
 

 

主任介護支援専門員研修  

 

対人援助者監督指導（スーパービジョン） 
 
（目的） 
  対人援助者監督指導（スーパービジョン）の機能（管理や 教育，支援）を理解し， 
 実践できる知識・技術を習得するとともに，スーパーバイザーとして主任介護支援専門 
 員に求められる姿勢を理解する。 
 
（内容） 
  ・対人援助者監督指導（スーパービジョン）の内容と方法に関する講義を行う。 
  ・対人援助者監督指導の効果，介護支援専門員に対して対人援助者監督指導を行う際   
   の留意点及びスーパーバイザーとしての主任介護支援専門員の心構えと視点を理   

解する。 
  ・個人対人援助者監督指導（個人スーパービジョン）と集団対人援助者監督指導（グ 
   ループスーパービジョン）の方法等を修得する。 

 

 
    １日目 講義・演習 

主任介護支援専門員によるスーパービジョン 
 
    ２日目 スーパービジョン演習 
 
    ３日目 スーパービジョン演習 
        まとめ 
         

 宮城県ケアマネジャー協会 小 湊 純 一。 
（主任介護支援専門員／社会福祉士） 
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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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主任介護支援専門員 
 

１ 地域包括支援センターの基本機能 
 

 （１）地域包括支援センターは次の基本機能を担うものとする。 
   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  
 
 ２ 地域包括支援センターの主任ケアマネ『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相談への助言と支援 
   ② 支援困難事例等への助言と支援 
 
 （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 
 
 ３ 特定事業所加算居宅介護支援事業所の主任ケアマネ 
 
 （１）管理者としての役割 
    「特定事業所加算制度は，中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほ 
   か，専門性の高い人材を確保し，質の高いケアマネジメントを実施している事業所 
   を評価し，地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的としていま 
   す。」を実践します。 
   ① 公正中立性を確保し，サービス提供主体からも実質的に独立した事業所 
   ② 経験及び能力を有する主任介護支援専門員による管理監督体制 
    ・スーパービジョン 
    ・事例検討 
   ③ 常勤かつ専従の介護支援専門員の配置 
   ④ どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制 
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主任介護支援専門員 
 

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。 
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（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） 

～自立の権利と自立支援～ 

１ 残存能力活用（能力発揮）支援  

 
その人の心身，環境の評価，自己解決能力に着目して，一人ひとり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，自分  

で決める能力を評価し，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
くその人本人です。  
一人ひとり考えかたや好みが違いますから，決して押し付けたりしないように気を付

けます。  
また，自分と考え方が違う人を「ダメな人」「言う事を聞かない人」扱いにしては  
いけません。  
 

３ あたりまえの生活支援  

 
その人の心身の機能や生活環境に障害があったとしても，人の手を借りながらでも，サ

ービスを使いながらでも，人としてあたりまえの生活をすることができるということが
その人の権利です。  
また，その人とその人の生活を尊重し，できるだけ生活を続けることができるよう話し

合い，関わります 広く，地域・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。  
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（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 
  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 ケアマネジメントとは 

 
 ➤介護支援専門員 
  ①要介護者等（要介護者・要支援者）からの相談に応じて，要介護者等がその心身の状況

等に応じた適切な在宅（居宅）サービス，地域密着型サービス，施設サービス，介護予
防サービスまたは地域密着型介護予防サービスを利用できるよう，保険者である市町
村，サービス提供事業者（事業者や施設）等との連絡調整を行う者 

②要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的な知識・技術を有
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する者 
 

 ➤居宅介護支援 
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地域包括支援センター、老人福祉法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。 

 
➤居宅介護支援：課題分析（アセスメント） 
①アセスメントをするための情報を得ます。 
・課題分析標準項目（※３ケアマネジャーの専門性参照） 
・直接本人と面接して情報を得ます。 
・主治医から介護上で留意すべき医療情報情報を得ます（診療情報提供書等）。 

②生活上の問題点を明らかにします。 
・利用者本人の生活上の支障を明らかにします。 
・支障がないことも明らかにします。 

③生活上の支障を具体的に把握します。 
・どのように支障があるのか，その状況を具体的に把握し，関連情報を集めます。（転ん
だ→いつ→どのような場面で→何をしていた時･･･など） 

・動作を細かく分割するなど、どこまで出来て、どこから支障があるのかを明らかにし
ます。 

④生活上の支障の原因を明らかにします。 
・病気のため,怪我のため 
・障害のため 
・動かない（廃用）ため 
・生活習慣のため 
・悩み・不安等のため 
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・環境のため 
・薬のため など 

⑤支障のあることについての意向を確認します。 
・生活上の支障と原因を踏まえた上で，本人，家族はどうなりたい，どうしたいと思っ
ているのか，予測し，提案をした上で意向を確認します。 

・実現可能なことを聞きます。 
・介護保険の理念に沿った自立に向けた意向を聞きます。 

⑥ケアプランにする必要性を把握します。 
・改善するのか，維持するのか，予防するのか，可能性を検討します。 

    ◎改善（回復）する可能性があるのか 
     支障・低下が最近起こった利用者で，状態が安定している場合など。 
    ◎維持の必要性があるのか 
     支障が長い間変化していない場合など。 
    ◎悪化予防、低下防止が必要か 
     じょく創や失禁，筋力低下，拘縮，転倒などの危険性がある場合など。 

・必ず行わなければならない介護を確認します。 
    ◎生活する上での必要な介護を把握します。 
    ◎生活する上での必要な医療対応を把握します。 
     主治医からの指示のある医療的管理について把握します。（病気の管理・観 

察、食事制限、薬の副作用など…） 
⑦生活全般の解決すべき課題（ニーズ）を把握します。 
・アセスメントの結果を反映させます。 
・アセスメントの結果からの必要性と本人の意向が一致している場合は、その意 
向をそのままニーズにします。また、必要性を本人の意向に沿って言い換えて、 
本人の了解を得ます。 

・本人の意向がとれなければ、必要性をニーズにします。 
・必要性が明らかで，家族の想いを反映させる場合は次のようにします。 
生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」の設定は、介護支援専門員の専門性が 必要と
される重要なポイントです。自立支援を念頭に置き、現状分析と、利用者本人（家族）
との話し合いにより、出来るだけ前向きな生活ができるような課題設定をします。 

⑧どのようなケアを提供するのか，方向性を決めます。 
・生活全般の解決すべき課題（ニーズ）を解決するために，どのようなケアを提供し、
どのような目標に沿ってケアを進めていくのかがわかるようにします。 

