人の想いをわかろうとする”ということです。 
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 例えば，自分で解決できない悩みがあり，相談をしようと思い友人を訪ねました。ドアを

開けて玄関に入ったものの，言いづらいのと，聞いてくれるかどうか不安でどうしていいか

分からなくなりました。その時，もし「何ですか？どうしたの？」と言われたらいかがです

か。また，すぐに「よく来てくれましたね。中へどうぞ。」と声をかけられたらいかがでし

ょうか。 

 言葉だけではなく，その人の表情や仕草をみて，その人の気持ちに気づくことが大切で

す。 

６ 「そうですか」「そうですね」と言います。 

 例えば，「私，この花が好きなんです。」と言った時，いきなり「私はそれよりもこっち

の花の方が好きです。」と言われたら，その人は否定されたという想いになります。感じ方

や考え方は人それぞれです。たとえ自分は違うと思ったとしても，その人の気持ちをそのま

ま受け入れて，まずは「そうですか，○○の花が好きなんですか。」と答えます。そして，

その時援助者は，その人の“好きな花”を知ることができ，その人もわかってもらえたと感

じることができます。その後で，「私の好きな花は，○○なんですよ。」と話せばいい訳で

す。 

７ 「いいですよ」と言います。 

 「△△に行きたい。」と言ったとします。その時もし，最初から「無理です」「できませ

ん」と言われたらいかがでしょうか。反対に，「いいですよ」と言われて，一緒に考えた

り，やってみたりできたら嬉しいし，それでもしできなかったとしても，その人も納得でき

るでしょう。 

 何もしないで決め付けるよりは，前向きにできる方がいろいろな発見や気づきがあるので

はないでしょうか。 

 ただし，「いいですよ」というのは，何でも言うことを聞くという意味ではありません。

それが危険なことだとしたらできないこともあるということも理解しておかなければなりま

せん。 

また，想いを理解した上で，新たな提案をしてみるのも良いことです。 

８ 想いを尊重します。 

“尊重する”というのは，その人の気持ちを大事にするということです。 

 強引に勧められ，勝手に決められ，それが絶対いいからと決め付けられたらどうでしょう

か。 

決めるための提案をしてくれ，決めたことを尊重されるのは気分のいいものです。 

９ プライバシーを守ります。 
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 何でも根掘り葉掘り聞かないようにします。あまり詮索されると何も話したくなくなりま

す。本当に必要で聞くのか，興味で聞くのかでは大きく違います。 

 また，他の人の噂話もしないように注意します。「○○さんが言ってたんですけど・・」

とか，「この前，△△さんの家に行った時・・」などと何でも話してしまったら，恐らく自

分のことも他の人に話しているかもしれないと感じ，その人からの信頼はなくなり，もう何

も話したくないという想いになるでしょう。 

どうしても，誰かに話す必要がある時には本人の了解が必要です。 

１０ 普通に話します。 

 特別丁寧過ぎず，馴れ馴れしくもなく，偉そうでもない話し方をします。その人との関係

は，友達のような親しい関係ではなく，また，会社のように上司と部下のような関係がある

訳でもありません。 

年下の人から，「○○ちゃん」と呼ばれたり，「ちょっと待っててね！」などと言われたら

どうですか。また，堅苦しく「△△でございます」「かしこまりました」などと言われたら

どう思うでしょうか。 

一人ひとりに合わせた話し方をすることが，その人に対する“普通の話し方”なのだと思い

ます。 

１１ 普通に見ます。 

 世の中にはいろんな人がいます。一人ひとり顔も違うし，体型も違います。感じ方も考え

方も違います。似ている人はいても絶対に同じ人はいません。 

 また，高齢者とか障害者というと，何か特別のように思われることがありますが，特別な

ことは何もありません。障害があっても不自由なことがあっても「かわいそう」などと思っ

てほしくはないし，特別扱いをされたいとも思っていないのです。共感は普通にできればい

いですが，同情は余計なお世話だと思います。 

 その人はどんな人で，どんなことが好きで，どんな風にしたいと思っていて・・などとい

うことを知ることができて，そのためにその人は何ができて，何ができないのか，何を望ん

でいるのか・・そういうことをわかろうとすることが，当たり前にできたらいいのではない

でしょうか。 

 自分だったらこうしてほしいということで考えるのではなく，その人だったらどうしてほ

しいのかと考えることが大切です。 

 やってあげるという感覚ではなく，ごく自然に，普通にその人のために何かの役にたてた

ら嬉しいものです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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４ 地域援助技術（コミュニティ・ソーシャルワーク） 

 地域社会に共通する福祉ニーズや課題の解決のために，住民組織や専門機関などの活動を

支援すること。 

・地域診断

・組織化

・社会資源の開発

・他機関との連絡・調整

展開：地域アセスメント→ 活動メンバー組織→ 計画→ 実行→ 振り返り・評価→ 次へ

（ご参考）社会福祉援助技術 

直接援助技術 

  個別援助技術（ケース・ワーク） 

  集団援助技術（グループ・ワーク） 

間接援助技術 

  地域援助技術（コミュニティ・ワーク） 

  社会福祉調査法（ソーシャル・ワーク・リサーチ） 

  社会福祉運営管理（ソーシャル・アドミニストレーション） 

  社会活動法（ソーシャル・アクション） 

  社会福祉計画法（ソーシャル・プランニング） 

５ 地域ケア会議 

※ 別紙

６ 多職種連携 

（１）サービス担当者会議

※ 「居宅介護支援の手引き」参照
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介護支援専門員 専門研修課程Ⅰ 

④ ケアマネジメントの実践における倫理

（目的） 

ケアマネジメントを実践する上で感じた倫理的な課題を踏まえ，チームで対応していく際

のチームアプローチの方法及び高齢者の権利を擁護する上で必要な制度等を理解する。 

（内容） 

・ケアマネジメントを実践する上での介護支援専門員としての倫理原則（利用者本位，自立

支援，人権の尊重，公正中立等）に関する講義を行う。

・ケアマネジメントを実践する上で生じうる具体的な倫理的課題に対する心構えや対応方法

についての講義を行う。

・利用者の人権と倫理に配慮した意思決定のプロセスに関する講義を行う。

・倫理的な課題に対するチームアプローチの重要性を認識し，その手法に関する講義を行う。 

・成年後見制度や高齢者虐待防止法等，高齢者の尊厳や権利擁護に関する講義を行う。

形態 時間 内 容 備考 

講義 80分 ・自立支援と介護支援専門員の倫理

講義 30分 ・権利擁護（成年後見制度と高齢者虐待防止法）

個人 10分 ・振り返り 記録シート 
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

１．目的

ケアマネジメントを実践する上で感じた倫理的な課題を踏まえ、チームで対応していく際のアプローチの方法

及び高齢者の権利を擁護する上で必要な制度等を理解する。

２．内容

・ケアマネジメントを実践する上での介護支援専門員としての倫理原則（利用者本位、自立支援、人権の尊重、

公正中立等）に関する講義を行う。

・ケアマネジメントを実践する上で生じうる具体的な倫理的課題に対する心構えや対応方法についての講義を行う。

・利用者の人権と倫理に配慮した意思決定のプロセスに関する講義を行う。

・倫理的な課題に対するチームアプローチの重要性を認識し、その手法に関する講義を行う。

・成年後見制度や高齢者虐待防止法、高齢者の尊厳や権利擁護に関する講義を行う。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修 ④人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専門員の倫理

専門研修課程Ⅰ

専門研修課程Ⅱ ②ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

主任介護支援専門員

研修
②ケアマネジメントの実践における倫理的な課題に対する支援

主任介護支援専門員

更新研修

④ケアマネジメントの実践における倫理 講義２時間
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①ケアマネジメンを実践する上での介護支援

専門員としての倫理原則について説明できる。
● ● ● （１）

②ケアマネジメントプロセスにおいて生じや

すい倫理的課題とその対応における留意点に

ついて説明できる。

● ● ● （１）

③倫理的葛藤に対するチームアプローチにつ

いて説明できる。
● ● ● （１）（２）

④高齢者の尊厳を守るための制度(成年後見制

度・高齢者虐待防止法等）について説明できる。
● ● ● （１）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）知識・技術の基本理解

①ケアマネジメントを実践する上での介護支援専門員としての倫理原則とケアマネジメントを実践する上での

倫理的葛藤について

（ア）利用者本位

・要望の強い家族がいる場合、利用者本位の居宅サービス計画に導くことの難しさを感じる事例

（イ）自立支援

・介護支援専門員やチームは自立を目指すが、利用者が自立を望まない事例

・利用者の心身機能向上を家族が望まない事例

（ウ）人権の尊重

・介護支援専門員の日ごろの何気ない言葉遣いや、真に関心のある態度がとれない等による、高齢者や家

族に与える良い影響、悪い影響の事例

（ａ）利用者と相性の悪い介護支援専門員の事例

（ｂ）在宅における身体拘束の事例

（エ）公正中立

・介護支援専門員が発揮したい専門性と法人や上司の考えに相違がある事例

・地域の関係機関の力関係の中で、介護支援専門員が調整に苦慮する事例
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

②倫理的な課題に対するチームアプローチの重要性の認識と、その手法について

・「なんとなくおかしい」と感じる倫理的な気づきをそのままにしないことが重要である。

・倫理的な気づきを介護支援専門員あるいはチーム構成員一人の中にとどめておかず、チームに投げかける。

・介護支援専門員やﾁｰﾑ構成員の気づきを尊重し、それぞれの考えについて話し合う。

・話し合いは「利用者の権利と利益」を中心に据える。

・倫理的課題の解決にはチームにおけるコミュニケーションが重要である。

・5 つの生命倫理の基本原則

（ア）自律性の原則

（イ）善行・恩恵の原則

（ウ）無危害の原則

（エ）公正・正義の原則

（オ）誠実・忠誠の原則

・引用：Beauchamp,T.L＆Childress,J.F（永安幸正、立木教夫監訳）『生命医学倫理』成文堂、1997

・臨床倫理の４分割法『臨床倫理学（改訂第５版）-臨床医学における倫理的決定のための実践的なアプロー

チ』新興医学出版社、2006

③成年後見制度や高齢者虐待防止法、高齢者の尊厳や権利擁護に関する講義を行う。

（ア）成年後見制度

・実務研修で修得した成年後見制度の概要を振り返る。

（イ）高齢者虐待防止法

・1980 年代欧米での高齢者虐待の社会問題化、1991 年国連総会での「高齢者の５原則」、2002 年第２回高齢

者問題世界会議での世界行動計画等を経た、日本における高齢者虐待防止法の成り立ちを知る。

・高齢者虐待防止法は、高齢者本人だけでなく、被虐待者も含めた支援を行う。

・虐待の定義と種類分類と内容を知る。

・身体拘束も高齢者虐待の一部であり、１１種類ある。

（ａ）徘徊しないように、車いすや椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

（ｂ）転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひもで縛る。

（ｃ）自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

（ｄ）点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

（ｅ）点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限する

ミトン型の手袋等をつける。

（ｆ）車いすや椅子からのずり落ち防止、立ち上り防止を目的に Y字型抑制ベルト、車いすテーブルをつける。

（ｇ）立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

（ｈ）脱衣やおむつはずしを制限するために、介護服（つなぎ服）を着せる。

（ｉ）他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひもで縛る。

（ｊ）行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

（ｋ）自分の意思であけることのできない居室等に隔離する。

・やむを得ない身体拘束の場合には、行政への相談とチームによる３要件の確認が必須である。

・日本の高齢者虐待の推移に関するデータから養護者による虐待、従事者では在宅、施設、サービス種別、

年齢、性別等による傾向を知り、自らに当てはめて予防を考える。

・高齢者虐待防止法における早期発見の努力義務として虐待のサインを知る。

・通報、対応（介入）機関と介入方針を知る。

・関係機関との連携と介入推進組織を知る。
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

（ウ）高齢者の尊厳や権利擁護

・寝たきり、認知症、ターミナルの状態になっても利用者の尊厳がまもられ、最大限に利用者の意思が尊重さ

れるように介護支援専門員がチームと共に利用者と家族をサポートする。

（２）実践的に活用する上での留意点

・感覚的な気づきをそのままにしない。

・利用者の価値観だけではなく、チーム構成員の価値観も尊重し、チームで話し合う。その上で、利用者の意

思決定がおこなわれる。そのプロセスが最も大切である。そのような職場環境を整えていくことが大切である。

また、地域包括ケアシステムを推進していくうえでは地域の環境も整えていくことが大切である。

５．科目のポイント

・倫理の基本的理解を確認する。

・倫理的な課題に対する介護支援専門員自身の気づきが重要であると共に居宅サービス計画に位置づけた

チーム内構成員が感じる倫理的な課題にも介護支援専門員は敏感である必要性や、その気づきをサービス

担当者間で言語化して相互の考えや価値観を認めあいながら、話し合うプロセスの重要性について理解で

きるように講義する。
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介護支援専門員 専門研修課程Ⅰ 

ケアマネジメントの実践における倫理

～自立支援～ 

１ 残存能力活用（能力発揮）支援 

  本人の自己解決能力に着目して，個々のニーズの客観的な把握・分析を行い，自立を 

支援及び自立を促進する目的で関わります。 

  できるところも代行してしまうと，その時は喜ばれるかもしれませんが，能力の発揮 

を妨げ，依存性を高めてしまう場合があります。 

２ 自己決定支援 

  選択可能な，個人を尊重した個別的対応や方法を事前に提案してお知らせし，本人の 

自らの決定を尊重して対応します。決めるのは支援者でなく本人です。 

  自己決定と自己責任は違います。 

  自分で決める能力を評価し，判断が難しければ後見人（家族等）等が変わりに決定す 

る場合もあります。 

３ あたりまえの生活支援 

  本人の心身の機能や生活環境に障害があったとしても，その人の生活を維持・継続し 

ていけるよう，相手の生活の継続性を尊重して関わります。 

  広く，保健・医療・福祉・介護・法律等，生活全般にわたる連携により支援します。 

～相談援助関係の原則～ 

１ 受容（受けとめる） 

２ 個別化（個人として捉える） 

３ 非審判的態度（一方的に非難しない） 

４ 意図的な感情表出（感情表現を大切にする） 

５ 統制された情緒関与（援助者は自分の感情を自覚して吟味する） 

６ 秘密保持（秘密を保持して信頼感を醸成する） 

７ 自己決定（自己決定を促して尊重する） 

引用：F.ﾊﾞｲｽﾃｨｯｸ著「ケースワークの原則」田代不二男・村越芳男訳，〔新訳版〕尾崎新・福田俊子・原田和幸訳 
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～倫理綱領～ 

日本介護支援専門員協会 

平成１９年３月２５日採択 

介護支援専門員 倫理綱領 

前 文 

私たち介護支援専門員は、介護保険法に基づいて、利用者の自立した日常生活を支援す 

る専門職です。よって、私たち介護支援専門員は、その知識・技能と倫理性の向上が、利 

用者はもちろん社会全体の利益に密接に関連していることを認識し、本倫理綱領を制定し、 

これを遵守することを誓約します。 

条 文 

（自立支援） 

１．私たち介護支援専門員は、個人の尊厳の保持を旨とし、利用者の基本的人権を擁護し、 

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、利用者本位の立場 

から支援していきます。 

（利用者の権利擁護） 

２．私たち介護支援専門員は、常に最善の方法を用いて、利用者の利益と権利を擁護して 

いきます。 

（専門的知識と技術の向上） 

３．私たち介護支援専門員は、常に専門的知識・技術の向上に努めることにより、介護支 

援サービスの質を高め、自己の提供した介護支援サービスについて、常に専門職として 

の責任を負います。また、他の介護支援専門員やその他専門職と知識や経験の交流を行 

い、支援方法の改善と専門性の向上を図ります。 

（公正・中立な立場の堅持） 

４．私たち介護支援専門員は、利用者の利益を最優先に活動を行い、所属する事業所・施 

設の利益に偏ることなく、公正・中立な立場を堅持します。 

（社会的信頼の確立） 

５．私たち介護支援専門員は、提供する介護支援サービスが、利用者の生活に深い関わり 

を持つものであることに鑑み、その果たす重要な役割を自覚し、常に社会の信頼を得ら 

れるよう努力します。 

（秘密保持） 
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６．私たち介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関し知り得た利用者や関係 

者の秘密を漏らさぬことを厳守します。 

 (法令遵守) 

７．私たち介護支援専門員は、介護保険法及び関係諸法令・通知を遵守します。 

（説明責任） 

８．私たち介護支援専門員は、専門職として、介護保険制度の動向及び自己の作成した介 

護支援計画に基づいて提供された保健・医療・福祉のサービスについて、利用者に適切 

な方法・わかりやすい表現を用いて、説明する責任を負います。 

 (苦情への対応) 

９．私たち介護支援専門員は、利用者や関係者の意見・要望そして苦情を真摯に受け止め、 

適切かつ迅速にその再発防止及び改善を行います。 

（他の専門職との連携） 

10．私たち介護支援専門員は、介護支援サービスを提供するにあたり、利用者の意向を尊 

重し、保健医療サービス及び福祉サービスその他関連するサービスとの有機的な連携を 

図るよう創意工夫を行い、当該介護支援サービスを総合的に提供します。 

（地域包括ケアの推進） 

11．私たち介護支援専門員は、利用者が地域社会の一員として地域での暮らしができるよ 

う支援し、利用者の生活課題が地域において解決できるよう、他の専門職及び地域住民 

との協働を行い、よって地域包括ケアを推進します。 

（より良い社会づくりへの貢献） 

12．私たち介護支援専門員は、介護保険制度の要として、介護支援サービスの質を高める 

ための推進に尽力し、より良い社会づくりに貢献します。 
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～成年後見制度～ 

１ 成年後見制度とは 

  成年後見制度とは，認知症や知的障害，精神障害などで判断能力が不十分になった人  

の社会生活を支援する仕組みです。 

  従前から禁治産制度というものがありましたが，この制度は 100 年以上も前に作られ 

たもので，本人の権利をすべて剥奪するという内容のものでした。 

  判断能力が衰えてきても，そのことで人間の尊厳が損なわれるわけではありません。 

そこで，本人に残っている能力を最大限に活かし，不足している部分を補うという形 

で，本人を保護・支援していくべきとの思想の下で作られたのが，成年後見制度です。 

２ 成年後見制度の基本的な考え方 

  人は，社会生活を営むとき，意識するとしないにかかわらず，様々な契約をしていま 

す。買い物をするときの売買契約，お金を借りるときの金銭消費貸借契約，銀行に預金 

するときの契約，介護サービスをうけるときの契約，施設入所のときの契約などなど。 

そのとき，判断能力が衰えたことで不利な契約を結んでしまわないように，その人に合  

った安全な契約ができるように，その手伝いをする者を付ける。これが成年後見制度の 

基本的な考え方です。その手伝いをする人を後見人といい，本人と一緒に契約に問題が 

ないかを判断したり，間違って結んでしまった契約を取り消したり，本人の代わりに契 

約を行ったりします。 

  今注目されている介護護保険制度が，身体的能力が不十分になった場合の社会的支援 

の仕組みであるのに対し，成年後見制度は精神的能力が衰えた場合に，これを支えると 

いうもので，両者は車の両輪のように互いに必要なものされています。 

３ 成年後見制度に関する諸外国の取り組み 

  社会の高齢化現象が早くからはじまっていた欧米諸国では以前から，成年後見制度の 

研究と採用が進められてきました。遅くても 1990 年代前半には，ある程度の法改正を 

終えています。イギリスの持続的代理権授与法，ドイツの成年者世話法，カナダの代行 

決定法，アメリカの統一後見手続法などが有名で，システムなどは国により異なります 

が，基本理念はノーマライゼーション（ハンデイキャップのある人を社会から隔離した 

り，特別扱いしたりするのではなく，人間らしく普通の生活ができるように支援するこ 

と）を目指し，自己決定権（自分のことは自分で決めるという人間の尊厳にかかわる権 

利）を尊重し，残存能力を最大限活かして，判断能力が不足している人々を支えていこ 

うとするものである点で共通しています。 

イギリスでは判断能力がなくなる前に，あらかじめ契約で財産の管理を任せる権限を

与えることができるという仕組みを作り，現在の任意後見制度の基になりました。また 

ドイツでは，裁判手続きの中に本人の意思や能力を確認，見直す仕組みを取り入れて， 

また身寄りがなく親類や身近な人の中に後見人となる人がいない場合に，後見人を紹介 

する世話人協会というシステムを作り出しました。 

  わが国では，遅れて高齢化時代を迎えたものの，現在では，世界のどの国も体験した 

ことのない速さで超高齢社会へ移行しつつあります。制度や仕組みが，現実の社会の変 

化に対応しきれないという状況下で，より良い未来を築くために国民一人一人の取り組

101



みも待望されています。 

４ 法定後見制度と３類型 

Ｑ 法定後見制度とは、どのような制度ですか。 

  成年後見制度は、大きく 2つに分けることができます。1 つが家庭裁判所に後見人な 

どを決めてもらう法定後見制度であり､もう１つが元気なうちに自分で後見人を決めて 

おく任意後見制度です。ここでは法定後見について紹介します。 

  法定後見制度として、後見・保佐・補助という 3 つの類型が設けられました。 

  そして、保佐類型に至るまでには判断能力が衰えていない人（例えば、軽度の認知症 

高齢者・知的障害者・精神障害者）を支援するものとして補助類型があります。 

  いずれの制度も、判断能力が不十分となった人たちの人権や利益を守るために用意さ 

れたものです。 

Ｑ 後見類型とは、どのようなものですか。 

  後見類型の対象となるのは､自分の財産を管理したり処分したりすることが全くでき 

ない人です。具体的には､重度の知的障害者・精神障害者・認知症高齢者などで、常に 

判断能力がなく、自分だけで物事を決定することが難しく、日常的な買い物も 1 人では 

できない人ということになります（一時的に正常な状態に戻ることがあっても､1 日の 

ほとんどが判断能力がないという場合も該当します。）。家庭裁判所がこの類型に該当す 

ると判断し、後見開始の審判をすると、後見がスタートし、成年後見人が付けられま 

す。成年後見人は、後見を受ける人に代わって契約を結ぶなどの法律行為を行います。 

  また後見を受ける人が不利益な契約を結んでしまった場合には、その契約を取り消し 

て、白紙に戻すことができます。 

  後見が必要となる事案としては､後見を必要とする人が関係する相続に関する遺産分 

割、不動産の売却、老健施設などへの入所契約が必要な場合などが考えられます。 

Ｑ 保佐類型とは、どのようなものですか。 

  保佐類型の対象となるのは、簡単な契約はできるけれども重要な財産（土地や車など 

高額な物）を管理したり処分したりするには､常に援助が必要な人です。具体的には､知 

的・精神的障害のある人、認知症がある程度進行している高齢者など、判断能力が著し 

く不十分で､日常的な買い物くらいは自分でできるけれど、重要な契約などは無理とい 

う人が該当します。この類型に該当する人には、保佐人という援助者が付きます。保佐 

人には、不動産を処分したりお金を借りたりするなどの重要な法律行為について、後見 

人同様、不利益な契約を取り消すことができる権限が与えられます。また保佐を受ける 

人が同意し､裁判所が認めた事項については､本人に代わって契約を行うこともできま 

す。 

  保佐類型では、保佐人が不利益な契約を取り消すことができるというのが最も重要な 

点であり、訪問販売などで高額な商品を買わされる一人暮らしの高齢者の保護などで大 

きな効果が期待されています。 

Ｑ 補助類型とは、どのようなものですか。 

  補助類型の対象となるのは、判断能力が不十分ながら自分で契約などができるけれど 

も、誰かに手伝ってもらったり代わってもらうほうがよいと思われるような人（軽度の 

知的障害者・精神障害者・初期の認知症状態にある人）などです。補助を必要とする人 
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には､補助人が付きます。補助人は､裁判所が認めた事項について契約を取り消す権限、 

補助を受ける人に代わって契約を行う権限が与えられます。 

  必要な事柄について､必要な程度で、補助人は補助を受ける人を援助します。自分で 

できることは自分で行い、不足しているところを補うことを目的としており､自己決定 

権の尊重、ノーマライゼーションという制度の理念が生かされた類型といえます。した 

がって、この類型は、補助を受ける人の同意が必要です。本人の生活・療養看護､介護 

支援契約、不動産の処分など重要な判断を求められる様々な場面での利用が考えられま 

す。 
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～高齢者虐待～

 近年，高齢者の虐待について関心が高まっていますが，問題は十分に理解されているとは

言えません。多様な状態を包括する定義は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支

援等に関する法律」により明文化されましたが，すべてを包括するものではありません。 

 高齢者の虐待には遂行（虐待）または放置（無視）があり，故意に苦痛を与えようとした

場合と介護者あるいは虐待者の不十分な知識，燃え尽き，怠惰から無意識に苦痛を与えてし

まう場合とがあります。 

１ 権利侵害の背景 

（１）障がい等により自分の権利を自分で守れない。

（２）世話をする側とされる側の上下関係がある。

（３）生活支援の場が密室になる。

（４）認知症・高齢障害者の理解が不足している場合がある。

（５）権利擁護・人権感覚の理解が不足している場合がある。

（６）自分で情報を集めて選び判断することが難しい。

（７）人には「相性」がある。

（８）後見のシステムがまだ一般化していない。

２ なぜ高齢者虐待？ 

（１）高齢者の身体障害，認知障害

（２）高齢者が虐待者へ依存（介護，生活援助など）

（３）虐待者が高齢者へ依存（特に経済的援助を受けるなど）

（４）虐待者の精神的障害（薬物乱用や精神疾患の既往など）

（５）家族の社会的孤立

  「新たな適応力を必要とする新たな生活様式の変化（ストレスとなる生活上の出来事）」 

と「暴力の既往」の２つの要因は子供や夫婦間の虐待に関連することわかっていますが， 

高齢者の虐待との関連は今のところ明らかではありません。しかし，このことは対応する 

ときに考慮する必要があります。 

３ 高齢者虐待を把握する 

（１）家族や現在介護をしてもらっている者に対して恐れをいだいている

（２）説明がつかない怪我，骨折，火傷がある。

（３）放置，暴力等の虐待を受けている。
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（４）身体抑制を受けている。

（５）財産が搾取されている。

４ 高齢者虐待とは 

（１）身体的虐待

（２）介護放棄（ネグレクト）

（３）心理的虐待

（４）性的虐待

（５）経済的虐待

※ 消費者被害

５ 通報と緊急性の判断 

  緊急性があると判断した場合は，直ちに保護を行う必要があります。 

  生命の危険性，医療の必要性，加害者との分離の必要性，虐待の程度と高齢者の健康状 

態，介護者の心身の状態等から総合的に判断します。 

『緊急性の判断』 

① 本人が保護救済を強く求めている。

② 生命に危険な状態。（重度の火傷や外傷・褥そう，栄養失調，衰弱，脱水症状，肺

  炎等）→ 医師に判断を依頼することが有効 

③ 生命に危険な行為が行われている。（頭部打撃，顔面打撃，首締め・揺さぶり，戸

  外放置，溺れさせる等） 

④ 確認できないが，上記に該当する可能性が高い。
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～虐待を見つけたらどうする？～ 

迷わず市町村に通報します。 

第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、

当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これ

を市町村に通報しなければならない。 

２ 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高

齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければな

らない。 

発見したら，「個人情報保護法が…」とかって言ってる場合ではありません。 

３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、通報を

することを妨げるものと解釈してはならない。 

誰が通報したのか分からないようにして対応してくれます。 

第八条 市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項 

に規定する届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村 

の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特 

定させるものを漏らしてはならない。 

～通報したら市町村はどうしてくれる？～ 

まず，行って見て判断し，急いで対応してくれます。 

第九条 市町村は、通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨 
の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又 
は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、当該市町村と連携 
協力する者とその対応について協議を行うものとする。 

２ 市町村又は市町村長は、通報又は届出があった場合には、当該通報又は届出 
に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護 
が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険 
が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速 
に老人福祉法に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に措置を 
講じ、又は、適切に審判の請求をするものとする。 
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安全な部屋を確保してくれます。 

第十条 市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉 
法の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずる 
ものとする。 

立入調査をしてくれます。 

第十一条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体 
に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、介護保険法の規定 
により設置する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する 
事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調 
査又は質問をさせることができる。 

２ 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職 
員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提 

 示しなければならない。 
３ 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のた 
めに認められたものと解釈してはならない。 

面会を制限してくれます。 

第十三条 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法の措置 
が採られた場合においては、市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は、 
養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、当該養護 
者による高齢者虐待を行った養護者について当該高齢者との面会を制限する 
ことができる。 
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

１．目的

実践を通じて感じた医療との連携や多職種協働に関する課題を踏まえ、今後の実践に向けて必要な知識・技

術を理解する。

２．内容

・ケアマネジメントを実践する上で必要な疾病や医療との連携、多職種協働の必要性・重要性を再確認するため

の講義を行う。

・これまでの実践を省みて課題を認識し、医療との連携や多職種協働を実践していくための課題解決の方法に

関する講義を行う。

・介護支援専門員から医療機関や多職種に情報を提供する際の留意点及び、医療機関や多職種から情報を収

集する際の留意点についての講義を行う。

・サービス担当者会議や地域ケア会議における多職種との効果的な協働の手法に関する講義を行う。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修

⑤利用者、多くの種類の専門職等への説明及び合意

⑦-4 ケアマネジメントに必要な基礎知識及び技術

「サービス担当者会議の意義及び進め方」

⑧介護支援専門員に求められるマネジメント（チームマネジメント）

⑨地域包括ケアシステム及び社会資源

⑩ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の意義

専門研修課程Ⅰ ⑥ケアマネジメント演習

専門研修課程Ⅱ ②ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

主任介護支援専門員

研修
⑦ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実現

主任介護支援専門員

更新研修
②主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導・支援の実践

⑤ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の

実践
講義４時間
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①個別支援における医療の関わりについて説

明できる。
● ● ● （１）

②医療機関や多職種に情報を提供する際の留

意点について説明できる。
● ● ● （１）

③医療機関や多職種から情報を収集する際の

留意点について説明できる。
● ● ● （１）

④サービス担当者会議では役割を持って多職種と

の効果的な意見交換を実施できる。
● ● ● （１）

⑤地域ケア会議での効果的な協働の手法を説

明できる。
● ● ● （２）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）知識の修得・基本的理解

①多職種協働をすすめるための医療連携や多職種協働に関する課題

（ア）コーディネートの技法である連絡調整、依頼、交渉の説明・実践の確認を行う。

（イ）チーム形成上での課題を整理することができるようにポイントを説明する。

・介護保険以外の制度（生活保護制度、障害者施策、老人福祉施策など）の最新の情報を説明する。

・行政の福祉担当職員との連携や社会福祉協議会の実施するサービスの把握と関連する機関、ボランティア

等との連携・協力・ネットワーク形成の説明と、社会資源の活用と資源化への働きかけの説明・確認を行う。

（ウ）サービス担当者会議での実践と課題の説明・確認を行う。

・アセスメント情報の共有、ケアプランの意見交換と合意、具体的な役割分担ができ、チームアプローチをすす

めること。さらに、モニタリング内容の確認、評価の実施ができる目標設定とリスク予測ができ、個別サービス

計画との連動の確認。

【項目のポイント】

・ここでのポイントは、多職種協働により、利用者の解決すべき課題と社会資源を的確に結びつける

ことができているか、さらに社会資源の発見と情報の蓄積、開発する力が求められていることを認

識できるようにする。多職種協働の必要性・重要性を再確認する。

・利用者を中心としたチームの信頼関係の構築が求められることと、主治医が参加できない場合の医

療関連、職種の参加の依頼も必要な場合があることを説明する。

（エ）利用者、家族の情報共有の同意上での課題の説明・確認を行う。

・個人情報の保護と同意の必要性と方法について説明・確認

・事前に利用者、家族への十分な説明とサービス担当者会議等への参加
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（オ）地域ケア会議参加等での実践と課題についての説明を行う。

・地域ケア会議の参加において自身の課題等の振り返りの確認

・必要時の地域包括支援センターへの相談と地域ケア会議開催の必要性の提案

・地域ケア会議参加のプロセスとその効果について説明

・多機関、多職種からのコンサルテーションや主任介護支援専門員等からのスーパービジョンの必要性を説明

・個別課題から地域課題への抽出、展開ができることの説明

・社会資源の拡大、開発、創出方法の提案等につながることを説明

【項目のポイント】

・地域ケア会議は、地域包括支援センターだけでなく、地域の介護支援専門員、サービス事業者にとっても有

益な会議であることを理解できるようにする。

②医療連携において医療機関や多職種に対して情報収集および情報提供する際の留意点

（ア）利用者の医療ニーズの把握についての説明・確認を行う。

・医療との連携が必要な場面ごとの連携窓口、連携方法、留意点の説明

・居宅療養管理指導の概要と取組、必要時の導入についての説明

（イ）医療に関連する利用者の情報の理解を説明する。

・疾病名とその特徴（主訴、症状、病態、治療、予後）などに関する基礎的な理解の必要性の確認

・薬と介護上の注意、禁忌事項を踏まえること、感染予防の知識の重要性の確認

（ウ）医療機関や医療職からの情報収集の方法と内容を説明する。

・主治医との連携、主治医意見書の内容の把握についての確認

・現在の病状と留意点及び改善の可能性の把握、継続的な医学的管理の必要性の確認

・支援目標に対する医療的な視点（アドバイス）と治療方針（薬剤を含む）

・複数の疾病等による複数の医療機関の受診の場合の留意点

・主治医、訪問看護やＰＴ、ＯＴなどの医療職との効果的な連携方法

・地域の医療機関、医療系サービス事業所等の把握方法

・連携窓口、担当者の把握

・主治医との面談、受診時の同行、訪問診療・往診時の同席時などの留意点

・入退院時の連携

・在宅・施設でのターミナルケア

（エ）看護職、リハビリテーション専門職との連携について説明する。

・健康状態の把握と情報提供

・介護上での留意点、退院時指導内容の把握

・心身機能の維持・向上の可能性、医療管理の概要

（オ）医療機関や医療職、介護職への情報提供の方法と内容

・医療機関、医療職が必要とする情報の必要事項記入のための、連携シート作成と使用の合意

・入退院時連携シートの活用による双方向の情報共有

・介護職、各サービス事業所が必要とする情報

・在宅での暮らしの様子や直近の情報提供

・精神状況悪化の対応、認知能力の低下における生活変化

・治療のコンプライアンス

・専門的アドバイス等の介護への反映、各書類の見方と活用

（カ）医療連携加算の理解と活用

・入院時情報連携加算

・退院・退所加算

・緊急時等居宅カンファレンス加算
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・その他

【項目のポイント】

・ここで学習すべきポイントは、医療機関、主治医との医療情報などの収集と専門的な介護への助言について

把握し、利用者、家族を始めとして、各サービス事業所の介護に反映されるように情報提供等を実施すること

をどのようにするといいのかを各自で振り返ることができるようにする。

・入院・入所時の情報提供ができるようになる。

・退院・退所時の情報を入手して、ケアマネジメントに反映する。

・医療機関等との情報のやり取りができるようになる。

③在宅医療・介護の連携推進に係る事業概要

（ア）在宅医療・介護の推進 5 カ年計画の概要を説明する。

・在宅医療・介護推進プロジェクトチームの設置

・在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院の役割

（イ）「在宅医療の体制構築に係る指針」のポイントを説明する。

・在宅医療に係る圏域の設定

・疾病・事業ごとのＰＤＣＡサイクルの推進

（ウ）在宅医療・介護の実施拠点の整備について説明する。

・在宅歯科診療設備整備事業

・在宅医療拠点薬局整備事業

・訪問看護支援事業

・栄養ケア活動支援整備事業

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護の推進

・看護小規模多機能型居宅介護（旧：複合型サービス）の推進

（エ）在宅医療・介護の連携推進について説明する。

・介護と連携した在宅医療の体制整備

・薬物療法提供体制強化事業

・地域ケア会議活用推進事業

・在宅歯科医療連携室整備事業

（オ）個別の疾患等に着目したサービスの充実・支援について説明する。

・難病患者の在宅医療・在宅介護の充実・強化事業

・ＨＩＶ感染者・エイズ患者の在宅医療・介護環境整備事業

・在宅緩和ケア地域連携事業・緩和ケア推進事業

・在宅での医療麻薬使用推進モデル事業

・認知症対策等総合支援事業

【項目のポイント】

・ここで学習すべきポイントは、現在すすめられている在宅医療・介護の連携推進事業の概要を把握

し、現場での医療・介護の多職種連携に活かせるようにする。
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⑥-１ケアマネジメント演習

「リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例」 

（目的） 

リハビリテーションや福祉用具等の活用が有効な事例を用いて講義・演習を行うことによ

り，リハビリテーションや福祉用具等の活用に係る知識及びケアマネジメント手法を修得す

る。 

（内容） 

・リハビリテーション（口腔リハビリテーションを含む。）や福祉用具に関する基礎知識の

向上と活用に当たっての基本的な視点に関する講義を行う。

・リハビリテーション専門職並びに福祉用具専門相談員等との連携方法等に関する講義を行

う。

・リハビリテーションや福祉用具の活用に関する事例を用いて，適切なアセスメントを行う

際の重要なポイントや地域の社会資源を活用したケアマネジメントを実践する知識・技術

を修得する。

・１つの事例について様々な状況等を勘案した，実践しうる複数の対応策（居宅サービス計

画の作成）が検討できるよう，必要な知識・技術を修得する。

形態 時間 内 容 備考 

講義 90分 
・リハビリテーション及び福祉用具･住宅改修を活用す

るために必要な基本的知識及び連携方法
・居宅介護支

援の手引き 

・課題検討の

手引き 演習 120分 ・ＡＤＬ改善，維持，悪化防止等の課題分析

個人 

グループ 
30分 

・振り返り

・意見交換
記録シート 
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１．目的

リハビリテーションや福祉用具等の活用が有効な事例を用いて講義・演習を行うことにより、リハビリテーション

や福祉用具等の活用に係る知識及びケアマネジメント手法を修得する。

２．内容

・リハビリテーション（口腔リハビリテーションを含む。）や福祉用具に関する基礎知識の向上と活用に当たっての

基本的な視点に関する講義を行う。

・リハビリテーション専門職並びに福祉用具専門相談員等との連携方法等に関する講義を行う。

・リハビリテーションや福祉用具の活用に関する事例を用いて、適切なアセスメントを行う際の重要なポイントや地

域の社会資源を活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を修得する。

・１つの事例について様々な状況等を勘案した、実践しうる複数の対応策（居宅サービス計画の作成）が検討で

きるよう、必要な知識・技術を修得する。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修

⑮-1～6 ケアマネジメントの展開

⑮-2脳血管障害に関する事例

⑮-4筋骨格系疾患及び廃用症候群に関する事例

専門研修課程Ⅰ

専門研修課程Ⅱ
②-1 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

「リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例」

主任介護支援専門員

研修

⑦ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実現

⑨個別事例を通じた介護支援専門員への指導・支援の展開

主任介護支援専門員

更新研修

②-1主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導・支援の実践

「リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例」

⑥-1 ケアマネジメントの演習

「リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例」

講義・演習

４時間

113



介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①リハビリテーション(口腔リハビリテーショ

ンを含む）や福祉用具に関する基礎知識につ

いて説明できる。

● ● ● （１）

②リハビリテーション(口腔リハビリテーショ

ンを含む）や福祉用具の連携についての方法

について説明できる

● ● （１）

③リハビリテーション(口腔リハビリテーショ

ンを含む）や福祉用具の活用について、アセ

スメントを実施できる。

● ● ● （２）

④リハビリテーション(口腔リハビリテーショ

ンを含む）や福祉用具を使用する利用者に関

して、複数の活用方法の提案を実施できる。

● ● ● （２）

⑤リハビリテーション(口腔リハビリテーショ

ンを含む）や福祉用具の利用者効果について

説明できる。

● ● ● （１）
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４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）知識の修得・基本的理解

①リハビリテーション

（ア）リハビリテーションの定義（ＷＨＯ、1982）の確認。

・リハビリテーションとは、身体的、精神的、かつまた社会的に最も適した最高水準の達成を可能とすることに

よって、各個人が自らの人生を変革していくための手段を提供していくことをめざし、かつ、時間を限定した

プロセスである。

（イ）リハビリテーションとは、単なる機能回復訓練でなく、心身に障害を持つ人々の全人間的復権を理念とし

て、潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動性を高め、家庭や社会への参加を可能にし、その

自立を促すもの。

（ウ）国際生活機能分類（International Classification of Functional, Disability, and Health : ICF）による、日常

生活活動に対する分類が、リハビリテーションの評価や目標設定の指標として用いられる。

（エ）医学的リハビリテーション、社会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

に分類される。

（オ）介護保険法第四条にある「国民の努力義務」としてリハビリテーションの位置づけの理解。

・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。

（カ）リハビリテーション専門職の理解とチームアプローチ

・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の各専門性、サービス内容の確認。

（キ）医療保険におけるリハビリテーションの内容

・『リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法や、応用的動作能力、社会適

応能力の回復等を目的とする作業療法、言語聴覚能力の回復等を目的とした言語聴覚療法より構成され、

いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として行われるものである』（2002（平成 14）年 3

月 8 日保医発 0308001）

（ク）介護保険におけるリハビリテーションの内容

・医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等により、施設サービスとしては、介護療養型医療

施設及び介護老人保健施設等、居宅サービスとしては、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション等

でリハビリテーションが行われている。

（ケ）高齢者に対するリハビリテーションの基本的考え方

・脳卒中モデルと廃用症候群モデルの理解

（ａ）脳卒中モデル：発症直後からリハビリテーションを開始し、自宅復帰を目指して短期的に集中してリハビリ

テーションを行った後に、自宅復帰後は日常的に適切な自己訓練を行うとともに具体的な課題や、さらな

る目標が設定された時に、必要に応じて、期間を定めて計画的にリハビリテーションを行うことが基本とな

る。

（ｂ）廃用症候群モデル：徐々に生活機能が低下してくることから、生活機能の低下が軽度である早い時期にリ

ハビリテーションを行うことが基本となる。リハビリテーションの提供にあたっては、必要な時に期間を定め

て計画的に行われることが必要である。

※何でもしてあげるのが良い介護である、あるいは安全第一という考え方で過剰な介護をして、かえって

廃用症候群を惹起する場合がある。
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②福祉用具活用と住宅改修

（ア）福祉用具の導入の目的

自立の支援と介助者の負担の軽減

（イ）福祉用具の種類（貸与、販売種目）と機能の理解

・貸与 13 種目（車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手す

り、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知性老人徘徊感知器、移動リフト（つり具の部分を除く）、自動排泄

処理装置）、販売 5種目（腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動

用リフトのつり具の部分）について解釈通知の内容を示し、それぞれの福祉用具について具体的な製品を

例示しながら機能と適応を解説する。

（ウ）住宅改修の種類と目的についての理解

・介護保険の給付対象となる6つの住宅改修（手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止、及び移動の円滑

化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、そ

の他これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修）の内容について解釈通知の内容を示し、それぞれ

の住宅改修の具体例を示し、機能と適応を解説する。

（エ）福祉用具・住宅改修の効果を確認するための評価の視点は以下のとおりである。

（ａ）日常生活活動（自立度の向上、安全性の向上）

（ｂ）生活の変化（利用頻度・時間、意欲、活動時間、外出場所・頻度）

（ｃ）介護負担の軽減、満足度等

（オ）福祉用具の導入プロセスと福祉用具専門相談員の役割

（ａ）福祉用具の導入プロセスは以下の 7 つのプロセスがある。

（ⅰ)必要性の判断

（ⅱ)種目の選定

（ⅲ)機種の選定

（ⅳ)確認・合意

（ⅴ)福祉用具サービス計画の完成

（ⅵ)導入・適合

（ⅶ)モニタリング

（ｂ）福祉用具専門相談員の役割は以下のとおりである。

（ⅰ)福祉用具が適切に選択され、かつ利用されるよう利用者や介護支援専門員に福祉用具の機能、使

用方法に関する情報を提供する。

（ⅱ)貸与又は販売する福祉用具の機能、安全性、衛生状況等に関し、点検を行う。

（ⅲ)利用者に福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を説明し、必要に応じて実際に当該福祉用具