・この段階では，まだサービスの種別は決まっていません。方向性だけで十分です。サ
ービスを使うためのプランにならないようにするためにも重要です。 
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２ ケアマネジャーの役割 

 

➤自立支援 
 
①残存能力活用（能力発揮）支援  
当事者の心身，環境の評価，自己解決能力に着目して，一人ひとり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，自分で決
める能力を評価し，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
当事者本人です。一人ひとり考えかたや好みが違いますから，決して押し付けたりしな
いように気を付けます。  
また，自分と考え方が違う人を「ダメな人」「言う事を聞かない人」扱いにしてはいけま
せん。  

③あたりまえの生活支援  
当事者の心身の機能や生活環境に障害があったとしても，人の手を借りながらでも，サ
ービスを使いながらでも，人としてあたりまえの生活をすることができるということが
その人の権利です。  
また，当事者と当事者の生活を尊重し，できるだけ生活を続けることができるよう話し
合い，関わります 広く，地域・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。 
 

３ ケアマネジャーの専門性 

 
 ・要介護高齢者専門のソーシャルワーカー 
 
１ 健康状態 
（１）痛みのある利用者への対応 
  ① 痛みが原因でＡＤＬなど生活に支障のある利用者を把握します。 
  ② 痛みの直接的な影響，痛みを怖がる，痛みによる関係の減少，鎮痛薬の副作用な 
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   どの影響を検討します。 
（２）脱水症状 
  ① 脱水症になる危険性を少なくします。 
  ② 家族やケアスタッフが，脱水になる原因や脱水による症状に気をつけることがで 
   き，対応できるようにします。 
（３）高齢者の心臓と肺の機能 
  ① 心臓や肺（呼吸）の症状を，ただの老化現象として扱い，適切な医療やケアを受 
   けていない利用者を把握して対応します。 
  ② 心不全や結核など，医療的対応を必要とする高齢者に多い問題に気をつけて対応 
   できるようにします。 
（４）服薬管理と効果 
  ① 服用している薬を把握し，その薬が効果的・効率的に作用するようにします。 
（５）向精神薬を服用している利用者への対応 
  ① 向精神薬を服用している利用者のなかで，その作用・副作用の様子観察が必要な 
   人を把握して対応します。 
（６）アルコール問題への対応 
  ① アルコール乱用，アルコール依存症を把握します。 
  ② 代謝の低下，持病，薬等との関連によって，大量の飲酒でなくても危険となる場 
   合があるので検討します。 
（７）喫煙問題への対応 
 
２ ＡＤＬ 
（１）ＡＤＬの改善と支援  
  ① 日常生活活動（ＡＤＬ）が改善する可能性のある利用者，ＡＤＬの低下を遅らせ 
   ることのできる可能性のある利用者を把握します。 
  ② ＡＤＬ障害の原因を理解したうえで，自立への意欲のある利用者や，障害になっ 
   てからの期間が短い利用者などを把握し，目的のある運動等の機能訓練を検討しま 
   す。 
  ③ ＡＤＬの改善が難しい場合は，必ず行わなければならないケアを検討します。  
    必ず行わなければならないケアは，改善のためのケアと同時に行う場合もありま 
   す。 
（２）転倒防止 
  ① 最近転倒した利用者を特定します。 
  ② 転倒の危険性のある利用者を特定します。 
  ③ 転倒の危険性を予測します。 
  ④ 転倒と，転倒による障害をできるだけ少なくします。 
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（３）健康増進 
  体力の向上と健康増進により，幸福感と自立性を高めます。 
 
３ ＩＡＤＬ 
（１）ＩＡＤＬの回復と支援 
  ① ＩＡＤＬ回復の可能性のある利用者を把握して対応します。 
  ② ＩＡＤＬの代行の必要性を明らかにして支援します。 
 
４ 認知障害 
  ① 認知障害があるかどうかを把握します。 
  ② 認知障害を補うために，どのような方法をとることができるのかを判断します。 
 
５ コミュニケーション 
（１）コミュニケーション 
  コミュニケーションの障害・問題を明らかにして，専門的な検査や対処をおこないま 
 す。 
（２）視覚・聴覚 
   最近視力・聴力が低下した利用者，視力・聴力を失った利用者，眼鏡・補聴器など 
  を適切に使用していなかった利用者を把握して対応します。 
 
６ 社会との関わり 
（１）社会との関わり 
  ① 利用者が満足のいく役割や対人関係，楽しめる活動を続けたり，新たに見つけ出 
   すように支援します。 
  ② 社会的機能の低下を最小限に抑え，社会的活動制限の原因となる問題を見つけ， 
   可能であれば改善し，出来ない場合は代償する方法を検討して対応します。 
（２）うつと不安 
  不安やうつ状態にある利用者を把握し，治療やケアの可能性を検討して対応します。 
  生活に重大な影響のあるうつや不安があれば，専門医に相談して対応します。 
 
７ 排尿・排便 
（１）尿失禁・留置カテーテル 
  回復可能な失禁の原因を把握し，可能な対処方法を検討して対応します。 
（２）排便の管理 
  腸の機能および消化器系の疾患の問題を評価し，関心を高めます。 
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８ 褥瘡と皮膚の問題 
（１）褥瘡 
  皮膚損傷の危険のある利用者を把握し，その予防と治療のためのケアを検討して対応 
 します。 
（２）皮膚と足 
  皮膚や足に問題があったり，問題が発生する危険性のある利用者を把握し，予防と治 
 療のためのケアを検討して対応します。 
 
９ 口腔衛生 
  痛みがあったり，食事摂取や発声の障害，栄養不良，自尊心や食事の楽しみを阻害す 
 る口腔問題を把握して対応します。 
 
１０ 食事摂取 
  栄養不良や，栄養問題の悪化する危険性がある高齢者を把握して対応します。 
 
１１ 問題行動 
  問題行動（行動障害）のある利用者を把握し，原因とその解決策を検討します。 
  また，行動障害は改善されたとしても，行動を制限してしまっている可能性のあるケ 
 アを受けている利用者を把握して対応します。 
 
１２ 介護力 
  ① 介護が必要な高齢者への対応が困難な家庭を把握します。 
  ② 家庭で，新しい介護負担に対応できるかどうかを把握します。 
  ③ 在宅での生活が続けられるような支援を提案します。 
 
１３ 居住環境 
  利用者の健康状態，障害の状況から見ての危険な環境状態，自立生活を阻害する環境 
 状態を把握して対応します。 
 
１４ 特別な状況 
（１）虐待 
  虐待や放置を受けている高齢者，または虐待の危険性を把握し，即時の対応が必要か 
 どうかの状況を判断する。虐待を発見した場合には市町村・地域包括支援センターに通 
 報します。 
（２）ターミナルケア・緩和ケア 
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  在宅でのターミナルケア，緩和ケアを希望する，もしくは受ける利用者に対して包括 
 的ケアの必要性を把握して対応します。 
  介護保険と医療保険，その他公的・私的医療福祉制度なども活用します。 
  また，医療との連携が重要になるので，利用者本人と家族，主治医，病院，薬剤師， 
 訪問看護ステーション，介護サービス事業所などとの綿密な打ち合わせ，話し合いによ 
 る合意と役割分担による対応をします。 

 

４ その人のことはその人と話し合う 

 
 ➤主体は支援者ではなく，その人 
➤やってあげるのではなく，その人とともに，お互いさまで 
 

『自立とは自己決定』 決めるための提案をして，決めたことを尊重する。 
 
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，自分で決める

能力を評価し，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当事者本人
です。一人ひとり考えかたや好みが違いますから，決して押し付けたりしないように気を付け
ます。  
 
 ・アセスメント 
・サービス担当者会議 

 ・個別事例検討会 
 ・自立支援型地域ケア会議 等   
 
➤本人参加があたりまえに！  

 

５ さいごに『自立支援のケアマネジメント』 

 
地域の課題に応える多職種連携で住みよいまちづくり 

 
介護支援専門員として，宮城県ケアマネジャー協会として 

 
➤その人，その人と家族，その人と地域が主体 
➤私たち専門職ができることは，その人の生活の，ほんの一部にすぎない 
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➤医療・介護連携は，それぞれの専門性と役割を意識し，本人を主体とした関わりと，自立
支援の関わりが基本であるといい。 

 
～課題～ 
 

➤リスクのある生活を送る権利への配慮 
 
 

私たちの事を私たち抜きで決めないで 
Nothing About Us Without Us 

 
 

 
  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） 
  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 
 
 

３ 主任介護支援専門員（スーパーバイザー）としての基本的対応 

 
（１）相談援助者としての基礎知識及び技術 
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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 
 
  対人援助は，人と人との関係性によっておこなわれます。 
  支援者が支配（管理）しようとしたり，支援を受ける人が依存的になった 
 り，互いに，もしくはどちらかが否定的になったりすれば，自立支援関係は 
 成り立ちません。 
  対人援助の原則は，自立支援のための，良好な関係性を得るための基本的 
 対応方法です。 
 
  ① 対人援助関係 
 
   ア 受容（受けとめる） 
   イ 個別化（個人として捉える） 
   ウ 非審判的態度（一方的に非難しない） 
   エ 意図的な感情表出（感情表現を大切にする） 
   オ 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） 
   カ 秘密保持（秘密を保持して信頼感を醸成する） 
   キ 自己決定（自己決定を促して尊重する） 
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利用者（人）の基本的欲求 

 
１ 利用者は，事例としてあるいは典型例として，さらにある範疇に属する者として対応 
されることを望まない。彼らは，一人の個人として迎えられ，対応してほしいと望んで 
いる。 

 
２ 利用者は，否定的な感情と肯定的な感情，そのどちらをも表現する必要性をもってい 
る。これらの感情には，恐れ，不安，怒り，憎しみ，あるいは自分の権利は侵害されて 
いるという感情などが含まれる。また，これらとは逆の感情も含まれている。 

 
３ 利用者は，依存しなければならない状態に陥ったり，弱さや欠点をもっていたり，あ 
るいは失敗を経験しているとしても，一人の価値ある人間として，あるいは生まれなが 
らに尊厳をもつ人間として，受けとめられたいという欲求をもっている。 

 
４ 利用者は，彼らの感情表現に対して，支援者から共感的な理解と適切な反応を得たい 
と望んでいる。 

 
５ 利用者は，彼らが陥っている困難に対して，支援者から一方的に非難されたり，叱責 
されたくはないと考えている。 

 
６ 利用者は，自分の人生に関する選択と決定を自ら行いたいとする欲求を持っている。 
彼らは，支援者から選択や決定を押しつけられたり，あるいは監督されたり，命令され 
たりすることを望まない。彼らは，命令されたいのではなく，援助を求めているのであ 
る。 

 
７ 利用者は，自分に関する内密の情報を，できるかぎり秘密のままで守りたいという欲 
求を持っている。彼らは，自分の問題を，近隣の人や世間一般の人びとに知られたいと 
は願っていない。また，自分の評価を捨ててまで，社会福祉機関から援助を受けようと 
も思っていない。 
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利用者支援の基本（一部） 
 
・心身の障がいの有無に関係なく，すべての利用者は自己決定の権利と一人ひとりが独自 
の人であるという基本的権利を持っています。 

 
・地域社会の中で独立した生活を営んでいる人々がごく普通に受けている生活の状況と， 
できるだけ一致した形で生活を営む権利があります。 
 

・利用者一人ひとりの潜在的可能性，身体，認知，情緒，社会的可能性を実現することに 
努め，可能性を敏感に認め，はぐくみます。 

 
・利用者一人ひとりの能力，感受性及び信念を尊重することが職員の基本的態度であるべ 
きで，あらゆる関係において，礼儀と尊重という態度も同様に不可欠です。 

 
・利用者の名前の呼び方は，利用者一人ひとりの希望を尊重することが大切です。 
 利用者は，姓名をはっきりと，または姓のみを，あるいは名のみをというように，その 
人が望む呼ばれかたで自分の名前を呼ばれる権利があります。名前は，ある人を他の人 
と区別する名称という意味だけでなく，名前を所有する人が自由に扱うことのできる個 
人の所有物でもあります。 
 

・高齢利用者への名前の呼び方は，特に名で呼ぶように利用者から言われていないのであ 
れば，正式に姓で名前を呼ぶことが普通に尊重することになります。 
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２ 仕事上の関係性 
 