を使用させながら使用方法の指導を行う。

（ⅳ)定期的に貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。

（カ）福祉用具専門相談員の理解

（ａ）福祉用具専門相談員は、介護保険制度での福祉用具給付に係わる相談員として、福祉用具サービス

を提供する福祉用具貸与及び販売事業所に 2名以上置くことが義務付けられている。

（ｂ）福祉用具専門相談員の役割は、福祉用具を貸与又は販売にあたって、福祉用具サービス計画を作成

し、これに基づき必要な相談、点検、使用方法の指導を行うことである。
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【項目のポイント】

・リハビリテーションは単なる機能回復訓練ではなく、潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動性

を高め、家庭や社会への参加を可能にし、その自立を促すものであることを示す。

・高齢者に対するリハビリテーションで重要な廃用症候群に対するタイムリーなケアマネジメントの重要性につ

いて理解を促す。

・急性発症タイプ（脳血管障害等）においては、退院後の実生活において、生活スタイルの再構築の過程で生

活機能が変化することに留意して居宅サービス計画を作成する。

・福祉用具及び住宅改修では、使用目的（自立を支援するのか、介助負担を軽減するのか）を明確にして適

応について説明する。

・住宅改修のみならず、家具の配置替え等の住環境整備の重要性について説明する。

・福祉用具導入プロセスと福祉用具サービス計画の内容等の理解を促し、福祉用具専門相談員の商品知識

の活用を促すなどの連携のあり方について説明する。

・福祉用具・住宅改修の目的（効果）について、視点を提示する。

③リハビリテーションの実際

（ア）関節可動域訓練

・関節の可動域を維持・改善するための方法として、自動運動、自動介助運動、他動運動があり、個別の関

節を訓練として動かすだけでなく、寝返り、起き上がり、立ち上がり、移乗、移動といった日常生活動作に組

み込んで継続することの有効性を示す。

（イ）筋力増強のための訓練

・四肢の筋力のみならず、腹筋、背筋などの体幹の筋群の訓練が必要であることを理解する。また、日常生

活動作で可能な限り自分の力を発揮することが筋力の維持につながることを示す。

（ウ）口腔機能向上のための訓練

・口腔機能向上の必要性についての教育、口腔清掃の自立支援、摂食・嚥下機能訓練（咀嚼訓練、嚥下訓

練、構音・発声訓練、呼吸訓練）の概要について説明する。

（エ）高次脳機能障害の理解と対応

・高次脳機能障害の主な症状（失語、失行、失認、半側無視、注意障害、記憶障害、発動性の低下、抑制障

害（社会的行動障害）、遂行機能障害、病識欠如）などの理解と対応について説明する。

（カ）日常生活動作訓練（起居・移乗・移動、食事、排せつ、更衣、整容、入浴）

・脳血管障害による片麻痺について、日常生活動作訓練（代償的手段である福祉用具の活用を含む）の実

際を説明する。

（キ）手段的日常生活動作訓練（家事、買い物等）

・脳血管障害による片麻痺について、手段的日常生活動作訓練（代償的手段である自助具等の福祉用具の

活用を含む）の実際を説明する。

・地域の社会資源（例：買い物のための店・スーパー等）を把握して生活に即した模擬訓練などのリハビリテ

ーションの実際を説明する。

【項目のポイント】

・急性発症である脳血管障害による片麻痺に対する、一般的な医学的リハビリテーションについて概

説することで、急性期、回復期、生活期のリハビリテーションについて理解を促す。

・日常生活動作及び手段的日常生活動作訓練は、移動様式（歩行及び車いす）、自立度（自立、見守り、

一部介助、全介助）、コミュニケーションレベル（理解度等）の状態像に対応して説明するなど、実

際的な内容とする。
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（２）ケアマネジメントの各プロセスにおける留意点

インテーク

（ア）身体的な側面で機能が低下している利用者が多いが、精神的・環境的な側面にも視点を向けてインテー

クを行う。

②アセスメント

（ア）治療中で改善が見込めるのか、あるいは進行性の疾患なのかによって居宅サービス計画の目標や実施

期間の設定が異なるため、生活障害の原因である疾患（脳血管障害、進行性疾患、筋骨格系疾患等）、経過

について把握する。

（イ）脳卒中等で入院加療中の利用者では、医学的禁忌事項、病棟で実際にしている日常生活活動の自立度

について確認し、屋外・屋内移動、入浴、排せつ等での福祉用具の利用状況を把握する。

③居宅サービス計画原案作成

（ア）脳血管障害は、60～70歳代の発症が多く、加齢に伴う機能の低下が生活機能に大きく関与する。社会参

加の機会を確保し、廃用症候群を生じないような生活スタイルの確立が必要である。

（イ）脊髄損傷では、損傷の部位や程度によって、姿勢の保持や食事・整容などの動作も一人ひとり異なるた

め、リハビリテーション専門職からの情報収集を怠らないようにする。

（ウ）利用者の潜在する能力を最大限に発揮できるように生活機能の活用を考慮し、意欲が高まるような居宅

サービス計画を作成する。

（エ）様々な状況等を考え、複数の対応等を検討する。

④サービス担当者会議

（ア）失語症、注意障害、記憶障害といった高次脳機能障害は、運動麻痺とは異なり、目に見えない障害であ

るので、リハビリテーション専門職に障害像を確認することが大切である。

⑤サービスの提供や介入

（ア）主体的に利用者と家族が道具や環境も含めて理解し受容できる支援が必要である。その為には、利用者

像を多面的に多職種が共通認識する必要性がある。

⑥モニタリング・再評価

（ア）急性発症タイプ（脳血管障害等）においては、退院後の実生活において、生活機能が変化することに留

意してモニタリングの計画を立案する。

⑦終結・フォローアップ

（ア）利用者の生活機能が改善し、主体的な取り組みが出来た時点で今後の支援が必要であるかの評価を

行い、自己管理・セルフケア・地域（家庭内含む）での役割・民間団体の活動への参加などの転換を図

って行く事が必要である。
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５．科目のポイント

（１）リハビリテーションの専門職と職務内容について理解を促す。

①理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の業務内容を具体的に示す。急性発症タイプ、廃用症候群タイプ

へのリハビリテーションの実際を説明する。

②医療機関のリハビリテーションと介護保険でのリハビリテーションの連携について、切れ目なく効果的に提

供するための、医療機関との連携の必要性を確認する。

（２）福祉用具、住宅改修等の住環境整備の重要性、効果について確認する。

①福祉用具、住宅改修の目的（効果）について実際の事例を示して具体的に解説する。
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基本情報

利用者名 宮城 花子さん 性別 女 生年月日 昭和 5 年 2 月 20 日  

住  所 介 護 度 要介護 2 
主  訴 【相談内容】

・退院後まだ寒かったのでサービスを使わないでいた。本人が身体の痒みを訴

え妻が身体を拭いてあげていたが，お風呂の介助を頼みたい。（息子さん）

【本人・家族の意向】

本人：誰も来る人がいなくて寂しい。

家族：お風呂に入れてほしい。

通院の時の乗り降りの介助をお願いしたい。

生活状況 【性格・職業等】

・農家に生まれ育つ

・農家に嫁ぎ 3 人の子供をもうける

・53 歳の時夫と死別

・趣味や特技は特になし

・社会的活動は，老人クラブの行事

に参加する程度だった

【家族の状況】

・息子さん夫婦と 3 人家族

・長女夫婦と次男夫婦がいるが他県で暮

らしている

日常生活

自 立 度
障害高齢者の

日常生活自立度 B１ 
認知症高齢者の

日常生活自立度   Ⅰ

居住環境等

サービスを

決定する人

本人の花子さん，長男の松男さん，長男の妻の竹子さん

脱衣室 浴室 
洋式ﾄｲﾚ 

茶の間 

こたつ 

台 所 

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚ 

ﾍﾞｯﾄﾞ
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紹 介 状（診療情報提供書）

仙台居宅介護支援事業所  

  所長 仙台 太郎 殿

平成２７年 ３月 １５日

紹介元医療機関の所在地：仙台市青葉区東照宮２丁目１番２号

名称： 医療法人 草恵会 草刈内科医院

電話番号 022-271-9251 ＦＡＸ 022-271-9273 

医師氏名  院長 草刈 拓   印

患者氏名 宮城 花子   殿 性別 男・女 

患者住所  仙台市青葉区上杉 1－5－1  電話番号０２２－１２３－４５６７ 

生年月日  明・大・昭・平  ５年  ２月 ２０日（８５）歳  職業 

傷病名 

＃１．高血圧症、＃２．狭心症、＃３．骨粗鬆症、＃４．皮膚掻痒症 

紹 介 目 的 

病状報告 

既往歴及び家族歴 

薬剤アレルギーなし。ＨＢｓ抗原陰性、ＨＣＶ抗体陰性、梅毒反応陰性。 

H26年 3月 15日 左大腿骨頸部骨折（人工骨頭置換）。H26年 12月 20日 第 1腰椎圧迫骨折。 

病状経過及び検査結果 

H16年頃から上記＃１～４の為、通院中。H26年 3月 15 日、自宅浴室で転倒、仙台総合病院に入院。左

大腿骨頸部骨折と診断され人工骨頭置換術を受ける。リハビリ後、屋内歩行や移乗可能となり同年 7月 1

日退院。H26 年 12月 20日、自宅でﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚ移乗の際に転倒し、あおば整形外科病院に入院。第 1 腰椎

圧迫骨折と診断される。保存的治療を受けｼﾙﾊﾞｰｶｰによる歩行が可能となり H27年 2月 28日退院。 

治療経過 

Ｈ２７年３月１日から通院再開、血圧は 140/70 程度で安定、整脈、時に胸痛あるが心電図上虚血性変

化の増悪なし。血液検査上異常ないが、今後痛みの増強に注意するように。現在は終日自宅にて過ごし、

心身共に廃用症候群が進行。皮膚掻痒症については、保清・保湿で様子をみるように。 

現在の処方 

カルスロット 5ｍｇ 朝食後、ラックビー 2.0ｇ 朝昼夕 3回(食後)

ニトロダーム TTS 胸痛時貼用、プルゼニド 2錠 便秘時頓服

備 考 
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宮城花子さんの詳細情報 平成２７年３月１５日現在

１ 健康状態

(1)観察・管理の必要な

病気

(2)症状

①身体症状

②精神症状

(3)痛み

(4)病状の変化

(5)医療機器

(6)保健予防

(7)健康生活

(8)予定されたケア・治

療の順守

(9)薬

《意向》

骨粗鬆症，老人性皮膚掻痒症，高血圧症，狭心症。高血圧症は内

服で安定している。時に胸痛があり，ニトロダームを貼ると楽に

なる。

H２６年３月１５日左大腿骨頸部骨折し H２６年７月１日まで入

院。H２６年１２月２０日第一腰椎圧迫骨折し H２７年２月２８

日まで入院した。

時々胸の表面が刺されるような痛みがあるが，締め付けられるよ

うな感じはない。「ニトロダームを貼ると楽になる」と言う。息

切れはない。

身体の痒みを訴えるが特に掻き傷はない。

特になし

時々胸の表面が刺されるような痛みがあるが，締め付けられるよ

うな感じはない。「ニトロダームを貼ると楽になる」と本人が話

す。

ポータブルトイレに移る際に転倒して H２６年１２月２０日～H
２７年２月２８日まで第一腰椎圧迫骨折で入院した。

使用していない。

入院時に検査を受けている。

喫煙，飲酒もせず新たな病気もみられない。時々胸の表面が刺さ

れるような痛みがあるが，締め付けられるような感じはない。変

動や悪化はみられない。

医師からの服薬等の指示は守られている。

服薬状況（別表）

（本人）ニトロダームを貼ると楽になる。元気でいたい。

（家族）元気でいてほしい。（息子さん）

２ ＡＤＬ

(１)寝返り

(２)起き上がり

(３)乗り移り

(４)家の中の移動

(５)屋外の移動

自力でできる。

普通のベッドを使用し体を自力で横にして行っている。

ベッド等につかまって自力で乗り移りしているが，約３ヶ月前に

乗り移りの際転倒して骨折している。

両手を支えてもらえば２～３歩は歩くことができるが，腰と下肢

に力が入らなくなりしゃがみ込んでしまう。

退院後は屋外には出ていない。
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(６)上半身の更衣

(７)下半身の更衣

(８)食事

(９)排泄

(10)整容

(11)入浴

(12)ＡＤＬの低下

(13)活動・健康増進

(14)自立度改善の可能

性

(15)要介護状態の変化

(16)転倒

《意向》

自分でできる。

自分でできる。

自力で食べている。

常時ポータブルトイレを使用し自力で行っているが，つかまって

やっと行っている。

自分でできる。

身体を抱えたり，支える介助が必要なため退院後は入浴していな

い。お嫁さんより身体を拭いてもらっている。

退院時は，シルバーカーによる歩行が１０ｍ位まで何とか可能に

なったが，現在は支えてもらっても２～３歩がやっとの状態。

退院してから行動範囲はベッド周辺のみ。移動するのは排泄時く

らいでほとんど身体を動かすことがない。

玄関の上がり下りの際は介助が必要だが，退院後は外出も上がり

下りもしていない。

本人は「また歩けるようになりたい」と話し，家族はできること

はやってほしい，歩く練習をしてもらいたいと望んでいる。

退院時はシルバーカーによる歩行が１０ｍ位まで何とか可能にな

ったが，現在は支えてもらっても２～３歩がやっとの状態になり

移動介助が必要になった。

Ｈ２６年１２月２０日にポータブルトイレに移る際に転倒して第

一腰椎圧迫骨折して入院した。

（本人）少しでも歩けるようになりたい。

 お風呂に入りたい。

（家族）歩く練習をしてほしい。できることはやってほしい。 

 お風呂に入れてほしい。車の乗り降りを手伝ってほしい。 
 （息子さん）

３ ＩＡＤＬ

(1)炊事

(2)家事一般（掃除・洗

濯・整理等）

(3)金銭管理

(4)薬の管理

(5)電話使用

(6)買い物

(7)交通手段の利用

歩行が困難な状態であり本人が行うことはできない。家族が全て

行っている。

歩行が困難な状態であり本人が行うことはできない。家族が全て

行っている。

金銭感覚に問題はないが息子さんが全て管理している。

能力に問題はないが，家族が管理している。

掛けたり受けたりすることに問題はないが使用することはない。

選んだり，支払ったりすることは問題ないが買い物に行くことが

できない。

利用していない。
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《意向》 （本人）家族がやってくれるから心配ない。

（家族）身の回りの世話はこれからもやっていきます。（息子さ

 ん，お嫁さん）

４ 認知

(1)記憶

①短期記憶

②手続き記憶

③日常生活の判断

④記憶・判断力の低

下

(2)せん妄

《意向》

生活に支障のあるほどの物忘れはない。

問題なし。

自分で判断して行っている。

なし。

一時的な錯乱状態はない。

（本人）－－－－

（家族）－－－－

５ コミュニケーショ

ン能力

(1)聴覚

(2)相手に理解させる

こと

(3)相手を理解するこ

と

(4)コミュニケーショ

ン能力の低下

(5)視覚

《意向》

問題なし。

問題なし。

日常生活上のことは会話により伝えられるが，ゆっくり，わかり

やすく話す必要がある。

なし。

新聞等の小さい字は見えないが，日常の動作を行うには支障はな

い。視覚障害や視力の低下はない。

（本人）－－－－

（家族）－－－－

６ 社会との関わり

(1)関わり

(2)気分

《意向》

いつも自室で過ごしているので一人でいることがほとんどで，寂

しいと言っていて精神的に落ち込みがちである。

１年前までは近所の茶のみ友達との会話が唯一の楽しみだった

が，今は一人でいることが多く，寂しいと言っていて精神的に落

ち込みがちである。

（本人）家の中にばかりいるので気分が滅入ってしまう。誰かと
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 話がしたい。

（家族）楽しく過ごしてほしい。（息子さん）

７ 排尿・排便

(1)尿失禁

(2)おむつ使用

(3)便失禁

《意向》

尿意あり，失禁もない。

使用していない。

便意あり，失禁もない。

（本人）－－－－

（家族）－－－－

８ 褥瘡・皮膚の問題

《意向》

身体の痒みを訴えるが特に掻き傷はない。

（本人）痒みがとれればいいと思う。

（家族）身体を拭いてあげているけど，なかなか痒みが良くなら

 ない。痒みがとれてほしい。（お嫁さん）

９ 口腔衛生

《意向》

総入れ歯だが噛むことに問題はない。

（本人）－－－－

（家族）－－－－

10 食事摂取 

《意向》

食欲あり。食事の時むせることがあるが，ひっかけることはない。 

（本人）あまり気にしていない。

（家族）毎食全部食べているから大丈夫だろう。（息子さん）

11 問題行動（行動障 
害）

(1)行動障害

①徘徊

②乱暴な言葉・行動

③混乱させる行動

④ケアの拒否抵抗

⑤行動障害の悪化

(2)向精神薬

《意向》

なし。

なし。

なし。

なし。

なし。

なし。

（本人）－－－－

（家族）－－－－
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12 介護力 
(1)介護者

(2)介護負担・ストレス

《意向》

主たる介護者はお嫁さんの竹子さんで，洗濯・掃除・食事の提供・

洗面や着替えの準備，身体清拭などのＩＡＤＬ，ＡＤＬの支援と

精神的な支援をしている。副介護者は息子さんの松男さんで，食

事の配膳・下膳，通院時の付き添いや薬取り，精神的な支援をし

ている。

竹子さんは平日仕事をしており，土日の休みには農作業にでてい

る。家にいる時はできるだけ身の回りの世話はしてあげたいと思

っているが、最近疲れやすくて体調に不安を感じており，これ以

上介護量を増やすことはできない状況である。松男さんはＨ２１

年に脳出血を発症し，後遺症のため軽い右麻痺がある。軽い農作

業や車の運転はできるが身体を支えるような介護はできず，これ

以上の介護量を増やすことはできない状況である。松男さんは，

本人が今くらいの状態であれば自宅で世話をしてあげたいと思っ

ている。

松男さんは妻にあまり負担をかけたくないと思っており，本人が

できることはできるだけやってほしいと思っている。竹子さんは，

家にいる時はできるだけ身の回りの世話はしてあげたいと思って

いるが，自分の体調に不安を感じている。お風呂に入れたり，車

の乗り降りの介助ができない。

（本人）あまり家族に迷惑をかけたくない。

（家族）お風呂に入れてほしい。（息子さん，お嫁さん）

 車の乗り降りを手伝ってほしい。（息子さん）

13 居住環境 

《意向》

自宅内は段差があり，手すりもない

（本人）特になし。

（家族）必要な時には改修も考えるが，今はこのままでいい。（息

子さん）

14 特別な状況 

《意向》

問題なし。

（本人）－－－－

（家族）－－－－

その他 長女夫婦や次男夫婦は他県で暮らしており，お盆や正月に来るぐ

らいで協力は得られない状況である。
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（別表）服薬状況

薬剤名 量 効能

カルスロット 5ｍｇ 朝１錠 高血圧症の薬

ラックビー2.0 1 日 3 回 1 錠 整腸剤

ニトロダーム TTS 胸痛時 狭心症の薬

プルゼニド 2T 頓服 便秘時

2015.10.28. 

《意向》 （本人）あまり家族に迷惑をかけたくない。

（家族）母の状態がこの程度なら自宅でやっていけると考えてい

 るが，おむつをして寝たきりになれば施設にお願いした

い。妻には介護の負担をあまりかけたくないので，母が

 自分でできることはやってほしい。（息子さん）
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アセスメントのための情報収集シート 128（居宅）

利用者氏名 基準日 担当者名 

  宮城 花子  様 平成２７年 ３月１５日 仙台 太郎 

※１．「検討」の欄は，問題や支障がなければ×，問題や支障があれば○を付ける。

※２．「具体的状況」の欄には，×の場合はその理由，○の場合は支障のある具体的状況

  と気付いたコメントを記入する。（例えば：身体を支えられれば４～５メートル歩く。

  ２週間前までは杖を使って自力で歩いていた。・・・等）

※３．＊の付いた項目は，概ね 3 ヶ月間の状況で判断する。それ以外は１週間前後の状況

  で判断する。

※４．その領域に関する生活の意向を把握し，課題検討用紙の「本人，家族の意向」に転

  記します。（問題や支障がない領域に関する「意向」は，聞き取る必要はない。） 

※５．太字の項目のうち，○が付いた「具体的状況」を，課題検討用紙の「検討が必要な

  具体的状況」の欄に転記して，「自立に向けた可能性，維持の必要性，低下・悪化の 

  危険性，ケアの必要性」を検討します。（細字の項目は，検討する時の参考にします。） 

１ 健康状態

No 情報項目
検
討 具体的状況

観察・管理の必要な病気 

1 

循環器 × 高血圧症は内服で安定している。 

○

時々胸痛があり，ニトロダームを貼ると楽

になる。 

2 神経・認知 × なし 

3 
骨関節 ○ 骨粗鬆症 

第一腰椎圧迫骨折（H26,12,20 転倒) 

4 眼科 × なし 

5 精神科 × なし 

6 感染症 × なし 

7 
糖尿病その他 ○ 老人性皮膚掻痒症で身体の痒みがある

が掻き傷はない。 

症状 

8 

身体症状（下痢，排尿障害，発熱，食 

  欲不振，嘔吐，胸痛，便秘， 

  めまい，浮腫，息切れ） 

○ 時々胸の表面が刺されるような痛みがあ

るが，締め付けられるような感じはない。

「ニトロダームを貼ると楽になる」と言う。

息切れはない。身体の痒みを訴えるが，

特に掻き傷はない。 

9 精神症状（妄想，幻覚） × なし 
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痛み 

10 
痛みの頻度 ○ 時々胸の表面が刺されるような痛みがあ

る。 

11 
痛みの強さ ○ 胸の表面が刺されるような痛みがあるが，

締め付けられるような感じはない。 

12 痛みによる生活の支障 × 特になし 

13 痛みの箇所 ○ 胸部 

14 痛みに対する薬の効果 × ニトロダームを貼ると楽になる。

病状の変化 

15 
入院＊ ○ Ｈ26 年 12 月 20 日～Ｈ27 年 2 月 28 日

まで，第一腰椎圧迫骨折で入院した。 

16 
緊急受診＊ ○ Ｈ26 年 12 月 20 日～Ｈ27 年 2 月 28 日

まで，第一腰椎圧迫骨折で入院した。 

薬 

17 医師による薬の管理 × 主治医により管理してもらっている。 

18 
薬の服用の順守 × 家族が管理して，主治医の指示通りに内

服している。 

19 服薬状況（別表） ○

医療機器 

20 医療機器の取り扱い・管理 × なし 

保健予防 

21 健康診断の受診＊ × 入院時受けている。 

健康生活 

22 喫煙 × なし 

23 飲酒による問題 × なし 

24 
健康状態が悪い × 時々胸の表面が刺されるような痛みがあ

るが，締め付けられるような感じはない。 

25 

生活に支障のある体調の変動や悪化 × 時々胸の表面が刺されるような痛みがあ

るが，締め付けられるような感じはなく，

変動や悪化はみられない。 

26 慢性症状の悪化 × なし 

27 急性症状の発生 × なし 

28 新たな病気による治療の変更 × なし 

ケア計画

29 予定されたケア・治療の順守＊ × 守られている。 

健康状態に関する意向 

（本人）元気でいたい。 

（家族）元気でいてほしい（息子さん）。 
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２ ＡＤＬ 

ＡＤＬ 

30 寝返り × 自力でできる。 

31 
起き上がり × 普通のベッドを使用し，体を自力で横に

して起き上がっている。 

32 

乗り移り ○ ベッドの縁につかまって自力で乗り移りし

ているが，約３ヶ月前に乗り移りの際，うま

く立ち上がれず転倒して骨折している。 

33 

家の中の移動 ○ 両手を支えてもらえば２～３歩は歩くこと

ができるが，腰と下肢に力が入らなくなり

しゃがみ込んでしまう。 

34 屋外の移動 ○ 退院後は，屋外にはでていない。 

35 上半身の更衣 × 自分でできる。 

36 下半身の更衣 × 自分でできる。 

37 食事 × 自力で食べている。 

38 

排泄 ○ 常時ポータブルトイレを使用し自力で行

っているが，ベッドの縁につかまってやっ

と行っている。 

39 整容 × 自力でできる。 

40 

入浴 ○ 身体を抱えたり，支える介助が必要なた

め退院後は入浴していない。お嫁さんよ

り身体を拭いてもらっている。 

41 

ＡＤＬの低下＊ ○ 退院時は，シルバーカーによる歩行が 

１０m 位まで何とか可能になったが，現在

は支えてもらっても２～３歩がやっとの状

態。 

活動・健康増進 

42 
移動手段 ○ 用具は使用していない。退院してから

は，ほとんど移動していない。 

43 
階段昇り降り ○ 玄関等，段差の上がり下りは介助が必要

だが退院後上がり下りはしていない。 

44 
外出（屋外）の頻度（介護サービス利用

による外出は含まない。） 

○ 退院してからは外出していない。 

45 

体を動かす活動 ○ 退院してからは，行動範囲はベッド周辺

のみ。移動するのは排泄時くらいでほと

んど身体を動かすことがない。 

自立度改善の可能性 

46 自立度改善の本人意識 ○ また歩けるようになりたいと話している。 
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47 
自立度改善の介護者意識 ○ できることはやってほしい，歩く練習をし

てもらいたいと望んでいる。 

48 
健康状態改善の可能性 ○ 退院時までは，シルバーカーによる歩行

が可能になるまで回復していた。 

要介護状態の変化 

49 

介護状態の悪化＊ ○ 退院時は，シルバーカーによる歩行が 

１０m 位まで何とか可能になったが，現在

は支えてもらっても２～３歩がやっとの状

態になり移動介助が必要になった。 

転倒 

50 

転倒の回数＊ ○ 1 回。H26.12.20 にポータブルトイレに移

る際に転倒して第一腰椎圧迫骨折して

入院した。 

51 
転倒の危険性 ○ 自力で乗り移りしているが，足腰に力が

入らない。 

ＡＤＬに関する意向 

（本人）少しでも歩けるようになりたい。お風呂に入りたい。 

（家族）歩く練習をしてほしい。できることはやってほしい。お風呂に入れてほしい。車の乗り降りを

手伝ってほしい（息子さん）。 

３ ＩＡＤＬ 

ＩＡＤＬ 

現 状 困難度

52 

炊事 ○ 歩行が困難な状態であり，本

人が行うことはできない。家族

が全て行っている。 

高

53 

家事一般（掃除・洗濯・整理等） ○ 歩行が困難な状態であり，本

人が行うことはできない。家族

が全て行っている。 

高

54 
金銭管理 × 金銭感覚に問題はないが，息

子さんが全て管理している。 

問題な

し

55 
薬の管理 × 能力に問題はないが，家族が

管理している。 

問題な

し

56 

電話使用 × 掛けたり受けたりすることに問

題はないが使用することはな

い。 

問題な

し

57 

買い物 ○ 選んだり，支払ったりすること

は問題ないが買い物に行くこ

とができない。 

中
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58 
交通手段の利用（使う必要のない場合も

×） 

× 利用していない。 高

ＩＡＤＬに関する意向 

（本人）特になし。 

（家族）特になし。 

４ 認 知 

記憶 

59 短期記憶 × 生活に支障のあるほどの物忘れはない。 

60 手続き記憶 × なし 

61 日常生活の判断 × 自分で判断して行っている。 

62 記憶・判断力の低下＊ × なし 

意識障害 

63 せん妄 × 一時的な錯乱状態はない。 

認知に関する意向 

（本人）－－－－ 

（家族）－－－－ 

５ コミュニケーション能力

コミュニケーション

64 聴覚 × 問題なし。 

65 相手に理解させること × 問題なし。 

66 

相手を理解すること × 日常生活上のことは会話により伝えられ

るが，ゆっくり，わかりやすく話す必要が

ある。 

67 コミュニケーション能力の低下＊ × なし 

視覚 

68 
視力 × 新聞等の小さい字は見えないが，日常の

動作を行うには支障はない。 

69 視覚障害 × なし 

70 視力低下＊ × なし 

コミュニケーションに関する意向

（本人）－－－－ 

（家族）－－－－ 

６ 社会との関わり 

関わり 

71 人との関わり × 問題なし 
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72 周りの人への不満・怒り × なし 

73 社会活動の悩み × なし 

74 社会活動の減少＊ × なし 

75 
日中一人の時間 ○ いつも自室で過ごしているので，一人で

いることがほとんどである。 

76 
寂しさ ○ 一人でいることがほとんどで，寂しいと言

っていて精神的に落ち込みがちである。 

気分 

77 不安心配 × なし 

78 悲しみ × なし 

79 
落ち込み ○ 一人でいることがほとんどで，寂しいと言

っていて精神的に落ち込みがちである。 

80 怒り × なし 

81 体調不良の訴え × なし 

82 涙もろい × なし 

83 興味活動の減少 × なし 

84 社会交流の減少 × なし 

85 気分の悪化＊ × なし 

社会との関わりに関する意向 

（本人）誰かと話がしたい。 

（家族）楽しく過ごしてほしい（息子さん）。 

７ 排尿・排便 

失禁 

86 尿失禁 × 尿意あり，失禁もない 

87 おむつ使用 × なし 

88 尿カテーテル使用 × なし 

89 便失禁 × 便意あり，失禁もない 

排泄のコントロールに関する意向 

（本人）－－－－ 

（家族）－－－－ 

８ 褥瘡・皮膚の問題 

皮膚・じょく創 

90 
皮膚の問題 ○ 身体の痒みを訴えるが特に掻き傷はな

い。 

91 じょく創 × なし 

92 じょく創の既往 × なし 
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93 皮膚のケア × なし 

じょく創・皮膚の問題に関する意向 

（本人）痒みがとれればいいと思う。 

（家族）痒みがとれてほしい（お嫁さん）。 

９ 口腔衛生 

口腔ケア 

94 口腔状態の問題 × 総入れ歯だが噛むことに問題はない。 

口腔衛生に関する意向 

（本人）－－－－ 

（家族）－－－－ 

１０ 食事摂取 

栄養・水分摂取 

95 極端な体重減少 × なし 

96 栄養不良 × なし 

97 極端な体重増加 × なし 

98 食事量，回数の不足 × 食欲あり 

99 食事摂取の減少 × なし 

100 水分不足 × なし 

101 経管栄養，胃ろう × なし 

嚥下 

102 
嚥下問題 × 食事の時むせることがあるが，ひっかける

ことはない。 

食事摂取に関する意向 

（本人）特になし。 

（家族）特になし。 

１１ 問題行動（行動障害） 

行動障害 

103 徘徊 × なし 

104 乱暴な言葉 × なし 

105 乱暴な行動 × なし 

106 混乱させる行動 × なし 

107 ケアの拒否抵抗 × なし 

108 行動障害の悪化＊ × なし 

向精神薬 

109 抗精神病薬 × なし 
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110 抗不安薬 × なし 

111 抗うつ薬 × なし 

112 催眠薬 × なし 

行動障害に関する意向 

（本人）－－－－ 

（家族）－－－－ 

１２ 介護力

介護力 主介護者 副介護者 

113
介護者（氏名・続柄） 竹子さん （長男

の）妻 

松男さん（長男） 

114

支援の分野（ADL、IADL、精神的支援等） 洗濯，掃除，食事

の提供，洗面や

着替えの準備，身

体清拭等，精神

的支援 

食事の配膳・下膳，

通院時の付き添い

や薬取り，精神的支

援 

115

介護者が介護量を増やすことの可能性 平日は仕事をして

いる。土日の休み

は農作業にでて

いる。最近疲れや

すくて，体調に不

安を感じており，

これ以上介護量

を増やすことはで

きない。 

Ｈ21 年に脳出血，

後遺症のため軽い

右麻痺あり。体調は

安定している。軽い

農作業や車の運転

はできるが，身体を

支えるような介護は

できず，これ以上介

護量を増やすことは

できない。 

116 

介護者が介護を続けられる可能性 ○ 家にいる時は，で

きるだけ身の回り

の世話はしてあげ

たいと思っている

が，体調に不安を

感じている。 

本人が，今くらいの

状態であれば，自

宅で世話をしてあげ

たいと思っている

が，脳出血の後遺

症があり身体を支え

るような介護はでき

ない。 

117 介護者の周りの人に対する不満 × なし なし 

118 

介護者のストレス・負担 ○ お風呂に入れら

れない。 

自分の体調に不

安がある。 

お風呂に入れられ

ない。 

車の乗り降りの介助

ができない。 
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同居者 

119 同居者の増減＊ × なし 

120 施設入所についての同居者の意向 × なし 

介護力に関する意向 

（本人）あまり家族に迷惑をかけたくない。 

（家族）お風呂に入れてほしい（息子さん，お嫁さん）。車の乗り降りを手伝ってほしい（息子さん）。 

１３ 居住環境 

居住環境 

121 身体状態から見た居住環境問題 ○ 自宅内は段差があり，手すりもない。 

居住環境に関する意向 

（本人）特になし。 

（家族）特になし。 

１４ 特別な状況 

特別な状況 

122 家族・介護者に対する恐れ × なし 

123 劣悪な衛生状態 × なし 

124 不明な怪我，骨折，火傷 × なし 

125 放置，暴力，搾取等 × なし 

126 身体抑制 × なし 

ターミナル

127 ターミナル期 × なし 

特別な状況に関する意向 

（本人）－－－－ 

（家族）－－－－ 

※ その他

その他 

128

長女夫婦や次男夫婦は他県で暮らし

ており，お盆や正月に来るぐらいで協

力は得られない状況である。

介護や自立生活に関する全般的な意向 

（本人）あまり家族に迷惑をかけたくない。 

（家族）母の状態がこの程度なら自宅でやっていけると考えているが，おむつをして寝たきりになれ 

    ば，施設にお願いしたい。妻には介護の負担をあまりかけたくないので，母のできることはや 

    ってほしい（息子さん）。 
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（別表）服薬状況 

薬剤名 量 効能

カルスロット 5mg 朝１錠 高血圧症の薬 

ラックビー2.0 1 日 3 回 1 錠 整腸剤 

ニトロダーム TTS 胸痛時 狭心症の薬 

プルゼニド 2T 頓服 便秘時 
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    ケアプラン策定のための課題検討用紙 アセスメント基準日 ：  平成 ２７年  ３月 １５日

項 目 細 目 ﾁｪｯｸ 検討が必要な具体的状況 原 因 本人，家族の意向 
自立に向けた可能性，維持の必
要性，低下・悪化の危険性，ケ
アの必要性

生活全般の解決すべ

き課題(ニーズ） 
ケアの方向性

１.健康状態

① 既往歴 × ・高血圧症は内服で安定している。時々胸痛があり
ﾆﾄﾛﾀﾞｰﾑを貼ると楽になる。
・骨粗鬆症
・左大腿骨頸部骨折（H26,3,15 転倒) ，第一腰椎圧
迫骨折（H26,12,20 転倒)
・老人性皮膚掻痒症で身体の痒みがあるが掻き傷

はない。 
・時々胸の表面が刺されるような痛みがあるが，締め
付けられるような感じはない。「ニトロダームを貼ると
気分的に楽になる」と言う。息切れはない。

・狭心症

・転倒のため

（本人） 
・元気でいたい。

（家族） 
・元気でいてほしい（息子さ
ん）。

・主治医より，痛みなど身体症状
の増強に注意するように指示がで
ている。

＊身体の痒みついては「じょく創・ 
皮膚の問題」で検討する。 

・痛みなど身体症状の
観察が必要です

・症状の変化に気をつけ，
必要時に応じて主治医に
報告します② 主傷病 ○ 

③ 症状 ○ 

④ 痛み ○ 

⑤ その他 ○ 

２.ＡＤＬ

① 寝返り × ・ベッド等につかまって自力で乗り移りしているが，
約３ヶ月前に乗り移りの際転倒して骨折している。
・両手を支えてもらえば２～３歩は歩くことができる
が，腰と下肢に力が入らなくなりしゃがみ込んでしま
う。退院後は，屋外にはでていない。
・身体を抱えたり，支える介助が必要なため退院後
は入浴していない。お嫁さんより身体を拭いてもらっ
ている。
・常時ポータブルトイレを使用し，自力で行っている
が，つかまってやっと行っている。
・退院してからは，行動範囲はベッド周辺のみ。移動
するのは排泄時位でほとんど身体を動かすことがな
い。
・H26.12.20 にポータブルトイレに移る際に転倒して
第一腰椎圧迫骨折して入院した。自力で乗り移りし
ているが，足腰に力が入らない。

（本人） 
・少しでも歩けるようになりた
い。
・お風呂に入りたい。

（家族） 
・歩く練習をしてほしい。
・できることはやってほしい。
・お風呂に入れてほしい。
・車の乗り降りを手伝ってほ
しい（息子さん）。

② 起きあがり × 

③ 移乗 ○ 

④ 歩行 ○ 

⑤ 着衣 × 

⑥ 入浴 ○ 

⑦ 排泄 ○ 

⑧ その他 ○ 

３.ＩＡＤＬ

① 調理 ○ ・歩行が困難な状態であり，本人が行うことはできな
い。家族が全て行っている。
・選んだり，支払ったりすることは問題ないが買い物
に行くことができない。

（本人） 
・特になし。

（家族） 
・特になし。

② 掃除 ○ 

③ 買物 ○ 

④ 金銭管理 × 

⑤ 服薬状況 × 

⑥ その他 ○ 

４.認知

① 日常の意思決定を行うた

めの認知能力の程度 × 

・支障なし

５.コミュニ

ケーション能

力 

① 意思の伝達 × ・支障なし

② 視力 × 

③ 聴力 × 

④ その他 × 

６.社会との

関わり 

① 社会的活動への参加意欲 × ・いつも自室で過ごしているので，一人でいることが
ほとんどである。
・一人でいることがほとんどで，寂しいと言っていて
精神的に落ち込みがちである。

（本人） 
・誰かと話がしたい。

（家族） 
・楽しく過ごしてほしい（息子
さん）。

② 社会との関わりの変化 × 

③ 喪失感や孤独感 ○ 

④ その他 × 

使用した課題分析手法名： １２８

利用者名：  宮城 花子   様
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項 目 細 目 ﾁｪｯｸ 検討が必要な具体的状況 原 因 本人，家族の意向 
自立に向けた可能性，維持の必
要性，低下・悪化の危険性，ケア
の必要性 

生活全般の解決すべ
き課題 (ニーズ） 

ケアの方向性

７.排尿・排便

① 失禁の状況 × ・問題なし。

② 排尿排泄後の後始末 × 

③ コントロール方法 × 

④ 頻度 × 

⑤ その他 × 

８.褥瘡・皮膚

の問題 

① 褥瘡の程度 × ・身体の痒みを訴えるが，特に掻き傷はない。 （本人） 
・痒みがとれればいいと思う。

（家族） 
・痒みがとれてほしい。（お嫁
さん）。

② 皮膚の清潔状況 × 

③ その他 ○ 

９.口腔衛生

① 歯の状態 × ・問題なし

② 口腔内の状態 × 

③ 口腔衛生 × 

10.食事摂取

① 栄養 × ・問題なし。

② 食事回数 × 

③ 水分量 × 

④ その他 × 

11.問題行動

（行動障害） 

① 暴言暴行 × ・なし

② 徘徊 × 

③ 介護の抵抗 × 

④ 収集癖 × 

⑤ 火の不始末 × 

⑥ 不潔行為 × 

⑦ 異食行動 × 

⑧ その他 × 

12.介護力

① 介護者の有無 × ・お嫁さんは，家にいる時はできるだけ身の回りの世
話はしてあげたいと思っているが体調に不安を感じ
ている。
・息子さんは，本人が今くらいの状態であれば自宅
で世話をしてあげたいと思っているが，脳出血の後
遺症があり身体を支えるような介護はできない。
・お風呂に入れられない。
・車の乗り降りの介助ができない。

（本人） 
・あまり家族に迷惑をかけた
くない。

（家族） 
・お風呂に入れてほしい（息
子さん，お嫁さん）。車の乗り
降りを手伝ってほしい（息子
さん）。

② 介護者の介護意思 ○ 

③ 介護負担 ○ 

④ 主な介護者に関する情報 ○ 

⑤ その他 × 

13.居住環境

① 住宅改修の必要性 ○ ・自宅内は段差があり，手すりもない。 （本人） 
・特になし。

（家族） 
・特になし。

② 危険個所等 × 

14.特別な状

況 

① 虐待 × ・なし

② ターミナルケア × 

③ その他 × 
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 介護支援専門員 専門研修課程Ⅰ 

⑥-２ケアマネジメント演習

「看取り等における看護サービスの活用に関する事例」 

（目的） 

 看護サービスの活用が必要な事例を用いて講義・演習を行うことにより，看護サービスの

活用に係る知識及び ケアマネジメント手法を修得する。 

（内容） 

・看護サービスに関する基礎知識の向上と活用に当たっての基本的な視点に関する講義を行

う。

・訪問看護計画との関連付けや看護職との連携方法等に関する講義を行う。

・看取り等における看護サービスの活用に関する事例を用いて，適切なアセスメントを行う

際の重要なポイントや地域の社会資源を活用したケアマネジメントを実践する知識・技術

を修得する。

・１つの事例について様々な状況等を勘案した，実践しうる複数の対応策（居宅サービス

計画の作成）が検討できるよう，必要な知識・技術を修得する。

形態 時間 内 容 備考 

講義 90分 
・訪問看護に関する理解

・緩和ケア・ターミナルケア
・居宅介護支

援の手引き 

・課題検討の

手引き 演習 120分 ・緩和ケア・ターミナルケア等に関する課題分析

個人 

グループ 
30分 

・振り返り

・意見交換
記録シート 

140



介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

１．目的

看護サービスの活用が必要な事例を用いて講義・演習を行うことにより、看護サービスの活用に係る知識及び

ケアマネジメント手法を修得する。

２．内容

・看護サービスに関する基礎知識の向上と活用に当たっての基本的な視点に関する講義を行う。

・訪問看護計画との関連付けや看護職との連携方法等に関する講義を行う。

・看取り等における看護サービスの活用に関する事例を用いて、適切なアセスメントを行う際の重要なポイントや

地域の社会資源を活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を修得する。

・１つの事例について様々な状況等を勘案した、実践しうる複数の対応策が検討できるよう、必要な知識・技術を

修得する。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修 ⑮-6 ケアマネジメントの展開「看取りに関する事例」

専門研修課程Ⅰ

専門研修課程Ⅱ
②-2 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

看取り等における看護サービスの活用にかかる事例

主任介護支援専門員

研修
③ターミナルケア

主任介護支援専門員

更新研修

②-2主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践

「看取り等における看護サービスの活用に関する事例」

⑥-2 ケアマネジメントの演習

「看取り等における看護サービスの活用に関する事例」

講義・演習

４時間
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①訪問看護に関する基礎知識について説明で

きる。
● ● ● （１）

②訪問看護を通して連携についての理解や効

果的な活用を実施できる。
● ● ● （１）

③看取り等における看護サービスの活用方法

について説明できる。
● ● （２）（４）（５）

④看取り等について、多様な提案を実施でき

る。
● ● ● （２）（５）（７）

⑤看取り等において利用者の気持ちの変化に

応じたケアマネジメントを実施できる。
● ● ● （６）（７）

⑥看取り等における地域の社会資源（インフォ

ーマルサービス等）を活用したケアマネジメ

ントを実施できる。

● ● ● （３）（７）
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）看護を通しての連携についての理解

①訪問看護サービスの基礎知識

（ア）訪問看護とは

（ａ）訪問看護サービスには、以下の種類がある。

（ⅰ）介護保険の訪問看護(公的な保険制度)

（ⅱ）医療保険の訪問看護(公的な保険制度)

（ⅲ）自費の訪問看護（民間のサービス）

※上記の種類は、年齢や症状によって使い分けられています。

（ｂ）訪問看護とは、看護師などが居宅を訪問して、主治医の指示や連携により行う看護（療養上の世話又は

必要な診療の補助）である。

（ｃ）病気や障がいがあっても、医療機器を使用しながらでも、住まいで最期まで暮らせるように多職種と協働

しながら療養生活を支援する。

（イ）訪問看護に携わる職種

・看護師免許を持つ看護師もしくは保健師・助産師が訪問看護を行う。また、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士が必要に応じて訪問する。