 
（１）組 織  
 
  ① 形式的でなく，気楽 である。 
 
  ② 討議が盛んである。 題は，その仕事に関するもののみ。 
 
  ③ 目標，仕事は十分理解され，受け入れられている。 
 
  ④ 互いに相手の話しをよく聞く。 どんなアイディアもばかにされない。 
 
  ⑤ 意見の不一致を圧力で抑えず，無視せず，その理由が注意深く検討される。 
 
  ⑥ 決定は単純な多数決によらず，全員の同意のもと。 
 
  ➆ 意見は，素直に，気楽に，個人攻撃はしない。 
 
  ⑧ アイディアの自由発表と，自由な感情。 
 
  ⑨ 行動は，明確な割り当てと受け入れによる。 
 
  ⑩ 長が支配することはない。 集団が長にそむくこともない。 
    リーダーは状況により移行する。 
 
  ⑪ 運営について，十分な自覚をもっている。 
 

（２）主任職員の心得～（例） 

 
  ① 偉そうでない                             
  ② 人の話しを良く聞く                          
  ③ 昔のやり方にこだわらない                       
  ④ 自分の都合でものを考えない                      
  ⑤ 勉強している                             
  ⑥ 安心して任せられる                          
  ➆ 理由が説明できる                         
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○○○○ 職員心得 
１ あいさつ 
（１）明るく挨拶をします。 
   声はあまり小さすぎず，大きすぎない位の大きさで，相手に感じよく受け入れても 
  らえるように明るく挨拶します。 
（２）いつも挨拶します。 
   人に会ったら，いつでもはっきりと挨拶をします。その日やその時の気分によっ 
  て，挨拶をしたり，しなかったり・・ということのないように，いつでも同じように 
  します。 
（３）気づいたらすぐに挨拶します。 
   人に会った時は，相手が言ってからではなく，相手より先に挨拶をするように心が 
  けます。先に挨拶されると気分がいいものです。 
（４）その人の目をみて挨拶します。 
   相手の目を見て挨拶をするように心がけます。目を合わせないで挨拶されても誰に 
  対して挨拶しているのかわかりません。相手に伝わるように挨拶をします。 
（５）立ち止まって挨拶をします。 
   職員同士ではそこまで余裕はないと思いますが，利用者さんの家族や来客の場合は 
  立ち止まって挨拶するくらいの余裕を持ちます。 
  ＊あいさつの例 
  ・朝は「おはようございます」 
  ・日中は「こんにちは」 
  ・夜は「こんばんは」 
  ・日中，職員同士では「お疲れ様です」 
  ・帰る時は「お疲れ様でした」 
  ・利用者さんには「○○さん，（挨拶）」 
  ・来客・面会者が帰る時は「ありがとうございました」 
  ・居室に入る時は，ノックをして「○○さん。○○です。入っていいですか？」で，  
   了解を得てから。 
 
２ 言葉づかい 
（１）はっきりと話します。 
   歯切れよくはっきりと発音し，あまり大きすぎず，小さすぎない適当な大きさの声 
  で話します。 
（２）丁寧に話します。 
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   相手を敬う気持ちを持ち，普通の敬語を使います。友達言葉にならないように注意 
  します。 
   また，小さい子どもと話すような言葉遣いをしません。 
  ＊不適切な例 
  ・散歩に行こう！ ご飯だよー。どこが痛いのー。 
（３）わかりやすく話します。 
   専門用語ではなく，誰にでもわかりやすい普通の言葉で話します。 
  ・ADL→日常生活の動作（入浴・排泄・食事・着脱・整容・移動） 
  ・側臥位，仰臥位→横向き，仰向け 
（４）気にするようなことを口にしません。 
   言われると不快なこと，気になることを口にしないように気をつけます。いくら丁 
  寧な言葉で話してもダメです。 
  ＊不適切な例 
  ・顔色が悪いですよ。太っているから歩くのが大変なんですよね。重いから介助が大 
   変です。最近急に痩せて，悪い病気じゃないでしょうね。食べるのが遅いですね。 
   臭いですね。やる気がないですからね。・・・ 
（５）誰にでも○○さんと呼びます。 
   利用者さんに対しても，職員同士（上司，部下，年齢，経験年数に関係なく）でも 
  すべて「○○さん」と，普通に丁寧に名前を呼び，名前を言います。 
   ○○ちゃんとも，○○様とも言いません。 
 
３ 身だしなみ 
（１）清潔にします。 
   清潔にするということは，相手に良い印象を持たれるだけではなく，感染症予防の 
  ためにも重要なことです。常に清潔な状態を心がけます。 
  ・爪は短く切る。 
  ・服が汚れたら交換する。 
  ・介護の都度手を洗う。 
（２）印象に気をつけます。 
   髪を整え，アクセサリーや髪の色などが派手にならないようにします。いつも清潔 
  にし，誰からみても好感を持たれるように気をつけます。 
  ・長い髪は結ぶ。 
  ・髪の色は黒を基本とし，派手にならないようにする。 
  ・化粧は控えめにする。 
  ・服装を整える。 
  ・香水やアクセサリーは控える。 
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  ・無精ひげははやさない。 
 
４ 整理整頓 
（１）いつもきれいにします。 
  汚れやほこりのないように気を配り，汚れたところを見つけたらすぐにきれいにしま 
 す。気持ちよく暮らせるように，常に意識し，気づき，行動します。 
  ・ごみが落ちていない。 
  ・ほこりがない。 
  ・水滴が落ちていない。 
  ・汚れたままになっていない。 
（２）常に整えます。 
  周りに不必要な物や障害になるような物を置かないように配慮し，乱雑にならないよ 
 うに気を配り，整えます。 
  ・必要な物，不必要な物を整理する。 
  ・使った後は，元の場所に片付ける。 
  ・何がどこにあるのか誰がみてもわかるようにする。 
（３）気配りをします。 
  過度にならず，ちょっとした気配りをこころがけます。 
  ・花や小物・装飾品など，利用者さんの好みの飾り付けをする。 
  ・むやみに飾り過ぎない。 
 

 
職員一人ひとりが“○○○○の顔”です 

 

良い実践の原理 

 
（１）長期ケアを受けつつ生活している人であっても，人間としての尊厳が失われるべき

ではない。 
（２）入居者は，彼らを支援する人びとからも尊敬を受けるべきである。 
（３）入居者は，市民としての権利をもって生活するべきである。 
（４）入居者は，身体的・精神的に許されるかぎり，市民としての権利が完全に保証され

た生活を営むべきである。 
 
年齢がどうであれ，精神的・身体的にしっかりしていようがいまいが，そして，障害 

があろうがなかろうが，入居者は，自己決定と個性的な生活を営む権利をもっている。ま
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た，入居者は，可能なかぎり，自宅で普通に暮らしている人と同様の環境で生活する権利
をもっている。すべての長期ケアの場では，たとえ入居者に痴呆のような進行性の病気が
あったとしても，その身体的・知的・精神的・情緒的・社会的側面の能力を最大限発揮で
きるように，ケアの目的を定めるべきである。そして，このために，個々人の可能性に気
づき，それを育むことに努めなければならない。また，時間の経過とともに，それらの能
力に変化がもたらされるがあるということにも気づいておく必要がある。 
 