（ウ）訪問看護を受ける対象

・疾病・障害をもち、療養をしながら家庭で生活している者。利用者だけではなく、支えている家族もサポート

する。

・訪問看護を必要とする全ての者を対象とし、性別・国籍・宗教・地域等に関係なく実施される。

（エ）訪問看護の活動内容

・かかりつけの医師と連絡をとり、心身の状態に応じて以下のようなケアを行う。

・健康状態の観察と助言

・検査・治療促進のための看護

・日常生活の看護
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

（２）看取り等について、多様な提案

①看取り等についての看護内容

（ア）本人、家族の意向に添った多様な提案

（イ）療養環境改善のアドバイス（チームで行う）

（ウ）在宅リハビリテーション看護

（エ）介護者の相談

（オ）精神・心理的な看護

（カ）様々なサービス（社会資源）の使い方相談

（キ）認知症の看護（行動障害も含む）

（ク）終末期の看護

•痛みのコントロール

･療養生活の援助

•療養環境の調整

•看取りの体制への相談・アドバイス

•本人・家族の精神的支援

※下記の疾患および状態の療養者への訪問看護は介護保険や障害者自立支援法の対象であっても医療保

険から受けることになる。

厚生労働大臣が定める疾病などは下記の疾患または状態が対象になる。

・末期の悪性腫瘍・多発性硬化症・重症筋無力症・スモン・筋萎縮性側索硬化症・脊髄小脳変性症

・ハンチントン病・進行性筋ジストロフィー症・パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変

性症、パーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージⅢ以上であって、生活機能障害度がⅡ度ま

たはⅢ度のものに限る））・多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガ

ー症候群）・プリオン病・亜急性硬化性全脳炎・ライソゾーム病・副腎白質ジストロフィー・脊髄性筋萎縮症

・球脊髄性筋萎縮症・慢性炎症性脱髄性多発神経炎・後天性免疫不全症候群・頸髄損傷または人工呼吸器

を使用している状態及び急性増悪期の場合

（３）対応できる知識を得て、看取り等における地域の社会資源を活用したケアマネジメント

①主な在宅ケアサービス（社会資源）

（ア）自治体の在宅サービスや保健・福祉サービス

（イ）民間や関連機関の在宅ケアサービス

（ウ）ボランティアサービス

（エ）当事者団体、各種家族会

（４）看取り等における看護サービスの活用方法

①訪問看護を提供する機関

（ア）訪問看護ステーション

・全国におよそ 6801 カ所（一般社団法人全国訪問看護事業協会 平成 25 年 4 月 1 日現）の訪問看護ステ

ーションがある。在宅で療養する利用者に、質の高い訪問看護サービスを提供するため、訪問看護師自身

が運営するサービス機関。各種保険（医療保険、介護保険、公費負担医療など）が使えるので、費用負担

が少なくてすむ。

（イ）医療機関（病院・診療所）
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・多くの病院や診療所が、「訪問看護部門」を設け、在宅で療養が必要な状態で退院した方々や、病院・診

療所に通院し、往診を受けている方に訪問看護を提供している。

（ウ）自費の訪問看護サービス

・民間の企業などが行う訪問看護サービス。

訪問看護ステーションや病院・診療所からの訪問看護と同様、専門の訪問看護が受けられる。

料金の体系等が、他機関の訪問看護とは異なり、利用者との契約で行われるサービスである。

その分、特殊なケアやオリジナルに富んだメニューが用意されている。

（５）看護に関する基礎知識について

①在宅ターミナル

（ア）条件

・利用者その家族が「家で最期を迎えたいという意思があること

（イ）環境整備

・医療チームの体制(往診・訪問診療、訪問看護)などが整っていること

・介護力(介護職等の支援を含む)が整っていること

・医療介護連携が整っていること

・24 時間体制のケアができること

・病院・ホスピスとの連携ができること

（利用者の意向が変化しても柔軟な対応ができる）

（ウ）疼痛緩和

・ターミナル期において必要とされる援助は、癌末期の場合は、症状緩和のための疼痛コントロールであり、

医師や薬剤師との協働で行う必要がある。

・癌のターミナル期の利用者・家族にとって、不快や苦痛を伴う症状の中でも、特に疼痛が十分にコントロー

ルされることが、在宅療養を安心して継続するための条件となる。

・疼痛コントロールは、WHO方式癌疼痛治療法指針(1986 年)に基づいて行う。

・在宅で一般に実施可能な疼痛緩和の方法は、薬剤の投与である。

・WHO3段階除痛ラダーでは、非オピオイド、弱オピオイド、強オピオイドと、疼痛の程度に応じた鎮痛薬の段

階的使用方法を提示している。モルヒネ塩酸塩、強オピオイド鎮痛薬の代表である。

②ターミナル期における介護支援専門員の役割

（ア）トータルペインにおける介護支援専門員の役割

・癌末期の疼痛はトータルペインと呼ばれ、身体的な要因のみならず、さまざまな要因が絡み合っている。十

分なアセスメントが必要である。

・訪問看護師との連携により、疼痛治療の効果を最大限に引き出せるよう調整する。

・副作用を最小限にするために、使用前に十分に医療職との共通認識、調整をはかり居宅サービス計画に

反映させ、利用者が家族とともに実践できるよう支援する。

・在宅では、寝たきりであっても、家族の一員としての役割が果たせて、心理的にも落ち着き、ひいてはスピリ

チュアルな意味での、自分がそこに在ることの意義を見いだすことができ、その全体的な統合で、身体的な

苦痛も軽減されることがある。

・自己実現のための支援にも配慮する。

145



介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

（イ）必要なケアにおける連携からの介護支援専門員の役割

（ａ）訪問看護師との協働・連携

・治療開始後も継続的にこまやかなアセスメントと評価をする。

・トータルペインの視点からアセスメントし、訪問看護との情報交換により、さまざまな側面からアプローチを

する。

・予想される薬の副作用に対して観察を行い、徴候があれば直ちに医療機関に報告をする。

・できるだけ予防的に対処し、苦痛を生じないようにすることが重要である。

・訪問看護計画と居宅サービス計画が連動していることが大切である。

（６）対応できる知識を得て、看取り等において利用者の気持ちの変化に応じたケアマネジメント

①多職種との協働・連携

・薬物療法以外のペインマネジメントの方法を専門職とともに検討する。

・疼痛の程度、バイタルサイン、モルヒネ塩酸塩による副作用症状等を観察するよう専門職との役割を明確にし

ておく。

・痛みを緩和させるため、マッサージ、タッチング、音楽療法、散歩など、リラクゼーションできる方法を併用する

ための支援を居宅サービス計画へ組み入れる。

②チームづくり

・訪問看護・訪問介護・福祉用具貸与・訪問入浴・通所介護などさまざまなサービスと連携し、チームづくりが

必要となる。

・医療との関連で、居宅療養管理指導の活用を行う。また、医療機器の担当者などにも、在宅で接することもある。

・24 時間体制の在宅支援診療所の医師は在宅の看取りには必ず必要とされるため、病院から退院時には地

域の医師と連携し、訪問診療や往診に対応してもらえるようにしておく必要がある。

・この緊急体制が整わず、往診が望めない病院の医師のみが主治医の場合には、亡くなった際に死亡診断書

を書いてもらえずに検死となり、つらい思いをすることもあるので注意が必要である。

・緩和ケアで麻薬等の使用には調剤薬局または訪問薬剤管理指導を組み入れる。

③日常生活の支援における介護支援専門員の役割

・生活機能改善に向けた居宅サービス計画の提案を行う。

・看取りにおけるリハビリテーションの提案も行う。

④家族へのケアにおける介護支援専門員の役割

・ケアの中心はあくまでも、その中心にいる利用者とその家族であり、家族も同じように不安や緊張や悲嘆の中

にあり、ケアの対象として接していく必要がある。

⑤遺族へのケア

・遺族の中には、身体症状として胃潰瘍を起こしたり、血圧の変動があったり、またうつ状態に陥ったりと、家族

を失った喪失の悲しみから立ち直れない状態の人もいるため、グリーフケアを行う。

・遺族へのサポートを、看護サービスと連携を図りながら調整していく。
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（７）ケアマネジメントの各プロセスにおける留意点

①インテーク

（ア）利用者・家族

・告知をうけているかどうか、死について利用者、家族の受けとめ

・告知されている場合は、どのような死を迎えたいかの意向

・告知されていない場合の家族の意向、利用者への説明

（イ）医療者との情報共有

・入院中の経過、治療、看護、考えられるリスクと状態変化

・今後の通院先、フォローアップ先・・・緊急時の連絡先

・介護報酬上の加算

インテーク時に、家族が介護役割をどのように担い、どのような看取り方を希望するのか、介護に対する希望

や期待度を確認する。期待度に応じたケアを行い、介護負担の軽減に努めるとともに、死別の準備ができる

ようなかかわりが必要となることを押さえる。

②アセスメント

・安定期から看取りまでの過程、経過を常に確認する。

・利用者と家族の心理的状況を意識しておく必要性を説明する。

・高齢者の死の迎え方の希望を尊重し、家族や利用者と関わりの深い人と意思決定のプロセスを共有する。

・高齢者は自己表明しないことも多く、家族の意向がより重視されるなどの課題があることを知っておく。

・死の受容段階におけるサポートについても知識を得る。

・QODの実現におけるサポートを説明する。（総合的な支援の提案・当事者団体の紹介等）

③居宅サービス計画原案作成

（ア）利用者

・死の受容の段階における利用者の気持ちの揺れに寄り添いマネジメントを行う。

（イ）家族支援のポイント

・急変時における緊急連絡先を明確にしておく。

・主介護者だけではなく、家族介護全体の生活の変化とストレスを知り、チームで統一した支援方針を立てる。

・家族の関係性から身体的な痛みが増減することを知り、支援する役割分担を明確にする。

・QOD を高めるために不安なく最期を看取ることができるよう支援する。

（ウ）様々な状況等を考え複数の対応策を検討する。

④サービス担当者会議

・ケアや日々の状況をチーム全体が確認閲覧できる記録やコミュニケーション手段などの方法を早急に提案

する。

・急変時の対応手順や緊急連絡先を共有しておく。

・必要があれば感染予防について確認し共有しておく。

⑤サービス提供や介入

（ア）医療との連携により疼痛やその他の症状をコントロールし、利用者・家族が痛みや症状について十分な治

療・介護を受けたと思えるケアの提供になっているか

（イ）共感的な態度をもって関わりができているか

・死はその人の一生において、自己の存在の最大危機であり、そのときに経験する痛みは今を生きることの苦
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しみ、痛みとして感じられ、またさまざまな人間関係の痛みとして感じられる。このような場合には、そばにい

るという「共感的な態度」が必要である。

⑥モニタリング・評価

・状況の変化に応じたチームとしての対応が適切にできているか確認する。

・全体像として再アセスメントの必要性を確認する。

・自己実現の方法について身体・心理状況に応じて確認する。

・サービスの提供状況を踏まえた看護サービスと居宅サービス計画の整合性を確認する。

⑦終結・フォローアップ

・介護者家族のグリーフケアを検討する。

５．科目のポイント

①看護を通して連携についての理解や効果的な活用について

・医療との連携、特に看護に重点が置かれる看取りについて、どのように医療と連携していくのか、そして連携

における介護支援専門員の役割を理解する。

・在宅生活への導入期の安心・安全は、その後の在宅生活の継続、及び最期の看取りを在宅で迎えることに

大きく影響すること。それをどうケアマネジメントで担保していくかが大切である。

②看取り等について、多様な提案について

・入退院についての相談や、必要に応じ他の様々なサービスを紹介したり、関連機関と綿密な連携をとり、利

用者が安心して豊かな療養生活を送れるための様々な支援や調整をする。

③看取り等における看護サービスの活用方法について

・本科目では「看取りに関連する各種サービス等の活用方法を具体的に理解することで、医療職をはじめとす

る多職種との連携・協働を効果的に行い、安心・安全に在宅生活に移行できる」ことに力点を置き、その点を

説明しやすい事例を選択して用いる。

・病院から在宅生活へ看取りに関連する各種サービス等の活用方法を理解することで、看護をはじめとする多

職種との連携・協働を効果的に行えるようにする。

（演習で用いる簡単な事例には、以下のような点を考慮して事例を選択する）

・病院から在宅生活への移行期であり、最期を自宅で迎える事例

・告知を受けていて、在宅で看取りの迎え方が、家族の思いが強く医療との関係が上手くいっていない事例

・利用者、主介護者、家族（子ども）との関係で配慮が必要な事例

・主介護者が、働いており、不安がある事例。

・利用者と家族の「死の受容」の段階が違う事例

・利用者のそれまで生きてきた過程での関係性が色濃く反映するため、後で混乱を生じないよう把握に努める

必要があることを押さえる。ターミナルステージだからこそ、今までとは違った家族模様が展開される。家族と

の関係がアセスメントには必要となってくることを理解させる。

④看護に関する基礎知識について

・病院から在宅へ移行するにあたり情報を共有し、利用者・家族の意向を踏まえ、訪問看護と連携をはかり方

向性を調整・決定できること。

・在宅での看取りにおいて、医療情報・家族情報をアセスメントし居宅サービス計画に反映させること。

⑤対応できる知識を得て、看取り等において利用者の気持ちの変化に応じたケアマネジメントについて
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・看取りに向けた利用者及びその家族との段階的な関わりの変化（生活動作の負担や痛みの軽減、主治医と

の連携や多職種協働、急変時の基本的な対応等）を認識することで、医療職をはじめとする多職種との連

携・協働をスムーズにする。

・連携の在り方で、在宅生活の継続性に大きく影響することを理解することで、アセスメントや連携のポイントが

わかるようにする。

・人の死は、実にさまざまな思いを家族に残す。それを考え、よりよい別れができるよう、個々に合わせた援助

が必要となってくる。

・生前の利用者との関係、看取りの問題に関して遺族が罪悪感をもたないように配慮するよう支援する。

⑥対応できる知識を得て、看取り等における地域の社会資源を活用したケアマネジメントについて

・家族やサービス提供者と情報共有でき統一した支援と出来なかった支援から、チームアプローチの重要性を

理解できること。

・介護保険サービス以外のインフォーマルサービスの情報提供を行い、ケアマネジメントを実施できる。
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緩和ケア・ターミナルケア 

～～医療連携とケアマネジャーの役割～～

１ 包括的ケア

２ 話し合いによる合意と役割分担

３ ターミナルケアの可能性

４ 一般的ケアと医療的ケア

５ 家族・介護者へのケア
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 基 本 情 報   平成２１年１０月 １日

利用者名 笠島 タケ 様 性別 女 生年月日 昭和 ３年 ４月 ５日  

住  所 電話番号

主  訴 【相談内容】

・癌の末期と診断されているが，できる限り自宅で過ごさせてあげたい。（お

嫁さん）

【本人・家族の意向】

本人・・家で過ごしたい。

親族・・本人の希望を叶えてあげたい。

 今自分でできる状態が，少しでも長く続いてほしい。

生活状況 【性格・職業等】

・農業をしていた。

・明るくて社交的な性格。

【家族の状況】

本人，息子さん夫婦の三人家族

日常生活

自 立 度
障害高齢者の

日常生活自立度
Ａ２ 

認知症高齢者の

日常生活自立度
自立

居住環境等

サービスを

決定する人

本人，嫁の愛子さん，息子の敏明さん

風 呂 

縁 側 玄 関 

茶の間 

台 所 

寝 室 

ト
イ
レ
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　　嫁 笠島　愛子   様 続　柄

　一部介助

　一部介助

つかまりながらやっと歩いている。ふらつきがある為家族が見守っている。

常時トイレを使用している。

自分で浴槽の出入りをしている。洗身は前の方は自分で洗い，他は介助。

頭を通したり裾を直してもらったりしているが，他は時間はかかるが自分で行っている。

緊急連絡先 電話 　０８０－○○○○ー○○○○ 氏　名

居宅介護支援事業所　（担当：　 　）

TEL　　○○ー○○○○ /  FAX    △△ー△△△△

フ ェ イ ス シ ー ト 平成２１年１０月　１日

記　　憶

行　　動

問題なし。

問題なし。

見守り

自　立

自　立

一部介助

 特記事項

 移  動

 食  事

 排　  泄

 そ の 他

◎息子さん夫婦と三人家族。お嫁さんは仕事を辞めて介護にあたっている。

近くには娘さん，隣町には孫がおり，時々会いに来てくれる。

食　事

排　泄

入　浴

A

D

清 　拭

・

移　動

主　 治　 医

　　　H１９年　５月発症

H２０年　７月発症

年　　月発症病　　名

肺癌

多発性骨転移

年　　月発症

年　　月発症

 H２１年８月１日～H２２年７月３１日

医療機関名

医  師  名

□□□クリニック

○○○   先生

 備　考

　（　  ）

 F A X 　　　　（　  ）

 電　話

介 護 保 険
保険者 №

介  護  度

被保険者№

有 効 期 間

（　　　）
住     所

〒　　　－  電　話

 F A X

フ リ ガ ナ

氏　　名

カサシマ　タケ

　   　笠島　タケ　　様

 昭和　３年　４月　５日（８１才）

　男　　・　　女

（ 　　 ）

 生年月日

性　　　別

 要介護１

（血圧）

（体温） 移あり。癌性疼痛に対しての緩和医療を施行。介 護 上 の

更　衣

整　容
L

洗顔はﾀｵﾙを渡すと自分で拭く。入歯の出入は自分で行い洗浄は介助。整髪は前は自分で行い他は介助。

進行肺癌で放射線療法後。多発性骨転

医 学 的

留 意 事 項

（感染症） なし。

入   浴 （その他）

主介護者　 　笠島　愛子 　様　続柄　　嫁主介

（カテーテル・酸素・ストーマ・じょく創　等）

骨転移の疼痛，左背部痛の為，側臥位にしかなれない。その為ｴｱﾏｯﾄの使用が必要。
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笠島タケさんの詳細情報 ２００９.１０.１現在 

１ 健康状態 

(1)観察・管理の必要な

病気

(2)症状

①身体症状

②精神症状

(3)痛み

(4)病状の変化

(5)薬

(6)医療機器

(7)保健予防

(8)健康生活

(9)予定されたケア・治

療の順守

≪意向≫

H１９年５月に肺癌を発症し放射線療法を行い，定期的に通院し

ていた。その時から痛みはあったが，何とか我慢できる痛みだっ

た。今年６月より更に強い癌性疼痛出現。食欲不振，日常生活動

作の低下がみられるようになった。９月に隣町の病院へ緩和医療

を目的に転院したが，症状が徐々に悪化し通院が困難な状態にな

ってきた。

夏頃から食欲不振になり，薬を調整して徐々に食欲は回復してき

たが，現在も摂取量は少なめ。（検査の結果では低栄養ではない

と言われている）少し動いただけでも倦怠感がある。

妄想や幻覚はない。

胸部や背部に痛みがあり，食事やトイレ以外はほとんど寝て過ご

している。いつも右側臥位になっており，痛みがあって左に向き

を換えることができない。薬により痛みは和らいできており，今

までよりは動けるようになってきている。

ここ３ヶ月で緊急受診や入院はしていない。

決められた通りに服薬している。

（別表）服薬状況。

使用していない。

家族付き添いでの定期的な受診と，訪問診療にて管理されている。 
喫煙，飲酒はない。

胸部や背部に痛みがあり，倦怠感もあって状態は良くないと感じ

ている。ベッドに横になっているのが一番楽な状態で，日中も寝

て過ごすことが多いが，ここ数日での悪化や変動はない。

定期的に訪問診療，訪問看護，訪問薬剤管理指導を受け，予定さ

れた治療は守られている。

（本人）２年間痛みがあったが何とか頑張ってきた。でも，６月

 からもっと痛みがひどくなって起きていることも辛くな

 った。この頃，先生に来てもらうようになって，痛み止

 めを出してもらうようになって本当に楽になった。痛い

 のは本当に大変。今はまた少し起きていられるようにな

 って，先生や薬剤師さんにとても感謝している。

（家族）本人の痛がる様子を見るのは本当に辛い。少しでも痛み  

 なく過ごせるといい。（お嫁さん）

２ ＡＤＬ 
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(１)寝返り

(２)起き上がり

(３)乗り移り

(４)家の中の移動

(５)屋外の移動

(６)上半身の更衣

(７)下半身の更衣

(８)食事

(９)排泄

(10)整容

(11)入浴

(12)ＡＤＬの低下

(13)活動・健康増進

(14)自立度改善の可能

性

(15)要介護状態の変化

(16)転倒

≪意向≫

常に右向きになっており，痛みがあって左側に向くことができな

い。

右側に向いた状態からベッドの端につかまってゆっくり起き上が

っている。

自分で行っている。

ふらつきがあるが，周りにつかまりながら何とか自分で歩いてい

る。

通院などで外に出る時は，手引きの介助を受けて歩いているが，

倦怠感があり長く歩くことはできない。

首を通したり，裾を直す介助を受けている。他は，時間はかかる

が自分で行っている。

時間はかかるが，腰掛けながら自分で行っている。 

箸を使用し自分で食べている。

常時トイレを使用している。

洗顔はタオルを渡してもらえば自分で拭く。入歯は取り外しは自

分で行うが，洗浄はお嫁さんにやってもらっている。整髪は，前

の方は自分で行うが，他はお嫁さんに手伝ってもらっている。

出入りはつかまりながら自分で行い，洗身は届かない所はお嫁さ

んに洗ってもらっている。

６月頃から歩行にふらつきがみられ，倦怠感もあり，手足に力が

入りにくくなっている。日中も寝て過ごすことが多くなった。

食事やトイレ以外はベッド上で過ごすことが多く，活動はしてい

ない。

病気が徐々に進行しており，現在は症状が落ち着くための治療を

行っている。

食欲不振・倦怠感があり，日常生活動作もやっとの状態で，歩行

にもふらつきがみられ，介護者の負担も大きくなってきている。

十分注意して歩いており，転倒はしていない。

（本人）自分でトイレに行けなくなったら生きていても仕方がな

 いと思っている。その厄介にだけはなりたくない。でき

 るだけ自分で自分のことはやりたい。

（家族）今できている状態を少しでも長く続けてほしい。（お嫁

 さん）

３ ＩＡＤＬ 

(1)炊事 倦怠感があり，手足に力が入らず，長く立っていることも難しい

為，自分ではできない。お嫁さんが全て支援している。
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(2)家事一般（掃除・洗

濯・整理等）

(3)金銭管理

(4)薬の管理

(5)電話使用

(6)買い物

(7)交通手段の利用

≪意向≫

倦怠感があり，手足に力が入らず，長く立っていることも難しい

為，自分ではできない。お嫁さんが全て支援している。

金銭感覚に問題はないが，通帳は家族に預け，小遣いを自分で管

理している。

能力的には問題ないが，全てお嫁さんが管理し，その都度小皿に

入れて渡し，飲んだことを確認してもらっている。

受けることはないが，自分で掛けて話をしており，能力的に問題

はない。

自分で選んだり，支払ったりできるが，家族が全て行っている。

外出時は，お嫁さんや孫が車で連れて行ってくれるので、交通手

段を利用することはない。

（本人）特になし。

（家族）特になし。（お嫁さん）

４ 認知 

(1)記憶

①短期記憶

②手続き記憶

③日常生活の判断

④記憶・判断力の低

下

(2)せん妄

≪意向≫

問題なし。

問題なし。

問題なし。

低下はみられない。

ない。

（本人）－－－－

（家族）－－－－

５ コミュニケーショ 

ン能力

(1)聴覚

(2)相手に理解させる

こと

(3)相手を理解するこ

と

(4)コミュニケーショ

ン能力の低下

(5)視覚

会話の声の大きさも普通で問題はない。

問題なし。

問題なし。

ない。

問題ない。
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≪意向≫ （本人）－－－－

（家族）－－－－

６ 社会との関わり 

(1)関わり

(2)気分

≪意向≫

元々明るい性格で，誰とでも仲良く関わっている。６月頃から痛

みが出て外に出ることはなくなったが，身内や近所の人が来てく

れる。本人もみんなと話をするのを楽しみにしている。いつも他

人に自分の大変な所は見せないので，その時は明るく振舞うが，

帰った後は疲れて寝てしまうことが多い。

病気のことを考えると悲しくなる。家族に迷惑をかけてしまうこ

とが心苦しいと感じている。ただ，息子さん夫婦や孫がいつも優

しく接してくれることや，病気になってもこうして家に居られる

のは家族のお蔭ととても有難く，感謝していると話す。

（本人）病気のことは悲しいが，家にいられることが一番の幸せ。 
 自分だけが家に居たいと思って叶えられるものではな

 い。こうして同じように思ってくれる家族がいるから自

 分がここに居られると思っている。本当に有難い。これ

 からもできる限り家族と一緒に過ごしたい。

（家族）時々滅入ることがあるので，少しでも気分転換ができれ

 ばいいと思う。いろんな人と話ができることは，いくら

 かは疲れるけど気分転換になっていると思う。（お嫁さ

 ん）

７ 排尿・排便 

(1)尿失禁

(2)おむつ使用

(3)便失禁

≪意向≫

昼夜トイレを使用している。失禁はない。

使用していない。

毎日排便はある。軟便。薬剤師からは，医療用麻薬で便秘の副症

状がでるのを薬で調整している。腹圧をかけずにスムーズに排便

が出るよう調整していると説明を受けている。

（本人）特になし。

（家族）特になし。（お嫁さん）

８ 褥瘡・皮膚の問題 

寝て過ごす時間が長くなり，右側にしか向けない為，右腸骨部が

156



≪意向≫

赤くなっている。

（本人）ひどくならないようにしたい。

（家族）本人と同様。（お嫁さん）

９ 口腔衛生 

≪意向≫

入歯は毎日洗浄し，うがいも行っており問題ない。

（本人）－－－－

（家族）－－－－

１０ 食事摂取 

≪意向≫

６月頃から食欲不振で，薬を調整して徐々に食欲も回復してきた。

それでも摂取量は少ないが，検査の結果，低栄養ではないと言わ

れている。

（本人）最近は味もわかるようになってきたので，少しでも食べ

 たい物を食べるようにしたい。

（家族）少し食欲が回復してきたので，食べたい物を食べさせて

 あげたい。（お嫁さん）

１１ 問題行動（行動

障害） 

(1)行動障害

①徘徊

②乱暴な言葉・行動

③混乱させる行動

④ケアの拒否抵抗

⑤行動障害の悪化

(2)向精神薬

≪意向≫ 

ない。

服用していない。

（本人）－－－－

（家族）－－－－

１２ 介護力 

(1)介護者 主たる介護者は嫁の愛子さんで，家事支援，身体的介護，精神的

支援をしている。副介護者は息子の敏明さんで，精神的支援をし
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(2)介護負担・ストレス

≪意向≫

ている。主たる介護者の嫁の愛子さんは，少し前まで仕事をして

いたが，本人の家で過ごしたいという想いと徐々に低下していく

本人の状態をみて，仕事を辞めて介護することにした。本人が元

気だった頃一生懸命だった畑仕事を，毎日本人から教えてもらい

ながら野菜作りをし，介護をしている。副介護者の息子の敏明さ

んは，普段は仕事をしており日中は不在のことが多い。

主たる介護者の嫁の愛子さんは，毎日の介護に疲れを感じること

もあるが，義母との時間を大切にしたいと思っている。時々近所

の娘さんが来てくれるので，話を聞いてもらったりしている。ま

た，主治医や訪問看護師，薬剤師が定期的に来てくれるので，何

でも相談でき安心して介護ができると話している。

（本人）家族に迷惑をかけたくないと思うけど，こうしているこ

 とが厄介になっているんだろうね・・。本当に申し訳な

 いと思っている。

（家族）今後のことを考えると不安はあるが，義母との時間を大

 切にしたい。（お嫁さん）

１３ 居住環境 

≪意向≫

特に問題はない。

（本人）－－－－

（家族）－－－－

１４ 特別な状況 

≪意向≫

肺癌末期の状態。

（本人）できるだけ自宅で過ごし，最後の最後に入院できたらい

 いと思う。

（家族）本人の思うようにしてあげたい。（お嫁さん）

その他

近くに娘さんがおり，隣町には孫がいる。頻繁に会いに来てくれ，

本人はひ孫に会うのをとても楽しみにしている。

また，お嫁さんが畑仕事を覚え，収穫した野菜で本人から教えて

もらいながら漬物をつけたり，煮物を作ったりして，それを食べ

ることも楽しみにしている。
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（別表）服薬状況

薬剤名 量 効能

ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ錠 300 ㎎ 朝・夕各 1 錠 抗てんかん薬（神経からくる痛みを抑える薬） 
ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠 5 ㎎ 朝(6 時)夕(6 時) 

各 2 錠 
医療用麻薬（痛みを和らげる薬）

ﾊｲﾍﾟﾝ錠 200 ㎎ 1 日 3 回各 1 錠 痛みを和らげたり，炎症を抑える作用

ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ 50 ㎎ 1 日 3 回各 1 錠 荒れた胃の粘膜を修復・保護する作用

ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠 330 ㎎ 1 日 3 回各 1 錠 便秘薬

ﾀｹﾌﾟﾛﾝ OD 錠 15 ㎎ 朝 1 錠 胃酸の分泌を抑える作用

ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠 250 ㎎ 朝・夕各 1 錠 痰の切れを良くする作用

ｵｷﾉｰﾑ散 0.5％ 疼痛時服用 即効性医療用麻薬（痛みを和らげる作用）

ﾌｪﾙﾅﾋﾞｵﾝ 70 ㎎ 貼布 炎症を抑え，痛みを和らげる作用

2009.10. 7.mk 
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介護支援専門員 専門研修課程Ⅰ 

⑥-３ケアマネジメント演習

「認知症に関する事例」

（目的） 

 認知症に関する事例を用いて講義・演習を行うことにより，認知症に関する知識及び認知

症の要介護者等に有効なサービスを活用したケアマネジメント手法を修得する。 

（内容） 

・認知症や精神疾患に関する医学的・心理的基礎知識の向上と認知症施策に関わる多職種と

の連携方法等に関する講義を行う。

・認知症等の特質性を踏まえた早期の対応方法や家族も含めた支援方法などを修得するとと

もに，地域で生活を継続していくための支援を行う上で必要な視点を理解する。

・認知症に関する事例を用いて，認知症に鑑みた適切なアセスメントを行う際の重要なポイ

ントや，地域の社会資源を活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を修得する。 

・１つの事例について様々な状況等を勘案した，実践しうる複数の対応策（居宅サービス計

画の作成）が検討できるよう，必要な知識・技術を修得する。

形態 時間 内 容 備考 

講義 90分 ・認知症ケアに関する理解 ・居宅介護支

援の手引き 

・課題検討の

手引き 演習 120分 ・認知症ケアに関する課題分析

個人 

グループ 
30分 

・振り返り

・意見交換
記録シート 
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

１．目的

認知症に関する事例を用いて講義・演習を行うことにより、認知症に関する知識及び認知症の要介護者等に

有効なサービスを活用したケアマネジメント手法を修得する。

２．内容

・認知症や精神疾患に関する医学的・心理的基礎知識の向上と認知症施策に関わる専門職との連携方法等に

関する講義を行う。

・認知症等の特質性を踏まえた早期の対応方法や家族も含めた支援方法などを修得するとともに、地域で生活

を継続していくための支援を行う上で必要な視点を理解する。

・認知症に関する事例を用いて、認知症に鑑みた適切なアセスメントを行う際の重要なポイントや、地域の社会資

源を活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を修得する。

・１つの事例について様々な状況等を勘案した、実践しうる複数の対応策（居宅サービス計画の作成)が検討でき

るよう、必要な知識・技術を修得する。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修 ⑮-3 ケアマネジメントの展開「認知症に関する事例」

専門研修課程Ⅰ

専門研修課程Ⅱ ②-3 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表「認知症に関する事例」

主任介護支援専門員

研修
⑨個別事例を通じた介護支援専門員への指導・支援の展開

主任介護支援専門員

更新研修

②-3主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践

「認知症に関する事例」

⑥-3 ケアマネジメントの演習

「認知症に関する事例」

講義・演習

４時間

161



介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①認知症や精神疾患に関する医学的・心理的基

礎知識について説明できる。
● ● （１）

②認知症施策に関わる多職種連携について説

明できる。
● ● （１）（３）

③認知症等の状況に応じた対応方法の提案を

実施できる。
● ● （１）

④認知症等の利用者だけでなく、家族が地域で

の生活を継続できるように支援するケアマ

ネジメントを実施できる。

● ● ● （１）

⑤個別の認知症状等に合わせて地域の社会資

源（インフォーマルサービス等）の活用を実

施できる。

● ● ● （１）（３）

⑥認知症等について、複数の対応策の提案を実

施できる。
● ● ● （２）（４）
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）基本的な理解

① 知症や精神疾患に関する医学的・心理的基礎知識

・認知症は、ICD-10、DSM-Ⅳ－TR 等において定義づけされている。

・認知症には、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などがある。

・高齢者に多く見られる精神疾患(統合失調症、両極性障害、うつ病、パニック障害など)について説明する。

【項目のポイント】

・実務研修やそれ以降の実務経験でも一通り学習している内容である。しかし、介護現場では認知症と

精神疾患を合わせて持つ利用者が増えている現状があり、精神疾患の基本的知識の重要性を伝える。

②認知症施策に関わる多職種との連携方法

・国の最新の認知症施策(オレンジプラン)を説明し、その中での介護支援専門員の役割を説明する。

・認知症ケアパス、早期診断・早期対応、認知症疾患医療センター、認知症地域支援推進員、ライフサポート

プランを説明する。

・若年性認知症施策を説明する。

・初期集中支援チームの役割と連携を説明する。

・多職種連携で在宅生活を支える事を説明する。

・高齢者が認知症以外の慢性疾患を有している場合は、認知症状がそうした慢性疾患の療養に影響を与える

恐れがあるため、療養上の留意点を把握しておくことが重要である。

【項目のポイント】

・初期から終末期まで、在宅生活を支援していく視点を明確にする。その経過の中で、医療との連携

の重要性を伝える。特に激しいＢＰＳＤが急に起こった場合など、治療の必要性を検討する。

③早期対応及び家族の支援方法

・認知症を早期発見し、適切な対応を行うことが重要である。

・認知症の場合、その家族の支援も重要である。特に介護負担を軽減する視点を持つこと、家族だけで抱え

込まないようにすることが重要である。

④地域での生活の継続の支援

・認知症の人の支援は地域全体で取り組むことが重要である。地域のサポートとは、利用者を直接支える地域

の見守り体制、認知症サポーター、徘徊高齢者 SOS ネットワークといったものがある。

・これに加えて、認知症の人を支える家族を地域が支える仕組みや、認知症ケアに携わる介護職どうしの連携

を支える仕組み、介護職と他の専門職との連携を支える仕組みなど、重層的な仕組みを構築し、それを活用

することが必要である。
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

⑤認知症の適切なアセスメントと地域の社会資源を活用したケアマネジメント

（ア）適切なアセスメントの視点

・認知症のアセスメントはチームアプローチで行い、多職種協働で情報収集及び分析する事を説明する。

・ＢＰＳＤについて、すべての認知症の人に発生するものではないことを説明する。表面的な現象だけに目を奪

われるのではなく、原因と背景を把握する方法を修得する。

・ＢＰＳＤに対するケアの基本的な方針を確認することが必要である。また、認知症ケアは多職種協働で進める

ものであるとの基本認識をしっかりと理解してもらう。

（イ）地域の社会資源の活用

・認知症に関わる社会資源は、介護保険サービスに関わる資源だけでなく、医療に関する資源、インフォーマ

ルな支援など様々なものがある。

・様々な状況等を勘案した、実践しうる複数の対応策が示せる。

・認知症等の利用者だけでなく、家族が地域での生活を継続できるように支援するケアマネジメントを実施でき

る。

【項目のポイント】

・介護支援専門員は、事例を活用して、さまざまな社会資源の具体的な活用方法を示すことが必要で

ある。

（２）ケアマネジメントの各プロセスにおける留意点

①インテーク

・初回面接の目的は相談内容の確認及び主介護者とキーパーソンの確認。

・信頼関係を樹立することが最も重要である。

②アセスメント

・認知症に適切なアセスメントは、身体状況だけでなく精神的状況や利用者の思いを明らかにすることが出来

るもので、一つのアセスメント様式で網羅できない場合は、いくつかの様式を組み合わせる事が重要である。

・情報を収集・整理する際は、利用者の言葉を聞き取るセンター方式の活用方法等が有効である。

・収集・整理した情報を分析しニーズを抽出する際は、ひもときシート等を活用することが有効である。

・アセスメントに際して、利用者の意向の確認を丁寧に行うことが重要である。

・留意すべき心身の状況は、睡眠障害、脱水、嚥下障害、排泄障害、転倒リスク、口腔機能の低下、皮膚トラ

ブル、低栄養等が、認知症の悪化を招くことを提示する。

・住環境、住まい方・生活様式、なじみの器具・物品、居住地周辺環境等も影響する事を伝える。

・コミュニケーション能力の低下している利用者は、利用者をサポートしている家族や友人等の協力を得て情

報収集を行う。

③居宅サービス計画原案作成

・優先順位のつけ方、地域の社会資源の活用方法、チームアプローチ

・複数の対応策（居宅サービス計画）の検討

④サービス担当者会議

・利用者の意向の確認、家族の介護負担の軽減、対応方法の明確化・共有

・地域の社会資源の活用に関する多職種からの意見聴取
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

⑤サービスの提供と介入

・個別サービス計画の確認、具体的サービス内容の確認、なじみの関係、適切な環境作り

⑥モニタリング

・利用者の状況変化、家族の介護状況、修正の必要性

・サービス提供状況の確認

⑦終結・フォローアップ

・短期目標の到達状況、利用者の生活状況の確認、利用者主体の選択と決定、虐待の疑いにおける通報義

務

（３）個別支援を取り巻く環境

①多職種協働

・地域ケア会議の活用

介護支援専門員、地域包括支援センター職員、行政、かかりつけ医、サービス提供事業所、友人・知人

②地域づくり

・地域生活を支える医療サービス、地域生活を支える介護サービス

・地域において認知症の正しい理解の促進

・見守りネットワーク体制の構築、ボランティアなど

（４）事例による展開

※前項（１）～（３）の内容の事例を用いて展開する

５．科目のポイント

（１）全体的な指導の視点

・認知症の種類別の原因、生活行為の改善可能性および進行、薬物療法・非薬物療法の有効性と留意点、

副作用についての講義を行った上で演習を展開する。

・演習に当たっては、課題整理総括表等や評価表等を活用し、課題分析を通じたニーズの抽出やモニタリン

グ時の評価における考え方の理解につなげる。

・認知症の特性等に関しては、医療的な内容に踏み込みすぎず、ケアマネジメントを行う上で必要な基本的知

識についての理解につながるよう留意する。

（２）演習における指導の視点と方法

・専門研修課程Ⅰの受講者は、実務研修終了後、継続的な学習及び指導的な立場の先輩介護支援専門員

や主任介護支援専門員のいる環境で従事し、経験を積んできたと考えられる。

・認知症のケアマネジメントにおいて、利用者中心の考え方に基づく情報収集の視点
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A さん（アルツハイマー型認知症）

トイレの場所が分からないのか，部屋の隅で放尿するようになり困っている。職員が付

き添い誘導しているが，うまくいくときといかないときがあり後始末が大変。

夜中にホールの隅の方で放尿することもある。

 施設での生活に慣れてきたためなのか，「いい天気だから散歩に行きましょう～」と言っ

て手を引こうとすると，払いのけて「何するの！」と言って拒否したりする等，職員に対し

て反抗的な態度や言動がみられるようになった。

周りの入所者は夜寝るのが早く，夕飯を食べ終わるとそれぞれ自分の部屋で休むが，A さ

んはホールにいて「他の人は？」と尋ねてくるので，「みんな部屋で休みました」と説明し

ても納得せず，他の入所者の居室を覗きにいくなどの迷惑な行動があり困っている。

 風呂敷や自分の着ている服に，本棚に置いてある本や食事の残りなどを包み持ち歩くこ

とが多くなった。何度もやめるように注意しているけれども言うことを聞いてくれない。

 帰宅願望が頻繁になってきた。夕方になると「家に帰る！」と言って落ち着きがなくなり，

玄関から外に出ていこうとするようになり困っている。家族に連絡し協力を求めても，「仕

事があるので…」という理由で来てくれず，非協力的である。

2015.08.05. jk。 
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 基 本 情 報 2013.8.1.現在 

利用者名 登米 Q 子さん 性別 女 生年月日 昭和 元年 ４月 ４日  

住  所 電話番号

主  訴 【相談内容】

・認知症が進み、２４時間見ているのが大変になった。畑仕事もできない。

【本人・家族の意向】

（本人）聞き取りできない。（認知症のため）

（家族）できるだけ自宅で面倒をみたいが、畑仕事をする時間がほしい。

生活状況 【性格・職業等】

・働き者で社交的。

・主婦で農業に従事

【 家 族 の 状 況 】

日常生活

自 立 度
障害高齢者の

日常生活自立度 J２ 
認知症高者者の

日常生活自立度   Ⅳ

居住環境等

サービスを

決定する人

R さん（夫）、S さん（子） 

廊下

洗
面
所

浴
室

ト
イ
レ

台所

茶の間玄関居室

三人家族
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　一部介助

　一部介助

自力で歩くが、周りの状況が理解できないため付き添いが必要。

箸を使って食べるが、注意力が続かない。言葉がけと指示が必要。

誘導によりトイレ使用。失禁がありパンツ型紙おむつ使用。交換は全介助。

入浴動作すべてに指示誘導介助が必要。タオルを渡して言葉がけすれば顔ぐらいは洗える。

順番に渡して言葉がけすれば自分で脱ぎ着する。

準備、手渡し、言葉がけをすればいくらかできる。

○○居宅介護支援事業所　（担当： 　）

TEL　　　　　　　　　 /     FAX

　　子　Ｓ　  様 続　柄緊急連絡先 電話 　０９０－ 氏　名

フ ェ イ ス シ ー ト 平成２５年　８月　１日

記　　憶

行　　動

短期記憶、手続き記憶ともに重度の障害あり。理解もできない。

徘徊、強引な介護への抵抗、もの集め等あり。普通は穏やかに過ごしている。

一部介助

　一部介助

全介助

一部介助

 特記事項

 移  動

 食  事

 排　  泄

 そ の 他

・認知症のため、慣用の挨拶をしたり相づちを打ったりすることはできるが、言葉を選んで相手に伝えることができない。

・日常生活のすべてに、言葉がけ、誘導、指示の他介助も必要。

食　事

排　泄

入　浴

A

D

移　動

主　 治　 医

　　　H１４年　　月発症

H１４年　　月発症

H１４年　　月発症病　　名

アルツハイマー病

気管支喘息

高血圧症

年　　月発症

年　　月発症

　H２５年８月１日～H２６年７月３１日

平成２０年に認知症のため検査入院している。

医療機関名

医  師  名

　病院

 先生

 備　考

　　　　（ 　　 ）

 F A X （ 　　 ）

 電　話

介 護 保 険
保険者 №

介  護  度

被保険者№

有 効 期 間

昭和　元年　  ４月  　４日　（８７才）

男　　・　　女

（ 　　 ）　　　　

（　　　）

 電　話

 F A X

フ リ ガ ナ

氏　　名 登米　Ｑ子  　様

更　衣

整　容
L

住     所
〒

 生年月日

性　　　別

要介護４

（血圧）

（体温）介 護 上 の

（カテーテル・酸素・ストーマ・じょく創　等）安定している。１８０以上入浴不可

特になし

入   浴

・

医 学 的

留 意 事 項

（感染症） なし。清 　拭

主介護者 Ｒ 　　様　　　続柄　　　夫　

・徘徊傾向が非常に強い。行方不明になったこともあり、常時監視が必要。

・毎朝の日課として、夫に手を引かれ近所の神社まで散歩に出かけている（往復４００ｍぐらい）
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登米Ｑ子さんの詳細情報 2013.8.1 現在 

１ 健康状態

(1)観察・管理の必要な

病気

(2)症状

①身体症状

②精神症状

(3)痛み

(4)病状の変化

(5)薬

(6)医療機器

(7)保健予防

(7)健康生活

(8)予定されたケア・治

療の順守

≪意向≫

平成２０年ごろから、高血圧症、気管支喘息、アルツハイマー病

と診断を受け４週間ごとに通院している。認知症は専門医の診察

も受けている。服薬により症状は落ち着いている。

下痢，排尿障害，発熱，食欲不振，嘔吐，胸痛，便秘，めまい，

浮腫，息切れ等の身体症状はみられなかった。

失見当識等、認知の症状はあるが、妄想，幻覚等の精神症状はな

い。

身体が痛いという訴えはない。

ここ３ヶ月の間に、緊急入院や緊急受診はない。

主治医に管理されている。夫によりほぼ守られているがなかなか

飲んでくれない。

服薬状況（別表）

医療機器は使用していない

定期的に通院・受診している

認知症は徐々に進行し生活に支障をきたしている。

その他は、喫煙、飲酒もせず、新たな病気もみられない。

医師から服薬等の指示はほぼ守られている。

（本人）聞き取りできない。（認知症のため）

（家族）これからも病院に連れていくし、元気に過ごさせたい。

（夫）

２ ＡＤＬ

(１)寝返り

(２)起き上がり

(３)乗り移り

(４)家の中の移動

(５)屋外の移動

(６)上半身の更衣

(７)下半身の更衣

(８)食事

自立

自立

足腰は弱ってきているが自立

歩くことはできるが目的や周りの状況が理解できず、屋内を歩き

回っている。時に玄関先に座り込んでいる。

歩くことはできるが目的や周りの状況が理解できないため、付き

添い、手引きされている。

ニコニコしながら人に声をかけながら歩いている。

着るものを選んだり、順番通りに着ることができない。

はくものを選んだり、順番通りにはくことができない。座って着

替え、自分で腰を上げられる。

自分で食べるがすぐやめてしまう。夫から指示されながら食べて
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(９)排泄

(10)整容

(11)入浴

(12)ＡＤＬの低下

(13)活動・健康増進

(14)自立度改善の可能

性

(15)要介護状態の変化

(16)転倒

≪意向≫

いる。

排泄の手順がわからない。失禁あり、紙パンツ使用し、夫により

指示介助されている。

櫛を手渡し、指示されれば髪をとかす。

動けるが手順が分からない。タオルを渡せば少しは洗うことがで

きる。

認知症の進行とともに手続きができなくなっている。足腰が弱り、

立ち座りが大変になってきている。

自分で歩けるが年々足腰が弱くなってきている。

毎朝の日課として、夫に手を引かれ近所の神社まで散歩に出かけ

ている（往復４００ｍぐらい）。段差のある玄関を上がり降りし

ている。

認知症により意識できない。身体を動かしているが年々低下して

いる。

認知症の進行とともに指示の必要性、介護の拒否、失禁等が多く

なった。

ここ 3 ヶ月の間に２回転んでいる。玄関先で転倒したが、怪我は

なかった。詳細は不明。認知症のため環境の危険性が理解できな

い。

（本人）聞き取りできない。（認知症のため）

（家族）数年前、薬が合わなくて歩けなくなった。歩けるように

回復したので、これからも出来るだけ弱くならないように

してあげたい。（夫）

３ ＩＡＤＬ

(1)炊事

(2)家事一般（掃除・洗

濯・整理等）

(3)金銭管理

(4)薬の管理

(5)電話使用

(6)買い物

(7)交通手段の利用

≪意向≫

全支援。手続きが分からないがやろうとする様子は見られる。

側について「漬物等を切ってください」等とお願いすると、２～

３切れは切るが続かず、うろうろしてしまう。息子さんが支援し

ている。

全支援。手続きが分からないがしようとする。お客さんが来ると、

台所等にある茶碗や野菜等を出しもてなそうとする。

全支援。計算や金銭の理解ができない。

全支援。服薬の必要性と方法がわからない。

全支援。手続きが分からない。

全支援。手続き計算、買い物の理解ができない。

利用していない。

（本人）聞き取りできない。（認知症のため）

（家族）本人の出来そうなことを探して、やってもらおうと思っ
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ているが、すぐに注意が逸れてしまい続かない。（息子さ

ん）

４ 認知

(1)記憶

①短期記憶

②手続き記憶

③日常生活の判断

④記憶・判断力の低

下

(2)せん妄

≪意向≫

今言われたことをすぐ忘れる。最近は言われていることも理解で

きなくなっている。

一日何度も茶の間と台所と玄関に行き、何かをしようとするが、

手続きが分からずウロウロしている。

判断できない。行動すべてに指示や誘導を受けている。

アルツハイマー病と診断されており、徐々に進行している。

一時的な錯乱等はない。

（本人）聞き取りできない。（認知症のため）

（家族）できるだけ困らないようにしてあげたいと思っている。

 でも、ずっと見ていると疲れてしまう。（夫）

５ コミュニケーショ

ン能力

(1)聴覚

(2)相手に理解させる

こと

(3)相手を理解するこ

と

(4)コミュニケーショ

ン能力の低下

(5)視覚

≪意向≫

聞こえる

慣用の挨拶をしたり相づちを打ったりすることはできるが、言葉

を選んで相手に伝えることができない。

ありきたりの返事はするが理解はできていない。

認知症の進行とともに低下しているが緩やか。

見える。視覚障害、低下もない。

（本人）聞き取りできない。（認知症のため）

（家族）できるだけ聞いてあげようと思っているが、伝わらない

のでイライラすることがある。（息子さん）

６ 社会との関わり

(1)関わり

(2)気分

誰とでもニコニコして関わっているが、夫からの指示介護が理解

できずに強引な対応をされると反発することがある。

しかし、普段は夫と一緒に過ごしており、夫と妹さん、息子さん

は身内であることが分かっているようだ。

夫が介護する際言っても理解できないため、無理やり手を引いた
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≪意向≫

り立たせたりすると怒るぐらいで、不安，悲しみ，落ち込み等気

分の変化は少ない。

（本人）聞き取りできない。（認知症のため）

（家族）もともと話好き世話好きだったので、楽しく過ごすこと

ができるといい。（息子さん）

７ 排尿・排便

(1)尿失禁

(2)おむつ使用

(3)便失禁

≪意向≫

常に失禁あり。認知症により、尿意とトイレに行くことが理解で

きない。

失禁のため、常時紙パンツを使用している。

常に失禁あり。認知症により便意とトイレに行くことが理解でき

ない。

（本人）聞き取りできない。（認知症のため）

（家族）失敗しても自分が面倒をみます。（夫）

８ 褥瘡・皮膚の問題

≪意向≫

じょく創、皮膚疾患はない。

（本人）－－－

（家族）－－－

９ 口腔衛生

≪意向≫

指示されて歯磨きをし、清潔が保たれている。

（本人）－－－

（家族）－－－

10 食事摂取 

≪意向≫

体重増減なし。一日三食しっかり食べている。お茶等は飲みたが

らないが、食事で水分が取れている。嚥下にも問題ない。

（本人）－－－

（家族）－－－

11 問題行動（行動障 
害）

(1)行動障害

①徘徊

②乱暴な言葉・行動

③混乱させる行動

④ケアの拒否抵抗

⑤行動障害の悪化

何かをしようとして家の中をウロウロしている。外にも出たがり、

一人で外出すると戻って来れない。先月も夕方夫が目を離した時

に一人で出かけ、近所の人に連れて来られた。

夫からの指示や介護が理解できずに、強引な対応をされると抵抗

し、毎回「やみすけ！」「なにすんだ！」等と大きい声を出す。

お菓子や湯のみ、夫の服やテレビのリモコン等を下駄箱やタンス

にしまいこんでしまう。

夫からの指示介護が理解できずに、強引な対応をされると抵抗す

る。なかなか薬を飲んでくれない。
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(2)向精神薬

≪意向≫

認知症の進行とともに重度化しているが緩やか。

抗精神病薬（グラマリール、セレネース）服用。副作用もなく安

定している。抗不安，抗うつ薬，睡眠薬は服用していない。

（本人）聞き取りできない。（認知症のため）

（家族）頭では分かっているつもりだが、対応が難しい。困って

いるが仕方がない。見ているだけでイライラすることがあ

る。（夫、息子さん）

12 介護力 
(1)介護者

(2)介護負担・ストレス

≪意向≫

夫と息子さんの３人暮らし。主介護者は夫のＲさんでＡＤＬと精

神的な支援をしている。副介護者は息子のＳさんでＩＡＤＬと精

神的支援をしている。両名とも、R さんは高齢、S さんは仕事が

あり、これ以上介護量を増やすのは難しい。

夫のＲさんは、疲れて横になっていることが多くなった。

息子のＳさんは、父の介護に関する曖昧な対応（面倒をみるとい

ってみていない等）にストレスを感じている。

（本人）聞き取りできない。（認知症のため）

（家族）大変だが、出来るだけ自分が面倒を見ようと思っている。 
（夫）

 父の意向に沿うよう努めているが、施設も考えている（息

 子さん）

13 居住環境 

≪意向≫

玄関先に段差あり。手すりもない。

（本人）聞き取りできない。（認知症のため）

（家族）手すりを付けても使い方が分からないと思うので介助し

 ます。（夫）

14 特別な状況 

≪意向≫

虐待等はみられない。

衛生面は息子さんにより保たれている。

（本人）－－－

（家族）－－－

その他 週２～３日、近所の妹さんが会いに来てくれている。何度も繰り

返す同じ話を根気良く聞いてくれている。
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（別表）服薬状況

薬剤名 量 効能

グラマリール 25 ３錠 抗精神病薬（徘徊、せん妄、攻撃…

セロクラール 20 ３錠 血液循環改善薬（脳の働きを活発に

フルペンＡ ３錠×３ 去痰剤（気管支炎

ノルバスク 5 １錠 降圧剤

アリセプト 5 １錠 脳代謝賦活薬（認知症

フロセミド 40 １錠 利尿降圧

メプチンミニ ２錠×２ 鎮咳薬（喘息

ユニフィル １錠 喘息発作予防

セレネース １錠 抗精神病薬（幻覚、妄想、うつ…

2013.8.29.jk 

≪意向≫ （本人）聞き取りできない。（認知症のため） 

（家族）出来るだけ自宅で面倒をみたいと思っている。（夫）
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ケアプラン策定のための課題検討用紙 アセスメント基準日 ：  平成 ２５年 ８月 １日

項 目 細 目 
ﾁｪｯ

ｸ
検討が必要な具体的状況 原 因 本人，家族の意向 

自立に向けた可能性，維持の必要
性，低下・悪化の危険性，ケアの必
要性 

生活全般の解決すべき

課題(ニーズ） 
ケアの方向性

１.健康状態

① 既往歴 × ・アルツハイマー病進行あり，記憶障害が
顕著。

（本人）認知症のため聞き取り
できない。 
（家族）元気に過ごさせたい。
（夫） 

② 主傷病 ○ 

③ 症状 ○ 

④ 痛み × 

⑤ その他 × 

２.ＡＤＬ

① 寝返り × ・歩くことはできるが、目的や周りの状況が
理解できず、屋内を歩き回っている。時に
玄関先に座り込んでいる。目的や周りの状
況が理解できないため、付き添い、手引き
されている。
・順番通りに着ることができない。はくものを
選んだり、順番通りにはくことができない。
座って着替え、自分で腰を上げられる。
・自分で食べるが、すぐやめてしまう。夫か
ら指示されながら食べている。
・排泄の手順がわからない。失禁あり、紙パ
ンツ使用し、夫により指示介助されている。
・櫛を手渡し、指示されれば髪をとかす。
動けるが、入浴の手順が分からない。タオ
ルを渡せば少しは洗うことができる。
・認知症の進行とともに手続きができなくな
っている。
・足腰が弱り、立ち座りが大変になってきて
いる。
・ここ３ヶ月の間に２回転んでいる。玄関先
で転倒したが、怪我はなかった。詳細は不
明。

（本人）認知症のため聞き取り
できない。 
（家族）これからも出来るだけ
弱くならないようにしてあげた
い。（夫） 

② 起きあがり × 

③ 移乗 × 

④ 歩行 ○ 

⑤ 着衣 ○ 

⑥ 入浴 ○ 

⑦ 排泄 ○ 

⑧ その他 ○ 

３.ＩＡＤＬ

① 調理 ○ ・全支援。手続きが分からないが、やろうと
する様子は見られる。側について「漬物等
を切ってください」等とお願いすると、２～３
切れは切るが続かず、うろうろしてしまう。息
子さんが支援している。
・お客さんが来ると、台所等にある茶碗や
野菜等を出し、もてなそうとする。
・計算や金銭の理解ができない。
・服薬は夫により管理されているが，なかな
か飲んでくれない。

（本人）認知症のため聞き取り
できない。 
（家族）本人の出来そうなこと
を探して、やってもらいたい。
（息子さん）。 

② 掃除 ○ 

③ 買物 ○ 

④ 金銭管理 ○ 

⑤ 服薬状況 ○ 

⑥ その他 × 

４.認知

① 日常の意思決定を行うた

めの認知能力の程度 

○ 

・今言われたことをすぐ忘れる。最近は忘れ
る前に、言われていることも理解できなくな
っている。
・一日何度も茶の間と台所と玄関に行き、
何かをしようとするが、手続きが分からすウ
ロウロしている。
・判断できない。行動すべてに指示や誘導
を受けている。

（家族）できるだけ困らないよう
にしてあげたいと思っている
（夫）。 

５.コミュニケー

ション能力

① 意思の伝達 ○ ・慣用の挨拶をしたり相づちを打ったりする
ことはできるが，言葉を選んで相手に伝え
ることができない。
・ありきたりの返事はするが，理解はできて
いない。

（家族）できるだけ聞いてあげ
ようと思っている（息子さん）。 

② 視力 × 

③ 聴力 × 

④ その他 × 

６.社会との関

わり 

① 社会的活動への参加意欲 × ・誰とでもニコニコして関わっているが，夫
から強引な対応をされると反発することがあ
る。

（本人）認知症のため聞き取り
できない。 
（家族）楽しく過ごすことができ
るといい（息子さん）。 

② 社会との関わりの変化 × 

③ 喪失感や孤独感 × 

④ その他 ○ 

課題分析手法名： １２８

利用者名：  登 米 Ｑ 子   様
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項 目 細 目 
ﾁｪｯ

ｸ
検討が必要な具体的状況 原 因 本人，家族の意向 

自立に向けた可能性，維持の必要
性，低下・悪化の危険性，ケアの必
要性 

解決すべき課題  (ニ

ーズ） 
ケアの方向性

７.排尿・排便

① 失禁の状況 ○ ・常に失禁あり。常時パンツタイプの紙おむ
つを使用している。

（本人）認知症のため聞き取り
できない。 
（家族）失敗しても自分が面倒
をみます（夫）。 

② 排尿排泄後の後始末 ○ 

③ コントロール方法 × 

④ 頻度 × 

⑤ その他 × 

８.褥瘡・皮膚

の問題 

① 褥瘡の程度 × 問題なし。 

② 皮膚の清潔状況 × 

③ その他 × 

９.口腔衛生

① 歯の状態 × 問題なし。 

② 口腔内の状態 × 

③ 口腔衛生 × 

10.食事摂取

① 栄養 × 問題なし。 

② 食事回数 × 

③ 水分量 × 

④ その他 × 

11.問題行動

（行動障害） 

① 暴言暴行 ○ ・夫から強引な対応をされると抵抗し、毎回
「やみすけ！」「なにすんだ！」等と大きい
声を出す。
・何かをしようとして家の中をウロウロしてい
る。
外にも出たがり，一人で外出すると戻って
来れない。先月も夕方夫が目を離した時に
一人で出かけ，近所の人に連れて来られ
た。
・お菓子や湯のみ，夫の服やテレビのリモ
コン等を下駄箱やタンスにしまいこんでしま
う。
・薬をなかなか飲んでくれない。

（家族）困っているが仕方がな
い。（夫、息子さん）。 

② 徘徊 ○ 

③ 介護の抵抗 ○ 

④ 収集癖 ○ 

⑤ 火の不始末 × 

⑥ 不潔行為 × 

⑦ 異食行動 × 

⑧ その他 × 

12.介護力

① 介護者の有無 × ・夫は，疲れて横になっていることが多くな
った。
・息子のＳさんは、父の介護に関する曖昧
な対応（面倒をみるといってみていない等）
にストレスを感じている。

（家族）大変だが，出来るだけ
自分が面倒を見ようと思ってい
る（夫）。父の意向に沿うよう努
めている（息子さん）。 

② 介護者の介護意思 ○ 

③ 介護負担 ○ 

④ 主な介護者に関する情報 × 

⑤ その他 × 

13.居住環境

① 住宅改修の必要性 ○ ・玄関先に段差あり。転んでいる。 （家族）手すりを付けても使い
方が分からないと思うので介
助します（夫）。 ② 危険個所等 ○ 

14.特別な状

況 

① 虐待 × 問題なし。 

② ターミナルケア × 

③ その他 × 
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介護支援専門員 専門研修課程Ⅰ 

⑥-４ケアマネジメント演習

「入退院時等における医療との連携に関する事例」 

（目的） 

 入退院時等における医療との連携に関する事例を用いて講義・演習を行うことにより，医

療との連携に必要な知識及び医療との連携を踏まえたケアマネジメント手法を修得する。 

（内容） 

・高齢者に多い疾病の特徴とその対処法，感染予防に関する講義を行う。

・医療職（特に主治医）や医療機関との連携方法等に関する講義を行う。

・入退院時等における医療との連携に関する事例を用いて，適切なアセスメントを行う際の

重要なポイントや，社会資源を最大限に活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を

修得する。 

・１つの事例について様々な状況等を勘案した，実践しうる複数の対応策（居宅サービス計

画の作成）が検討できるよう，必要な知識・技術を修得する。 

形態 時間 内 容 備考 

講義 90分 
・高齢者に多い疾患とその対処

・医療の専門性と介護支援専門員の専門性 ・居宅介護支

援の手引き 

・医療連携図 演習 120分 
・医療連携

入退院時における，医療・介護のしくみ

個人 

グループ 
30分 

・振り返り

・意見交換
記録シート 
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

１．目的

入退院時等における医療との連携に関する事例を用いて、講義・演習を行うことにより、医療との連携に必要

な知識及び医療との連携を踏まえたケアマネジメント手法を修得する。

２．内容

・高齢者に多い疾病の特徴とその対処法、感染予防に関する講義を行う。

・医療職（特に主治医）や医療機関との連携方法等に関する講義を行う。

・入退院時等における医療との連携に関する事例を用いて、適切なアセスメントを行う際の重要なポイントや、社

会資源を最大限に活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を修得する。

・１つの事例について様々な状況等を勘案した、実践しうる複数の対応策(居宅サービス計画の作成)が検討でき

るよう、必要な知識・技術を修得する。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修
⑩ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の意義」を理解した上で、

「⑮-1～6 ケアマネジメントの展開」の疾患別事例を通して医療との連携を理解する

専門研修課程Ⅰ

専門研修課程Ⅱ
②-4 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

「入退院時における医療との連携に関する事例」を学ぶ

主任介護支援専門員

研修
⑦ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実現

主任介護支援専門員

更新研修

②-4主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導・支援の実践

「入退院時等における医療との連携に関する事例」

⑥-4 ケアマネジメントの演習

「入退院時等における医療との連携に関する事例」

講義・演習

４時間
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①高齢者に多い疾患の特徴とその対処法につ

いて説明できる。
● ● （１）

②高齢者の感染症の知識とその予防法につい

て説明できる。
● ● （１）

③医療機関との連携方法に関しての様々な方

法について説明できる。
● ● （２）

④入退院時等に必要な利用者のアセスメント

を理解し工夫を実施できる。
● ● ● （３）

⑤高齢者の入退院時等に関する多様な背景を

理解し、ケアマネジメントを実施できる。
● ● ● （３）

⑥入退院時等の医療との連携について、複数の

対応策の提案を実施できる。
● ● ● （３）

⑦入退院時に合わせた地域の社会資源の活用

を実施できる。
● ● ● （３）
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）高齢者に多い疾患の特徴とその対処法、感染予防について

①高齢者に多い疾患の特徴とその対処法

（ア）環境変化

・高齢者にとって環境の変化は心身機能に大きな影響を及ぼす。

・入退院という環境変化は、高齢者や周囲の生活を変化させる要因となる。

・入院によって、ケアの内容、方法、ケアを担う人が変わることは、高齢者にとって大きな不安要素（リスク）で

あることを理解する。

・認知機能の低下は、入院直後から現れる場合も多い。

・入院の長期化によって、高齢者の心身機能や意欲低下を助長し、自立のきっかけを失うことに繋がる場合も

ある。

・自宅、施設、居住系施設等、入院前の環境、退院先のルートは様々である。

・どこから入院し、どこへ退院していくのか、環境アセスメントの視点が大切である。

・速やかな入退院の支援は、介護支援専門員の重要な役割である。

・入院時から退院支援が始まっているという意識を、医療機関側と共に共有することが大切である。

（イ）高齢者に多い疾患の特徴とその対処法

・高齢者の身体機能の低下は、個人差が大きい。

・身体機能の低下が、いくつもの臓器や生理機能と複雑に重なる。

・入院時から退院後の生活を意識して、退院後の生活環境の変化によるADL低下の予防や、廃用症候群に

たいして予防的なリハビリテーションを行う必要がある。

・高齢者は多数の薬を服用している場合があり、薬剤の相互作用や副作用に注意する必要がある。

・高齢者に多い主な疾患として、老年症候群、廃用症候群（生活不活発病）、脱水、低栄養、動脈硬化、転倒

などがある。

・それぞれの疾患の特徴に応じたケアを提供すると共に、入退院という環境変化の中で、高齢者の不安が少

しでも軽減できるよう、医療機関側と介護支援専門員は密な連携を図ることが必要である。

②感染予防

・入退院時においては、どのような環境から入院し、どのような環境へ退院するのか、医療機関側と情報共有を

しておく。

・施設や居住系施設等で集団生活をしている場合などでは、二次的感染を引き起こす可能性も高い。

・様々な人が高齢者のケアに介在するため、常に感染予防に対する意識を高めておくことは重要である。

・インフルエンザ、ノロウイルス、疥癬、結核、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎など、高齢者が罹患しやすい感染症の知識

や予防の方法等を学んでおくことは重要である。

・高齢者の中には、不衛生な住環境で生活している者もいる。感染の可能性が高い環境かどうか、感染予防

が可能な環境かなど、入退院時の環境アセスメントが大切である。

・家族背景やネグレクトの状況などの情報も、医療機関側と共有しておくことが大切である。ただし、個人のプラ

イバシーに関わることであり、感染に関する情報の取り扱いには、十分留意する必要がある。

・感染予防は、退院後のケアを担う者にとっても二次的感染を防ぐ意味で大変重要である。
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（２）医療職と介護職の各ルール

・医師は医療の専門家、介護支援専門員は介護保険制度における生活支援のためのケアマネジメントをおこ

なう専門家である。

・言語、思考プロセス、スピード感など、実践場面において医療と介護は違いがある。

・医療機関の機能は様々であり、各医療機関は、機能分化と医療連携によって関係が整理されている。

・介護支援専門員は、どの医療職と連携をするのか、まず確認をする。

・医療職が必要とする情報は、介護支援専門員が伝えたい情報とは異なる場合があることも認識しておく。

（３）入退院時における連携

①入院前・入院時における連携

・担当介護支援専門員であることを、病院に伝える。

・在宅の生活状況を、アセスメント情報として病院に提供する。

・在宅主治医（かかりつけ医）やサービス事業者に、速やかに連絡する。

・地域医療連携担当窓口（地域医療連携室や医療福祉相談室等）に顔を出し、情報共有のきっかけをつくる。

・利用者家族と急病等で入院した場合の介護支援専門員への連絡方法等を話し合っておく。（特に独居や認

知症の場合等）。

② 院中における連携

・入院後速やかに、利用者が入院している病院を訪問する。

・病院側と、情報共有する旨を、利用者家族に了解を得る。

・医療ソーシャルワーカー（MSW）等に連絡をいれることができる（事例）。

・利用者家族に連絡し、在宅の状況や今後の意向について確認の面接をおこなう（入院中に意向が変動する

ことも踏まえる）。

・退院の見通しについて、病棟に確認する。

・必要に応じて、入院中カンファレンスに参加する。

・利用者の病状等についてサービス事業者と情報共有をする。

③退院前における連携

・家族に退院日時の確認をする。

・必要に応じて病院側に、退院前カンファレンスの開催を要請し、参加する。

・医師、看護師、薬剤師、栄養士、セラピスト等、各医療職から、退院に向けて必要な情報を得る。

・退院に向けて、今後の病状変化等、予後予測を踏まえて確認をした上で、医療情報を居宅サービス計画に反映

する。

・サービス事業者に対し、退院日時の連絡とともに、個別サービス計画に反映できる情報を提供する。

・退院後に急変等があった場合、病院側の受け入れ体制や対応の流れ、緊急時の連携方法等を確認する。

・退院に向けた家族の心配や不安等を、速やかに病院側に伝える。

④退院後における連携

・退院後、病院側に退院後の生活状況報告をする。

・退院後、通院・治療が同一病院で行われる場合は、継続的な連携に努める。

・継続した医療サービスをどのように行うかを念頭に置き支援する。
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５．科目のポイント

・医療職と連携をすることに対する苦手意識が有る場合、それを払拭する。

・看護、リハビリテーション、福祉用具の活用、認知症、医療連携をはじめとする多職種協働などの基本的な知

識についての講義を行った上で演習を展開する。

・１つの事例から複数の対応策(居宅サービス計画（案）)を検討し、その中から最適なものを判断する視点を養

う必要性について気づきを促す。

・多様な保健・医療・福祉サービス及び社会資源を組み込んだ複数の居宅サービス計画を示し、各サービス

や社会資源を活用する視点について理解を促す。
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利用者・患者に対する介護・医療連携 （平成30年度改訂後）

退院

介護支援専門員 ～介護保険（介護報酬）～

医療機関 （医師，看護師，社会福祉士，OT・PT等） ～医療保険（診療報酬）～

入院時・情報連携加算
・3日以内（200単位）
・7日以内（100単位）
生活,介護情報等提供

介護支援連携指導料（400点）
・保険医療機関に入院中の患者に対して,当該患者の同意を得て,医師又は医 師の指示を受けた看護師,社会福祉士等が介護支援専
門員と共同して,患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス等や退院後に利用可能な介護サービス等について説
明及び指導を行った場合に,入院中２回に限り算定（退院時共同指導料２加算時には算定不可）

・指導の内容を踏まえ作成されたケアプラン等については,患者の同意を得た上で,当該介護支援専門員に情報提供を求める
退院前訪問指導料（580点） 在宅生活指導(OT･PT)

退院退所加算 退院後の生活支援の準備,病院職員と面接しアセスメント情報収集
・担当医等とカンファレンス参加（1回600単位, 2回750単位, 3回900単位）
・カンファレンス参加なし（1回450単位, 2回600単位）
※ケアプランに反映させ，医療機関の求めによりケアプランを提出する

診療情報提供料(1) （250点） B009
・患者の同意を得て,居宅介護支援事業者
等に対して,診療状況を示す文書を添えて,
当該患者に係る保健福祉サービスに必要
な情報を提供した場合に算定（月１回限り）

※介護支援連携指導料等を算定していない医療
機関でもこの提供書で情報を得ることができる。

・ケアプラン策定・見直し
➤医療系サービス利用の意見を求めた主治医
等に対してケアプランを交付する（義務）

➤利用者の状態等について,主治医等に必要な
情報伝達を行う（義務）

退院時共同指導料２（400点） 多機関共同指導加算（2,000点）
・在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等,保険医である歯科医師若しくはその 指示を受けた歯科衛生士,保険薬局の保険
薬剤師,訪問看護ステーションの看護師等（准看除く）,理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士,介護支援専門員のうちいずれか
３者以上と共同して指導を行った場合に,多機関共同指導加算を算定

2018.04.17.宮城県ケアマネジャー協会

入退院支援加算１（一般600点，療養1200点） 3日以内退院困難抽出,7日以内に本人･家族と面談,7日以内にカンファレンス実施
・20以上の医療機関または介護サービス事業所等と転院・退院体制についてあらかじめ協議し,連携を図っている ・連携医療機関介
護サービス事業所等の職員と退院支援・地域連携職員が年３回以上の頻度で面会し，転院・退院体制について情報の共有等を実施

・加算の算定対象病床100床当たり年間15回以上（療養病棟等は10回以上）
入退院支援加算２(一般190点，療養635点） 7日以内退院困難抽出,早急に本人･家族と面談,カンファレンス実施

入院

【入退院支援加算の施設基準】

入退院支援部門
・専従１名 (看護師または社会福祉士)

病棟配置,連携，
入退院支援計画
・予約入院者の入院前情報収集
・退院困難要因,問題,課題
・退院に向けた目標,支援概要等】

利用者・患者

緊急時等居宅カンファレンス加算（200単位） 病院等の求めにより月２回まで
特定事業所加算Ⅳ（125単位） 退院・退所加算の算定に医療機関等と連携を年間３５回以上行い,ターミナルケアマネジメント加算を年間５回以上算定
ターミナルケアマネジメント加算（400単位） 末期癌で在宅で死亡した利用者が対象
①24時間連絡がとれる居宅介護支援体制を確保 ②14日以内に２日以上在宅を訪問，主治医の助言を得て支援を実施 ③利用者状況把握と記録，主治医及びサービス事業者へ情報提供
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記入日：　　　年　　　月　　　日

入院日：　　　年　　　月　　　日

:　　　年　　　月　　　日

入院時情報提供書

　年　　　　月　　　　日 生

□ 自立   □ J１   □ J２   □ A１   □ A２   □ B１   □ B２   □ C１   □ C２

□ 自立    □　Ⅰ    □　Ⅱa    □　Ⅱb    □　Ⅲa    □　Ⅲb    □　Ⅳ     □　M

TEL

TEL： TEL

*＝診療報酬　退院支援加算１．２「退院困難な患者の要因」に関連
「退院前訪問指導」を実施する場合の同行 □ 希望あり

同封の書類をご確認ください。
□居宅サービス計画書1.2.3表　　　□その他（ ）

本人の生活歴

入院前の本人の
生活に対する意向  □ 同封の居宅サービス計画（１）参照

入院前の家族の
生活に対する意向  □ 同封の居宅サービス計画（１）参照

４．入院前の介護サービスの利用状況について

「退院前カンファレンス」への参加

退院後の世帯状況 □ 独居　　　□ 高齢世帯　　　□子と同居（家族構成員数 　名　）　＊□ 日中独居
□その他（ ）

特記事項

□ 希望あり ・具体的な要望（ ）　　　

家族や同居者等によ
る虐待の疑い*

医療機関 居宅介護支援事業所
医療機関名：

ご担当者名：

事業所名：

ケアマネジャー氏名：

ＴＥＬ： FAX：

在宅生活に
必要な要件

退院後の主介護者 □本シート２に同じ　　□左記以外（氏名 　　続柄　　　　　　・ 年齢　　　　　）

３．本人／家族の意向について

６．カンファレンス等について（ケアマネジャーからの希望）
「院内の多職種カンファレンス」への参加 □ 希望あり

入院前の介護
サービスの利用状況

５．今後の在宅生活の展望について（ケアマネジャーとしての意見）

□なし
□あり（ ）

介護力* □介護力が見込める（　□十分　　・　　□一部　）　　 □介護力は見込めない　　□家族や支援者はいない

世帯に対する配慮 □不要
□必要（ ）

世帯構成

キーパーソン

主介護者氏名

□独居　　　□高齢者世帯　　□子と同居 　　□その他（ ）
＊□日中独居

本人の趣味・興味・
関心領域等

生年月日

 特記事項（ ）

 住居の種類（ 戸建て・　集合住宅）． 　　　階建て．  居室　　　階．    　エレベーター（有　・無）

入院時の要介護度 □ 要支援（　　　　）　　□要介護（　　　　）　　有効期間：　　　年　　　月　　　日　　～　　年　　　月　　　日
□ 申請中(申請日　　　／　　 ）　　　□区分変更（申請日 　／　　）　　□ 未申請

住環境
※可能ならば、「写真」な

どを添付

２．家族構成／連絡先について

□ケアマネジャーの判断

利用者(患者)／家族の同意に基づき、利用者情報(身体・生活機能など)の情報を送付します。是非ご活用下さい。

住所 電話番号

患者氏名
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 年齢 　　才 性別

　明・大・昭

〒

男　    女
１．利用者(患者)基本情報について

□医師の判断

情報提供日

障害高齢者の
日常生活自立度

連絡先

（続柄　　　・　　才）

（続柄　　　・　　才）

認知症高齢者の
日常生活自立度

介護保険の
自己負担割合 □ 割      □ 不明 障害など認定 □ なし　□ あり（　身体 ・ 精神 ・ 知的　）

（同居・　別居）

年金などの種類 □ 国民年金　　□ 厚生年金　　□ 障害年金　　　□ 生活保護　　□ その他( 　　　)
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□ なし　　□ あり（ ）

□ 杖 　□ 歩行器 　□ 車いす　 □ その他

□ 杖 　□ 歩行器 　□ 車いす　 □ その他

全介助

　(　)　回／日　（　朝　   時頃　 ・昼　    時頃　 ・夜　    時頃　）

□ 普通 　□きざみ　□ 嚥下障害食　□ ミキサー

□ 経口　　□ 経管栄養 □ なし　□ あり 水分制限 □ あり（ 　）□ なし　□不明

□ なし　□ あり

□ なし　□ あり

*＝診療報酬　退院支援加算１．２「退院困難な患者の要因」に関連

疾患歴*
□なし
□悪性腫瘍　　□認知症　　□急性呼吸器感染症　　□脳血管障害　　□骨折
□その他（ ）

入
院
歴
*

最近半年間での入
院

□なし　　　□あり （理由： 期間：　H　　　　年　　　月　　　日　～　H　　　年　　　月　　　日）
□不明

入院頻度 □ 頻度は高い／繰り返している　　　□ 頻度は低いが、これまでにもある　　　□ 今回が初めて

意思疎通 問題なし やや難あり 困難

精神面における
療養上の問題

□なし
□幻視・幻聴　　□興奮　　□焦燥・不穏　　□妄想　　□暴力/攻撃性　　□介護への抵抗　　□不眠
□昼夜逆転　　□徘徊　　□危険行為　　□不潔行為　　□その他（ ）

コミュニケーションに関する特記事項：

無 有 　　　　　本くらい／日 無  有　 合くらい/日あたり

全介助自立 見守り 一部介助

UDF等の食形態区分

服薬状況 □ 処方通り服用 □ 時々飲み忘れ □飲み忘れが多い、処方が守られていない □服薬拒否

お薬に関する、特記事項

入院前に実施している
医療処置*

□なし
□点滴   □酸素療法   □喀痰吸引   □気管切開   □胃ろう   □経鼻栄養   □経腸栄養   □褥瘡
□尿道カテーテル　　□尿路ストーマ　　□消化管ストーマ　　□痛みコントロール　　□排便コントロール
□自己注射（ ）　　□その他（ ）

８．お薬について　　　※必要に応じて、「お薬手帳（コピー）」を添付

内服薬 □ なし　　　□ あり（ 　） 居宅療養管理指導

薬剤管理 □ 自己管理　　　□ 他者による管理　（・管理者： ・管理方法： 　　　）

（職種：   ）

９．かかりつけ医について

かかりつけ医機関名

医師名
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 診察方法

・頻度
□通院 　　 □ 訪問診療
・頻度＝（ ）回　／　月

電話番号

睡眠の状態 良 不良（ ） 眠剤の使用

喫煙 飲酒

コミュニケー
ション能力

視力 問題なし やや難あり 困難 眼鏡 □ なし　□ あり（ ）

聴力 問題なし やや難あり 困難 補聴器 □ なし　□ あり

言語 問題なし やや難あり 困難

排泄
*

排尿 自立 見守り 一部介助 全介助 ポータブルトイレ □ なし　　□ 夜間　　　□常時

排便 自立 見守り 一部介助 全介助 オムツ／パッド □ なし　　□ 夜間　　　□常時

食事
内容

食事回数

食事形態

食事制限

不良 著しく不良 口臭 □ なし　　□ あり

摂取方法

□ あり（ 　）□ なし　□不明

水分とろみ

口腔
嚥下機能 むせない 時々むせる 常にむせる 義歯 □ なし　　□ あり(　部分　・　総　）

口腔清潔 良

７．身体・生活機能の状況／療養生活上の課題について
麻痺の状況 なし 軽度 中度 重度 褥瘡の有無

移動(屋外）移　　乗 自立 見守り 一部介助 全介助
A
D
L

移　　動

食　　事 自立 見守り 一部介助 全介助

全介助

入　　浴

自立 見守り 一部介助 全介助

整　　容 自立 見守り 一部介助

自立 見守り 一部介助更　　衣 自立 見守り 一部介助 全介助 起居動作

移動(室内)
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   平成　　　年　　　月　　　日

電話番号

□ 生活保護 □ 年金　　【種類：□ 国民年金 □ 厚生年金 □ 共済年金 □ その他（ 　）　】

手帳等 □ 無 □ 有（ □ 身体 □ 精神 □ 療育 □ 難病〔特定疾患〕）

□ 申請中 （ □ 身体 □ 精神 □ 療育 □ 難病〔特定疾患〕）

□ □ □ □
□ 事業対象者 要支援　１　２　　　要介護　１　２　３　４　５　　有効期間（平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日）

□ □ 他（同居者： 　）　主介護者（　　 　　）　キーパーソン（　　 　　）

　家族以外の支援者：　□ 無 □ 有（　　 　）

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □ □ 有 □ 無

□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ 有 □ 無

□ □ □ □

□ □ □ □ □ 無 □ 有（□ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □

□ 無 □ 有 □ □ Ⅰ □ Ⅱa □ Ⅱb □ Ⅲa □ Ⅲb □ Ⅳ □ M

　問題：　□ 無 □ 有　（特記事項：　　 　　）

□ 無 □ 有（□ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ その他（　　 　　）

□ 無 □ 有 ⇒ □ □

□ □ □ □ 痰 □ □ 尿 □ □

◎今後の治療等（治療内容・服薬・受診予定・退院後の注意点・リハビリ目標等）

自立

介護への抵抗

経済状況

病院名　　　　

経鼻

訪問看護

家族等

◎病院からの患者・家族への病状の説明内容

とろみ付） （摂取量　　　割）

褥瘡

　感染症　

処置の対応方法 家族

暴力

十分 不十分　（問題点：　  　 　）

気管切開 喀痰吸引 胃ろう

不潔行為

HBV HCV MRSA：保菌 発症（部位：

その他（　　 　　）

血液 創部） その他（　　 　）

理解状況

危険行為

不眠

夜間）

幻視・幻聴 興奮 不穏 妄想 昼夜逆転　

徘徊

入浴の制限： シャワー浴 清拭

尿器 オムツ リハビリパンツ（ポータブル

副食： 通常 一口大

 水分摂取量：1日　　　　ｍｌ　 とろみ剤使用：

極小刻み ミキサー （

（　　 　　Kcal 糖尿病食 経管栄養

米飯 全粥 ミキサー　 （摂取量 　割）

医療処置

認知症

療養上の
問題

バルーンカテーテル ストマ

刻み

世帯： 独居

車いす

　緊急連絡先：氏名　　 　住所　 　続柄　 　　電話　　

普通食

服薬管理

高血圧食 腎臓病食 その他　）

その他（　　 　　）

意思疎通困難

更　  衣

入  浴

排  泄

その他（　　 　）　　

理解力

場所： トイレ

一
部
介
助

全
介
助

食　  事

移動方法

移乗方法

口腔清潔 義歯：

治療食

主食：

杖使用 歩行器使用 装具・補助具使用

　病棟での様子(空欄に特記）ＡＤＬ
自
立

見
守
り

病院主治医 在宅主治医

新規申請中 非該当
介護認定

退院支援情報収集シート （ケアマネジャー用）

　氏名 生年月日  明・大・昭 　　　年　 　月　 　 日 年齢   歳 性別 男　・　女

入院の原因と
なった病名

合併症

既往歴
　平成　 　年　 　月　 　日入院日

退院予定日 　平成　 　年　 　月　 　日頃 

　家族への
介護指導

常時

住所 自宅番号　：　　 　　携帯番号：

障がい等の認定

未申請 区分変更中

禁忌事項
（禁忌動作含む）

面談日時 平成　　　年　　月　　日（　　）　午前・午後　　　時　　分～　　時　　分 場所

面談者 病院の連絡窓口(所属） （　　 　　）
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介護支援専門員 専門研修課程Ⅰ 

⑥-５ケアマネジメント演習

「家族への支援の視点が必要な事例」 

（目的） 

 家族への支援の視点が必要な事例を用いて講義・演習を行うことにより，家族への支援の

視点も踏まえたケアマネジメント手法を修得する。 

（内容） 

・単なるレスパイトだけでなく今後の介護に対する不安や利用者，家族同士の軋轢への介入

など家族支援における基本的な視点に関する講義を行う。

・関係行政機関等との連携方法，家族支援に有効な制度等についての講義を行う。

・障害等のある家族や働きながら介護を担う家族に対する支援が必要な事例などを用いて， 

適切なアセスメントを行う際の重要なポイントや，地域の社会資源を最大限に活用したケ

アマネジメントを実践する知識・技術を修得する。

・１つの事例について様々な状況等を勘案した，実践しうる複数の対応策（居宅サービス計

画の作成）が検討できるよう，必要な知識・技術を修得する。

形態 時間 内 容 備考 

講義 90分 ・高齢者が自宅で住み続けるための家族支援 ・居宅介護支

援の手引き 

・課題検討の

手引き 演習 120分 ・家族支援，介護力に関する課題分析

個人 

グループ 
30分 

・振り返り

・意見交換
記録シート 
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

１．目的

家族への支援の視点が必要な事例を用いて講義・演習を行うことにより、家族への支援の視点も踏まえたケア

マネジメント手法を修得する。

２．内容

・単なるレスパイトだけでなく今後の介護に対する不安や利用者、家族同士の軋轢への介入など家族支援にお

ける基本的な視点に関する講義を行う。

・関係行政機関等との連携方法、家族支援に有効な制度等についての講義を行う。

・障害等のある家族や働きながら介護を担う家族に対する支援が必要な事例などを用いて、適切なアセスメントを

行う際の重要なポイントや、地域の社会資源を最大限に活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を講義

する。

・１つの事例についてさまざまな状況等を勘案した実践しうる複数の対応策（居宅サービス計画の作成）が検討で

きるよう、必要な知識・技術を講義する。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修 ⑮-6 ケアマネジメントの展開「看取りに関する事例」

専門研修課程Ⅰ

専門研修課程Ⅱ
②-5 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

「家族への支援の視点が必要な事例」

主任介護支援専門員

研修
⑨個別事例を通じた介護支援専門員への指導・支援の展開

主任介護支援専門員

更新研修

②-5主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践

「家族への支援の視点が必要な事例」

⑥-5 ケアマネジメントの演習

「家族への支援の視点が必要な事例」

講義・演習

４時間
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①家族支援に有効な社会資源について説明で

きる。
● ● （１）

②家族関係に配慮しながら利用者支援の工夫

を実施できる。
● ● ● （１）

③家族の健康状態や介護に対する思いを理解

し利用者支援を実施できる。
● ● ● （１）

④家族関係や家族状況に合わせて、多数の社会

資源（インフォーマルサービス等）の提案を

実施できる。

● ● ● （２）（３）

⑤家族の社会的状況も配慮しながらケアマネ

ジメントを実施できる。
● ● ● （２）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）家族への支援に関する知識の修得・基本理解