入居者とその幸せが，あらゆるケアの場面で関心の焦点となるべきである。これは，入

居者全体にとっても，個々の入居者にとっても，最も大切なことである。ゆえに，施設・
施設所有者・マネジャー・スタッフの都合によって，入居者の幸せがないがしろにされる
ようなことがあってはならない。すなわち，個人のプライバシーと尊厳を尊重し，また入
居者の多様性と個性を認め，自立を助長し，選択権を認め，自分の生活のコントロールを
可能にするようなケアを，可能なかぎり提供するべきである。 

 
長期ケアを提供する施設における日常生活の基本原理他者のケアを受けているすべて 

の人びとがもつべき諸権利を支える基本的な原理がいくつかある。 
 
プライバシーと尊厳性の尊重 
 入居者のプライバシーと尊厳性の尊重は，非常に重要なことである。すなわち，入居者
は個室をもち，衣服・食べ物・就寝時間・起床時間，そして１日の過ごし方を，自分で選
ぶ機会をもつべきである。身辺ケアのためにスタッフの手を借りなければならないからと
いって，入居者の尊厳性が傷つけられたり，プライバシーが侵害されたりすべき･ではない。
入居者は，一人前の者として処遇されるべきであって，子ども扱いされるべきではない。
スタッフはどのような場合であっても，入居者に対して恩着せがましい態度を見せるべき
でない。また，入居者は，スタッフや他の入居者や施設への訪問者に対して，どのような
呼び方をして欲しいかを，自分で決定するべきである。 
 
自尊心の維持 
 他者に依存している人びとが自尊心を維持できるかどうかは，施設の中で入居者にどの
ような地位が与えられているかにかかっている。したがって，スタッフやマネジャーは，
入居者のことを，援助なしでは生きていけない虚弱高齢者と見なすべきではない。スタッ
フらは，入居者一人ひとりに対して敬意を払い，彼らの資質や能力や人生経験を施設生活
に活かし貢献できるという点を，高く評価するべきである。自分か高く評価されていると
いうことが実感されたならば，入居者の自尊心もそれだけ高まるだろうし，やる気も湧い
てくるだろう。スタッフは，入居者に対して礼儀正しく振る舞うように努め，また，入居
者はプライバシーと自分の意見をもっており，その表明に際しては自らの意思で決める権
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利がある，ということを尊重すべきである。 
 
自立助長 
 入居者は，自分のことは自分でできるべきであり，自分の問題は自分で処理できるべき
である。また，そのようになるためには，たとえ時間がかかっても，スタッフや身内の人
びとは，必要なときでないかぎり，「代わりにやってあげたい」という誘惑に打ち克つべき
である。そうでなければ，入居者はますます依存的になってしまうであろう。 
 
選択とコントロール 
 可能な場合には，入居者は常に，自分の生活に影響する大切な意思決定を自分で行なう
べきである。また，毎日の時間をどう使うかについても，自分で決めるべきであり，例え
ば，施設での共同生活にどこまでかかわるかについても，個々人の判断にもとづいて決め
るべきである。また，家族や友人や地域との関係をどの程度もつかについても同様である。
このような選択権の行使は，入居者にとっての権利の一つである。そして，そのためには，
しばしば入居者，身内の人びと，さらにスタッフとのパートナーシップが必要となってく
る。また，それらの人びととの間で，何を選択するかについて話しあうことも必要になっ
てくる。非常に虚弱な人びとのように，自分の意思や好き嫌いを表明するときに援助を必
要とする者もいる。そして，すべての入居者は，外部の人からアドバイスを受けたり，代
理人になってもらったり，アドボカシーを受けたりする機会が提供されるべきである。も
し，スタッフがこのような施設外の人びととのつなぎ役を果たさなかったならば，入居者
の心の奥深くにある意見や希望が表に出されないまま終わってしまうかもしれない。入居
者は施設の内外で，情緒的表現や恋愛をする機会をもち，また，個人的な親しい関係をも
てるようにするべきである。 
 
個性の認識 
 入居者は他者とともに施設で生活しているには違いないが，自分自身の好き嫌いの感情
をもった一人ひとりの個人なのである。スタッフは，個々の入居者の要望に応えてあげる
ようにすべきであり，一方的に規則ばかりを押しつけるべきではない。というのは，それ
らの規則は，多数を占める人びとのニーズや好みによって作られたものであったり，マネ
ジャー・スタッフ・身内の人びとの都合で作られているものであったりするからである。
また，民族的・文化的・社会的・宗教的な背景の違いによる摩擦は，施設生活において避
けられないことでもある。また，スタッフは，自分たちは喜んで入居者たちのニーズに対
応しているのだということを，入居者に感じてもらえるようにするべきである。さらに，
入居者が，アイデンティティを維持し，過去の習慣や伝統と一致した生活を続けることを
望んでいるのだということを，スタッフはよく理解してあげるべきである。また，入居者
の方も，施設という社会で他者と生活していく以上，他者には他者の生活のリズムとニー
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ズがあることをわきまえて，それらにうまく合わせていく方法を学んでいくべきである。
スタッフが，入居者同士の橋渡し役に努めていることがわかってもらえれば，何事もうま
くゆくであろう。ここでは，施設外における人間関係の重要性と，施設内でも同様の人間
関係を作ることの大切さを強調しておきたい。 
 
信念の表現 
 宗教上の信仰や政治的な主義主張を公にしたり，それらを追求していく機会が認められ
るべきである。また，好みの食事や衣服を選んだり，プライバシーが尊重され，静粛な環
境の中での祈りや瞑想，あるいは入居者が礼拝に参加することも認められるべきである。
また，選挙時には，ポスターを掲示することも認められるべきである。 
 
安全 
 入居者の安全を確保し，入居者が安心感をもてるようにするべきである。しかし，過度
の保護や安全への配慮は，個々人の権利の侵害につながる恐れもある。常に入居者の恐怖
と不安に気を配り，いつでも援助できる体制を十分に整えた上で，行き過ぎた安全主義に
陥らないように気をつけるべきである。 
 