①家族への支援の必要性が高まった社会背景

（ア）少子高齢化と家族規模の縮小が家族機能に与える影響

・人口構造の変化に伴う社会保障費増大

・ジェンダーと家族各構成員のその人らしい生き方

・在宅介護、地域包括ケアシステムへの流れと家族を取り巻く課題

・近代家族から個人尊重家族、介護の社会化、ケアラーの人権尊重

②家族の定義と機能

（ア）家族の定義

・「家族とは、夫婦の配偶関係や親子・兄弟などの血縁関係によって結ばれた親族関係を基礎にして成立す

る小集団」他、複数の定義を引用して説明する。

・家族の多様性

・個人の価値観が多様化する中、家族の価値観も多様化している。標準的な家族像、健康な家族像は決め

られるものではない。

（イ）家族の機能

・家族の機能としての社会的機能と個人的機能

・家族周期と時間軸、家族構成員のライフサイクル

・全体としての家族

・家族機能の対内的機能※1と対外的機能※2と社会福祉における国の制度との関連

※1 対内的機能：家族を構成するメンバーが求める機能

※2 対外的機能：社会が家族に求める機能
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

・家族内外の状態や関係を理解するためには以下のツールを活用する

（ａ）ジェノグラム（家系図）は世代間関係の構造を示す図式

（ｂ）エコマップは、外的構造との相互作用の量と質を評価する図式

・家族成員間の意識のずれ役割期待へのずれと家族における介護の位置づけ

・社会資源としての家族、地域の中の家族

③自立支援と利用者本位・家族本位

・利用者の自立支援

・利用者にとっての幸せと家族にとっての幸せ

・折り合いをつけることと、悔いのない選択

・個人と地域と自立の関係

④家族支援

・レスパイトケア

・介護に対する不安や利用者・家族同士の軋轢への介入

・家族介護者への支援

・関係機関との連携

(２) ケアマネジメントの各プロセスにおける留意点

①インテーク

・相談者と利用者の関係・相談の言葉の背景

・家族への労い・主介護者とキーパーソンの確認

②アセスメント

・代表的なアセスメントモデルを複数紹介

・グループとしての家族の理解

・家族構成員個々のアセスメント（健康状態、セルフケア能力、価値観、就労・子育ての有無、２４時間の生活

状況等）

※仕事と介護の両立の支援を行うためには、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律の理解が必要

・家族の介護力とその限界

・家族構成員同士（サブシステム）のアセスメント

・遠方や疎遠な家族の存在を把握し、アセスメントする。

・社会の中の家族のアセスメント

・家族に影響するつながりのアセスメント

・現在、家族が利用者に影響を与えることがらや家族成員との関係性、葛藤の分析

・今後、利用者と家族に発生しうることがらの分析

・家族への支援の必要性の判断

・家族への支援の必要性がある場合の地域の関係機関、協力者のアセスメント
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

③居宅サービス計画原案作成

・利用者の自立と家族の生活の折り合い

・家族不在や家族に負担のかかる介護や時間帯への配慮

・ニーズを充足するための介護保険サービス以外の保健・医療・福祉サービスの活用

・ニーズを充足する地域のつながりを活かした居宅サービス計画作成

・様々な状況等を考えた、複数の対応策の検討

④サービス担当者会議

・多職種からみた家族像、家族アセスメントとニーズの確認

・多職種（担当者）と家族の関係性のアセスメントと多職種を資源とした活用

・必要な資源と家族をつなぐ

・必要な資源だが足りない資源の確認

⑤サービスの提供や介入

介護支援専門員や多職種による家族への働きかけの内容は以下の通りである。

・家族を労う。

・家族の不安や悩みを話し、支援する態度

・家族のエンパワメント・家族のレジリエンス

・対象となる家族へのアプローチ・パートナーシップと交渉

・家族と利用者の情緒的結びつきを支える。

・必要な資源とつなぐ。

⑥モニタリング

・家族の負担感、介護への意欲の度合

・家族の健康・精神・社会とのつながりの状態（健康状態、セルフケア能力、価値観、就労・子育ての有無、２４

時間の生活状況等）

・サービス利用による家族の生活の状況、達成度や負担感

・サービス利用に伴う家族の相互作用の変化

⑦終結・フォローアップ

・自立したのち、予防的な観点での生活の提案

・施設へ入所した後、家族の介護への振り返り

・死亡した後、お悔やみと労い、家族の悲嘆の程度と立ち直りの見込みの確認

（３）地域包括ケアシステムへの展開

・利用者の支援を中心に置いた家族の支援を展開することによる在宅介護の継続性について

・地域と家族のつながり、地域と利用者のつながりをつくることによる在宅生活の継続性について

・地域が生活課題を抱える家族をサポートする視点について

・多職種による家族支援の視点について

・レスパイトケアについては、介護者の身体的・精神的介護負担の軽減を図るという点において、単に時間的・空

間的に介護者を介護から解放するというだけに留まらず、要介護者の有する能力や生活ニーズに応じた生活

支援を行う事について、地域での取り組みなどの促進や現状などを受講者間で共有する事も必要である。
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

５．科目のポイント

・家族そのものを支援することが目的ではなく、利用者本人への支援を効果的に実行することを目的に最も影

響力の強い家族をアセスメントし、利用者と家族の相互作用や家族と地域のシステムを活用することが理解

できるように説明する。

・利用者のアセスメントだけでなく、家族のアセスメントを行い、利用者のニーズの分析や支援介入の分析に活

かす視点を伝える。
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 基 本 情 報   平成２５年 ８月 １日

利用者名 角田 栄子 様 性別 女 生年月日 昭和 ２年 ６月１０日  

住  所 電話番号

主  訴 【相談内容】

・思うように動けなくなって，家事も自分のことをするのも大変になったの

でどうしたらいいか。（本人，姪）

【本人・家族の意向】

本人・・できるだけ自分でできることはやりたい。

 家事が大変になったので手伝ってほしい。

親族・・本人が望むようにしてあげたい。

生活状況 【性格・職業等】

・専業主婦だった。

・性格は温厚

・１１年前に夫が死亡後は一人暮ら

し。（子はいない）

【家族の状況】

一人暮らし

日常生活

自 立 度
障害高齢者の

日常生活自立度
B1 

認知症高齢者の

日常生活自立度
Ⅰ

居住環境等

浴室

キッチン

寝室

ベッド

リビング

トイレ

玄関

サービスを

決定する人

本人，姪 野田豊子さん

副 主
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主介護者　　　野田　豊子　　　 　　様　続柄　　姪

（カテーテル・酸素・ストーマ・じょく創　等）

・運動は良いが転倒に注意し，脊椎の過度な屈曲位は控えるように。

・パーキンソン病の進行により移動能力が低下しているが，幻覚症状が見られるため薬の

増量はできない。

くことが大変になり家事全般と入浴や着替え等の支援が必要になった。

医 学 的

留 意 事 項

（感染症）

180/100以上時入浴中止。

37.5℃以上時入浴中止。

なし。

入   浴 （血圧）

（体温）介 護 上 の

（その他）

 生年月日

性　　　別

 要介護３

フ リ ガ ナ

氏　　名

ツノダ　　エイコ

　   　角田　栄子　　様

更　衣

介  護  度

年　　月発症病　　名

整　容
L

 昭和　２年　６月１０日（８6才）

　男　　・　　女

（ 　　 ）

（　　　）
住     所

〒　　　－  電　話

 F A X

介 護 保 険
保険者 № 被保険者№

有 効 期 間

　（　  ）

 F A X 　　　　（　  ）

 電　話

 H２5年８月１日～H２6年７月３１日

医療機関名

医  師  名

□□□病院

○○○   先生

　　　H１５年　　月発症

H１４年　　月発症

 備　考パーキンソン病

腰椎圧迫骨折

年　　月発症

年　　月発症

食　事

手引きをしてもらって何とか歩けるが，一人で歩くことは大変。普段は這って移動している。

箸を使用しているが，手に力が入らず食べこぼしが多い。

Ｈ１６年頃より左手足振戦ありﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病と診断

を受け現在治療中。

排　泄

入　浴

A

D

主　 治　 医

清 　拭

・

移　動

 一部介助

 一部介助

一部介助

自　立

一部介助

一部介助

 特記事項

 移  動

 食  事

 排　  泄

 そ の 他

◎一人暮らし。隣に姪夫婦が住んでいる。

緊急連絡先 電話 　０８０－○○○○ー○○○○ 氏　名

フ ェ イ ス シ ー ト 平成25年 8月　１日

記　　憶

行　　動

しまい忘れや「お金がなくなった」と言うことが時々ある。

問題なし。

トイレを使用しているが思うように動けず間に合わない事がある。ﾊﾟｯﾄを使用している。

身体を支えてもらって浴槽の出入りをしている。洗身は前の方は自分で洗い，他は介助を受けている。

自分で行っているが時間がかかる。十分に上げたり下ろしたりができない。

タオルを絞ったり歯磨きの準備をしてもらうと，そこからは自分で行う。

居宅介護支援事業所　（担当：　 　m　　　　　　）

TEL　　○○ー○○○○ /  FAX    △△ー△△△△

　　姪 野田　豊子　  様 続　柄

10年前に転倒し圧迫骨折してから腰痛がある。パーキンソン病があり日常生活動作に時間がかかり，徐々に自力で動
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角田栄子さんの詳細情報 ２０１３.８.１現在 

１ 健康状態 

(1)観察・管理の必要な

病気

(2)症状

①身体症状

②精神症状

(3)痛み

(4)病状の変化

(5)薬

(6)医療機器

(7)保健予防

(8)健康生活

(9)予定されたケア・治

療の順守

≪意向≫

H１５年自宅で布団を干そうとした時に尻餅をついて転倒し，腰

椎圧迫骨折をした。それから腰痛があり現在も通院中。日中はコ

ルセットを使用している。H１６年左手足振戦あり，パーキンソ

ン病と診断受け治療を受けている。徐々に移動能力が低下してい

るが，幻覚症状がみられるため，これ以上薬を増やすことはでき

ないと主治医より言われている。

下痢・排尿障害・発熱・食欲不振・嘔吐・胸痛・便秘・めまい・

浮腫・息切れはない。

週２～３日は夜間に幻覚症状がみられ，「寝ていると知らない人

が家に入って来る。」「３～４人来る時もある。」と話す。

H１５年に転倒して圧迫骨折をしてから腰痛がある。立ち座りの

動作など，動くたびに痛いがコルセットを使用して何とかつかま

りながら立ち座りの動作は行っている。毎日痛みを和らげる軟膏

を塗っており，その時はいいような気がする。

ここ３ヶ月で緊急受診や入院はしていない。

決められた通りに服薬している。

（別表）服薬状況。

使用していない。

親族の付き添いで定期的に受診している。

喫煙，飲酒はない。

徐々に歩行状態も低下しており，日常のことを行うのもやっとの

状態になっているがここ数日での悪化や変動はない。本人も，徐々

に低下してきていることは感じているが，今急に状態が悪化して

いると思っているわけではない。

定期的に受診し，治療は守られている。

（本人）病気になってみんなに迷惑をかけるのが申し訳ない。治

 療を受けながら，少しでも自分でできることをやれる状

 態でいたい。

（家族）幻覚があったり，動くことが大変になったり，どうして

 いいか分からないこともあるので，主治医に相談しなが

 ら看ていきたい。（姪）

２ ＡＤＬ 
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(１)寝返り

(２)起き上がり

(３)乗り移り

(４)家の中の移動

(５)屋外の移動

(６)上半身の更衣

(７)下半身の更衣

(８)食事

(９)排泄

(10)整容

(11)入浴

(12)ＡＤＬの低下

低床の家庭用ベッドに寝ているが，左右に向くことは何かにつか

まらないと自分ではできず，ベッドの縁につかまって何とか行っ

ている。

左側を向いて足を下ろしながら手をついてゆっくり起き上がって

いる。調子のいい時とそうでない時では動きが大きく違い，スム

ーズに動ける時と，かなり時間がかかる時がある。

何かにつかまらないと自分ではできない。低い所からの立ち上が

りも何かにつかまらないとできず，調子が悪い時はなかなか立ち

上がれず時間をかけてやっと行っていることもある。

つかまれば数秒なら自力で立っていることはできるが，長くは立

っていられない。手引きの介助を受ければ１０ｍ位は歩けるが，

自力では困難。調子が悪い時はなかなか足が前にでないこともあ

る。自宅内はほとんど這って移動している。這って移動する時も，

調子が悪い時はなかなか足が出ないこともあるので，移動にも時

間がかかる。

通院などで外に出る時（玄関から車まで）は，手引きの介助を受

けて歩いているが，買物や通院（院内の移動）など長い距離の時

は車椅子を使用している。

何とか自分で行っているが時間がかかる。上衣を十分に下げるこ

とができず，姪が来た時に直してもらっている。

腰掛けながら何とか自分で行っているが時間がかかる。ズボンを

上げることが思うようにできず，姪が来た時に直してもらってい

る。 

箸を使用し自分で食べているが，手に力が入らず食べこぼしが多

い。

常時トイレを使用しているが，動作がゆっくりで間に合わず失禁

することがある。常時パットを使用し，調子のいい時は自分で交

換することもあるが，姪に手伝ってもらうこともある。特に朝は

動くのが大変で手伝ってもらうことがほとんど。

ズボンを十分に上げられず姪が来た時に直してもらっている。

トイレまで移動してからの立ち上がりが大変で，つかまる所がな

いと自分ではできない。

整髪は自分で行っている。洗顔や歯磨きは，洗面所に立つことや

タオルを絞ることが大変で毎朝姪が来てくれる。タオルや歯磨き

の準備をしてもらい，自分で洗ったり磨いたりしている。

浴槽の出入りは，身体を支えてもらって行っている。洗身は前の

方は自分で洗い，足元や背部等は手伝ってもらっている。

徐々に歩行能力が低下し，３ヶ月前に比べると介助してもらって

歩いている時も足の運びが悪くなっている。這って移動する時も
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(13)活動・健康増進

(14)自立度改善の可能

性

(15)要介護状態の変化

(16)転倒

≪意向≫

なかなか足が前に出ないことがある。

自宅内では，トイレに行く以外はほとんど茶の間で寝たり起きた

りして過ごし，身体を動かすことが少ない。自力歩行が困難なた

め，一人で外出することもできない。

病気が徐々に進行しており，自力歩行が困難になってきている。

本人はできることは自分で行えるように頑張りたいと思ってお

り，家族もできるだけそうしてほしいと思っている。主治医から

は，動かないことで廃用障害が併発する危険性があるので，脊椎

の過度な屈曲位は控えるようにすれば，運動はしても良いと言わ

れている。

徐々に手足に力が入りにくくなってきており，着替えや排泄に介

助が必要になってきた。

歩行状態も以前より低下しており，自力歩行は困難になり，手引

きの介助が必要になった。

パーキンソン病があり，手足に力が入らない状態で，最近は歩行

状態も低下しており自力歩行は困難となった。自宅内は一人の時

は這って移動している。外出時は手引きの歩行又は車椅子を使用

している。ここ３ヶ月で転倒はしていない。

（本人）自分でできることは頑張りたい。

 お風呂に入れてほしい。できるなら自分の家のお風呂に

 入りたい。

（家族）朝夕の着替えや排泄については面倒をみたいと思ってい

 るが，日中は何度も来れないので，大変なところを手伝

 ってほしい。

 お風呂に入れてほしい。（姪）

３ ＩＡＤＬ 

(1)炊事

(2)家事一般（掃除・洗

濯・整理等）

(3)金銭管理

(4)薬の管理

(5)電話使用

(6)買い物

手足に力が入らず，自力で長く立っていることも難しい為，自分

ではできない。

手足に力が入らず，自力で長く立っていることも難しい為，自分

ではできない。

金銭感覚に問題はないが，通帳は姪に預け，小遣いを自分で管理

している。

能力的には問題ないが，手に力が入らず袋の取出しができないた

め介助を受けている。

掛けたり受けたりはできる。

自分で選んだり支払ったりできるが，自分で買物に行くことがで

きない。普段は姪夫婦が行ってくれている。
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(7)交通手段の利用

≪意向≫

外出時は，姪夫婦が車で連れて行ってくれるので、交通手段を利

用することはない。

（本人）掃除も調理も洗濯もできなくなってしまったので手伝っ

 てほしい。

 自分で薬が飲めないので，手伝ってほしい。

（家族）掃除や調理，洗濯をお願いしたい。

 朝は薬を飲ませてあげられるが，昼夕までやるのは大変

 なのでお願いしたい。（姪）

４ 認知 

(1)記憶

①短期記憶

②手続き記憶

③日常生活の判断

④記憶・判断力の低

下

(2)せん妄

≪意向≫

普段は問題ないが，月２～３回位財布のしまい忘れや「お金がな

くなった（財布の中身）」と話す事がある。

問題なし。

問題なし。

最近，忘れる頻度が多くなった。

ない。

（本人）特になし。

（家族）誰が盗ったと言う訳ではないので，ないと言う時は一緒

 に探すようにしているが，お金のことを言われると困っ

 てしまう。（姪）

５ コミュニケーショ 

ン能力

(1)聴覚

(2)相手に理解させる

こと

(3)相手を理解するこ

と

(4)コミュニケーショ

ン能力の低下

(5)視覚

≪意向≫

会話の声の大きさも普通で問題はない。

問題なし。

問題なし。

ない。

問題なし。

（本人）－－－－
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（家族）－－－－

６ 社会との関わり 

(1)関わり

(2)気分

≪意向≫

１１年前に夫を亡くしてから一人暮らしだが，親戚との関係は良

好で，姪に時々近くの妹の所へ茶飲みに連れて行ってもらうこと

を楽しみにしている。以前からお洒落で，デパートへ行ってショ

ッピングするのが楽しみだったが，ここ半年位は歩行状態も低下

してきて出かけていない。妹の所へは，通院の後に寄ったりして

いるので，月１回は茶飲みに行っている。

普段は，朝夕姪が来てくれる時以外は一人で過ごすことがほとん

どだが，夫が亡くなってから一人で過ごす時間がほとんどだった

ので特に寂しいとは思っていない。

徐々に身体が思うように動けなくなってきていることに不安を感

じている。このままだと，姪に負担をかけてしまうのではないか

と心配している。特に，ここ数ヶ月は介助してもらうことが多く

なっているので更に心配している様子がみられる。

（本人）今まで一人で頑張ってきたが，ここ最近は思うように動

 けなくなってしまった。これから先のことを考えると心

 配。今の楽しみは時々出かけて妹たちと話をすること。

 話をすると少しは気持ちが楽になるので，たまに誰かと

 話がしたい。

（家族）できることはやってあげたいと思っている。妹は唯一の

 姉妹なので，時々連れて行ってあげようと思う。たまに

 出かけて楽しめたらいいと思う。（姪）

７ 排尿・排便 

(1)尿失禁

(2)おむつ使用

(3)便失禁

≪意向≫

尿意はあり常時トイレを使用しているが，動作がゆっくりで間に

合わず失禁することが一日に２～３回ある。常時パットを使用し，

自分で交換するが，調子の悪い時は姪に手伝ってもらっている。

尿とりパット使用。

２～３日に１回排便がある。便意はあり，トイレを使用している。 

（本人）思うように動けないのでどうしても間に合わない時があ

 る。せめて後始末は自分でやろうと思うが，それも上手

 く出来ない時がある。本当は自分でやりたいけど，どう

 してもできない時は手伝ってほしい。
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（家族）仕方がないと思う。自分ができる時は手伝うし，できな

 い時はお願いしたい。（姪）

８ 褥瘡・皮膚の問題 

≪意向≫

問題なし。

（本人）－－－－

（家族）－－－－

９ 口腔衛生 

≪意向≫

入歯は毎日洗浄し，うがいも行っており問題ない。

（本人）－－－－

（家族）－－－－

１０ 食事摂取 

≪意向≫

問題なし。

（本人）－－－－

（家族）－－－－

１１ 問題行動（行動

障害） 

(1)行動障害

①徘徊

②乱暴な言葉・行動

③混乱させる行動

④ケアの拒否抵抗

⑤行動障害の悪化

(2)向精神薬

≪意向≫ 

ない。

服用していない。

（本人）－－－－

（家族）－－－－

１２ 介護力 

(1)介護者 主たる介護者は姪の豊子さんで，毎日朝夕，起床と就寝時の介護

（着替え・排泄介助・整容・服薬の確認）をしている。日常の買
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(2)介護負担・ストレス

≪意向≫

物や金銭管理，通院介助，精神的支援を行っている。

副介護者は姪の夫の旭さんで，通院介助や買物を姪と一緒に行っ

たり，精神的支援をしている。

姪の豊子さんは，自分の家のことや趣味活動もあり，毎朝夕通う

ことは可能だが，これ以上介護を増やすことは姪も精神的にも身

体的にも大変と話している。副介護者の旭さんは，仕事をしてお

り，土日の休みの時くらいしか顔をだせずこれ以上介護量を増や

すことは難しい。

姪の豊子さんは，今の状態くらいなら，サービスを受けながらで

あれば面倒をみたいと思っているが，時々幻覚症状がみられたり，

少しずつ身体の動きが大変になってきていることで，これ以上ひ

どくなったらどうしたらいいかと心配をしている。

副介護者の旭さんは，毎日朝夕通う姪の身体のこと，精神的なこ

とを心配している。これ以上，介護量が増えた時は施設への入所

も考えている。

（本人）自分でできるうちはよかったけど，今のように動けなく

 なってくると周りに迷惑をかけてしまうので申し訳な

 い。少しでも迷惑にならないように自分でも頑張りたい。 
（家族）これからどのようになっていくのかが全く想像できない。 

 自分でもどこまでできるのかもわからない。とにかく，

 変化した時にその都度考えていくしかないと思ってい

 る。

 お風呂には入れられないので，入れてほしい。（姪）

１３ 居住環境 

≪意向≫

浴室には手すりがついている。

トイレの便座の所につかまる所がなく，立ち上がりが大変。

（本人）便座の所にもつかまる所があるといい。

（家族）本人が動きやすいようにしてほしい。（姪）

１４ 特別な状況 

≪意向≫

特になし。

（本人）－－－－

（家族）－－－－

その他
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（別表）服薬状況

薬剤名 量 効能

ｱﾙﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 0.5ug 朝 1 ｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾞﾀﾐﾝ D を補給して，ｶﾙｼｳﾑの吸収を高めて骨

が脆くなる等を改善します。（ﾋﾞﾀﾐﾝ剤）

ﾀｹﾌﾟﾛﾝ OD15 ㎎ 夕 1 錠 胃酸の出すぎを強く抑え，胃や十二指腸・食

道炎の炎症を沈めます。（消化器官用薬）

ﾘﾎﾞﾄﾅｰﾙ錠 0.5 ㎎ 就寝前 1 錠 けいれん，意識がない等の症状を鎮めます。

（中枢神経用薬）

ﾂﾑﾗ抑肝散ｴｷｽ顆粒（医療

用）7.5ｇ
1 日 3 回食前 神経が高ぶる・怒りやすい・ｲﾗｲﾗする・眠れ

ない・瞼のけいれん，手足の振るえ等の症状

を改善します。（漢方薬）

ﾏﾄﾞﾊﾟｰ 100 ㎎ 1 日 3 回食後各

1.5 錠 
手の振るえ，筋肉の強張りや動作が遅くなる

のを改善します。（ﾊﾟｰｷｿﾆｽﾞﾑ治療剤）

ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ 250ug 朝昼就寝前食後

各 1 錠 
手の振るえ，筋肉の強張りや動作が遅くなる

のを改善します。（抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤）

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｹﾞﾙ 1% 炎症や腫れ，筋肉や関節の痛みを軽くします。

（外皮用薬）

ｱﾘｾﾌﾟﾄＤ5 ㎎ 朝 1 錠 脳内の神経を活性化して症状の進み方を抑え

ます。（中枢神経用薬）

2013.7.23.mk 

《意向》

一人暮らし。夫は１１年前に亡くなり，その後は一人で生活して

いた。子供はいない。近くに妹がいるが，妹も足が悪くて自分で

会いに来ることはできない。お互い月に 1 回会えるのを楽しみに

している。

姪夫婦が隣に住んでいるので，毎朝夕顔を出して必要な支援をし

てくれている。

（本人）妹には時々会いに行きたい。姪夫婦には本当に感謝して

 いる。

（家族）できることはやってあげたいと思っている。妹は唯一の

 姉妹なので，時々連れて行って話ができればいいと思う。 
  （姪）
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介護支援専門員 専門研修課程Ⅰ 

⑥-６ケアマネジメント演習

「社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例」 

（目的） 

 社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例を用いて講義・演習を行うことに

より，利用者が活用しうる制度に関する知識及び関係機関等との連携を踏まえたケアマネジ

メント手法を修得する。

（内容） 

・生活保護制度，障害者施策，成年後見制度などの他法他施策に関する制度の知識やインフ

ォーマルサービスの活用に係る視点に関する講義を行う。

・虐待が発生している事例，他の制度（生活保護制度，成年後見制度等）を活用している事

例，インフォーマルサービスを提供する事業者との連携が必要な事例等を用いて，適切な

アセスメントを行う際の重要なポイントや，地域の社会資源を最大限に活用したケアマネ

ジメントを実践する知識・技術を修得する。 

・１つの事例について様々な状況等を勘案した，実践しうる複数の対応策（居宅サービス計

画の作成）が検討できるよう，必要な知識・技術を修得する。

形態 時間 内 容 備考 

講義 90分 
・介護保険制度以外の，生活保護制度，障害者総合支

援法，成年後見制度，高齢者虐待防止法等の理解
・居宅介護支

援の手引き 

・課題検討の

手引き 演習 120分 ・高齢者虐待，権利擁護に関する課題分析

個人 

グループ 
30分 

・振り返り

・意見交換
記録シート 
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１．目的

社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例を用いて講義・演習を行うことにより、利用者が活用

しうる制度に関する知識及び関係機関等との連携を踏まえたケアマネジメント手法を修得する。

２．内容

・生活保護制度、障がい者施策、成年後見制度などの他法施策に関する制度の知識やインフォーマルサービス

の活用に係る視点に関する講義を行う。

・虐待が発生している事例、他の制度（生活保護制度、成年後見制度等）を活用している事例、インフォーマルサ

ービスを提供する事業者との連携が必要な事例等を用いて、適切なアセスメントを行う際の重要なポイントや、

地域の社会資源を最大限に活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を修得する。

・１つの事例について様々な状況等を勘案した、実践しうる複数の対応策（居宅サービス計画の作成）が検討で

きるよう、必要な知識・技術を修得する。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修

⑤利用者や多職種への説明と合意

⑦ケアマネジメントに必要な基礎知識及び技術

⑨地域包括ケアシステム及び社会資源

専門研修課程Ⅰ

専門研修課程Ⅱ
②-6 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

「社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例」

主任介護支援専門員

研修

①主任介護支援専門員の役割と視点

⑥地域援助技術

主任介護支援専門員

更新研修

②-6主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導・支援の実践

「社会資源の活用に向けた関係機関との連携に係る事例」

⑥-6 ケアマネジメントの演習

「社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例」

講義・演習

４時間
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（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①生活保護制度、障がい者施策、成年後見制度

等の制度と介護保険制度の関係について説

明ができる。

● ● （１）

②生活保護制度、障がい者施策、成年後見制度

等の制度と介護保険制度の活用内容につい

て説明できる。

● ● ● （１）

③生活保護制度、障がい者施策、成年後見制度

等の制度等、いずれかの制度を活用した事例

を用いてチームケアの必要性を述べること

ができる。

● ● （１）（３）

④インフォーマルサービスとの関係や個人情

報保護についての対応について説明できる。
● ● ● （３）

⑤多数の社会資源の活用を必要とする具体的事

例を挙げることができる。
● ● ● （２）

⑥虐待事例、他制度活用事例、インフォーマル

サービスの連携が必要な事例等に対してア

セスメントのポイントを解釈して社会資源

を最大限活用できる。

● ● ● （２）
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４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）基本的な理解

①社会資源の必要性

（ａ）利用者の全体像を理解し、社会資源の理解や地域資源の把握を行い活用すること。

（ｂ）住み慣れた地域での生活を継続するために必要なこと。

（ｃ）利用者の尊厳の保持と自立支援（介護保険法第１条基本理念）

②社会資源とは

社会的要求の充足や問題解決のために利用することが出来る制度、施設、人、物、資金、情報など、

人的・物的資源の総称

③社会資源を活用する目的

（ア）生活基盤を整える（経済、住居、生活用具など）

（イ）健康を保つ（予防、治療、機能訓練、健康維持など）介護予防に関する指針

（ウ）日常の生活行動を支える（歩行、排せつ、入浴、食事、整理整頓、買い物など）

（エ）家族を支える（介護相談・指導、介護の代替・休養など）

（オ）他者との交流を深める（コミュニケーション手段、外出手段、対人関係など）

（カ）社会参加をする（教育、就労、趣味活動、旅行、社会的活動など）

（キ）安全・安心して暮らす（緊急通報システム、安否確認、安全装置、金銭管理など）

（ク）権利を守る（権利擁護、成年後見制度、苦情処理窓口など）

④社会資源を活用する視点

（ア）利用者が望む生活に向けた視点

（イ）利用者の望む生活を実現するために必要な社会資源の活用の視点

（ウ）さまざまな利用者への対応策への活用

（エ）地域包括ケアシステム

【項目のポイント】

・どのような生活を送りたいかという利用者と家族の意思を確認し、その意思を尊重した社会資源の

活用を援助することが大切。利用者の自己決定を助けるという姿勢で、その人に必要な社会資源を

結びつけることを伝える。
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⑤社会資源の種類

（ア）フォーマル

（ａ）相談・介護等申請をする場合

（ⅰ）区市町村行政窓口

（ⅲ）保健所

（ⅴ）地域包括支援センター

（ⅶ）各種電話相談（認知症相談・介護相談など）

（ⅱ）福祉事務所

（ⅳ）市町村保健センター

（ⅵ）社会福祉協議会

（ｂ）経済面を支える場合

（ⅰ）国民年金・厚生年金・共済年金

（ⅲ）船員年金

（ⅴ）重度心身障害者手当

（ⅶ）生活福祉資金

（ⅱ）老齢福祉年金・寡婦年金

（ⅵ）特別障害手当

（ⅵ）生活保護

（ⅷ）その他自治体での助成制度

（ｃ）医療を受ける場合

（ⅰ）各種健康保険

（ⅲ）特定医療費の助成

（ⅴ）入院治療・退院時指導

（ⅶ）訪問診療・往診

（ⅸ）訪問看護

（ⅺ）通所リハビリテーション 

（ⅱ）後期高齢者医療制度

（ⅳ）高額医療費の助成

（ⅵ）通院

（ⅷ）訪問歯科診療

（ⅹ）訪問リハビリテーション

（ｄ）健康推進の場合

（ⅰ）健康手帳交付

（ⅲ）健康教育・健康相談

（ⅱ）健康診査

（ⅳ）訪問指導

（ｅ）就労支援の場合

（ⅰ）ハローワーク （ⅱ）シルバー人材センター

（ｆ）介護予防の場合

（ⅰ）区市町村健康診査

（ⅲ）介護予防地域支援事業

（ⅴ）訪問指導

（ⅶ）機能訓練

（ⅱ）介護予防健診

（ⅳ）介護予防教室

（ⅵ）閉じこもり、うつ、認知症の予防支援

（ｇ）在宅療養する場合

（ⅰ）居宅介護（ホームヘルプ）

（ⅲ）入浴サービス

（ⅴ）紙おむつなどの支給

（ⅶ）ふとん乾燥・丸洗いサービス

（ⅸ）福祉電話（電話の貸与と安否確認）

（ⅺ）介護慰労金 

（ⅱ）福祉用具の給付または貸与

（ⅵ）給食サービス

（ⅵ）理美容サービス

（ⅷ）緊急通報システム

（ⅹ）デイサービス

（ｈ）介護保険施設

（ⅰ）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

（ⅲ）介護療養型老人保健施設

（ⅱ）介護老人保健施設（老人保健施設）

（ⅳ）介護療養型医療施設（療養病床など）

（ｉ）地域密着型サービス

（ⅰ）定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（ⅱ）夜間対応型訪問介護
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（ⅲ）地域密着型通所介護

（ⅳ）認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

（ⅴ）小規模多機能型居宅介護施設・介護予防小規模多機能型居宅介護

（ⅵ）看護小規模多機能型居宅介護

（ⅶ）認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

（ⅷ）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

（ⅸ）複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

（ｊ）地域密着型特定入所者生活介護

（ⅰ）小規模な有料老人ホーム

（ⅲ）軽費老人ホーム

（ⅱ）養護老人ホーム

（ｋ）その他入所サービス

（ⅰ）高齢者集合住宅

（ⅲ）過疎高齢者生活福祉センター

（ⅵ）その他各自治体の福祉サービス等

（ⅱ）民間シニア住宅

（ⅳ）サービス付き有料老人ホーム

（ⅴ）介護付き有料老人ホーム

（イ）インフォーマル

（ａ）相談・介護等申請をする場合

（ⅰ）町会長、民生委員 （ⅱ）老人福祉推進委員

（ｂ）生きがい・楽しみ

（ⅰ）老人クラブ・女性部

（ⅲ）教養講座・スポーツ教室

（ⅴ）囲碁・将棋クラブ、ダンスサークルなど

趣味に関すること

（ⅶ）認知症カフェ（サロン、食事会等）

（ⅱ）老人福祉センター

（ⅳ）寿大学

（ⅵ）市民センターの活動

（ⅷ）認知症の人の家族のつどい

（ｃ）在宅療養の場合

（ⅰ）家政婦

（ⅲ）移送・送迎サービス

（ⅴ）NPO

（ⅱ）ボランティア

（ⅳ）通院・通所の付き添い

【項目のポイント】

・適切なケアマネジメントをするためにも各種類の機能及び役割についての理解をできるよう指導する。

⑥社会資源の関連機関と専門職

（ア）病院、社会福祉協議会、保健所、福祉事務所

（イ）地域包括支援センター、在宅介護支援センター

（ウ）地域活動支援センター

（エ）地域定着支援センター

（オ）医療職（医師、看護師、保健師、准看護師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、義肢装具士、歯科衛生士等）

（カ）福祉職（介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事等）

（キ）その他（管理栄養士、栄養士、ホームヘルパー、相談支援専門員、柔道整復師、あん摩マッサージ師、

はり灸師等）

（ク）介護予防健康運動指導員

【項目のポイント】

・公的機関の役割の理解や専門職の役割、特徴を把握できるよう指導する。
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⑦関連法律

主に利用者と家族の権利擁護の為に活用を行う事を提示する。以下のようなものがある。

（ア）成年後見制度との関連

（ａ）介護保険制度は契約に基づくため、利用者の契約能力に応じる。

（ｂ）介護保険制度に限らず、利用者の日常生活を守るための制度。

（イ）成年後見制度と日常生活自立支援事業について

（ａ）成年後見制度は判断能力が不十分な者の方契約や財産管理、身上監護などの法律行為全般を裁判

所の裁定に基づき成年後見人が行う。認知症、知的障がい者、精神障がい者などの理由で判断能力が不

十分な者が、身のまわりの世話のための介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結ぶことが

難しい場合に活用することができる。

（ｂ）日常生活自立支援事業は利用者ができる限り地域で自立した生活を継続していくために必要なものと

して、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理などの「日常生活上の事務的行為」のお手伝いを

利用契約を交わして行う事業。成年後見制度の一部と利用者援助内容も似ているが、支援内容は日常生

活の範囲に限られている。都道府県、指定都市社会福祉協議会が窓口である。

（ｃ）成年後見制度も日常生活自立支援事業も利用者の権利を守るということ。活用に関しては利用者の状

態に応じて検討する。

（ウ）生活保護制度との関連

（ａ）介護扶助

（ｂ）その他の扶助

（ｃ）みなし２号保険者の手続き（福祉事務所との連携）

（エ）障がい者総合支援法との関連

（ａ）程度区分と介護保険の併用について

（ｂ）みなし２号保険者（障がい者総合支援法の対象者）

※あくまでも利用者の自立支援を目的とすること。

※障がい者総合支援法に規定するサービス利用者が介護保険法第一号被保険者へ移行する際には相談

支援専門員と介護支援専門員の連携は不可欠

（カ）精神保健福祉法との関連

（ａ）退院後生活環境相談員との連携

（ｂ）地域活動支援センター相談員との連携

（キ）生活困窮者自立支援法

（ａ）福祉事務所との連携

（ｂ）配置される専門職との連携（例えば、就労支援員など）

（ク）介護予防・日常生活支援総合事業

（ａ）介護予防・生活支援サービス事業

（ｂ）一般介護予防事業

（ｃ）生活支援コーディネーターとの連携

【項目のポイント】

・高齢者関連法の理解及び、他法との関係性や連携に伴う権利擁護の役割を理解できるよう指導する。
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

⑧地域資源

（ア）ＮＰＯ、ボランティア、商店街の活動、民間法人等

（イ）高齢者就労支援等

（ウ）区市町村住民ニーズ調査参考

（エ）総務省総計局人口推計参考

⑨地域包括ケアシステム

（ア）地域ケア会議の目的

（ａ）地域包括ケアシステムの５つの枠組み

研修科目である「介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開」参照

（ｂ）多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築

（ｃ）個別ケースの支援内容の検討に通じた、地域の介護支援専門員の法の理念に基づいた、高齢者の自

立支援に資するケアマネジメントの支援

（ｄ）高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築

（ｅ）個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握

（イ）個人情報の取り扱い

（ａ）誓約書の活用等

（ｂ）秘密保持義務

(２) ケアマネジメントの各プロセスにおける留意点

①インテーク

説明をすること（制度、公的機関の役割、インフォーマルサービスの活用について、地域資源の状況（区市町

村住民ニーズ調査参考））が多くなるので、利用者及び家族に分かりやすく話せるようパンフレット等の活用をす

る。

②アセスメント

（ア）環境因子であるキーパンソンの存在、介護力、家族の経済状況、地域の見守り活動、地域の特性、制度

やサービスの影響についての重要性を提示する。

（イ）エコマップ、ジェノグラムの活用について、視覚化するツールの活用についても提示する。

（ウ）現在の状態だけでなく、介護状態となる前はどのような生活をしていたのか、家族や近隣住民との関係

性、地域との関わりについて把握をする。

（エ）利用者のストレングス、家族のストレングスの情報収集も必要。出来ないこと、出来ること、やれることやら

ないこと、やれるけど支援者がしてしまっていること、してもらっていることなどの把握する。

（オ）課題に対する専門職からの情報収集（課題整理総括表等の活用）

③居宅サービス計画原案作成

（ア）利用者の自立支援及び生活と家族の生活の確立

（イ）利用者のニーズに合わせたインフォーマルサービスを含む

（ウ）制度の活用（成年後見制度、生活保護制度、障がい者施策関連制度等）

（エ）利用者、家族の参加（出来ること、やれること、維持すること、継続すること等）

（オ）複数の対応等（居宅サービス計画）の検討
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

④サービス担当者会議

（ア）多職種（関係機関、地域の関係者）からの助言と提案、役割分担

（イ）利用者と家族支援の明確化

（ウ）その他考えられる社会資源の調整及び検討

⑤サービスの提供や介入

多様な社会的な専門職が関わるために、保健・医療・福祉以外の各専門性を理解し役割の分担等には、特に

配慮が必要である。

⑥モニタリング

利用者の生活状況の変化、家族の生活状況の変化、サービス提供の適正、修正、追加の必要性

⑦終結・フォローアップ

（ア）安定した生活の継続への提案

（イ）施設入所した場合の利用者支援と家族支援

（ウ）死亡した場合の原因についての振り返りと家族への支援

（エ）地域ケア会議の開催

（オ）虐待に至った経過の検証および家族支援等（虐待の疑いがある場合）

（カ）虐待以外のケースの場合においても検証および支援方法の検討等

（３）個別支援を取り巻く環境

①職種について

地域包括支援センター職員、行政、警察（駐在所署員）、金融機関、町内会、親戚、知人、サービス事業所職

員、保健所、弁護士、かかりつけ医、地域活動支援センター職員等、その他事例によってかかわりを持つ職種が

ある。

②地域の取り組み

（ア）必要な地域資源の検討会

（イ）町会長、民生委員連絡会等への参加

（ウ）見守りネットワーク体制の構築、ボランティア、商店会、ＮＰＯ

③個人情報の取り扱い

（ア）個人情報保護についての説明をする。（説明に際しては弁護士等の協力を得ることも必要）

（イ）地域ケア会議や他の会議、活動の際には個人情報を漏洩しないための誓約書等の活用。

（ウ）さまざまなケースの通報の際、通報者への配慮が必要。通報者は通報したことを知られることに不安を感

じているため、なかなか情報提供できないこともある。通報者を守ることについても啓発しながら、地域の協力

体制づくりをする。
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Ｐ４２　『相談支援をする人，制度』等　参照 
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高齢者虐待対応専門職チーム研修 

演習事例 

「高齢者虐待防止法活用ハンドブック」（民事法研究会）から引用 
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事例１ 

 公営団地に住んでいるＡ子さんは、７５歳、もともとは一人暮らしであり、収入は遺族

年金のみである。認知症などはなく、理解力はしっかりしているが、最近は、足腰が弱っ

て、歩行などが不便になり、自力での外出もなかなか困難になっていた（要介護度１）。

数ヶ月前から、娘夫婦がＡ子さんの家に住みつくようになった。失業したために家賃が支

払えず、明渡しを迫られて転がり込んできたらしい。同居してからは、Ａ子さんの遺族年

金を巻き上げて、生活費に使ったり、また夫婦はパチンコに興じているようである。この

ような事実が団地の自治会長の耳に入った。ゴミ出しもしなくなり、同じ公団の住民らが

全くＡ子さんの姿を見かけなくなったという情報からであった。たまたまＡ子さんの家の

玄関が開いていたので、隣の方が心配して部屋の中をのぞいてみたところ、奥の部屋はゴ

ミの山になっていた。そして、そのゴミの山の片隅で、Ａ子さんは汚れた下着姿で、しか

も非常に痩せた感じで座っていた。 

Ｑ１ 「虐待行為」の基準判断 

高齢者虐待防止法 2 条には、虐待行為について定義が書いてありますが、実際の行為が

虐待に当たるかどうかは、どのように判断するのですか。この事例のようなことがあれば、

虐待と考えてよいのでしょうか。判断の視点や基準を教えてください。

Ｑ２ 虐待の早期発見のためのサイン 

 私は、介護支援専門員（ケアマネジャー）をしています。事例１で自治会長さんから相

談を受けたのですが、確かに虐待を疑ってみる情報があり、早期の対応が必要です。こう

いった早期発見のために、私たちは普段の仕事において、どのようなことに気を付けてお

くべきでしょうか。

Ｑ３ 虐待の通報 

 事例１の自治会長さんは、最初は誰に相談すべきかどうか迷ったうえ、どこに相談して

よいかわからず、警察などに相談しましたが、うまくいかなかったそうです。高齢者虐待

については、どのような場合に、どこに相談や通報をするべきなのでしょうか。

Ｑ４ 被虐待者の分離・保護の方法 

私は、事例１の自治会長さんから相談を受けた市の高齢者虐待通報受付窓口の担当者で
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す。その後、保健師に家庭訪問してもらって調査した情報からすると、A 子さんからは悪

臭が漂い、また部屋の中を這って移動していたことがわかりました。また、一見したとこ

ろでは、やせ細った体になっていたということです。早急に A 子さんを保護したいのです

が、どのように行うべきでしょうか。

Ｑ５ 被虐待者による世帯分離 

事例１では、養護者もショートステイの利用をしぶしぶ承諾したので、施設を 1 週間利

用しました。ショートステイの間に、A 子さんと施設職員や担当職員が何度も話をして今

後の生活を相談したところ、本人は虐待をしている娘夫婦との同居を拒み、単身での生活

を希望しています。このような場合、どのような方策がありますか。

Ｑ６ 経済的虐待の救済手段 

事例１で、A 子さんは、特別養護老人ホームに入所したいということになりました。し

かし、依然として、A 子さんが受け取っている遺族年金を、娘夫婦が勝手に使ってしまっ

ています。このような場合、どのような方法で、財産の侵奪を防ぐことができますか。
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事例２ 

 Ｂ子さん（８０歳代）は、一人息子（５０歳代）との二人暮らし。かなり認知症が進ん

できており、人とのコミュニケーションも難しい様子である。要介護度４で、２年前から、

デイサービス週２回、ホームヘルパー週１回のサービスを受けている。収入は本人の老齢

厚生年金のみである。息子はリストラにあった後は無職であり、精神的な疾患も抱えてい

るようである。最近、デイサービスを利用する際、しばしば体にアザをつくってくること

が多く、また昼食もむさぼるように食べるようになった。先週のデイサービスの利用のと

き、大きなアザがあったので嘱託医に受診させたところ、骨折していた。どうしたか尋ね

ても、本人からの回答は要領を得ない。

Ｑ７ 虐待についての記録と証明手段 

 私は、事例２のＢ子さんの通うデイサービスのスタッフですが、以前から、ご本人の様

子や体のアザなどから、自宅で虐待があるのではないかと疑っていました。そういう場合

には、私が見たことを記録に付けたほうがよいのでしょうか。それから、骨が折れていた

ので、今後は具体的な対応をしていくことになりますが、虐待を証明するために、どのよ

うな証拠や資料が求められるのでしょうか。 

Ｑ８ 虐待対応のための集団的検討―個別ケース会議 

私は、デイサービスを実施している施設で働いている職員ですが、B 子さんへの虐待の

疑いについて、早急に何か対応すべきだと思っていますが、初めてのケースで、どのよう

にしていけばよいかわかりません。どうすればよいでしょうか。

Ｑ９ 「やむを得ない措置」の活用 

早速、B 子さんを医師に受診させて治療をするとともに、デイサービスの職員から包括

支援センターの職員に連絡をとり、個別ケース会議を開催してもらいました。医師の診断

では、骨折については通院治療で十分とのことでしたが、やはり危険な状態なので、一時

分離が必要という結論になりました。ただ、行政担当者の方が、息子さんが暴力を振るっ

たとは限らないから、「やむを得ない措置」はできないのではないかと言います。どのよ

うな場合に「やむを得ない措置」が活用できるのでしょうか。

Ｑ１０ 高齢者虐待対応の中核機関 
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 再度、個別ケース会議で検討した結果、行政担当者にも理解していただいたようで「や

むを得ない措置」でショートステイできるようになったのですが、息子さんがデイサービ

スの職員に文句を言ってきました。「虐待だと誰が決めたのか。その責任者を出せ」とい

うのです。児童虐待では児童相談所が虐待であることを認定し、親権停止などのために動

きますが、高齢者虐待の場合はどのようになっているのでしょうか。

Ｑ１１ サービス利用を拒否する世帯への対応―立入調査権も含めて 

今回はうまくショートステイでの措置までいきましたが、もし B 子さんが骨折したこと

が発覚することを息子が恐れて、その後デイサービスもホームヘルパーも、一切のサービ

スの提供を拒否し、「自分が親の世話をするから関係ない」として家に閉じ込もってしま

った場合、あるいはそもそも最初からサービスを利用しておらず、保健師などの訪問でサ

ービス利用を勧めても頑なに拒否するような世帯には、どのように対応していけばよいの

でしょうか。

Ｑ１２ 虐待する養護者に対する面会の制限 

私はこの B 子さんを受け入れたショートステイ先の特別養護老人ホームの職員です。先

日、どうしてわかったのか、虐待をしていた息子さんが面会を求めてきました。ここにご

本人がいるかどうかも答えずに帰ってもらいましたが、その後も何度か来ます。やはり息

子さんなので、ここにいるかどうかを答えなければいけないのでしょうか。また、面会を

させるべきですか。

Ｑ１３ 成年後見制度の活用 

 事例２では、ショートステイについて「やむを得ない措置」をしましたが、今後、新し

い生活場所をそうするのか、自宅に戻れるのか、特別養護老人ホームに入所するのかなど

について、ご本人は判断能力がないので、それを決めることのできる方が必要です。年金

などの管理も息子さんに任せるわけにはいきません。高齢者虐待についても、成年後見制

度の活用や保全処分としての財産管理人の選任が効果的だと聞いたことがあります。ただ、

どうもイメージがわかないので、具体的な活用方法を教えてください。
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事例３ 

 Ｃ夫（７０歳代）は、脳梗塞の後遺症により歩行に介助が必要で、認知症により要介護

度３の状態である。娘・孫と同居しているが、娘が、突然認知症による徘徊や奇行を繰り

返すようになった父への対応にパニックとなり、週２回のデイサービスの利用以外は C

夫を１階の部屋に閉じ込め、食事はつくって部屋に運ぶだけで、半ば放置していた。孫は

仕事で夜遅くまで帰宅せず、本人の介護には全く無関心。最近になって、１階の部屋に板

を打ち付けて外に出られないようにしているのを、地域の民生委員が知った。そこで、こ

の民生委員が、Ｃ夫を担当しているケアマネジャーに相談し、一緒にこの娘への対応に取

り組んだところ、娘には父の認知症への不安やそれによるストレスがあることがわかっ

た。そこで、娘を地域住民の集まりや介護者の家族会などに誘い、孤立感を徐々に取り除

いていった。一方、父へはヘルパー派遣やデイサービスの利用を増やすことで、自宅から

の分離をせずに娘への支援を継続し、見守っている。

Ｑ１４ 虐待の発見の端緒 

 私は学生で、福祉の勉強の一環で虐待のことを学んでいるのですが、この事例のように

民生委員さんが虐待を発見することはよくあるのでしょうか。具体的に、在宅の高齢者虐

待はどのようなところで発見されることが多いのでしょうか。

Ｑ１５ 虐待の状況に応じた対応方法 

 高齢者への虐待への対応としては、直ちに分離して保護するということになるのですか。

事例３では同居のまま対応していったようですが、事案によっていろいろな対応があり得

るのでしょうか。

Ｑ１６「養護者」への見方と養護者支援の方法 

 事例３もそうなのですが、高齢者虐待のあった家庭の親族について、「虐待者」として

扱うことに抵抗があります。認知症の症状にパニックになった娘さんの気持ちもわかりま

す。また、他の例でも、養護者に精神障害があったり、経済的困窮があるなどの状況があ

ります。高齢者虐待防止法には、「養護者の支援」ということが明記されていますが、具

体的にはどうすべきということでしょうか。

Ｑ１７分離・保護から在宅復帰への支援 
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 高齢者虐待への対応として、本人を虐待していた親族から分離して、安全な環境での生

活を確保することがありますが、その後は自宅に戻ることができないケースが多くなって

います。それでよいのだろうかと、いつも気になっています。事例３は、部屋に閉じ込め

たという、一見かなり緊急性が高い事案のようにも思えますが、自宅から分離せずに、地

域の中で暮らしていけるようにしたところに感心しました。高齢者が自宅に戻って暮らせ

るようにするには、どのような視点で実践にあたればよいでしょうか？

Ｑ１８ 高齢者虐待への対応と個人情報保護 

 事例３の虐待を発見した民生委員です。私が「娘さんによる虐待かな」と思った情報に

ついて、ご本人や家族の了解なく、デイサービスの方や高齢福祉課の職員さんに話をした

り、個別ケース会議にかけてもらうように働きかけてもよかったのでしょうか。個人情報

保護法との関係で気になります。また、デイサービスの職員の方がご本人の心身の状況に

ついて、かかりつけ医に情報を聞こうとしたのですが、「家族の了解がなければ教えない」

と言われました。このような場合、どうすればよいのでしょうか。
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介護支援専門員 専門研修課程Ⅰ 

⑥-７ケアマネジメント演習

「状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設

サービス等）の活用に関する事例」

（目的） 

 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス，施設サービス等）の活用に関する事

例を用いて講義・演習を行うことにより，介護保険で提供される地域密着型サービス等の活

用に係る知識及びケアマネジメントの手法を修得する。 

（内容） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護，複合型サービス及び小規模多機能型居宅介護の意義・ 

効果に関する講義を行う。 

・これらのサービスを活用する際の視点の重要性や連携方法等についての講義を行う。

・状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス，施設サービス等）の活用に関する事

例を用いて，適切なアセスメントを行う際の重要なポイントや，地域の社会資源を最大限

に活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を修得する。

・１つの事例について様々な状況等を勘案した，実践しうる複数の対応策（居宅サービス計

画，施設サービス計画の作成）が検討できるよう，必要な知識・技術を修得する。

・その他，施設サービス等を活用する際の留意点等について理解する。

形態 時間 内 容 備考 

講義 90分 
・施設サービス，地域密着サービス，居宅サービス，

その他サービスの理解
・居宅介護支

援の手引き 

・課題検討の

手引き 演習 120分 
・要介護者の必要性に沿った，効果的・効率的サービ

ス利用のための課題分析

個人 

グループ 
30分 

・振り返り

・意見交換
記録シート 
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１．目的

状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サービス等）の活用に関する事例を用いて講義・演

習を行うことにより、介護保険で提供される地域密着型サービス等の活用に係る知識及びケアマネジメントの手

法を修得する。

２．内容

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）及び小規模多機能型

居宅介護の意義・効果に関する講義を行う。

・これらのサービスを活用する際の視点の重要性や連携方法等についての講義を行う。

・状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サービス等）の活用に関する事例を用いて、適切な

アセスメントを行う際の重要なポイントや、地域の社会資源を最大限に活用したケアマネジメントを実践する知

識・技術を修得する。

・１つの事例について様々な状況等を勘案した、実践しうる複数の対応策（居宅サービス計画、施設サービス計

画の作成）が検討できるよう、必要な知識・技術を修得する。

・その他、施設サービス等を活用する際の留意点等について理解する。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修

専門研修課程Ⅰ

専門研修課程Ⅱ

②-7 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

「状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関す

る事例」

主任介護支援専門員

研修

主任介護支援専門員

更新研修

②-7主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導・支援の実践

「状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関す

る事例」

⑥-7 ケアマネジメントの演習

「状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや

施設サービス等）の活用に関する事例」

講義・演習

４時間
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（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護の意義と

効果について説明できる。
● ● ● （１）

②小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能

型居宅介護（複合型サービス）の意義と効果に

ついて説明できる。

● ● ● （１）

③上記①、②のサービスを活用する際の重要な

視点・連携方法について説明できる。
● ● ● （１）（３）

④地域の多様な社会資源（インフォーマルサー

ビス等）を活用したケアマネジメントについ

て説明できる。

● ● （１）（３）

⑤施設サービス等の特徴と利用する際の留意

点等を説明できる。
● ● ● （１）

⑥状態に応じた多様なサービスについて、複数

の対応策の提案を実施できる。
● ● ● （１）（２）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）基本的な理解

①制度改正の流れと地域密着型サービス等の介護サービス創設経緯

（ア）2005（平成 17）年度改正の概要

（ａ）2005（平成１７）年介護保険制度改革の基本的な視点

・明るく活力ある超高齢社会の構築

・制度の持続可能性

・社会保障の総合化

（ｂ）制度の課題

・軽度者の大幅な増加

・軽度者に対するサービスが状態の改善につながっていない。

・在宅と施設の利用者負担の公平性

・独居高齢者や認知高齢者の増加

・在宅支援の強化

・医療と介護との連携

・利用者によるサービスの選択を通じた質の向上

・低所得者への配慮

・市町村の事務負担の軽減

（ｃ）制度改正の方向性（2006（平成 18）年４月施行）

・予防重視システムへの転換
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・施設給付の見直し（2005（平成 17）年 10 月施行）

・新たなサービス体系の確立

・サービスの質の確保、向上

・負担の在り方、制度運営の見直し

（ｄ）改正の具体的内容

・新予防給付の創設

・地域支援事業の創設

・居宅費用、食費の見直し

・低所得者に対する配慮

・地域密着型サービスの創設

・地域包括支援センターの創設

・居住系サービスの充実

・介護サービスの情報公表

・ケアマネジメントの見直し

・第１号保険料の見直し

・保険者機能の強化

（イ）2008（平成 20）年度制度改正の概要

（ａ）介護保険及び老人福祉法の一部を改正する法律の概要

・介護サービス事業者の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等の業

務管理体制整備の義務付け、事業者の本部等に対する立入検査権の創設、不正受給者による処分逃

れ対策など、所要の改正を行う。

（ｂ）制度の課題

・事業者の法令順守が不十分

・事業者の本部への検査権限がない。

・不正行為への組織的な関与が確認できない。

・不正事業者による処分逃れ

・「一律」連座制の問題

・組織的な不正行為の有無に関わらず一律連座

・事業廃止時のサービス確保対策が不十分

（ｃ）制度改正の方向性（平成 21年５月施行）

・業務管理体制の整備

・本部への立入検査等

・処分逃れ対策

・指定、更新の欠格事由の見直し

・サービス確保対策の充実

（ｄ）改正の具体的内容

・新たに事業所単位の規制として法令遵守の義務の履行が確保されるよう、事業者の規模に応じた業務

管理体制の整備を義務付け等

・不正行為への組織的な関与が疑われる場合は、国、都道府県、市町村の事業者の本部への立入検査

権を創設

・業務管理体制に問題がある場合は、国、都道府県、市町村による事業者における是正勧告、命令権を

創設

・事業所の廃止届を事後届出制から事前届出制へ

・立入検査中に廃止届を出した場合は、指定、更新の欠格事由に追加
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・指定取消を受けた事業者が密接な関係にある者に事業移行する場合について、指定、更新の欠格事由

に追加

・連座制の仕組みは維持しつつも、不正行為への組織的な関与の有無を確認し、自治体が指定、更新可

否を判断

・広域的な事業者の場合は、国、都道府県、市町村が十分な情報共有と密接な連携のもとに対応

・事業廃止時のサービス確保に係る事業者の義務を明確化

・事業者がサービス確保の義務を果たしていない場合を、勧告、命令の自由に追加

・行政が必要に応じて事業者の実施する措置に対する支援を行う。

（ウ）2012 年度制度改正の概要

（ａ）介護保険及び老人福祉法の一部を改正する法律の概要

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが

切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の構築に向けた取組を進める。

（ｂ）制度改正の方向性（2012(平成 24)年４月施行）

・医療と介護の連携の強化等

・介護人材の確保とサービスの質の向上

・高齢者の住まいの整備等

・認知症対策の推進

・保険者による主体的な取組の推進

・保険料の上昇の緩和

（ｃ）改正の具体的内容

・医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援（地域包括ケ

ア）を推進

・日常生活圏域ごとの地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定

・単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24 時間対応の定期巡回・随時対応サービスや（看護小規模

多機能型居宅介護（複合型サービス）を創設

・保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする。

・介護療養病床の廃止期限（平成 24 年３月末）を猶予。（新たな指定は行わない。） ・介護福祉士や一定

の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能とする

・介護福祉士の資格取得方法の見直し（平成 24年４月実施予定）を延期

・介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準法等違

反者を追加

・公表前の調査実施の義務付け廃止など介護サービス情報公表制度の見直しを実施 ・有料老人ホーム

等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加

・厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進

・市民後見人の育成及び活用など、市町村における高齢者の権利擁護を推進

・市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む。

・介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保

・地域密着型サービスについて、公募・選考による指定を可能とする。

・各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、介護保険料の軽減等に活用

（ｄ）その他

・２０１５年４月 「複合型サービス」は「看護小規模多機能型居宅介護」に名称が変更された。

・２０１６年４月 「地域密着型通所介護」新設された。
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②多様なサービス

（ア）施設サービス

（ａ）介護保険施設

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

・介護老人保健施設（老人保健施設）

・介護療養型医療施設（療養病床など）

（ｂ）その他の入所サービス

（ⅰ）有料老人ホーム

・介護付有料老人ホーム

・住宅型有料老人ホーム

・健康型有料老人ホーム

(ⅱ)高齢者向け住宅

・高齢者集合住宅

・民間シニア住宅

・サービス付高齢者住宅

（ⅲ）経費老人ホーム

・経費老人ホーム

・ケアハウス

（Ⅳ）養護老人ホーム

（イ）地域密着型サービス

（a）定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（b）夜間対応型訪問介護

（c）地域密着型通所介護

（d）認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

（e）小規模多機能型居宅介護施設・介護予防小規模多機能型居宅介護

( f）看護小規模多機能型居宅介護

（g）認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

（h）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

（i）複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

（ウ）居宅サービス

（ａ）訪問介護

（ｂ）訪問入浴介護

（ｃ）訪問看護

（ｄ）訪問リハビリテーション

（ｅ）居宅療養管理指導

（ｆ）通所介護

（ｇ）通所リハビリテーション

（ｈ）短期入所生活介護

（ｉ）短期入所療養介護

（ｊ）特定施設入居者生活介護

（ｋ）福祉用具貸与

（ｌ）福祉用具購入
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③介護保険以外の多様なサービス

・居宅介護（ホームヘルプ）

・福祉用具の給付または貸与

・入浴サービス

・給食サービス

・紙おむつなどの支給

・理美容サービス

・ふとん乾燥・丸洗いサービス

・緊急通報システム

・福祉電話（電話の貸与と安否確認）

・老人クラブ・女性部

・老人福祉センター

・教養講座・スポーツ教室

・囲碁・将棋クラブ、ダンスサークルなど趣味に関すること

・市民センターの活動

・認知症カフェ

・認知症の人の家族のつどい

【項目のポイント】

・制度改正の概要に触れ、地域密着型サービスの創設の経緯や施設サービスにおける支援の変化（ユ

ニット型、食費居住費の減免等）の説明を中心に行う

・地域密着型や施設サービスだけでなく、広く介護サービスについて触れ、各サービスを理解するこ

とにより、課題の解決に向けて多様なサービスから支援を選択できるようになる必要性について説

明する。

・介護保険サービスのみでなく、地域の社会資源の活用により支援が行われることが大切であり、介

護保険サービスも社会資源の一つであることを説明する。

・社会資源については、「社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例」で詳細の講義・演

習があるので、社会資源についての内容については振り返り程度とする。

④状態像に応じた多様なサービスの活用

（ア）定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・定期巡回随時対応型訪問介護看護は、適切なアセスメントとマネジメントに基づいて、介護サービスと看護サ

ービスが連携を図りつつ、「短時間の定期訪問」、「随時の対応」といった手段を適宜・適切に組み合わせて、1

日複数回、「必要なタイミング」で「必要な量と内容」のケアを一体的に提供するサービスである。

・一日複数回の定期訪問によるサービス提供を行い、在宅生活を包括的に支えるとともに、利用者の心身の状

況について介護・看護の視点から継続的にアセスメントを行うことが求められる。

・継続的なアセスメントに基づき、施設におけるケアと同様、利用者の心身の状況に応じて、提供時間の長さや

タイミングを柔軟に変更しながら必要なサービスを提供することが必要である。

・一日複数回の定期訪問に加え、利用者からのコールを受けた場合に、利用者の心身の状況等を踏まえコー

ル内容を総合的かつ的確に判断し、必要な対応を行うことにより在宅生活の安心感を提供できるように支援す

ることが求められる。

・日中帯を中心に定期訪問サービス提供を行い、起床から就寝までの在宅生活を包括的に支えるとともに、発
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生頻度は少ないながらも確実に存在する深夜帯のニーズに対応するため、24 時間の対応体制を確保し、サ

ービス提供を行うことにより、在宅での生活を継続を支援するサービスである。

・在宅生活を包括的かつ継続的に支える観点から、利用者の看護ニーズに対応するため、介護・看護サービス

を一体的に提供する。

・一つの事業者で訪問介護と訪問看護のサービスを一体的に提供する介護・看護一体型と訪問介護を行う事

業者が地域にある訪問看護事業所と連携し、サービス提供を行う介護看護連携型がある。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、定期巡回、随時対応、随時訪問、訪問看護といったサービスを適

切に組み合わせ、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供することにより、在宅生活の継続を

できることが求められる。

（イ）小規模多機能型居宅介護の理解と活用

・小規模多機能型居宅介護では、要介護者が、その居宅において、又はサービスの拠点に通い、若しくは短期

間宿泊し、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その

他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自

立した日常生活を営むことができるようにするものである。

・小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との

交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものである。

・住みなれた自宅や地域で、自分らしく、これまでの暮らしを続けることができるように、在宅でも24時間・365 日

の安心を提供し、自宅を施設の居室のように捉えて、道は施設における廊下のように捉え、施設の職員が居室

に訪室するように自宅に訪問し、施設における日中のつどいの場として利用者が食堂へ集まるように事業所に

通い、利用者がつどうといったようなサービスを行い、地域を高齢者の居住空間に見立てたようなサービスの

提供が可能なサービスである。

・小規模多機能型居宅介護では、同じ場所で、顔なじみの利用者同士や職員が「通い」を中心に、「宿泊」「訪

問」といった支援によって継続的に関わることにより、環境の変化に敏感な利用者（特に、認知症の方）の不安

を和らげることができ、また、継続的な支援により利用者やご家族の変化に瞬時に気づくことができるため、状

況や状態に合わせて臨機応変に、その時その人にあった支援を提供することができることが特徴である。

・小規模多機能型居宅介護での通いでは、利用者の過ごし方にあわせて、利用することができるため、ただ決

められた時間を利用するのではなく、利用者の自宅での一日を思い描いた上で、その人にとって必要なこと

を、通いを通して必要な内容、時間に応じて提供することが可能である。

・認知症の高齢者にとってはいつも利用している場所と違う施設を利用するということになると、大きな不安やス

トレスを持つことになり認知症の混乱を深める要因になるが、小規模多機能型居宅介護における宿泊は、通い

慣れた場所で、利用者の状況を良く知っている顔なじみの職員や他の利用者がいる安心した環境で、安心し

て宿泊できることが特徴であり、職員も利用者の状態像が普段の利用の様子から理解出来ていることで緊急

時にも臨機応変に対応できる。

・小規模多機能型居宅介護の訪問では、サービス提供時間によってサービス提供をするのではなく、必要なと

きに必要な量の支援ができるのが特徴であり、必要に応じて回数や時間にとらわれない支援が可能であり、自

宅での緊急時には即訪問するなどの対応ができる。利用者の様子を良く知っている職員が自宅への訪問をす

ることにより、利用者の個別性に沿った対応が可能である。

（ウ）看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

・看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）とは複数の介護保険サービスを組み合わせて一事業者が

一体的に提供するサービスのことを言い、現在は「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」の組み合わせが

提供可能なサービスとして定められている。

・看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）は登録利用者に対し、「通い」、「泊まり」、「訪問介護」、

「訪問看護」のサービスの提供を行い、看護と介護サービスを一体的に提供することで医療ニーズの高い要介
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護者への支援の対応ができるサービスである。

・別々に指定しサービス提供するよりも、小規模多機能型居宅介護事業所に配置された介護支援専門員による

サービスの一元管理により、利用者のニーズに応じた柔軟なサービス提供ができるサービスである。

・看護と介護の連携による一体的なサービス提供により、緊急時の対応を含め、柔軟なサービス提供が可能で

あり、看護職員の配置に伴い介護職員によるたんの吸引等のより安全な実施や、日常生活上必要な医療・看

護ニーズへの対応が可能である。

（エ）施設サービス

（ⅰ）介護老人福祉施設

・介護老人福祉施設は、利用者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓

練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設である。入所待機者増加の状況を踏まえ、介護

の必要の程度や家族等の状況などから施設サービスの必要性の高い要介護者が優先的に入所できるように

定められている。

・介護老人福祉施設は、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点を置くこ

とが求められ、軽度（要介護１・２）の要介護者については、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著

しく困難であると認められる場合には、市町村の関与の下、特例的に、入所を認める。

・入所者の心身の状況や環境を適切に把握し、居宅での日常生活ができるかどうかの検討を行い、可能な限

り居宅での生活への復帰ができるよう円滑な施設退所に向けた支援を行う視点も必要である。

（ⅱ）介護老人保健施設

・介護老人保健施設は、看護や医学的管理の元における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常

生活上の世話を行うことにより、入所者が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

するとともに、居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。

・介護老人保健施設には、医療と福祉のサービスを統合した包括的ケアサービス施設、生活機能の向上を目

的に集中的なリハビリテーションを行うリハビリテーション施設、多職種からなるチームケアで早期の在宅復帰

に努める在宅復帰（通過）施設、家庭での生活が少しでも継続できるように、高齢者およびその家族を支える

在宅生活支援施設、家族介護者や地域のボランティア等がケア技術を習得する地域に根ざした施設などの

役割、機能がある。

・介護老人保健施設では、利用者の病状や残存機能の把握、ＡＤＬ障害や認知症症状などの生活障害の改

善、生活環境の整備など利用者及び利用者をとりまく生活状況全体の改善が必要であり、専門職がそれぞ

れの専門性を発揮し、チームケアで臨むことが求められるサービスである。

・介護老人保健施設におけるリハビリテーションは、維持期リハビリテーションあるいは生活期リハビリテーショ

ンであり、生活場面における自立支援の取り組みを行い、利用者の自立した生活が地域で継続できるように

することが求められる。

（ⅲ）介護療養型医療施設

・介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、

療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行

うことにより、その者が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するものでなければ

ならない。

・介護療養型医療施設では、入院当初より退院することによる自宅生活のイメージづくりに取り組み、サービス

の必要性や他の支援の可能性を意識した施設サービス計画の立案と実行が重要な役割であり、他介護施設

等へ移る可能性が高い場合でも、在宅復帰の可能性を検討することが必要である。

・介護療養型医療施設については、そのサービス特性により、日常的な医療的ケアを要する要介護高齢者の

長期療養を担っており、看取りやターミナルケアの実施も相対的に多く、地域包括ケアシステムのなかで在宅

復帰の取り組みと医療ニーズの高い長期療養者への対応などに応える役割が求められる。
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(２) ケアマネジメントの各プロセスにおける留意点

①インテーク

信頼関係の構築をしながら利用者及び家族の理解度に配慮し、支援の必要性や主訴の確認を行い、サービ

スの説明の必要性や説明する際の内容の詳細はどの程度必要なのか判断を行う。

②アセスメント

・地域密着型サービス利用において、地域密着型サービスにおける特性や特徴の理解を促すとともに、施設

サービスを希望されている場合、緊急性、切迫性について把握する。

・２４時間の切れ目のない生活における課題を捉え、利用者のライフスタイルを保持し、地域で生活しているう

えでの役割や生きがいを継続するために利用者の能力を活用し、さらには地域資源を活用しながらサービス

による支援の必要性や支援の方法について検討できるようにする。

・地域密着型サービスの場合は、そのサービスの特徴から、支援の提案をするにあたり、介護保険証により保

険者についても確認を忘れないことが大切である。

・施設におけるサービスを希望している場合でも、居宅での生活をどのように実現していくかは変わらないの

で、生活環境や利用者のライフスタイル等の把握が必要である。

・施設の計画担当介護支援専門員は、必ず入所者及びその家族に面接してアセスメントを行うことが求められ

る。

・施設の入所に際し、その利用者を担当していた居宅介護支援事業者への照会等により、入所をする利用者

の心身の状況、生活歴、病歴、居宅サービス等の利用状況等を把握することが必要である。

・定期巡回随時対応型訪問介護看護では、実際に訪問を行っている介護職員や看護職員によるチームが行

う継続的アセスメントに基づき、一日のサービス提供のタイミング等を検討することが必要である。

③居宅（施設）サービス計画原案作成

・生活上の課題を把握するだけでなく、アセスメントによって知り得た情報からどのように生きたいのか、暮らし

たいのかを知り、介護が必要となっても継続したい･暮らしたい生活を支える居宅（施設）サービス計画となる

ようにする。

・生活上の課題だけに注目するのではなく、利用者の意欲や能力を引き出しながら、サービス事業者、地域の

支援者、家族が協働し、支えることができる生活が居宅（施設）サービス計画における目標となるよう、生活の

豊かさへの支援に向けての居宅（施設）サービス計画作成の視点の必要性も提示する。

・小規模多機能型居宅介護の場合、そのサービスの特性に基づき、利用者の日々の変化やニーズの変更に

柔軟に対応し、臨機応変な対応となるようにすることが必要である。

・定期巡回随時対応型訪問介護看護の場合、生活課題における定期的な支援を必要とする課題と、緊急的

に対応する課題を整理したうえで支援を検討する必要がある。

・看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）の場合、サービス事業所の看護師等と密接な連携を図り、

地域における活動への参加の機会が提供されることなどにより利用者の多様な活動が行われるように居宅サ

ービス計画作成をすることが必要である。

・定期巡回随時対応型訪問介護看護の場合、事業所と共同マネジメントの形で緊密に連携を図り、情報共有

を進めつつ、利用者のニーズに即した居宅サービス計画を作成することが必要である。

・施設の場合、施設における日課があるが、単にその日課に利用者の生活を合わせるのではなく、利用者の

生活にいかに施設における生活を近づけていくことができるのかが大切である。画一的な生活とならないよ

う、集団生活の場であっても個別性が尊重された生活となるようにケアプランを作成することが大切である。
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④サービス担当者会議

・事業所職員だけでなく、地域の支援者や家族、利用者と現状の確認と利用者が今後の目指す生活を共有

し、各々が過不足ない支援となるようにする。

・小規模多機能型居宅介護の場合、職員が通いや泊り、訪問を一体的に行うことによる状態変化の早期把握

とその対応の検討、実施のためのカンファレンスが行いやすい特徴がある。これらの特徴を踏まえ、いかに臨

機応変に対応しつつも統一された支援となるようにするかが大切である。

・定期巡回随時対応型訪問介護看護の場合、２４時間の生活における課題に対して、その利用者のライフスタ

イルに沿った支援の内容や提供時間となっているのかどうか改めて家族や専門職の意見を元に検討の必要

がある。

・施設におけるサービス担当者会議の場合、施設には多くの専門職が業務に従事しており、その専門職から

の意見を聴きながら施設サービス計画の内容を検討することが求められる。

・施設においては、家族が利用者と共に生活しているわけではなく、利用者の生活状況や課題について、把

握ができていない場合もあるため、現在の生活の状況や課題を共有することが求められる。

⑤サービスの提供や介入

・支援にあたり、生活上の課題を解決するだけでなく、利用者の生活の不安を解消できるよう、必要に応じて支

援の内容を柔軟に対応するだけでなく、利用者の意欲が引き出されるように事業所だけでなく、介護支援専

門員自ら利用者にアプローチすることも重要である。

⑥モニタリング

・利用を開始するにあたって、検討した支援内容が実施されているか、実施された結果、目標に近づいている

のかを確認し、もし、実施されない、もしくは実施されているにも関わらず目標に近づいていないのであれば、

その原因を分析し、目標やサービスの変更の必要性を検討することが必要である。

・利用を開始し、新たな生活課題が生じていないかを確認し、もし新たな生活課題が生じているのであれば、

その課題の解決に向けて検討する。

・小規模多機能型居宅介護の場合、支援を開始し、モニタリングの結果から、サービスの量（過不足）だけでな

く、通い、宿泊、訪問のどのサービス提供がふさわしいのかを検討することが必要である。また、利用者の状況

に応じ、支援の内容や量が適切になるように意識し、必要に応じて適宜居宅サービス計画の変更を行うことが

必要である。

・定期巡回随時対応型訪問介護看護の場合、モニタリングを通じて生活がどのように変化したのかを確認する

と共に、定期ではない対応の内容を精査し、定期的な支援の必要性があるかどうか検討する。また、利用者

の状況に応じ、支援の内容や量が適切になるように意識し、必要に応じて適宜居宅サービス計画の変更を

行うことが必要である。

・施設の場合、施設生活を行うにあたり、環境の変化が生じるため、環境の変化によりどのような影響があるの

か、施設という生活の場でどのような生活が送れているのか、新たな課題が生じていないかを確認する。
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（３）個別支援を取り巻く環境

①地域の社会資源の整備状況

（ア）介護保険サービス（居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス）の整備状況

（イ）介護保険サービス以外の支援の整備状況（ボランティア、商店街、ＮＰＯ等）

（ウ）地域における社会参加の機会や活動

②各サービス事業所の特性

（ア）各サービスにおけるサービス提供体制、サービス時間、加算の算定

（イ）サービス事業所の特徴

（ウ）地域性によるサービス特徴

（エ）定期巡回随時対応型訪問介護看護における介護医療連携推進会議

（オ）小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）における運営推進会

議

５．科目のポイント

・科目の内容が多様なサービスの活用ではあるが、サービスは社会資源の一つであり、多くの社会資源の活

用をすることにより、支援が行われることが大切である。この科目ではサービスの理解をすることにより利用者

の状態像に合ったサービスが多様なサービスの中から選択できることを目指す。

・利用者の状態像に応じて多様なサービスの中から適切なサービスによる支援を選択することの必要性と理解

を促す講義・演習を展開する。

・小規模多機能型居宅介護・定期巡回随時対応型訪問介護看護の特徴の理解と状態像に応じた活用ができ

るように講義を行う。

・ただサービスを選択するのではなく、状態像に適したサービスの選択と、利用者の生活課題の解決におい

て、多様な対応策を多様なサービスにより解決する対応策を検討する。

・施設サービスの利用にあたり、注意すべき点や在宅からの生活の継続性や、施設から在宅復帰に向けた生

活の継続性について学ぶ。

・状態像に応じ、在宅サービスによる支援の検討と施設における支援の検討を行い、状態像と利用者の選択

に基づき生活の在り方が多様な複数の対応策の中から検討されるように学ぶ。

・介護保険施設の場合、地域密着型施設の場合と地域密着型施設ではない場合では入所できる要件が異な

ることも伝える。
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Ⅰ 施設サービス 

○指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準

(基本方針) 

第一条の二 指定介護老人福祉施設は，施設サービス計画に基づき，可能な限り，居宅に

おける生活への復帰を念頭に置いて，入浴，排せつ，食事等の介護，相談及び援助，社会

生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話，機能訓練，健康管理及び療養上の世話を

行うことにより，入所者が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

うにすることを目指すものでなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者の意思及び人格を尊重し，常にその者の立場に立っ

て指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，明るく家庭的な雰囲気を有し，地域や家庭との結び付きを

重視した運営を行い，市町村，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，他の介護保険

施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけ

ればならない。 

(入退所) 

第七条 指定介護老人福祉施設は，身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護

を必要とし，かつ，居宅においてこれを受けることが困難な者に対し，指定介護福祉施設

サービスを提供するものとする。

２ 指定介護老人福祉施設は，入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数

を超えている場合には，介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し，指定介護福祉施設

サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めな

ければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，入所申込者の入所に際しては，その者に係る居宅介護支援

事業者に対する照会等により，その者の心身の状況，生活歴，病歴，指定居宅サービス等

の利用状況等の把握に努めなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，入所者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，

その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなけ

ればならない。 

５ 前項の検討に当たっては，生活相談員，介護職員，看護職員，介護支援専門員等の従

業者の間で協議しなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は，その心身の状況，その置かれている環境等に照らし，居宅

において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し，その者及びその家族の

希望，その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し，その者の円滑な退所のため

に必要な援助を行わなければならない。 

７ 指定介護老人福祉施設は，入所者の退所に際しては，居宅サービス計画の作成等の援

助に資するため，居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか，保健医療サービ

ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
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(指定介護福祉施設サービスの取扱方針) 

第十一条 指定介護老人福祉施設は，施設サービス計画に基づき，入所者の要介護状態の

軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等に応じて，その者の処遇を妥当

適切に行わなければならない。 

２ 指定介護福祉施設サービスは，施設サービス計画に基づき，漫然かつ画一的なものと

ならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設の従業者は，指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては，

懇切丁寧を旨とし，入所者又はその家族に対し，処遇上必要な事項について，理解しやす

いように説明を行わなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては，当該入所

者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的

拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはなら

ない。 

５ 指定介護老人福祉施設は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，

その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は，自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を

行い，常にその改善を図らなければならない。 

(介護) 

第十三条 介護は，入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう，入所者の心身

の状況に応じて，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，一週間に二回以上，適切な方法により，入所者を入浴さ

せ，又は清しきしなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況に応じて，適切な方法によ

り，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り

替えなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は，褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに，

その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，前各項に規定するもののほか，離床，着替

え，整容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 指定介護老人福祉施設は，常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければ

ならない。 

８ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その負担により，当該指定介護老人福祉施

設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

(食事) 

第十四条 指定介護老人福祉施設は，栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮し

た食事を，適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者が可能な限り離床して，食堂で食事を摂ることを支

援しなければならない。 

(相談及び援助) 
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第十五条 指定介護老人福祉施設は，常に入所者の心身の状況，その置かれている環境等

の的確な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに，必

要な助言その他の援助を行わなければならない。 

(社会生活上の便宜の提供等) 

第十六条 指定介護老人福祉施設は，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜入所者のための

レクリエーション行事を行わなければならない。

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手

続について，その者又はその家族において行うことが困難である場合は，その者の同意を

得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入所者とその

家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならな

い。 

(機能訓練) 

第十七条 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況等に応じて，日常生

活を営むのに必要な機能を改善し，又はその減退を防止するための訓練を行わなければな

らない。 

(健康管理) 

第十八条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は，常に入所者の健康の状況に注意

し，必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 

(入所者の入院期間中の取扱い) 

第十九条 指定介護老人福祉施設は，入所者について，病院又は診療所に入院する必要が

生じた場合であって，入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるとき

は，その者及びその家族の希望等を勘案し，必要に応じて適切な便宜を供与するととも

に，やむを得ない事情がある場合を除き，退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に

入所することができるようにしなければならない。 

○介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準

(基本方針) 

第一条の二 介護老人保健施設は，施設サービス計画に基づいて，看護，医学的管理の下

における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより，

入所者が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することとと

もに，その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。 

２ 介護老人保健施設は，入所者の意思及び人格を尊重し，常に入所者の立場に立って介

護保健施設サービスの提供に努めなければならない。 

３ 介護老人保健施設は，明るく家庭的な雰囲気を有し，地域や家庭との結び付きを重視

した運営を行い，市町村，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，他の介護保険施設

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ

ならない。 
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(入退所) 

第八条 介護老人保健施設は，その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照

らし看護，医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると

認められる者を対象に，介護保健施設サービスを提供するものとする。 

２ 介護老人保健施設は，入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超

えている場合には，医学的管理の下における介護及び機能訓練の必要性を勘案し，介護保

健施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう

努めなければならない。 

３ 介護老人保健施設は，入所申込者の入所に際しては，その者に係る居宅介護支援事業

者に対する照会等により，その者の心身の状況，生活歴，病歴，指定居宅サービス等(法

第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等の把

握に努めなければならない。 

４ 介護老人保健施設は，入所者の心身の状況，病状，その置かれている環境等に照ら

し，その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討

し，その内容等を記録しなければならない。 

５ 前項の検討に当たっては，医師，薬剤師，看護・介護職員，支援相談員，介護支援専

門員等の従業者の間で協議しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は，入所者の退所に際しては，その者又はその家族に対し，適切な

指導を行うとともに，居宅サービス計画の作成等の援助に資するため，居宅介護支援事業

者に対する情報の提供に努めるほか，退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

(介護保健施設サービスの取扱方針) 

第十三条 介護老人保健施設は，施設サービス計画に基づき，入所者の要介護状態の軽減

又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等を踏まえて，その者の療養を妥当適

切に行わなければならない。 

２ 介護保健施設サービスは，施設サービス計画に基づき，漫然かつ画一的なものとなら

ないよう配慮して行われなければならない。 

３ 介護老人保健施設の従業者は，介護保健施設サービスの提供に当たっては，懇切丁寧

を旨とし，入所者又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように

指導又は説明を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は，介護保健施設サービスの提供に当たっては，当該入所者又は他

の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その

他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。 

５ 介護老人保健施設は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その

際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は，自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い，常

にその改善を図らなければならない。 

(診療の方針) 

第十五条 医師の診療の方針は，次に掲げるところによるものとする。 
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一 診療は，一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して，的確な

診断を基とし，療養上妥当適切に行う。 

二 診療に当たっては，常に医学の立場を堅持して，入所者の心身の状況を観察し，要介

護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して，心理的な効果をもあげることができるよ

う適切な指導を行う。 

三 常に入所者の病状，心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め，入

所者又はその家族に対し，適切な指導を行う。 

四 検査，投薬，注射，処置等は，入所者の病状に照らして妥当適切に行う。 

五 特殊な療法又は新しい療法等については，別に厚生労働大臣が定めるもののほか行っ

てはならない。 

六 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し，又は処方してはな

らない。 

(必要な医療の提供が困難な場合等の措置等) 

第十六条 介護老人保健施設の医師は，入所者の病状からみて当該介護老人保健施設にお

いて自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは，協力病院その他適当な

病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ，又は他の医師の対診を求める等診療に

ついて適切な措置を講じなければならない。 

２ 介護老人保健施設の医師は，不必要に入所者のために往診を求め，又は入所者を病院

若しくは診療所に通院させてはならない。 

３ 介護老人保健施設の医師は，入所者のために往診を求め，又は入所者を病院若しくは

診療所に通院させる場合には，当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し，当該入所

者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設の医師は，入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者

が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情

報の提供を受けるものとし，その情報により適切な診療を行わなければならない。 

(機能訓練) 

第十七条 介護老人保健施設は，入所者の心身の諸機能の維持回復を図り，日常生活の自

立を助けるため，理学療法，作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わな

ければならない。 

(看護及び医学的管理の下における介護) 

第十八条 看護及び医学的管理の下における介護は，入所者の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう，入所者の病状及び心身の状況に応じ，適切な技術をもって行われなけれ

ばならない。 

２ 介護老人保健施設は，一週間に二回以上，適切な方法により，入所者を入浴させ，又

は清しきしなければならない。 

３ 介護老人保健施設は，入所者の病状及び心身の状況に応じ，適切な方法により，排せ

つの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替え

なければならない。 
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５ 介護老人保健施設は，褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに，その

発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は，前各項に定めるほか，入所者に対し，離床，着替え，整容その

他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

７ 介護老人保健施設は，その入所者に対して，入所者の負担により，当該介護老人保健

施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

(食事の提供) 

第十九条 入所者の食事は，栄養並びに入所者の身体の状況，病状及び嗜し好を考慮した

ものとするとともに，適切な時間に行われなければならない。 

２ 入所者の食事は，その者の自立の支援に配慮し，できるだけ離床して食堂で行われる

よう努めなければならない。 

(相談及び援助) 

第二十条 介護老人保健施設は，常に入所者の心身の状況，病状，その置かれている環境

等の的確な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに，

必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

(その他のサービスの提供) 

第二十一条 介護老人保健施設は，適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう

努めるものとする。 

２ 介護老人保健施設は，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入所者とその家族

との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 
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Ⅱ 地域密着型サービス 

○指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

(基本方針) 

第三条の二 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事

業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が尊厳を保持し，可能な限りその

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，定期的

な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し，入浴，排せつ，食事等の介護，日常生

活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにす

るための援助を行うとともに，その療養生活を支援し，心身の機能の維持回復を目指すも

のでなければならない。 

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 

第三条の三 前条に規定する援助等を行うため，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

においては，次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。 

一 訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又

は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)が，定

期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話(以下この章において「定期巡回サ

ービス」という。) 

二 あらかじめ利用者の心身の状況，その置かれている環境等を把握した上で，随時，利

用者又はその家族等からの通報を受け，通報内容等を基に相談援助を行う又は訪問介護員

等の訪問若しくは看護師等(保健師，看護師，准看護師，理学療法士，作業療法士又は言

語聴覚士をいう。以下この章において同じ。)による対応の要否等を判断するサービス(以

下この章において「随時対応サービス」という。) 

三 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき，訪問介護員等が利用者の居

宅を訪問して行う日常生活上の世話(以下この章において「随時訪問サービス」という。) 

四 法第八条第十五項第一号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部と

して看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助(以下こ

の章において「訪問看護サービス」という。) 

(心身の状況等の把握) 

第三条の十二 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供に当たっては，計画作成責任者による利用者の面接によるほか，

利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて，利用者

の心身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状

況等の把握に努めなければならない。 

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針) 
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第三条の二十一 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は，定期巡回サービス及び訪問

看護サービスについては，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その

目標を設定し，計画的に行うとともに，随時対応サービス及び随時訪問サービスについて

は，利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし，利用者が安心してその居宅

において生活を送ることができるようにしなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，自らその提供する指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の質の評価を行い，それらの結果を公表し，常にその改善を図ら

なければならない。 

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針) 

第三条の二十二 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

一 定期巡回サービスの提供に当たっては，第三条の二十四第一項に規定する定期巡回・

随時対応型訪問介護看護計画に基づき，利用者が安心してその居宅において生活を送るの

に必要な援助を行うものとする。 

二 随時訪問サービスを適切に行うため，オペレーターは，計画作成責任者及び定期巡回

サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し，利用者の心身の状況，その置かれている環

境等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，適切な相談及び助言を行うものと

する。 

三 随時訪問サービスの提供に当たっては，第三条の二十四第一項に規定する定期巡回・

随時対応型訪問介護看護計画に基づき，利用者からの随時の連絡に迅速に対応し，必要な

援助を行うものとする。 

四 訪問看護サービスの提供に当たっては，主治の医師との密接な連携及び第三条の二十

四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき，利用者の心身の機

能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。 

五 訪問看護サービスの提供に当たっては，常に利用者の病状，心身の状況及びその置か

れている環境の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，適切な指導等を行うもの

とする。 

六 特殊な看護等については，これを行ってはならないものとする。 

七 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを

旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいよう

に説明を行うものとする。 

八 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては，介護技術及び医学の進

歩に対応し，適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

九 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合

には，その管理を厳重に行うとともに，管理方法，紛失した場合の対処方法その他必要な

事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。 

(主治の医師との関係) 