自己責任で危険を冒すこと 
 自己責任のもとに危険を冒すことは，自律と自立を促す上で当然のことであり，また大
切なことでもある。危険性があるという理由だけで，入居者の望んでいる活動が拒否され
てはならず，危険性と安全性のバランスが慎重に検討されるべきである。スタッフや身内
の人びとが不安を感じたならば，危険な活動にチャレンジしたいと望んでいる入居者と，
危険性と個々人の権利の問題の折り合いがつくまで，十分に話しあうべきである。 
 
市民としての権利 
 ケアを受けて生活するからといって，公的な保健や福祉サービスに対する普通の権利が
制限されるというわけではない。また，それ以外の権利，例えば，一般的な市民としての
権利，民主主義の過程に参加する権利，情報を入手する権利が，制限されるわけでもない。
また。入居者が望めば，秘密性を保持した上で，郵便や代理人によって選挙に投票すると
いった方法もとられるべきである。 
 特定の人びとを世話する施設では，施設運営が，民族差別禁止法や機会平等法に抵触し
ないように気をつけるべきである。施設でも，一般社会と同様に刑法や民法が適用される。
また，とりわけ用心が必要なこともある。例えば，虐待・盗み・搾取・詐欺からの保護と
予防である。 
 個々の入居者と施設所有者との正式契約が，地方自治体の社会サービス部ノソーシャル
ワーク部との間でなされた場合は，その内容をケアマネジャーが示し，施設で受けられる
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ケアや入所条件，費用に関して，正式の同意書を作成するべきである。 
 
身内の人びとや友人との人間関係 
 良い施設では，身内の人びとや友人が生活の中で果たす役割が高く評価されている。ま
た，入居者が施設の中で何か役に立ちたいと望み，しかも，それが処遇上重要だと見なさ
れた場合には，奨励されるべきである。 
 
余暇活動の機会 
 施設の内外で余暇活動を実施することは大切である。余暇活動に参加できるか否かは，
入居者個々人の希望と能力による。また，その計画は，入居者の状況に柔軟に対応しつつ
立てられ，入居者のニーズを充足するために，近隣の社会資源が活用されるべきである。
そして，できるかぎり幅広い面で，普通の生活，特に入居者が過去に慣れ親しんできた生
活に合わせることによって，施設の生活の質が向上していくであろう。余暇活動には，外
出やショッピング，また人にとって可能であれば，礼拝への参加が含まれるべきである。 
 
高水準のケア 
 入居者は，その状態によって必要なレベルのケアが受けられなければならない。そのケ
アは，個々人の身体的・臨床的・身辺的・社会的・精神的なニーズを全範囲にわたって充
足する，高い水準のものであるべきだ。 
 
必要なケア 
 ケアと治療は，それによって積極的な効果が得られ/る見込みがある場合にのみ提供され
るべきである。どうしても必要な場合を除き，ケアが抑制を意味するべきではない。治療
（例えば，薬によるコントロール）は，施設の都合に合わせて実施されてはならない。入
居者は，施設内外の適切な専門家による適切なケアをすぐに受けられるようにするべきで
ある。ケアは，常に個人のプライバシーと尊厳に十分配慮した上で提供されるべきである。 
 
長期ケア 
 たとえ入居者の健康状態や経済状態が悪化しても，できるかぎりケアの継続性が確保さ
れるべきである。医師の指示を受けたやむを得ない場合を除いて，入居者が別のケアを受
けるために施設の外の機関に出かけるべきではない。そのような場合には，なるべく外部
のサービスを施設内に導入するべきである。また，財源を提供する行政機関の都合により，
入居者が施設外の機関に出向くようなことがあってはならない。施設では必要なケアが提
供できない場合，あるいはレスパイトケアのようなやむを得ない場合には，施設と自宅，
あるいは施設とホスピスや病院の間の移動は，可能なかぎり入居者に負担がかからないよ
うな形で行なわれるべきである。 
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オープンなケア 
 入居者（身内の人と代弁者）は，犠牲にされるという恐れや強制退居させられるという
恐れをもつことなく，受けているケアについて不服を申し立てられるべきである。 
 

1996 年「高齢者施設ケアの実践綱領」から引用 

 
 
 

（対応の例） 

～話の聞き方・話し方・秘密の守り方・個人を敬う方法～ 
 
１ 個人に合わせた対応 
   人は、一人一人考え方や感じ方が違います。環境や習慣もそれぞれ違います。高齢  
  だから、障害があるからということで誰にでも同じ援助を行なうのではなく、一人一 
  人の望むことや必要としていることを理解しようと努めて、一人ひとりに合わせた援 
  助を行なうことが大切です。 
   例えば、その人の生活のパターンを理解しているとすれば、「〇〇さんは,いつも 
  １４時頃が昼食の時間だから,その時間帯は避けて訪問の約束をしよう」と最初から考 
  えて対応することができます。 
   あまり賑やかなことが好きではない人に、好きな人と同じように歌などを勧めたと 
  したら、決していい気分ではありません。もしそれを理解していたら、嫌な気分にし 
  てしまうことはないはずです。 
   一人ひとりを理解して接することができ、その人も個人として理解されていると感 
  じられれば良い関係ができると思います。 
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２ 相手の感情を上手く引き出す 
   その人がどんな想いで話してくれているのかを考えながら話を聞き、共感し、感情 
  を表現しやすい雰囲気を作ることが大切です。 
   ゆっくり話を聞いてもらいたい人にはゆっくり聞くなど、その人のテンポに合わせ 
  て話が聞けると、その人も話しやすくなります。もし、途中で話を遮ったり、勝手に 
  解釈してしまったら、その人は上手く表現できません。 
   言葉だけで聞くのではなく、その人の表情・身振り・素振りなどから、“どういう 
  気持ちなのだろう”と理解しようとして聞くことが大前提です。楽しいことは楽しく 
  聞いて、悲しいことは悲しく聞いて、共感することが大切です。 
   自分の話を聞いてくれて、共感してくれる人には、また話を聞いてもらいたいとい 
  う想いになります。 
 
 
 
 
 
 
 
３ 自分の役割を理解する 
   ただ話を聞くだけではなく、その人の感情を理解し、適切な反応をすることが必要 
  です。 
   ある時、ちょっとした誤解から怒り出した人がいました。そこでもし、一緒になっ 
  て怒り出したとしたら、ただエスカレートするだけです。その時、なぜその人が誤解 
  してしまったのかを考え、落ち着いた時にもう一度話を聞き、自分の考えを再度説明 
  することによってその人も納得し誤解は解けました。振り返ってみると、今、私は聞 
  く立場、話をしてもらって何かの役に立とうとしている立場と気づく訳です。 
   自分の立場を理解して、何をするべきか自分の役割をきちんと考えて対処すること 
  が大切です。 
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４ 受け入れる・認める 
   その人は、どういう人なのか、どのような考えを持っているのか、今はどう思って 
  いるのかなどをそのまま受け入れ理解することが大切です。 
   足の痛みを訴える人がいたとします。痛いと言っている人に対して、「そんなに痛 
  いはずないでしょ！気持ちの問題ですよ！」と言ったら反発するのはあたりまえです。 
  その人の痛みは、私達にはわからない訳ですから、痛いと言う人には、「そうですか, 
  痛いんですね」と答えることが受け入れるということです。更に、「そうですか,それ 
  でも今までこんなに頑張ってきたんですね」と言われたらいかがでしょうか。 
   理解し、受け入れてもらえるということは嬉しいことです。  

５ 一方的に非難はしない 押し付けない 
   一人一人考え方や感じ方が違ってあたりまえなのですから、自分の考えを押し付け 
  たり、勝手に決めたり、一方的に非難はせず、その人がなぜそう思っているかを考え 
  て理解することが必要です。 
   「足が痛くて歩くのが辛いから車椅子を使いたい」と希望する人に、「前にも同じ 
  ことを言って使ってみたけど結局上手く使えなかったじゃないですか！今度も同じこ 
  とになるのだから止めた方がいいですよ！」と返答したらいかがですか。 
   一方的に非難されれば、もう話したくないし、頼みたくもないと思うでしょう。 
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６ 決めるための提案をし、結果を尊重する 
   その人が、どうしたいのかを自分で決めてもらう為の、必要な情報や方法などを伝 
  えます。例えば、その人が、今居る所から、隣の部屋まで移動しようとしています。 
   その方法としてその人は、歩くか車椅子を使うかの手段しかないと考えています。 
  その時、私達は、他にも、杖を使う、シルバーカーを使う、這う、手を引いてもらっ 
  て歩く、おんぶしてもらうなど、いろいろな方法があることを説明します。と同時に、 
  その方法を選ぶことによっての、良い事、悪い事の情報を伝えます。それが、自分で 
  決めてもらうための提案です。そして、最終的にどうするかをその人に決めてもらい 
  ます。そこで、その人が車椅子を選んだとします。その時私達は、それを尊重し、今 
  度は車椅子にもいろいろな種類があることを説明します。 
   決して押し付けたりしないように十分気を付けます。   
 
 
 
 
 
７ プライバシーを守る 
   人と関わる中で、様々なことを知ることがありますが、必要以上に詮索はせず、知 
  ったことも本人や家族の了解なしに決して他者に話してはいけません。 
   ある人に、他の人のことを、「この前こういう事があったんですよ,〇〇町の△△さ 
  んがね・・・」などと何でも話したとしたら、それを聞いている人は、「この人はこ 
  うやって私のことも他の人の所で話しているのだろうな」と思うでしょう。そう思わ 
  れるということは、もうその人からは信用されていないということになるのです。 
   秘密を守るということは、信頼関係にもつながる重要なポイントになります。 
 
 
 
 
 
 
 
  私たちの姿勢で最も重要なことは、「相手のことを理解しようと努力すること」です。 
 その想いは必ず通じるし、私たちにとって最も大切な「利用者からの信頼」につながり 
 ます。 
            「話の聞き方・話し方・秘密の守り方・個人を敬う方法」2003.11.11.加藤美和子。 
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～面接技術～ 
１ 話しを聞く 
 
   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る。 
    「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 
   権を持ってもらえる。 
    「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。 
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～話の聞き方，話し方，接し方～ 

 
 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. miwako 

 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。 

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。 
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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。 
 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
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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。 
 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
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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。 

 
 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。 
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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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～グループ演習のルール～ 

 

  １ 意見･考えを自由に発表すること。 

  ２ メンバーの発言を否定しないこと。 

  ３ 発言には必ず理由をつけること。 

  ４ 話している人の目を見て聞くこと。 

 
 
 
 

2018.10.01. 小湊 純一。 
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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） 
                                   H30.4.1. 
 (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。 
３ 第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただ

し、次に掲げる場合は、この限りでない。 
 (内容及び手続の説明及び同意) 
第四条 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、あらかじ

め、利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定する運営規程の概要その他の利用申

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記した文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 
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、あらかじめ、居

宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるも

のであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができる

こと等につき説明を行い、理解を得なければならない。 
３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合

には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝える

よう求めなければならない。 
 (提供拒否の禁止) 
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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) 
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。 
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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
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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。 
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。 
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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

い。 
 (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。

(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) 
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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。 
 (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。 
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、
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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 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 アセスメントの結果の記録 
ハ サービス担当者会議等の記録 
ニ モニタリングの結果の記録 
三 市町村への通知に係る記録 
四 苦情の内容等の記録 
五 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 
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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