第三条の二十三 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤看護師等は，主治

の医師の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければな

らない。 
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２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，訪問看護サービスの提供の開始に

際し，主治の医師による指示を文書で受けなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，主治の医師に次条第一項に規定す

る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係るものに限

る。)及び同条第十一項に規定する訪問看護報告書を提出し，訪問看護サービスの提供に

当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 

４ 医療機関が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する場合にあっ

ては，前二項の規定にかかわらず，第二項の主治の医師の文書による指示並びに前項の定

期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び次条第十一項に規定する訪問看護報告書の提出

は，診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代え

ることができる。 

夜間対応型訪問介護 

(基本方針) 

第四条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型

訪問介護」という。)の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能

な限りその居宅において，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，夜間において，定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し，排せつの介

護，日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送

ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。 

(指定夜間対応型訪問介護) 

第五条 前条に規定する援助を行うため，指定夜間対応型訪問介護においては，定期的に

利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「定期巡回サービ

ス」という。)，あらかじめ利用者の心身の状況，その置かれている環境等を把握した上

で，随時，利用者からの通報を受け，通報内容等を基に訪問介護員等の訪問の要否等を判

断するサービス及びオペレーションセンター等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応

型訪問介護(以下この章において「随時訪問サービス」という。)を提供するものとする。 

２ オペレーションセンターは，通常の事業の実施地域内に一か所以上設置しなければな

らない。ただし，定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることに

より適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場

合は，オペレーションセンターを設置しないことができる。 

(指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針) 

第九条 指定夜間対応型訪問介護は，定期巡回サービスについては，利用者の要介護状態

の軽減又は悪化の防止に資するよう，その目標を設定し，計画的に行われるとともに，オ

ペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスについては，利用者からの随時の通

報に適切に対応して行われるものとし，利用者が夜間において安心してその居宅において

生活を送ることができるものでなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，自らその提供する指定夜間対応型訪問介護の質の

評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 
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(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針) 

第十条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は，次に掲げる

ところによるものとする。 

一 定期巡回サービスの提供に当たっては，夜間対応型訪問介護計画に基づき，利用者が

安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。 

二 随時訪問サービスを適切に行うため，オペレーションセンター従業者は，利用者の面

接及び一月ないし三月に一回程度の利用者の居宅への訪問を行い，随時利用者の心身の状

況，その置かれている環境等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，適切な相

談及び助言を行うものとする。 

三 随時訪問サービスの提供に当たっては，夜間対応型訪問介護計画に基づき，利用者か

らの随時の連絡に迅速に対応し，必要な援助を行うものとする。 

四 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者

又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明を行うも

のとする。 

五 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護

技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

六 夜間対応型訪問介護従業者は，利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案

し，必要があると認めるときは，利用者が利用する指定訪問看護ステーションへの連絡を

行う等の適切な措置を講ずるものとする。 

七 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には，その管理

を厳重に行うとともに，管理方法，紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した

文書を利用者に交付するものとする。 

地域密着型通所介護 

(基本方針) 

第十九条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着

型通所介護」という。)の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可

能な限りその居宅において，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

よう生活機能の維持又は向上を目指し，必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと

により，利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的

及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

(心身の状況等の把握) 

第二十三条 指定地域密着型通所介護事業者は，指定地域密着型通所介護の提供に当たっ

ては，利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて，

利用者の心身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの

利用状況等の把握に努めなければならない。 

(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針) 

第二十五条 指定地域密着型通所介護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資

するよう，その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 
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２ 指定地域密着型通所介護事業者は，自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の

評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針) 

第二十六条 指定地域密着型通所介護の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

一 指定地域密着型通所介護は，利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができ

るよう，地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ，利用者の心身の状況を踏ま

え，妥当適切に行うものとする。 

二 指定地域密着型通所介護は，利用者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれぞれの役

割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

三 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては，次条第一項に規定する地域密着型通所

介護計画に基づき，漫然かつ画一的にならないように，利用者の機能訓練及びその者が日

常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

四 指定地域密着型通所介護従業者は，指定地域密着型通所介護の提供に当たっては，懇

切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等につい

て，理解しやすいように説明を行うものとする。 

五 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護

技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

六 指定地域密着型通所介護事業者は，常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ，相

談援助等の生活指導，機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供

する。特に，認知症(法第五条の二に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者

に対しては，必要に応じ，その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるもの

とする。 

指定療養通所介護 

(この節の趣旨) 

第三十八条 第一節から第四節までの規定にかかわらず，指定療養通所介護(指定地域密

着型通所介護であって，難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって，サービ

ス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし，第四十条の九に規定す

る療養通所介護計画に基づき，入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の世話及

び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業の基本方針並びに人員，設備及び運営

に関する基準については，この節に定めるところによる。 

(基本方針) 

第三十九条 指定療養通所介護の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用

者が可能な限りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう生活機能の維持又は向上を目指し，必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行

うことにより，利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の

身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 
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２ 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は，指

定療養通所介護の提供に当たっては，利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している

訪問看護事業者等との密接な連携に努めなければならない。 

(心身の状況等の把握) 

第四十条の六 指定療養通所介護事業者は，指定療養通所介護の提供に当たっては，利用

者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて，利用者の心

身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は，体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよ

う，特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携

を図り，利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない。 

(指定療養通所介護の具体的取扱方針) 

第四十条の八 指定療養通所介護の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

一 指定療養通所介護の提供に当たっては，次条第一項に規定する療養通所介護計画に基

づき，利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う

ものとする。 

二 療養通所介護従業者は，指定療養通所介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うこと

を旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいよ

うに説明を行うものとする。 

三 指定療養通所介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術を

もってサービスの提供を行うものとする。 

四 指定療養通所介護事業者は，利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供で

きるよう，利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携

を図り，サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図るものとする。 

五 指定療養通所介護事業者は，常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ，相談援助

等の生活指導，機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するも

のとする。 

認知症対応型通所介護 

（基本方針） 

第四十一条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知

症対応型通所介護」という。)の事業は，要介護状態となった場合においても，その認知

症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同

じ。)が可能な限りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう生活機能の維持又は向上を目指し，必要な日常生活上の世話及び機能訓練

を行うことにより，利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家

族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針) 
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第五十条 指定認知症対応型通所介護は，利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよ

う，その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，自らその提供する指定認知症対応型通所介護の

質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針) 

第五十一条 指定認知症対応型通所介護の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

一 指定認知症対応型通所介護は，利用者が住み慣れた地域での生活を継続することがで

きるよう，地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ，利用者の心身の状況を踏ま

え，妥当適切に行うものとする。 

二 指定認知症対応型通所介護は，利用者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれぞれの

役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

三 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては，認知症対応型通所介護計画に基づ

き，漫然かつ画一的にならないように，利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むこ

とができるよう必要な援助を行うものとする。 

四 認知症対応型通所介護従業者(第四十二条第一項又は第四十五条第一項の従業者をい

う。以下同じ。)は，指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うこ

とを旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすい

ように説明を行うものとする。 

五 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介

護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

六 指定認知症対応型通所介護は，常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ，相談援

助等の生活指導，機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する

ものとする。 

小規模多機能型居宅介護 

（基本方針） 

第六十二条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小

規模多機能型居宅介護」という。)の事業は，要介護者について，その居宅において，又

はサービスの拠点に通わせ，若しくは短期間宿泊させ，当該拠点において，家庭的な環境

と地域住民との交流の下で，入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の世話及び

機能訓練を行うことにより，利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日

常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

(心身の状況等の把握) 

第六十八条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては，介護支援専門員が開催するサービス担当者会議等を通じて，利用者の心身

の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の

把握に努めなければならない。 

(指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針) 
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第七十二条 指定小規模多機能型居宅介護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう，その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，自らその提供する指定小規模多機能型居宅介

護の質の評価を行い，それらの結果を公表し，常にその改善を図らなければならない。 

(指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針) 

第七十三条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は，次に掲げるところによるものとす

る。 

一 指定小規模多機能型居宅介護は，利用者が住み慣れた地域での生活を継続することが

できるよう，地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ，利用者の心身の状況，希

望及びその置かれている環境を踏まえて，通いサービス，訪問サービス及び宿泊サービス

を柔軟に組み合わせることにより，妥当適切に行うものとする。 

二 指定小規模多機能型居宅介護は，利用者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれぞれ

の役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものと

する。 

三 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては，小規模多機能型居宅介護計画に基

づき，漫然かつ画一的にならないように，利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む

ことができるよう必要な援助を行うものとする。 

四 小規模多機能型居宅介護従業者は，指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって

は，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供等につい

て，理解しやすいように説明を行うものとする。 

五 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっ

ては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き，身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)

を行ってはならない。 

六 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態

様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ

ならない。 

七 指定小規模多機能型居宅介護は，通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少

ない状態が続くものであってはならない。 

八 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，登録者が通いサービスを利用していない日に

おいては，可能な限り，訪問サービスの提供，電話連絡による見守り等を行う等登録者の

居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。 

(介護等) 

第七十八条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，

利用者の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者に

よる介護を受けさせてはならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は，可能な

限り利用者と小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。 
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(社会生活上の便宜の提供等) 

第七十九条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者の外出の機会の確保その他の

利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関

に対する手続等について，その者又はその家族が行うことが困難である場合は，その者の

同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るとともに利

用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

認知症対応型共同生活介護 

（基本方針） 

第八十九条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定

認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は，要介護者であって認知症であるものに

ついて，共同生活住居において，家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴，排せつ，

食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより，利用者がその有

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するものでなければならな

い。 

(入退居) 

第九十四条 指定認知症対応型共同生活介護は，要介護者であって認知症であるもののう

ち，少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，入居申込者の入居に際しては，主治の医師

の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならな

い。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，入居申込者が入院治療を要する者であるこ

と等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は，

適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者，介護保険施設，病院又は診療所を紹介

する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，入居申込者の入居に際しては，その者の心

身の状況，生活歴，病歴等の把握に努めなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者の退居の際には，利用者及びその家

族の希望を踏まえた上で，退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し，退居に必要な援助

を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者の退居に際しては，利用者又はその

家族に対し，適切な指導を行うとともに，指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及び

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならな

い。 

(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針) 
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第九十七条 指定認知症対応型共同生活介護は，利用者の認知症の症状の進行を緩和し，

安心して日常生活を送ることができるよう，利用者の心身の状況を踏まえ，妥当適切に行

われなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護は，利用者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれぞ

れの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われな

ければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護は，認知症対応型共同生活介護計画に基づき，漫然か

つ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

４ 共同生活住居における介護従業者は，指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっ

ては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等

について，理解しやすいように説明を行わなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，指定認知症対応型共同生活介護の提供に当

たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その

態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，自らその提供する指定認知症対応型共同生

活介護の質の評価を行うとともに，定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果

を公表し，常にその改善を図らなければならない。 

(介護等) 

第九十九条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担によ

り，当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

３ 利用者の食事その他の家事等は，原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努

めるものとする。 

(社会生活上の便宜の提供等) 

第百条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者の趣味又は嗜し好に応じた活動

の支援に努めなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者が日常生活を営む上で必要な行政機

関に対する手続等について，その者又はその家族が行うことが困難である場合は，その者

の同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るとともに

利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

（基本方針） 
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第百九条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下

「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は，地域密着型特定施設サ

ービス計画に基づき，入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の世話，機能訓練

及び療養上の世話を行うことにより，当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供

を受ける入居者が指定地域密着型特定施設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するものでなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型特定

施設入居者生活介護事業者」という。)は，安定的かつ継続的な事業運営に努めなければ

ならない。 

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等) 

第百十四条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，正当な理由なく入居者に

対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，入居者が指定地域密着型特定施設

入居者生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提

供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，入居申込者又は入居者(以下「入

居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービ

スを提供することが困難であると認めた場合は，適切な病院又は診療所の紹介その他の適

切な措置を速やかに講じなければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，指定地域密着型特定施設入居者生

活介護の提供に当たっては，利用者の心身の状況，その置かれている環境等の把握に努め

なければならない。 

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針) 

第百十八条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の要介護状態の軽

減又は悪化の防止に資するよう，認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて，日常生

活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は，地域密着型特定施設サービス計画に基づ

き，漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 地域密着型特定施設従業者は，指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当た

っては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族から求められたときは，サー

ビスの提供方法等について，理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，指定地域密着型特定施設入居者生

活介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，前項の身体的拘束等を行う場合に

は，その態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

しなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，自らその提供する指定地域密着型

特定施設入居者生活介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(介護) 
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第百二十条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，自ら入浴が困難な利用者につい

て，一週間に二回以上，適切な方法により，入浴させ，又は清しきしなければならない。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じ，適切

な方法により，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，前三項に定めるほか，利用者に対

し，食事，離床，着替え，整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

(機能訓練) 

第百二十一条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の心身の状況等

を踏まえ，必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能

訓練を行わなければならない。 

(健康管理) 

第百二十二条 指定地域密着型特定施設の看護職員は，常に利用者の健康の状況に注意す

るとともに，健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

(相談及び援助) 

第百二十三条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，常に利用者の心身の状

況，その置かれている環境等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談

に適切に応じるとともに，利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 

(利用者の家族との連携等) 

第百二十四条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，常に利用者の家族との

連携を図るとともに，利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければな

らない。 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

(基本方針) 

第百三十条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地

域密着型介護老人福祉施設は，地域密着型施設サービス計画に基づき，可能な限り，居宅

における生活への復帰を念頭に置いて，入浴，排せつ，食事等の介護，相談及び援助，社

会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話，機能訓練，健康管理及び療養上の世話

を行うことにより，入所者が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

ようにすることを目指すものでなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の意思及び人格を尊重し，常にその者の

立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなけ

ればならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，明るく家庭的な雰囲気を有し，地域や家庭との

結び付きを重視した運営を行い，市町村，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，地
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域密着型サービス事業者，他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

(入退所) 

第百三十四条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，身体上又は精神上著しい障害がある

ために常時の介護を必要とし，かつ，居宅においてこれを受けることが困難な者に対し，

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するものとする。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差

し引いた数を超えている場合には，介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し，指定地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者

を優先的に入所させるよう努めなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所申込者の入所に際しては，その者に係る指

定居宅介護支援事業者に対する照会等により，その者の心身の状況，生活歴，病歴，指定

居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の心身の状況，その置かれている環境等

に照らし，その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に

検討しなければならない。 

５ 前項の検討に当たっては，生活相談員，介護職員，看護職員，介護支援専門員等の従

業者の間で協議しなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，その心身の状況，その置かれている環境等に照

らし，居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し，その者及び

その家族の希望，その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し，その者の円滑な

退所のために必要な援助を行わなければならない。 

７ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の退所に際しては，居宅サービス計画の

作成等の援助に資するため，指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか，

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならな

い。 

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針) 

第百三十七条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，地域密着型施設サービス計画に基づ

き，入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等に応

じて，その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，地域密着型施設サービス計画に

基づき，漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は，指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，入所者又はその家族に対

し，処遇上必要な事項について，理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護の提供に当たっては，当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 
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５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態様

及び時間，その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(介護) 

第百三十九条 介護は，入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう，入所者の

心身の状況に応じて，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，一週間に二回以上，適切な方法により，入所者

を入浴させ，又は清しきしなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況に応じて，適切

な方法により，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを

適切に取り替えなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行う

とともに，その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対し，前各項に規定するもののほか，

離床，着替え，整容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，常時一人以上の介護職員を介護に従事させなけ

ればならない。 

８ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対し，その負担により，当該指定地域

密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

(食事) 

第百四十条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し好を考慮した食事を，適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者が可能な限り離床して，食堂で食事を摂

ることを支援しなければならない。 

(相談及び援助) 

第百四十一条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，常に入所者の心身の状況，その置か

れている環境等の的確な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じ

るとともに，必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

(社会生活上の便宜の提供等) 

第百四十二条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜

入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等

に対する手続について，その者又はその家族において行うことが困難である場合は，その

者の同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入

所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 
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４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の外出の機会を確保するよう努めなけれ

ばならない。 

(機能訓練) 

第百四十三条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況等に

応じて，日常生活を営むのに必要な機能を改善し，又はその減退を防止するための訓練を

行わなければならない。 

(健康管理) 

第百四十四条 指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は看護職員は，常に入所者の健

康の状況に注意し，必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 

(入所者の入院期間中の取扱い) 

第百四十五条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者について，病院又は診療所に

入院する必要が生じた場合であって，入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに

見込まれるときは，その者及びその家族の希望等を勘案し，必要に応じて適切な便宜を供

与するとともに，やむを得ない事情がある場合を除き，退院後再び当該指定地域密着型介

護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。 

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

(この節の趣旨) 

第百五十八条 第一節，第三節及び前節の規定にかかわらず，ユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共

同生活室(当該居室の入居者が交流し，共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同

じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生

活が営まれ，これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下

同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については，この節に定めるところ

による。 

(基本方針) 

第百五十九条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者一人一人の意思及

び人格を尊重し，地域密着型施設サービス計画に基づき，その居宅における生活への復帰

を念頭に置いて，入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配

慮しながら，各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き，自律的な日常生活を

営むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，地域や家庭との結び付きを重視した

運営を行い，市町村，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，地域密着型サービス事

業者，介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な

連携に努めなければならない。 

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針) 

第百六十二条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，入居者が，その有す

る能力に応じて，自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことがで

きるようにするため，地域密着型施設サービス計画に基づき，入居者の日常生活上の活動

252



について必要な援助を行うことにより，入居者の日常生活を支援するものとして行われな

ければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，各ユニットにおいて入居者がそ

れぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，入居者のプライバシーの確保に

配慮して行われなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，入居者の自立した生活を支援す

ることを基本として，入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の

心身の状況等を常に把握しながら，適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は，指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護の提供に当たって，入居者又はその家族に対し，サービスの提供方

法等について，理解しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護の提供に当たっては，当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，前項の身体的拘束等を行う場合に

は，その態様及び時間，その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

しなければならない。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，自らその提供する指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならな

い。 

(介護) 

第百六十三条 介護は，各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き，自律的な

日常生活を営むことを支援するよう，入居者の心身の状況等に応じ，適切な技術をもって

行われなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の日常生活における家事を，

入居者が，その心身の状況等に応じて，それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しな

ければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者が身体の清潔を維持し，精神

的に快適な生活を営むことができるよう，適切な方法により，入居者に入浴の機会を提供

しなければならない。ただし，やむを得ない場合には，清しきを行うことをもって入浴の

機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の心身の状況に応じて，適切

な方法により，排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，おむつを使用せざるを得ない入居者

については，排せつの自立を図りつつ，そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な

介護を行うとともに，その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，前各項に規定するもののほか，入居

者が行う離床，着替え，整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 
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８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，常時一人以上の介護職員を介護に従

事させなければならない。 

９ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者に対し，その負担により，当

該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせて

はならない。 

(食事) 

第百六十四条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，栄養並びに入居者の心身

の状況及び嗜し好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の心身の状況に応じて，適切

な方法により，食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の生活習慣を尊重した適切な

時間に食事を提供するとともに，入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食

事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者が相互に社会的関係を築くこ

とができるよう，その意思を尊重しつつ，入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援し

なければならない。 

(社会生活上の便宜の提供等) 

第百六十五条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の嗜し好に応じた

趣味，教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに，入居者が自律的に行うこれら

の活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者が日常生活を営む上で必要な

行政機関等に対する手続について，その者又はその家族が行うことが困難である場合は，

その者の同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，常に入居者の家族との連携を図ると

ともに，入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の外出の機会を確保するよう

努めなければならない。 

看護小規模多機能型居宅介護 

(基本方針) 

第百七十条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(施行規則第十七条の十

二に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看護小規模

多機能型居宅介護」という。)の事業は，指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する

訪問看護の基本方針及び第六十二条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏ま

えて行うものでなければならない。 

(指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針) 

第百七十六条 指定看護小規模多機能型居宅介護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化

の防止に資するよう，その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 
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２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，自らその提供する指定看護小規模多機能

型居宅介護の質の評価を行い，それらの結果を公表し，常にその改善を図らなければなら

ない。 

(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針) 

第百七十七条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は，次に掲げるところによるもの

とする。 

一 指定看護小規模多機能型居宅介護は，利用者が住み慣れた地域での生活を継続するこ

とができるよう，利用者の病状，心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえ

て，通いサービス，訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより，療

養上の管理の下で妥当適切に行うものとする。 

二 指定看護小規模多機能型居宅介護は，利用者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれ

ぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うも

のとする。 

三 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては，看護小規模多機能型居宅介護

計画に基づき，漫然かつ画一的にならないように，利用者の機能訓練及びその者が日常生

活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

四 看護小規模多機能型居宅介護従業者は，指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当

たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族に対し，療養上必要な事項

その他サービスの提供の内容等について，理解しやすいように説明又は必要に応じた指導

を行うものとする。 

五 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，指定看護小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

六 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，前号の身体的拘束等を行う場合には，そ

の態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならない。 

七 指定看護小規模多機能型居宅介護は，通いサービスの利用者が登録定員に比べて著し

く少ない状態が続くものであってはならない。 

八 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，登録者が通いサービスを利用していない

日においては，可能な限り，訪問サービスの提供，電話連絡による見守り等を行う等登録

者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。 

九 看護サービス(指定看護小規模多機能型居宅介護のうち，保健師，看護師，准看護

師，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「看護師等」という。)

が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章

において同じ。)の提供に当たっては，主治の医師との密接な連携により，及び第百七十

九条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき，利用者の心身の機能の

維持回復が図られるよう妥当適切に行わなければならない。 

十 看護サービスの提供に当たっては，医学の進歩に対応し，適切な看護技術をもって，

サービスの提供を行わなければならない。

十一 特殊な看護等については，これを行ってはならない。 
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(主治の医師との関係) 

第百七十八条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は，主

治の医師の指示に基づき適切な看護サービスが提供されるよう，必要な管理をしなければ

ならない。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，看護サービスの提供の開始に際し，主治

の医師による指示を文書で受けなければならない。 

３ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，主治の医師に看護小規模多機能型居宅介

護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を提出し，看護サービスの提供に当たって

主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 

４ 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合にあって

は，前二項の規定にかかわらず，第二項の主治の医師の文書による指示及び前項の看護小

規模多機能型居宅介護報告書の提出は，診療記録への記載をもって代えることができる。 
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Ⅲ 居宅サービス 

○指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準

訪問介護 

(基本方針) 

第四条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業

は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限りその居宅において，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，入浴，排せつ，食事の介

護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。 

(心身の状況等の把握) 

第十三条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護の提供に当たっては，利用者に係る居宅

介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて，利用者の心身の状況，その置

かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけ

ればならない。 

(指定訪問介護の基本取扱方針) 

第二十二条 指定訪問介護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，

その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は，自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い，常にその

改善を図らなければならない。 

(指定訪問介護の具体的取扱方針) 

第二十三条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は，次に掲げるところによるものと

する。 

一 指定訪問介護の提供に当たっては，次条第一項に規定する訪問介護計画に基づき，利

用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。 

二 指定訪問介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家

族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明を行う。 

三 指定訪問介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術をもっ

てサービスの提供を行う。 

四 常に利用者の心身の状況，その置かれている環境等の的確な把握に努め，利用者又は

その家族に対し，適切な相談及び助言を行う。 

訪問入浴介護 

(基本方針) 

第四十四条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」とい

う。)の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限りその居宅

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，居宅におけ
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る入浴の援助を行うことによって，利用者の身体の清潔の保持，心身機能の維持等を図る

ものでなければならない。 

(指定訪問入浴介護の基本取扱方針) 

第四十九条 指定訪問入浴介護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ

う，利用者の状態に応じて，適切に行われなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は，自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い，

常にその改善を図らなければならない。 

(指定訪問入浴介護の具体的取扱方針) 

第五十条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は，次に掲げるところによ

るものとする。 

一 指定訪問入浴介護の提供に当たっては，常に利用者の心身の状況，希望及びその置か

れている環境を踏まえ，必要なサービスを適切に提供する。 

二 指定訪問入浴介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はそ

の家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明を行う。 

三 指定訪問入浴介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術を

もってサービスの提供を行う。 

四 指定訪問入浴介護の提供は，一回の訪問につき，看護職員一人及び介護職員二人をも

って行うものとし，これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただ

し，利用者の身体の状況が安定していること等から，入浴により利用者の身体の状況等に

支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては，主治の医師の意見を確認した上

で，看護職員に代えて介護職員を充てることができる。 

五 指定訪問入浴介護の提供に当たっては，サービスの提供に用いる設備，器具その他の

用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し，特に利用者の身体に接触する設備，器

具その他の用品については，サービスの提供ごとに消毒したものを使用する。ばならな

い。 

訪問看護 

(基本方針) 

第五十九条 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事

業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限りその居宅において，

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，その療養生活を支援

し，心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならな

い。 

(指定訪問看護の基本取扱方針) 

第六十七条 指定訪問看護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，

療養上の目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は，自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い，常にその

改善を図らなければならない。 

(指定訪問看護の具体的取扱方針) 
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第六十八条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は，次に掲げるところによるものとす

る。 

一 指定訪問看護の提供に当たっては，主治の医師との密接な連携及び第七十条第一項に

規定する訪問看護計画書に基づき，利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に

行う。 

二 指定訪問看護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家

族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指導又は説明を行う。 

三 指定訪問看護の提供に当たっては，医学の進歩に対応し，適切な看護技術をもって，

これを行う。 

四 指定訪問看護の提供に当たっては，常に利用者の病状，心身の状況及びその置かれて

いる環境の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，適切な指導を行う。 

五 特殊な看護等については，これを行ってはならない。 

(主治の医師との関係) 

第六十九条 指定訪問看護事業所の管理者は，主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問

看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護の提供の開始に際し，主治の医師による指示を

文書で受けなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者は，主治の医師に次条第一項に規定する訪問看護計画書及び訪問

看護報告書を提出し，指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らな

ければならない。 

４ 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては，

前二項の規定にかかわらず，第二項の主治の医師の文書による指示並びに前項の訪問看護

計画書及び訪問看護報告書の提出は，診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記

録」という。)への記載をもって代えることができる。 

訪問リハビリテーション 

(基本方針) 

第七十五条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハ

ビリテーション」という。)の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者

が可能な限りその居宅において，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

きるよう生活機能の維持又は向上を目指し，利用者の居宅において，理学療法，作業療法

その他必要なリハビリテーションを行うことにより，利用者の心身の機能の維持回復を図

るものでなければならない。 

(指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針) 

第七十九条 指定訪問リハビリテーションは，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう，リハビリテーションの目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は，自らその提供する指定訪問リハビリテーショ

ンの質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針) 
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第八十条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士

が行うものとし，その方針は，次に掲げるところによるものとする。 

一 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては，医師の指示及び次条第一項に規定

する訪問リハビリテーション計画に基づき，利用者の心身機能の維持回復を図り，日常生

活の自立に資するよう，妥当適切に行う。 

二 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利

用者又はその家族に対し，リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項につい

て，理解しやすいように指導又は説明を行う。 

三 常に利用者の病状，心身の状況，希望及びその置かれている環境の的確な把握に努

め，利用者に対し，適切なサービスを提供する。 

四 それぞれの利用者について，次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に従

ったサービスの実施状況及びその評価について，速やかに診療記録を作成するとともに，

医師に報告する。 

五 指定訪問リハビリテーション事業者は，リハビリテーション会議(次条第一項に規定

する訪問リハビリテーション計画又は第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーショ

ン計画の作成のために，利用者及びその家族の参加を基本としつつ，医師，理学療法士，

作業療法士，言語聴覚士，介護支援専門員，居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居

宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その

他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議をいう。以下同じ。)の開催

により，リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構

成員と共有するよう努め，利用者に対し，適切なサービスを提供する。 

居宅療養管理指導 

(基本方針) 

第八十四条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指

導」という。)の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限り

その居宅において，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，医

師，歯科医師，薬剤師，看護職員，歯科衛生士又は管理栄養士が，通院が困難な利用者に

対して，その居宅を訪問して，その心身の状況，置かれている環境等を把握し，それらを

踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより，その者の療養生活の質の向上を図るも

のでなければならない。 

(指定居宅療養管理指導の基本取扱方針) 

第八十八条 指定居宅療養管理指導は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す

るよう，計画的に行われなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は，自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価

を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針) 

第八十九条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は，次に掲げるところ

によるものとする。 
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一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，訪問診療等により常に利用者の病状及び

心身の状況を把握し，計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて，居

宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又

はその家族に対し，居宅サービスの利用に関する留意事項，介護方法等についての指導，

助言等を行う。 

二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，利用者又はその家族からの介護に関する

相談に懇切丁寧に応ずるとともに，利用者又はその家族に対し，療養上必要な事項等につ

いて，理解しやすいように指導又は助言を行う。 

三 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については，療養上必要な

事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。 

四 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，療養上適切な居宅サービスが提供される

ために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から

求めがあった場合は，居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し，居宅サービス

計画の作成，居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。 

五 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助

言については，原則として，サービス担当者会議に参加することにより行わなければなら

ない。 

六 前号の場合において，サービス担当者会議への参加によることが困難な場合について

は，居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して，原則として，情報提供又は助

言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。 

七 それぞれの利用者について，提供した指定居宅療養管理指導の内容について，速やか

に診療録に記録する。 

２ 薬剤師，歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は，次に掲げ

るところによるものとする。 

一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師

による指定居宅療養管理指導にあっては，医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が

策定した薬学的管理指導計画)に基づき，利用者の心身機能の維持回復を図り，居宅にお

ける日常生活の自立に資するよう，妥当適切に行う。 

二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又

はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指導又は説明を行

う。 

三 常に利用者の病状，心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め，利用

者に対し適切なサービスを提供する。 

四 それぞれの利用者について，提供した指定居宅療養管理指導の内容について，速やか

に診療記録を作成するとともに，医師又は歯科医師に報告する。 

３ 看護職員の行う指定居宅療養管理指導の方針は，次に掲げるところによるものとす

る。 

一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，居宅介護支援事業者等に対する居宅サー

ビス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相談及び支援を行うこ

と。 
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二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又

はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指導又は助言を行う

こと。 

三 それぞれの利用者について，提供した指定居宅療養管理指導の内容について，速やか

に記録を作成するとともに，医師又は居宅介護支援事業者等に報告すること。 

通所介護 

(基本方針) 

第九十二条 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事

業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限りその居宅において，

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生活機能の維持又は向上

を目指し，必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより，利用者の社会的孤立

感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る

ものでなければならない。 

(指定通所介護の具体的取扱方針) 

第九十八条 指定通所介護の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

一 指定通所介護の提供に当たっては，次条第一項に規定する通所介護計画に基づき，利

用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。 

二 通所介護従業者は，指定通所介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨と

し，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説

明を行う。 

三 指定通所介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術をもっ

てサービスの提供を行う。 

四 指定通所介護は，常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ，相談援助等の生活指

導，機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に，認知

症である要介護者に対しては，必要に応じ，その特性に対応したサービスの提供ができる

体制を整える。 

通所リハビリテーション 

(基本方針) 

第百十条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビ

リテーション」という。)の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が

可能な限りその居宅において，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

るよう生活機能の維持又は向上を目指し，理学療法，作業療法その他必要なリハビリテー

ションを行うことにより，利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならな

い。 

(指定通所リハビリテーションの基本取扱方針) 
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第百十三条 指定通所リハビリテーションは，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう，その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は，自らその提供する指定通所リハビリテーショ

ンの質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。

(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針) 

第百十四条 指定通所リハビリテーションの方針は，次に掲げるところによるものとす

る。 

一 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては，医師の指示及び次条第一項に規定

する通所リハビリテーション計画に基づき，利用者の心身の機能の維持回復を図り，日常

生活の自立に資するよう，妥当適切に行う。 

二 通所リハビリテーション従業者は，指定通所リハビリテーションの提供に当たって

は，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族に対し，リハビリテーションの観

点から療養上必要とされる事項について，理解しやすいように指導又は説明を行う。 

三 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては，常に利用者の病状，心身の状況及

びその置かれている環境の的確な把握に努め，利用者に対し適切なサービスを提供する。

特に，認知症である要介護者に対しては，必要に応じ，その特性に対応したサービス提供

ができる体制を整える。 

四 指定通所リハビリテーション事業者は，リハビリテーション会議の開催により，リハ

ビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有す

るよう努め，利用者に対し，適切なサービスを提供する。 

短期入所生活介護 

(基本方針) 

第百二十条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介

護」という。)の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限り

その居宅において，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，入

浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより，利

用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもので

なければならない。 

(指定短期入所生活介護の開始及び終了) 

第百二十六条 指定短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況により，若しくはそ

の家族の疾病，冠婚葬祭，出張等の理由により，又は利用者の家族の身体的及び精神的な

負担の軽減等を図るために，一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対

象に，指定短期入所生活介護を提供するものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携により，指定短期入所生活介護の提供の開始前か

ら終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよ

う必要な援助に努めなければならない。 

(指定短期入所生活介護の取扱方針) 
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第百二十八条 指定短期入所生活介護事業者は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防

止に資するよう，認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて，日常生活に必要な援助

を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護は，相当期間以上にわたり継続して入所する利用者について

は，次条第一項に規定する短期入所生活介護計画に基づき，漫然かつ画一的なものとなら

ないよう配慮して行われなければならない。 

３ 短期入所生活介護従業者は，指定短期入所生活介護の提供に当たっては，懇切丁寧を

旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいよう

に説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は，指定短期入所生活介護の提供に当たっては，当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体

的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはな

らない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び

時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は，自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価

を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(介護) 

第百三十条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，一週間に二回以上，適切な方法により，利用者を入

浴させ，又は清しきしなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じ，適切な方法により，排

せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切

に取り替えなければならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は，前各項に定めるほか，利用者に対し，離床，着替

え，整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は，常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければ

ならない。 

７ 指定短期入所生活介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該指

定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

(食事) 

第百三十一条 指定短期入所生活介護事業者は，栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜し

好を考慮した食事を，適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，利用者が可能な限り離床して，食堂で食事を摂るこ

とを支援しなければならない。 

(機能訓練) 
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第百三十二条 指定短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況等を踏まえ，必要に

応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなけれ

ばならない。 

(健康管理) 

第百三十三条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は，常に利用者の健康の

状況に注意するとともに，健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 

(相談及び援助) 

第百三十四条 指定短期入所生活介護事業者は，常に利用者の心身の状況，その置かれて

いる環境等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談に適切に応じると

ともに，必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

(その他のサービスの提供) 

第百三十五条 指定短期入所生活介護事業者は，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜利用

者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければ

ならない。 

短期入所療養介護 

(基本方針) 

第百四十一条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(以下「指定短期入所療養

介護」という。)の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限

りその居宅において，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，

看護，医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世

話を行うことにより，療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽

減を図るものでなければならない。 

(指定短期入所療養介護の取扱方針) 

第百四十六条 指定短期入所療養介護事業者は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防

止に資するよう，認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて，当該利用者の療養を妥

当適切に行わなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護は，相当期間以上にわたり継続して入所する利用者について

は，次条第一項に規定する短期入所療養介護計画に基づき，漫然かつ画一的なものとなら

ないよう配意して行わなければならない。 

３ 短期入所療養介護従業者は，指定短期入所療養介護の提供に当たっては，懇切丁寧を

旨とし，利用者又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指

導又は説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は，指定短期入所療養介護の提供に当たっては，当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体

的拘束等を行ってはならない。 
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５ 指定短期入所療養介護事業者は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び

時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は，自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価

を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(診療の方針) 

第百四十八条 医師の診療の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

一 診療は，一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して，

的確な診断を基とし，療養上妥当適切に行う。 

二 診療に当たっては，常に医学の立場を堅持して，利用者の心身の状況を観察し，要介

護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して，心理的な効果をもあげることができるよ

う適切な指導を行う。 

三 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な

把握に努め，利用者又はその家族に対し，適切な指導を行う。 

四 検査，投薬，注射，処置等は，利用者の病状に照らして妥当適切に行う。 

五 特殊な療法又は新しい療法等については，別に厚生労働大臣が定めるもののほか行っ

てはならない。 

六 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し，又は処方してはな

らない。 

七 入院患者の病状の急変等により，自ら必要な医療を提供することが困難であると認め

たときは，他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。 

(機能訓練) 

第百四十九条 指定短期入所療養介護事業者は，利用者の心身の諸機能の維持回復を図

り，日常生活の自立を助けるため，必要な理学療法，作業療法その他必要なリハビリテー

ションを行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護) 

第百五十条 看護及び医学的管理の下における介護は，利用者の自立の支援と日常生活の

充実に資するよう，利用者の病状及び心身の状況に応じ，適切な技術をもって行われなけ

ればならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は，一週間に二回以上，適切な方法により，利用者を入

浴させ，又は清しきしなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業者は，利用者の病状及び心身の状況に応じ，適切な方法に

より，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切

に取り替えなければならない。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は，前各項に定めるほか，利用者に対し，離床，着替

え，整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該指

定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならな

い。 
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(食事の提供) 

第百五十一条 利用者の食事は，栄養並びに利用者の身体の状況，病状及び嗜し好を考慮

したものとするとともに，適切な時間に行われなければならない。 

２ 利用者の食事は，その者の自立の支援に配慮し，できるだけ離床して食堂で行われる

よう努めなければならない。 

(その他のサービスの提供) 

第百五十二条 指定短期入所療養介護事業者は，適宜利用者のためのレクリエーション行

事を行うよう努めるものとする。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければ

ならない。 

特定施設入居者生活介護 

(基本方針) 

第百七十四条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施

設入居者生活介護」という。)の事業は，特定施設サービス計画に基づき，入浴，排せ

つ，食事等の介護その他の日常生活上の世話，機能訓練及び療養上の世話を行うことによ

り，要介護状態となった場合でも，当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居

者が当該指定特定施設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

るようにするものでなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定特定施設入居者生活介護事

業者」という。)は，安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 

(指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等) 

第百七十九条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，正当な理由なく入居者に対する指

定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，入居者が指定特定施設入居者生活介護に代え

て当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用するこ

とを妨げてはならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，入居申込者又は入居者(以下「入居者等」と

いう。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供す

ることが困難であると認めた場合は，適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を

速やかに講じなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっ

ては，利用者の心身の状況，その置かれている環境等の把握に努めなければならない。 

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針) 

第百八十三条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう，認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて，日常生活に必要

な援助を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護は，次条第一項に規定する特定施設サービス計画に基づ

き，漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 
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３ 指定特定施設の特定施設従業者は，指定特定施設入居者生活介護の提供に当たって

は，懇切丁寧を旨とし，利用者又はその家族から求められたときは，サービスの提供方法

等について，理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっ

ては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態

様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ

ならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，自らその提供する指定特定施設入居者生活介

護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(介護) 

第百八十五条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，自ら入浴が困難な利用者について，一週間に

二回以上，適切な方法により，入浴させ，又は清しきしなければならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じ，適切な方法によ

り，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，前三項に定めるほか，利用者に対し，食事，

離床，着替え，整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

(健康管理) 

第百八十六条 指定特定施設の看護職員は，常に利用者の健康の状況に注意するととも

に，健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

(相談及び援助) 

第百八十七条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，常に利用者の心身の状況，その置

かれている環境等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談に適切に応

じるとともに，利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 

(利用者の家族との連携等) 

第百八十八条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図る

とともに，利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護 

(この節の趣旨) 

第百九十二条の二 第一節から前節までの規定にかかわらず，外部サービス利用型指定特

定施設入居者生活介護及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者

(以下「受託居宅サービス事業者」という。)により，当該特定施設サービス計画に基づき

行われる入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の世話，機能訓練及び療養上の

世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。)の事業を行うものの基本方針，人員

並びに設備及び運営に関する基準については，この節に定めるところによる。 
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(基本方針) 

第百九十二条の三 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は，特定施設

サービス計画に基づき，受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑

に提供することにより，利用者が要介護状態になった場合でも，当該指定特定施設におい

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するものでなければ

ならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービ

ス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は，安定的かつ継続的な事業運

営に努めなければならない。 

(受託居宅サービスの提供) 

第百九十二条の八 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，特定施設

サービス計画に基づき，受託居宅サービス事業者により，適切かつ円滑に受託居宅サービ

スが提供されるよう，必要な措置を講じなければならない。

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，受託居宅サービス事業者

が受託居宅サービスを提供した場合にあっては，提供した日時，時間，具体的なサービス

の内容等を文書により報告させなければならない。 

(受託居宅サービス事業者への委託) 

第百九十二条の十 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が，受託居宅

サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは，受託居宅サービス事業所

ごとに文書により行わなければならない。 

２ 受託居宅サービス事業者は，指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事

業者でなければならない。 

３ 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は，指定訪問介護，指定

訪問入浴介護，指定訪問看護，指定訪問リハビリテーション，指定通所介護，指定通所リ

ハビリテーション，第百九十三条に規定する指定福祉用具貸与，指定地域密着型サービス

基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護及び指定地域密着型サービス基準第四十

一条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，事業の開始に当たって

は，次の各号に掲げる事業を提供する事業者と，第一項に規定する方法によりこれらの提

供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 

一 指定訪問介護 

二 指定訪問看護 

三 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護 

５ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，第三項に規定する受託居

宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスのうち，前項の規定により事業の開始に当

たって契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものについては，利用者の状況に応じ

て，第一項に規定する方法により，これらの提供に関する業務を委託する契約を締結する

ものとする。 

６ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，第三項の指定認知症対応

型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合
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にあっては，指定特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護

の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結

しなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，受託居宅サービス事業者

に，業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

８ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，受託居宅サービスに係る

業務の実施状況について定期的に確認し，その結果等を記録しなければならない。 

福祉用具貸与 

(基本方針) 

第百九十三条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」と

いう。)の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限りその居

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，利用者の

心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第八条第十二

項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選

定の援助，取付け，調整等を行い，福祉用具を貸与することにより，利用者の日常生活上

の便宜を図り，その機能訓練に資するとともに，利用者を介護する者の負担の軽減を図る

ものでなければならない。 

(指定福祉用具貸与の基本取扱方針) 

第百九十八条 指定福祉用具貸与は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利

用者を介護する者の負担の軽減に資するよう，その目標を設定し，計画的に行わなければ

ならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は，常に，清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸

与しなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は，自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い，

常にその改善を図らなければならない。 

(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針) 

第百九十九条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は，次に掲げるところ

によるものとする。 

一 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，次条第一項に規定する福祉用具貸与計画に基

づき，福祉用具が適切に選定され，かつ，使用されるよう，専門的知識に基づき相談に応

じるとともに，目録等の文書を示して福祉用具の機能，使用方法，利用料等に関する情報

を提供し，個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。 

二 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，貸与する福祉用具の機能，安全性，衛生状態

等に関し，点検を行う。 

三 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調

整を行うとともに，当該福祉用具の使用方法，使用上の留意事項，故障時の対応等を記載
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した文書を利用者に交付し，十分な説明を行った上で，必要に応じて利用者に実際に当該

福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。 

四 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，利用者等からの要請等に応じて，貸与した福

祉用具の使用状況を確認し，必要な場合は，使用方法の指導，修理等を行う。 

五 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合には，当該計画に指定福

祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに，当該利用者に係る介護支援専門員によ

り，必要に応じて随時その必要性が検討された上で，継続が必要な場合にはその理由が居

宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講じるものとする。 

特定福祉用具販売 

(基本方針) 

第二百七条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売の事業は，要介護状態となっ

た場合においても，その利用者が可能な限りその居宅において，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，利用者の心身の状況，希望及びその置かれてい

る環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助，取付け，調整等を行い，特定福祉用

具を販売することにより，利用者の日常生活上の便宜を図り，その機能訓練に資するとと

もに，利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。 

(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針) 

第二百十四条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は，次に掲げると

ころによるものとする。 

一 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては，次条第一項に規定する特定福祉用具販売

計画に基づき，特定福祉用具が適切に選定され，かつ，使用されるよう，専門的知識に基

づき相談に応じるとともに，目録等の文書を示して特定福祉用具の機能，使用方法，販売

費用の額等に関する情報を提供し，個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとす

る。 

二 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては，販売する特定福祉用具の機能，安全性，

衛生状態等に関し，点検を行う。 

三 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては，利用者の身体の状況等に応じて特定福祉

用具の調整を行うとともに，当該特定福祉用具の使用方法，使用上の留意事項等を記載し

た文書を利用者に交付し，十分な説明を行った上で，必要に応じて利用者に実際に当該特

定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。 

四 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合には，当該計画に特

定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じるものとする。 

2016.06.23.小湊。 
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基本方針 第四条 指定居宅サービスに

該当する訪問介護の事業は、

要介護状態となった場合にお

いても、その利用者が可能な

限りその居宅において、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、入浴、排せつ、食事の介

護その他の生活全般にわたる

援助を行うものでなければな

らない。

第四十四条 指定居宅サービス

に該当する訪問入浴介護の事業

は、要介護状態となった場合に

おいても、その利用者が可能な

限りその居宅において、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、居宅

における入浴の援助を行うことに

よって、利用者の身体の清潔の

保持、心身機能の維持等を図る

ものでなければならない。 

第五十九条 指定居宅サービス

に該当する訪問看護の事業は、

要介護状態となった場合におい

ても、その利用者が可能な限りそ

の居宅において、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、その療養生

活を支援し、心身の機能の維持

回復を目指すものでなければな

らない。 

第七十五条 指定居宅サービス

に該当する訪問リハビリテーショ

ンの事業は、要介護状態となっ

た場合においても、その利用者

が可能な限りその居宅におい

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、利用者の居宅において、理学

療法、作業療法その他必要なリ

ハビリテーションを行うことにより、

利用者の心身の機能の維持回

復を図るものでなければならな

い。

第九十二条 指定居宅サービス

に該当する通所介護の事業は、

要介護状態となった場合におい

ても、その利用者が可能な限りそ

の居宅において、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、必要な日常

生活上の世話及び機能訓練を

行うことにより、利用者の社会的

孤立感の解消及び心身の機能

の維持並びに利用者の家族の

身体的及び精神的負担の軽減

を図るものでなければならない 

第百十条 指定居宅サービスに

該当する通所リハビリテーション

の事業は、要介護状態となった

場合においても、その利用者が

可能な限りその居宅において、

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、理学療法、作業療法その他

必要なリハビリテーションを行うこ

とにより、利用者の心身の機能の

維持回復を図るものでなければ

ならない。 

第百二十条 指定居宅サービス

に該当する短期入所生活介護の

事業は、要介護状態となった場

合においても、その利用者が可

能な限りその居宅において、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、入

浴、排せつ、食事等の介護その

他の日常生活上の世話及び機

能訓練を行うことにより、利用者

の心身の機能の維持並びに利

用者の家族の身体的及び精神

的負担の軽減を図るものでなけ

ればならない。 

心身の状

況等の把

握 

第十三条 指定訪問介護事業者

は、指定訪問介護の提供に当た

っては、利用者に係る居宅介護

支援事業者が開催するサービス

担当者会議等を通じて、利用者

の心身の状況、その置かれてい

る環境、他の保健医療サービス

又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならな

い。 

第十三条 指定訪問入浴介護事

業者は、指定訪問入浴介護の提

供に当たっては、利用者に係る

居宅介護支援事業者が開催する

サービス担当者会議等を通じ

て、利用者の心身の状況、その

置かれている環境、他の保健医

療サービス又は福祉サービスの

利用状況等の把握に努めなけれ

ばならない。

第十三条 指定訪問看護事業者

は、指定訪問看護の提供に当た

っては、利用者に係る居宅介護

支援事業者が開催するサービス

担当者会議等を通じて、利用者

の心身の状況、その置かれてい

る環境、他の保健医療サービス

又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならな

い。 

第十三条 指定訪問リハビリテー

ション事業者は、指定訪問リハビ

リテーションの提供に当たって

は、利用者に係る居宅介護支援

事業者が開催するサービス担当

者会議等を通じて、利用者の心

身の状況、その置かれている環

境、他の保健医療サービス又は

福祉サービスの利用状況等の把

握に努めなければならない。

第十三条 指定通所介護事業者

は、指定通所介護の提供に当た

っては、利用者に係る居宅介護

支援事業者が開催するサービス

担当者会議等を通じて、利用者

の心身の状況、その置かれてい

る環境、他の保健医療サービス

又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならな

い。 

第十三条 指定通所リハビリテー

ション事業者は、指定通所リハビ

リテーションの提供に当たって

は、利用者に係る居宅介護支援

事業者が開催するサービス担当

者会議等を通じて、利用者の心

身の状況、その置かれている環

境、他の保健医療サービス又は

福祉サービスの利用状況等の把

握に努めなければならない。

第十三条 指定短期入所生活介

護事業者は、指定短期入所生活

介護の提供に当たっては、利用

者に係る居宅介護支援事業者が

開催するサービス担当者会議等

を通じて、利用者の心身の状

況、その置かれている環境、他の

保健医療サービス又は福祉サー

ビスの利用状況等の把握に努め

なければならない。 

基本取扱

方針 

第二十二条 指定訪問介護は、

利用者の要介護状態の軽減又

は悪化の防止に資するよう、その

目標を設定し、計画的に行われ

なければならない。 

第四十九条 指定訪問入浴介護

は、利用者の要介護状態の軽減

又は悪化の防止に資するよう、利

用者の状態に応じて、適切に行

われなければならない。 

第六十七条 指定訪問看護は、

利用者の要介護状態の軽減又

は悪化の防止に資するよう、療養

上の目標を設定し、計画的に行

われなければならない。 

第七十九条 指定訪問リハビリテ

ーションは、利用者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止に資

するよう、リハビリテーションの目

標を設定し、計画的に行われな

ければならない。 

第九十七条 指定通所介護は、

利用者の要介護状態の軽減又

は悪化の防止に資するよう、その

目標を設定し、計画的に行われ

なければならない。 

第百十三条 指定通所リハビリテ

ーションは、利用者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止に資

するよう、その目標を設定し、計

画的に行われなければならな

い。 

第百二十八条 指定短期入所生

活介護事業者は、利用者の要介

護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう、認知症の状況等

利用者の心身の状況を踏まえ

て、日常生活に必要な援助を妥

当適切に行わなければならな

い。 

具体的取

扱方針 

第二十三条 訪問介護員等の行

う指定訪問介護の方針は、次に

掲げるところによるものとする。 

一 指定訪問介護の提供に当た

っては、次条第一項に規定する

訪問介護計画に基づき、利用者

が日常生活を営むのに必要な援

助を行う。 

二 指定訪問介護の提供に当た

っては、懇切丁寧に行うことを旨

とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供方法等につ

いて、理解しやすいように説明を

行う。 

三 指定訪問介護の提供に当た

っては、介護技術の進歩に対応

し、適切な介護技術をもってサー

ビスの提供を行う。 

四 常に利用者の心身の状況、

その置かれている環境等の的確

な把握に努め、利用者又はその

家族に対し、適切な相談及び助

言を行う。 

第五十条 訪問入浴介護従業者

の行う指定訪問入浴介護の方針

は、次に掲げるところによるものと

する。 

一 指定訪問入浴介護の提供に

当たっては、常に利用者の心身

の状況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえ、必要なサービ

スを適切に提供する。

二 指定訪問入浴介護の提供に

当たっては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその家族

に対し、サービスの提供方法等

について、理解しやすいように説

明を行う。

三 指定訪問入浴介護の提供に

当たっては、介護技術の進歩に

対応し、適切な介護技術をもって

サービスの提供を行う。

四  指定訪問入浴介護の提供

は、一回の訪問につき、看護職

員一人及び介護職員二人をもっ

て行うものとし、これらの者のうち

一人を当該サービスの提供の責

第六十八条 看護師等の行う指

定訪問看護の方針は、次に掲げ

るところによるものとする。 

一 指定訪問看護の提供に当た

っては、主治の医師との密接な

連携及び第七十条第一項に規

定する訪問看護計画書に基づ

き、利用者の心身の機能の維持

回復を図るよう妥当適切に行う。 

二 指定訪問看護の提供に当た

っては、懇切丁寧に行うことを旨

とし、利用者又はその家族に対

し、療養上必要な事項につい

て、理解しやすいように指導又は

説明を行う。 

三 指定訪問看護の提供に当た

っては、医学の進歩に対応し、適

切な看護技術をもって、これを行

う。 

四 指定訪問看護の提供に当た

っては、常に利用者の病状、心

身の状況及びその置かれている

環境の的確な把握に努め、利用

者又はその家族に対し、適切な 

第八十条 指定訪問リハビリテー

ションの提供は理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士が行う

ものとし、その方針は、次に掲げ

るところによるものとする。

一 指定訪問リハビリテーション

の提供に当たっては、医師の指

示及び次条第一項に規定する訪

問リハビリテーション計画に基づ

き、利用者の心身機能の維持回

復を図り、日常生活の自立に資

するよう、妥当適切に行う。

二 指定訪問リハビリテーション

の提供に当たっては、懇切丁寧

に行うことを旨とし、利用者又は

その家族に対し、リハビリテーショ

ンの観点から療養上必要とされ

る事項について、理解しやすい

ように指導又は説明を行う。

三 常に利用者の病状、心身の

状況、希望及びその置かれてい

る環境の的確な把握に努め、利

用者に対し、適切なサービスを

提供する。 

第九十八条 指定通所介護の方

針は、次に掲げるところによるも

のとする。 

一 指定通所介護の提供に当た

っては、次条第一項に規定する

通所介護計画に基づき、利用者

の機能訓練及びその者が日常

生活を営むことができるよう必要

な援助を行う。 

二 通所介護従業者は、指定通

所介護の提供に当たっては、懇

切丁寧に行うことを旨とし、利用

者又はその家族に対し、サービ

スの提供方法等について、理解

しやすいように説明を行う。

三 指定通所介護の提供に当た

っては、介護技術の進歩に対応

し、適切な介護技術をもってサー

ビスの提供を行う。

四 指定通所介護は、常に利用

者の心身の状況を的確に把握し

つつ、相談援助等の生活指導、

機能訓練その他必要なサービス

を利用者の希望に添って適切に

第百十四条 指定通所リハビリテ

ーションの方針は、次に掲げると

ころによるものとする。 

一 指定通所リハビリテーション

の提供に当たっては、医師の指

示及び次条第一項に規定する通

所リハビリテーション計画に基づ

き、利用者の心身の機能の維持

回復を図り、日常生活の自立に

資するよう、妥当適切に行う。 

二 通所リハビリテーション従業

者は、指定通所リハビリテーショ

ンの提供に当たっては、懇切丁

寧に行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、リハビリテー

ションの観点から療養上必要とさ

れる事項について、理解しやす

いように指導又は説明を行う。

三 指定通所リハビリテーション

の提供に当たっては、常に利用

者の病状、心身の状況及びその

置かれている環境の的確な把握

に努め、利用者に対し適切なサ

ービスを提供する。特に、認知症

(介護) 

第百三十条 介護は、利用者の

心身の状況に応じ、利用者の自

立の支援と日常生活の充実に資

するよう、適切な技術をもって行

われなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業

者は、一週間に二回以上、適切

な方法により、利用者を入浴さ

せ、又は清しきしなければならな

い。 

３ 指定短期入所生活介護事業

者は、利用者の心身の状況に応

じ、適切な方法により、排せつの

自立について必要な援助を行わ

なければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業

者は、おむつを使用せざるを得

ない利用者のおむつを適切に取

り替えなければならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業

者は、前各項に定めるほか、利

用者に対し、離床、着替え、整容

その他日常生活上の世話を適切 

居宅サービス事業内容の比較
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任者とする。ただし、利用者の身

体の状況が安定していること等か

ら、入浴により利用者の身体の状

況等に支障を生ずるおそれがな

いと認められる場合においては、

主治の医師の意見を確認した上

で、看護職員に代えて介護職員

を充てることができる。 

五 指定訪問入浴介護の提供に

当たっては、サービスの提供に

用いる設備、器具その他の用品

の使用に際して安全及び清潔の

保持に留意し、特に利用者の身

体に接触する設備、器具その他

の用品については、サービスの

提供ごとに消毒したものを使用

する。 

(緊急時等の対応) 

第五十一条 訪問入浴介護従業

者は、現に指定訪問入浴介護の

提供を行っているときに利用者

に病状の急変が生じた場合その

他必要な場合は、速やかに主治

の医師又はあらかじめ当該指定

訪問入浴介護事業者が定めた

協力医療機関への連絡を行う等

の必要な措置を講じなければな

らない。 

指導を行う。 

五 特殊な看護等については、

これを行ってはならない。 

(主治の医師との関係) 

第六十九条 指定訪問看護事業

所の管理者は、主治の医師の指

示に基づき適切な指定訪問看護

が行われるよう必要な管理をしな

ければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、指

定訪問看護の提供の開始に際

し、主治の医師による指示を文

書で受けなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者は、主

治の医師に次条第一項に規定

する訪問看護計画書及び訪問

看護報告書を提出し、指定訪問

看護の提供に当たって主治の医

師との密接な連携を図らなけれ

ばならない。 

４ 当該指定訪問看護事業所が

指定訪問看護を担当する医療機

関である場合にあっては、前二

項の規定にかかわらず、第二項

の主治の医師の文書による指示

並びに前項の訪問看護計画書

及び訪問看護報告書の提出は、

診療録その他の診療に関する記

録への記載をもって代えることが

できる。 

四  それぞれの利用者につい

て、次条第一項に規定する訪問

リハビリテーション計画に従った

サービスの実施状況及びその評

価について、速やかに診療記録

を作成するとともに、医師に報告

する。

提供する。特に、認知症である要

介護者に対しては、必要に応じ、

その特性に対応したサービスの

提供ができる体制を整える。 

である要介護者に対しては、必

要に応じ、その特性に対応した

サービス提供ができる体制を整

える。

に行わなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業

者は、常時一人以上の介護職員

を介護に従事させなければなら

ない。 

７ 指定短期入所生活介護事業

者は、その利用者に対して、利

用者の負担により、当該指定短

期入所生活介護事業所の従業

者以外の者による介護を受けさ

せてはならない。 

 (食事) 

第百三十一条 指定短期入所生

活介護事業者は、栄養並びに利

用者の心身の状況及び嗜し好を

考慮した食事を、適切な時間に

提供しなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業

者は、利用者が可能な限り離床

して、食堂で食事を摂ることを支

援しなければならない。 

 (機能訓練) 

第百三十二条 指定短期入所生

活介護事業者は、利用者の心身

の状況等を踏まえ、必要に応じ

て日常生活を送る上で必要な生

活機能の改善又は維持のための

機能訓練を行わなければならな

い。 

(健康管理) 

第百三十三条 指定短期入所生

活介護事業所の医師及び看護

職員は、常に利用者の健康の状

況に注意するとともに、健康保持 

のための適切な措置をとらなけ

ればならない。 

 (相談及び援助) 

第百三十四条 指定短期入所生

活介護事業者は、常に利用者の

心身の状況、その置かれている

環境等の的確な把握に努め、利

用者又はその家族に対し、その

相談に適切に応じるとともに、必

要な助言その他の援助を行わな

ければならない。 

(その他のサービスの提供) 

第百三十五条 指定短期入所生

活介護事業者は、教養娯楽設備

等を備えるほか、適宜利用者の

ためのレクリエーション行事を行

わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業

者は、常に利用者の家族との連

携を図るよう努めなければならな

い。 

介護計画

の作成 

第二十四条 サービス提供責任

者は、利用者の日常生活全般の

状況及び希望を踏まえて、指定

訪問介護の目標、当該目標を達

成するための具体的なサービス

の内容等を記載した訪問介護計

画を作成しなければならない。 

第七十条 看護師等は、利用者

の希望、主治の医師の指示及び

心身の状況等を踏まえて、療養

上の目標、当該目標を達成する

ための具体的なサービスの内容

等を記載した訪問看護計画書を

作成しなければならない。 

５ 看護師等は、訪問日、提供し

た看護内容等を記載した訪問看

護報告書を作成しなければなら

ない。 

第八十一条 医師及び理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士

は、当該医師の診療に基づき、

利用者の病状、心身の状況、希

望及びその置かれている環境を

踏まえて、当該サービスの目標、

当該目標を達成するための具体

的なサービスの内容等を記載し

た訪問リハビリテーション計画を

作成しなければならない。 

第九十九条 指定通所介護事業

所の管理者は、利用者の心身の

状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて、機能訓練等

の目標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内容等

を記載した通所介護計画を作成

しなければならない。 

第百十五条 医師及び理学療法

士、作業療法士その他専ら指定

通所リハビリテーションの提供に

当たる通所リハビリテーション従

業者)は、診療又は運動機能検

査、作業能力検査等を基に、共

同して、利用者の心身の状況、

希望及びその置かれている環境

を踏まえて、リハビリテーションの

目標、当該目標を達成するため

の具体的なサービスの内容等を

記載した通所リハビリテーション

計画を作成しなければならない。 

第百二十九条 指定短期入所生

活介護事業所の管理者は、相当

期間以上にわたり継続して入所

することが予定される利用者につ

いては、利用者の心身の状況、

希望及びその置かれている環境

を踏まえて、指定短期入所生活

介護の提供の開始前から終了後

に至るまでの利用者が利用する

サービスの継続性に配慮して、

他の短期入所生活介護従業者と

協議の上、サービスの目標、当

該目標を達成するための具体的

なサービスの内容等を記載した

短期入所生活介護計画を作成し

なければならない。
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介護支援専門員 専門研修課程Ⅰ 

➆個人での学習及び介護支援専門員相互間の学習

（目的） 

 指導・支援，コーチング，スーパービジョン等の違いを踏まえ，自らがそれらを受ける際

の心構えや，専門職として不断に自己研鑽を行うことの重要性を理解する。 

（内容） 

・個人で専門性を高めていく際に必要な視点，手法に関する講義を行う。

・指導・支援，コーチング，スーパービジョン等の基本的な考え方，内容，方法を理解する

とともに，これらを受ける側と行う側双方に求められる姿勢に関する講義を行う。

・個人で研鑽する場合と介護支援専門員間相互で研鑽する場合に求められる内容や手法とそ

の関係性についての講義を行う。

・専門職として継続した自己研鑽を行うことの必要性・重要性について講義を行う。

形態 時間 内 容 備考 

講義 60分 ・スーパービジョンの理解と活用

講義・演習 50分 ・自己研鑽の方法

個人 10分 ・振り返り 記録シート 
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

１．目的

指導・支援、コーチング、スーパービジョン等の違いを踏まえ、自らがそれらを受ける際の心構えや、専門職と

して不断に自己研鑽を行うことの重要性を理解する。

２．内容

・個人で専門性を高めていく際に必要な視点、手法に関する講義を行う。

・指導・支援、コーチング、スーパービジョン等の基本的な考え方、内容、方法を理解するとともに、これらを受け

る側と行う側双方に求められる姿勢に関する講義を行う。

・個人で研鑽する場合と介護支援専門員間相互で研鑽する場合に求められる内容や手法とその関係性につい

ての講義を行う。

・専門職として継続した自己研鑽を行うことの必要性・重要性について講義を行う。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修

②自立支援のためのケアメンジメントの基本

③相談援助の専門職としての基本姿勢及び相談援助技術の基礎

⑥ケアマネジメントのプロセス

⑰研修全体を振返っての意見交換、講評及びネットワーク作り

専門研修課程Ⅰ

専門研修課程Ⅱ ②ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

主任介護支援専門員

研修

①主任介護支援専門員の役割と視点

⑦ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実践

⑧対人援助者監督指導

主任介護支援専門員

更新研修
③介護支援専門員としての実践の振返りと指導・支援の実践

⑦個人での学習及び介護支援専門員相互間の学習 講義２時間
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①個人学習や実践活動を促進するために指導

を受けることができる。
● ● ● （１）

②自らが指導を受ける態度に配慮できる。 ● ● ● （１）

③生涯学習を意識して自己学習の計画を立案

できる。
● ● ● （２）（３）

④教える為の考え方・内容・方法(コーチング・

スーパービジョン等）の意義について説明で

きる。

● ● （２）

⑤自己評価と他者評価の必要性について説明

できる。
● ● ● （３）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）個人学習と相互学習

①個人学習と相互学習の必要性

（ア）個人学習とは、個人的な素質・能力・環境に応じて行われる学習形態によって個々の能力や理解度、経

験の違いに応じ、その自発性を重んじて学習目標を達成させようとする学習方法で、個々の能力やペースに

あった学習の進め方ができることを理解する。

（イ）相互学習とは、２者あるいはグループの間で起こる情報や知識の共有等の相互作用を通じて、各人が新

しい考え方を獲得して行動を変容させていくことができることを理解する。

（ウ）相互学習により、参加者の相互啓発が促進されると共に個人学習では得ることのできない客観的な視点

が促され、支援の多様性への理解へとつながることを説明する。

（エ）相互学習により情報や知識の共有が行われ、多様性の受容から学習到達度の向上につながることを理

解する。

（オ）アクションラーニングやグループワーク等の活動も、グループ内での意見交換や情報共有等を通じて、構

成員の相互学習を促す。このような組織内外での相互学習を実施していくことは、個人の学習と成長を考え

るうえで重要な取り組みとなることを説明する。
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

（２）スーパービジョンとコーチング

①スーパービジョンとは

（ア）相談援助におけるスーパービジョンとは、スーパーバイザー（指導者）によってスーパーバイジー（被指導

者）に対して行われる、専門職を育成する過程であり、スーパーバイザーとスーパーバイジーとの相互作用に

よって提供される一連の試みである。

（イ）スーパービジョンには、支持的機能、教育的機能、管理的機能などの機能があり、それぞれが別々に存

在するのではなく、相互に関連しあい、スーパービジョンの目的に応じていずれかの機能が前面に押し出さ

れたり、側面に移動したりする。

（ウ）スーパービジョンにおいてスーパーバイジーは、スーパーバイザーからの助言や指導を一方的に受けるも

のではなく、また、スーパーバイザーもスーパーバイジーの成長の進捗を見極めながら適切な指導や助言を

行い、スーパーバイザーとスーパーバイジーが相互に作用しながら、スーパービジョンが進められる。

スーパービジョンには、大別して （ⅰ）個人、（ⅱ）グループ、（ⅲ）ライブ、（ⅳ）ピア、（ⅴ）セルフの５つの形

態がある。

②コーチングとは

（ア）コーチングとは、相手の持っている力や考え、意欲、自主性、自立性を引き出し、主体的な目標達成をサ

ポートするコミュニケーションであり、自己実現をサポートするシステムでもある。

（イ）心理学者ジョハリ・ルフトとハリー・インガムのコミュニケーションモデル「ジョハリの窓」において、人の心の

中には、Ａ開かれた窓、Ｂ盲目の窓、Ｃ隠された窓、Ｄ未知の窓の４つの窓があり、気づきを促してＡ開かれた

窓を広げるサポートをするのがコーチングの一つである。

（ウ）コーチングの流れの一つとして、ジョン・ウィトモアの開発したＧＲＯＷモデルでは、

・ＧＯＡＬ

・ＲＥＡＬＩＴＹ

・ＲＥＳＯＵＲＣＥ

・ＯＰＴＩＯＮＳ

・ＷＩＬＬ

目標の明確化

現状の把握

資源の発見

選択肢の創造

意思の確認、計画の策定

とまとめている。このようなコミュニケーション訓練が必要である事を提示する。

（エ）その場面や相手に合わせ、コーチングだけにこだわらず、何が必要かを見極め、最適なアプローチを選

ぶ、または組み合わせることが重要である。
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

（３）ＯＪＴの必要性・重要性

①ＯＪＴの必要性と効果

（ア）ＯＪＴ（On the Job Training）とは、日常業務のなかで、仕事を通して、意図的・計画的に働きかけていく指

導・教育方法である。

（イ）新たに時間や場所を確保することなく、職務を遂行する中で育成でき、必要なときにできるので、育成の

機会を多くもつことができる。

（ウ）１人ひとりの課題に応じた具体的な取り組みが可能であり、個別に最も有効な方法で育成することによっ

て成長を早めることができる。

（エ）ＯＪＴの実施状況や目標の達成状況に応じて、ＯＪＴの方法を適宜改善することができる。

（オ）ＯＪＴを受ける側だけでなく、行う側にとってもＯＪＴの機会となり、人に教えながら自分の教育指導の在り方

を見直したり、見本となることで職務への意識が向上したりする。

（カ）育成される側が、いずれは育成する側になるという、育成機能の連続性を確立できる。

②ＯＪＴの場面と技法

(ア)ＯＪＴの場面としては、先輩や上司からの日常的な助言や仕事ぶりから学ばせる、新たな職務を経験させ

る、相互で学び合う場を活用するなどの場面が想定される。

(イ)場面に合わせて、以下の技法等を実施する。

・理由を理解させる

・質問や報告を適時適切に行わせる

・見せてイメージを膨らませる

・相手の状況に合わせ段階的に教える

・職務を経験させることの意義を自覚させる

・１人ひとりに自分の課題をもたせる

・日常の業務や指導場面で実践する

・１人ひとりに自分の役割をもたせる

・成果と課題を常に確認する など

（ウ）ＯＪＴの実施状況を把握し、指導・助言を行う。

③ＯＪＴに必要な知識、態度

（ア）対象者に対し、「何を、どう指導すればよいか」は、対象者との日常から接し、対象者のことを把握してい

れば、自然と見えてくるものであり、日常におけるコミュニケーションが重要である。

（イ）ＯＪＴを実施する際には「人間理解」や「コミュニケーション」といった能力が求められる。

（ウ）効果的なＯＪＴを展開するには、ＯＪＴに対する姿勢・態度が重要になる。

（エ）ＯＪＴは「スキル、テクニック」というより、「姿勢・態度」が大きな影響を与え、受ける側と行う側双方にＯＪＴに

対する基本的な「姿勢・態度」がしっかりしていれば、効果はそれなりに上がると考えられる。

（オ）ＯＪＴを受けるだけでなく、自分の理解の振り返りとさらなる専門職としての資質向上を図るためには、必要

な知識を修得するための自己研鑽が欠かせないことを理解する。

【項目のポイント】

・ＯＪＴは本来計画的に行われるものであるので、そのためのプログラムもなく単に現場に出て仕事

を覚えるということは OJT とは言わないことを伝える。
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

５．科目のポイント

・次の法定研修に向けた学習目標を設定し、専門的技術修得のための研修や事例検討会への参加など、継

続的学習が大切であることの理解を促す。

・事例を通して学ぶことの大切さの理解を促し、事例検討会への参加など主体的学習への意欲を引き出す。

・研修記録シートを活用することで、スーパービジョンに活用したり、次の実践につなげたりすることでさらに学

びが深められることの理解を促す。

・指導・支援、コーチング、スーパービジョンの違いの理解を促す。

・指導・支援、コーチング、スーパービジョンを受ける際の心構え等を伝える。
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スーパービジョン

スーパービジョンとは，スーパーバイザー（指導する者）とスーパーバイジー（指導を

受ける者）との関係間における対人援助法で，対人援助職者が常に専門家としての資質の

向上を目指すための教育方法です。 

スーパービジョンとグループ・スーパービジョンがあり，個人は１対１で，グループは

数人でスーパーバイザー（指導者）につくことをいいます。 

 実際の面接場面や模擬面接を通して，スーパーバイジーに対して，専門職としての方法

や技法について，自己の盲点について気づかせることです。 

これらは，契約または職務によって開始します。 

主な機能は下記の３つです。 

１ 管理的機能 

スーパーバイジーの能力を把握し，それに見合う業務を担当させるなかで成長をはか

れるように管理する。 

２ 教育的機能 

  すでに獲得している知識，技術の活用を促す方法を示唆したり，不足している知識を 

指摘し課題を示す。 

３ 支持的機能 

スーパーバイジーが業務上で出来ていることを認めるとともに，出来ていないことに

気づき、取り組もうとする意思を励ます。 
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１ 主任介護支援専門員（スーパーバイザー）としての役割 

 課題を整理し、相談者・職員と一緒に考え、解決方法，解決策を見つけることができる

ように支援し，気づきと自己解決ができるようにします。 

（１）気づきの支援

事例研究・検討に，スーパービジョンの手法が使われています。しかし，ケアマネジメ

ントの分野で「気づいてもらう質問」をする場合には，質問すべきことが「体系的に整理

されている」必要があります。体系的に整理されていなければ，単なる「思いつき，経験

則」にすぎなくなるので，根拠の明らかなアドバイス・問いかけをします。 

例えば，「対人援助の基本」を踏まえた上で 

① ケアマネジャーとして何処まで介入すべきなのか

② 本来は誰が関わるべきなのか

③ 自立支援とは具体的に何をすることなのか

④ 利用者本人の生活支障を具体的にとらえることが出来ていたのか

⑤ 利用者の自己決定を尊重していたのか

⑥ 利用者の回復の可能性を捉えていたのか

⑦ 利用者の想いを受け止めていたのか

⑧ 認知障がいのある利用者への支援の方法を理解しているのか…等々

ただ気づけば良いのではなく，こういうことに気づいてほしいという指針を持っていな

ければならない。 

頼まれなくても職権によって管理監督しなければならない特定事業所の主任ケアマネで

あれば，さらに責任が重い。上司を選べない訳だから，経験と勘だけで指導教育されたの

では指導されるケアマネジャーが迷惑してしまう。 

また，主任ケアマネが，管理，教育，支持する立場にあり，事業所のケアマネジャーが

それを受ける立場であるというお互いの理解がなければ，事業所内であってもスーパービ

ジョン関係は成り立たない。 

また，ダメなところを見つけて指摘するという「説教するスーパービジョン」ではなく，

いいところを見つけて褒める「育てるスーパービジョン」のような関わりが必要である。 

（２）ケアマネジャーの相談窓口

主任ケアマネはケアマネジャーの相談窓口である。ケアマネジャーをしての専門性，立
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ち位置を踏まえた上で，他職種の専門性，介護保険制度以外の関連制度に熟知していなけ

ればならない。

（３）ケアマネジャーへのメンタルケア的役割

ケアマネジャーは，ケアマネジャーとしての役割を超えて頑張り過ぎる傾向がある。介

護職員等も同様だと思うが，頑張っても頑張っても終結が見えないのは辛いことである。

頑張ったことを認めてくれて，「十分頑張ったと思いますよ。」という一言を言ってくれる

主任ケアマネがいると良い。

また，どういうことをすると頑張ったことになるのかを具体的に示したり，ケアマネジ

ャーと共に考える姿勢が重要である。認める，受け入れる，共感することがケアマネジャ

ーのメンタル面を支えることになる。

（４）知識、技術、倫理観などの教育的役割

ケアマネジャーは，実務研修を修了してからが勉強である。ケアマネジメントの知識・

技術の前に介護保険制度ができてしまったのだからしょうがないのかもしれない。

とはいっても，主任ケアマネは，課題分析力を含めた，ケアマネジメントに関する指針

をもって，後輩ケアマネジャーを育てなければならない。宮城県では，実務研修，基礎研

修，専門研修，主任ケアマネ研修，研修担当者研修すべて同じ指針によって勉強する仕組

みを作り公開している。居宅介護支援の場合，居宅介護支援の手引き，アセスメントのた

めの情報収集シート記入の手引き，ケアプラン策定のための課題検討用紙と手引きである。

施設介護支援も同様に作ってある（宮城県ケアマネジャー協会 HP 参照）。また，研修担当

者研修を毎年数回開催しているが，内容は講義を受けるだけではなく「理解して自分の言

葉で説明できること」を研修担当者の要件にしている。その研修担当者は主任ケアマネで

あり，県内全域に散らばり，地域包括支援センターの主任ケアマネだったり，地域のリー

ダーとして活躍している。ケマネジメントの基本である指針は県内全域に周知され，ぶれ

ない対応，ぶれないアドバイスがなされている。

昨今，国の審議会等で「アセスメントからケアプランに至る検討過程が分からない」「公

正性中立性が保たれていない」と指摘されている。支援の必要性を明らかにするため，課

題分析の方法や利用者の自立支援のための考え方を根拠立てて示していかなければ，ケア

マネジャーそのものが不要と言われてしまう。
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（高齢者ケアの基本理念）～自立支援～

１ 自己決定の尊重

利用者の選択可能な，個人を尊重した個別的サービスを事前に提案して知らせ，利用

者自らの決定を尊重してサービスを提供します（継続や変更，中止等も含む）。

自己決定能力を評価し，必要に応じて後見人（家族等）によって決定する場合もありま

す。

２ 残存能力の活用（能力の発揮）

利用者の残存能力に着目して個々のニーズの客観的な把握・分析を行い，自立を援助

及び促進する目的でサービスを提供します。

利用者は，一度失われた能力を回復するためのリハビリテーションに努めるとともに，

残存能力を維持・開発し，日常生活に活用することが求められます。

３ 生活（サービス）の継続性（継続性の尊重）

居宅サービスと施設サービスの継続性や，広く福祉保健・医療全般にわたる連携に基

づく対応を積極的に進めます。

利用者の心身の機能に障害があってケアを受ける状況でも，その人の生活を維持・継

続していけるよう，利用者の生活の継続性を尊重したサービスを提供します。

（５）主任ケアマネの自己研鑽

主任ケアマネは，ケアマネジャーの何倍もの自己研鑚をしなければ，相談支援をする

ということは不可能である。目的を持った事例検討会を継続的に開催する等し，地道に

知識，経験を積み重ねると良い。それが主任ケアマネである自分のためになり，結果と

して周りのケマネジャー，利用者，地域の利益につながる。 

２ 主任介護支援専門員（スーパーバイザー）としての要件 

（１）関係法令の理解

① 高齢者福祉・医療等関係法令

② 介護保険関連法令・運営基準

（居宅介護支援、介護保険施設、居宅介護サービス、地域包括支援）

（２）福祉・医療の基礎知識

① 高齢・障害者の基礎知識
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② 医療の基礎知識

（３）介護支援の基礎

① 居宅介護支援（居宅介護支援の手引き）

② 課題分析項目とスクリーニング

１ 健康状態

観察・管理の必要な病気

※本人に影響のある，ケアスタッフが観察・管理の必要な病気，３ヶ月の間の入院する

原因となった病気も把握します。すでに治った病気，身体機能やプランに関係しない

病気は除きます。

※主治の医師からの指示や，主治医意見書，診療情報提供書により確認します。

症状

※健康や健康状態に影響する症状を把握し，病気や事故の予測，機能低下の原因を探り

ます。

痛み

※痛みの状態や症状の頻度と強さを把握し，管理（コントロールや和らげるための対応） 
の評価をします。また，痛みによって行動が制限されているかどうかを確認します。

医療機器

※在宅医療機器（カテーテル，点滴，酸素，瘻等）の管理（自己管理したか，どの程度

介助されたか）を把握します。

２ ＡＤＬ

ＡＤＬ

※利用者本人が，実際に何を自分で行い，何を援助されたかを把握します。

転倒

※転倒の危険性を把握します。

３ ＩＡＤＬ

ＩＡＤＬ

※自宅で自立した生活を営むために重要な機能を把握します。

※「現状」は，本人がどれだけ行ったか。どれだけ支援されたかを把握します。

※「困難度」は，自分一人で行う場合の困難度です。（問題なし，低，中，高･･･等）

４ 認 知

認知

※認知障害があるかどうかを把握します。

５ コミュニケーション能力
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※コミュニケーション能力の支障を把握します。

６ 社会との関わり

関わり

※社会との関わりと適応，社会的活動や役割，毎日の暮らしぶりを把握して対応します。 
気分

※心理面での支障は，様々な生活障害を伴うため，気分や行動の問題があることを発見

把握した対応します。

７ 排尿・排便

失禁

※排泄の状況ではなく，失禁（漏れている）の状態を把握します。

８ 褥瘡・皮膚の問題

皮膚・じょく創

※皮膚の状態を把握します。

９ 口腔衛生

口腔ケア

※口腔の問題を明らかにします。

１０ 食事摂取

栄養・水分摂取

※意図しない体重減少を明らかにします。

１１ 問題行動（行動障害）

行動障害

※苦痛の原因となる，同居者を悩ます行動を把握します。

１２ 介護力

介護力

※インフォーマルな支援体制を評価します。家族，親戚，友人，近所の人等，定期的だ

ったり，何かあった時に対応している人を把握します。

１３ 居住環境

居住環境

※居住環境が危険か，住めなくなっているかを把握します。

１４ 特別な状況

特別な状況

※虐待やターミナル等，特別な状況を把握します。

③ 課題分析方法（ケアプラン策定のための課題検討の手引き）
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④ 国際障害分類（ICIDH）と国際生活機能分類（ICF）
⑤ 個人ではない組織的対応

（４）理想・建前ではなく現実的な支援ができる

① 介護支援と問題解決の経験

② 介護支援と問題解決の知識
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援助技術 

ア ネットワーク

課題解決等のために人間や組織をつなげることです。

イ ケアマネジメント

主に介護等の福祉分野で、福祉や医療などのサービスと、それを必要とする人の

ニーズをつなぐ手法のことです。

ウ スーパービジョン

スーパービジョンとは，スーパーバイザー（指導する者）とスーパーバイジー

（指導を受ける者）との関係間における対人援助法で，対人援助職者が常に専門家 

としての資質の向上を目指すための教育方法です。 

スーパービジョンとグループ・スーパービジョンがあり，個人は１対１で，グル

ープは数人でスーパーバイザー（指導者）につくことをいいます。 

 実際の面接場面や模擬面接を通して，スーパーバイジーに対して，専門職として 

の方法や技法について，自己の盲点について気づかせることです。 

エ カウンセリング

悩みを訴える人の相談に応じ、（精神医学の立場から）助言や指導をすることで

す。 

オ コンサルテーション

コンサルテーションとは、異なる専門性をもつ複数の者が、援助対象である問題

状況について検討し、よりよい援助の在り方について話し合うプロセスをいいま 

す。  

 自らの専門性に基づいて他の専門家を援助する者を「コンサルタント」、そして 

援助を受けるものを「コンサルティ」と呼んでいます。 

カ コーチング

コーチング（coaching）とは、人材開発の技法の 1つ。 対話によって相手の自

己実現や目標達成を図る技術であるとされます。 相手の話をよく聴き（傾聴）、

感じたことを伝えて承認し、質問することで、自発的な行動を促すとするコミュニ 

ケーション技法です。
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介護支援専門員 専門研修課程Ⅰ 

⑧研修全体を振り返っての意見交換，講評及びネットワーク作り

（目的） 

 研修全体を通じた振り返りを行うことで，今後の学習課題を認識し，自己研鑽の意欲を高

める。 

 また，研修受講者間でのネットワークの構築を図る。 

（内容） 

・研修全体の振り返りを行うに当たって，グループ又は全体で意見交換を行い，専門的助言

を含めて，研修における学習の成果や今後の学習課題への意識付けのための講評を行う。 

・現場で生じうる課題への対応や共同で研修する機会を作るため，研修受講者間においてネ

ットワークの構築を図る。

形態 時間 内 容 備考 

演習 50分 ・研修全体の振り返り

演習 60分 
・介護支援専門員しての課題及び学習目標の設定

・質疑応答

個人 10分 ・振り返り 記録シート 
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

１．目的

研修全体を通じた振り返りを行うことで、今後の学習課題を認識し、自己研鑽の意欲を高める。また、研修受講

者間でのネットワークの構築を図る。

２．内容

・研修全体の振り返りを行うに当たって、グループ又は全体で意見交換を行い、専門的助言を含めて、研修にお

ける学習の成果や今後の学習課題への意識付けのための講評を行う。

・現場で生じうる課題への対応や共同で研修する機会を作るため、研修受講者間においてネットワークの構築を

図る。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修

②自立支援のためのケアマネジメントの基本

②相談援助専門職としての基本姿勢及び相談援助技術の基礎

⑰研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り

専門研修課程Ⅰ

専門研修課程Ⅱ ②ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

主任介護支援専門員

研修

①主任介護支援専門員の役割と視点

⑧対人援助監督指導

主任介護支援専門員

更新研修
②主任介護支援専門員としての実践の振返りと指導・支援

⑧研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り
講義・演習

２時間
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①指導する側と受ける側の姿勢について説明

できる。
● ● ● （２）

②学習内容や個人としての振り返りを実施で

きる。
● ● ● （１）

③地域での学習活動の振り返りを実施できる。 ● ● （３）

④継続した自己研鑽の意義について説明でき

る。
● ● ● （２）

⑤研修受講者間での意見交換により今後の学

習課題を判断できる。
● ● ● （３）

⑥研修受講者間でのネットワークの構築を実

施できる。
● ● ● （３）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）研修全体の振り返り

①ケアマネジメントプロセスの再確認

（ア）研修全体を通じて、実務における自己の課題と照らし合わせ、ケアマネジメントプロセスの重要性をあらた

めて理解する。

（イ）グループ又は全体で、研修で学んだことを意見交換し、専門的助言を受け、今後の実務に結び付けるとと

もに、今後の学ぶべき新たな自己の課題について設定する。

②多様な事例からの学習

（ア）多様な事例において、その特性における基礎知識を身につける重要性と多職種協働によるケアマネジメ

ントの重要性について理解する。

（イ）多様な事例に対応できるためにも、多様な保健・医療・福祉サービス及び社会資源の特性の把握が必要

であることを押える。

（ウ）事例を通じて、必要な知識の修得だけでなく、支援のポイント等を効果的に学ぶことができることを理解する。

【項目のポイント】

・事例を通じ、課題の解決においては、社会資源の特性や地域の状況を理解することの重要性を伝え

る。
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介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6 各科目のガイドライン

（２）研修における学習効果と学習課題への取り組み

①学習効果の確認

（ア）研修を始めるにあたり設定した学習目標を確認し、研修受講により目標達成できたか評価する。

（イ）研修受講により、修得できた目標と修得できなかった目標を明らかにし、今後の学習課題を設定する。

（ウ）次の法定研修に向けた学習目標を設定し、介護支援専門員としての活動に繋げる。

【項目のポイント】

・学習課題を意識し、常に目標設定と評価を通じ、介護支援専門員の資質向上に努めることの必要性

を伝える。

（３）ネットワークづくり

①ネットワークの必要性

（ア）今後の実務や学習課題の修得のために必要な機会をつくるためのネットワーク作りが必要なことを理解する。

（イ）共に学び、共に業務に従事する介護支援専門員同士の関係を構築することにより、業務への主体的な取

り組みや継続的学習意欲が高まることに繋がることを説明する。

【項目のポイント】

・ケアマネジメントにおいては、同職種のネットワークだけでなく、多職種間とのネットワークづく

りも必要であることを伝える。

５．科目のポイント

・次の法定研修に向けた学習目標を設定し、専門的技術修得のための研修や事例検討会への参加など、継

続的学習が大切であることの理解を促す。

・事例を通して学ぶことの大切さの理解を促し、事例検討会への参加など主体的学習への意欲を引き出す。

・研修記録シートを活用することで、スーパービジョンに活用したり、次の実践につなげたりすることでさらに学

びが深められることの理解を促す。

・研修受講者間でネットワーク構築を図ることを促す
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『ケアマネジメントの振り返り』 

１ アセスメント 

(１）基本情報

①病歴、入院歴、病名・症状、服薬状況等、医療情報を得ていたか

②介護が必要になった経緯をとらえていたか

（２）アセスメント（課題分析）

①生活上の支障や困っていることを具体的にとらえていたか

②生活上の支障や困っていることの原因をとらえていたか

③制度の趣旨に沿って本人（家族）の意向をとらえていたか

④改善の可能性、維持の必要性、悪化・低下の危険性を検討していたか

（３）生活上の解決すべき課題(ニーズ)

①アセスメントの結果に基づいていたか

②必要性と利用者本人(家族)の意向・望む生活に即して設定していたか

③前向きな生活を支援する内容になっていたか

④分かりやすく、簡潔な表現になっていたか

２ ケアプラン 

（１）目標

①ニーズに沿った目標になっているか

②利用者本人の目標になっているか

③実現可能な具体的目標になっているか

④モニタリングすることを意識した内容になっているか

（２）サービス内容

①短期目標に沿ったサービス内容になっているか

②具体的で簡潔な内容になっているか

（３）サービス種別

①サービスが適切に効率的に行えるサービス種別を選んでいたか

②介護保険以外の社会資源も活用していたか

（４）サービス頻度

①目標を達成するのに必要な回数や時間になっているか

３ サービス担当者会議 

①居宅サービス計画の原案を用意して開催したか

②利用者の状況等に関する情報を担当者と共有できたか

③担当者から、専門的な見地からの意見を求めたか

４ モニタリング 

①居宅サービス計画の実施状況の把握ができたか

②利用者についての継続的なアセスメントができたか

③必要に応じた居宅サービス計画の変更、サービス事業者等との連絡調整ができたか

文責：宮城県ケアマネジャー協会
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