47



認知症 

認知機能の一部は加齢によって低下するが、それは認知症ではない。 

認知症は歳のせいではなく、高齢者に起こる病気である。 

認知症とは大脳の病気の症状で、認知症という病気があるわけではない。 

認知症をきたす大脳の病気はたくさんある。 

認知症=痴呆≠認知機能障害 

いったん正常に発達した知的機能が持続的に低下 

明らかな健忘があることが多い 

複数の認知障害：失語、失行、失認、実行機能障害など→部分的ではなく幅広い障害社

会生活に支障をきたす 

病名ではなく病態名。数多くの診断 

脳の器質的異常による障害 

認知症と区別すべき病態：意識障害・せん妄、うつ状態、精神遅滞 

軽度認知障害 Mild Cognitive Impairment: MCI 

明らかな健忘や遂行機能障害などの認知機能障害。日常生活には支障がない。 

正常でも認知症でもない状態。 

10～15％/年でアルツハイマー型認知症へ移行 

認知症の原因となる主な疾患 

・アルツハイマー病

・レビー小体病

・前頭側頭葉変性症

前頭側頭型認知症 

意味性認知症 

進行性非流暢性失語症 

・パーキンソン病関連疾患
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大脳皮質基底核変性症 

進行性核上性麻痺 

・嗜銀顆粒性認知症

・神経原線維変化型

・血管性認知症

・特発性正常圧水頭症

・慢性硬膜下血腫

・脳腫瘍

・クロイツフェルト・ヤコブ病

・ビタミン B1 欠乏症

・ビタミン B12欠乏症

・葉酸欠乏症

・甲状腺機能低下症

混合病理：原因は一つとは限らない 

DSM -V NEUROCOGNITIVE DISORDER: 神経認知障害群 

神経認知領域 構成要素 

複雑性注意 持続性注意、分配性注意、選択性注意、処理速度 

実行機能 計画性、意志決定、ワーキングメモリー、フィードバック/エラー

の訂正応答、習慣無視/抑制、心的柔軟性 

学習と記憶 即時記憶、近時記憶（自由再生、手がかり再生、再認記憶を含む） 

遠隔記憶（意味記憶、自伝記憶）、潜在学習 

言語（失語） 表出性言語（呼称、喚語、流暢性、文法、および構文を含む） 受

容性言語 

知覚-運動 

（失認、失行） 

視知覚、視覚構成（視空間） 知覚-運動、実行、認知 

社会的認知 情動認知と心の理論 

認知機能障害の階層性と認知機能障害の症候 

認知機能   高次脳機能障害 

認知機能障害 

統合する機能   遂行機能障害 

遂行機能、社会的行動など    社会的行動障害など 
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個々の高次脳機能   失語、健忘 

言語、記憶、視空間認知など   視空間認知障害など 

基盤となる機能    全般性注意低下 

全般性注意、情動など  

情動障害など 

基本的神経機能 

運動、感覚、視覚、聴覚など 

注意 

全ての認知機能の基盤 

周囲の状況、刺激を適切に認識し、必要に応じた対応ができる 

特定のものに集中しそれを持続する能力一度に複数のことを行う能力 

様々な刺激から必要なものを選別する能力 

素早く物事を行う能力 

注意障害 

全般性 

ちょっとしたことで気が散る物事に集中できない 

ボーっとしている 

動作がゆっくり  

反応にムラがある 

選択性 

半側空間無視 （左側のことが多い） 

眠る時間が増える、起きていても眠い、ボーっとした感じ 

感情のコントロールができない 

匂いや音に気がつかない あるいは 過敏に反応する 

疲れやすい 

実行機能（遂行機能） 

物事を計画して実行する機能：前頭葉 
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物事を論理的に考える  推察をする  優先順位をつける 

計画をする  実行する  計画の変更をする 

解決をする  評価をする  分析をする  ゴールを設定する 

仕事の手順がわからなくなる 

失敗しても気がつかない 

家事が単純になる 

買い物に行ってもどうしたら良いかわからなくなる。料理の手順がわからなくなる。 

学習と記憶 

記銘：頭に取り込む。符号化  

保持：頭にしまっておく。  

再生：頭から取り出す。再構築 

再認：再び確認・照合する。 

記憶の分類（記憶内容） 

陳述記憶：意識にのぼる記憶。言葉で表現出来る、イメージとして心に浮かべることが出

来る。（意識して思い出そうとする記憶：顕在記憶であることが多い」） 

エピソード記憶: 個人的な日々の体験。特定の時間と場所との関連

意味記憶: 学校などで教わった知識 

非陳述記憶：意識にのぼらない記憶（思い出そうとしなくても頭の中に浮かぶ：潜在記憶

であることが多い） 

手続き記憶：身体でおぼえた技能。馴化（慣れ）、鋭敏化。異なる脳内システムに依存 

記憶の分類（貯蔵時間） 

短期記憶 

即時記憶：たった今の記憶。容量が小さい。数分間の記憶 

作業記憶：意識して繰り返すことによって、延長される即時記憶。物事を考える時に使う

記憶 

長期記憶 

近時記憶：最近の記憶。数時間～数日間の記憶。遠隔記憶として安定するまでの記憶。 
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遠隔記憶：昔の記憶。数日～永続的に維持された記憶 

学習と記憶の障害 

約束を忘れる 

置き忘れ、しまい忘れ 

同じ事を何度も言う 

新しいことを覚えることができない 

失語 言語の障害 

言葉が不自由になる：側頭葉、前頭葉、頭頂葉障害の障害 

他人の考えを理解したり、自分の考えを表現するのが困難になる言葉が出てこなくなる

（換語困難） 

言葉の意味がわからなくなる 

日常会話のキャッチボールができなくなる 

「あれ」「それ」などの代名詞を多く使って話をする 

何度も聞き直す 

話のつじつまが合わない 

失行 行為の障害 

麻痺はないのに出来ない：頭頂葉の障害 

支持された内容や行動の意味を理解しているのにその動作を出来ない意図と行動の間が断

ち切られている 

着替えができない 髪をとかすことができない 

お茶を入れることができない 

入浴の時に体を洗えない 家電製品やリモコンの使い方が分からない 

手づかみで食事をする（箸を使えない、スプーンを使えない） 

失認 視覚（聴覚）認知の障害 

見えているのに、聞こえているのにわからない：頭頂葉、側頭葉の障害 

知っている人の顔がわからない、文字の形がわからない、色がわからない、左右がわから

ない。 
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 美しい風景を楽しめなくなった 

トイレの便器を見ても形が分からない 

全体を見ないで一部だけを見ている 

位置関係や段差、奥行きが分からない：視空間認知の障害 

初めて行った場所で道に迷う 

自分の家でもトイレの場所が分からない 

音楽を聴いても楽しめない、救急車やパトカーの音を聞いても意味がわからない 

 

社会的認知機能の障害 

 

心の理論 

他者の心の動きを推察することができない 

他者が自分とは異なる考えを持っていることを理解することができない 

他者の言葉の内容、話し方、行動の背景にある思考や感情、性格、動機を読み取る能力の

障害 

 

失見当識（見当識障害） 

 

年月日、曜日、時間が分からない 

自分が何処にいるか分からない 

相手が誰だか分からない 

自分がどういう状況にいるのか分からない。時空の中で位置付けができない 

自分の状態が分からない 

（例）目が覚めた時、今がいつのなのか、ここがどこなのか、目の前にいる人が誰なのか

わからない。 

この世界，現なのか、夢なのか、不安の中で生きている 

「ソース・メモリ」を覚えていない 

「リアリティモニタリング」ができない 

その情報が真実なのか、単なる想像なのかを判断する能力。 

 情報をいつ、どこで、誰から、どのような状況で手に入れたのかと言う情報源について

の記憶 

「セルフモニタリング（内省）」ができない 

自分の姿をもうひとりの自分が見ること 
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DSM-V NEUROCOGNITIVE DISORDER: 神経認知障害群 

 

major neurocognitive disorder: 認知症 

 

A.1 つまたはそれ以上の認知ドメインで以前の活動レベルから明らかな認知障害を来たし

ている。 

B.認知欠損が日常生活における自立性を障害している。 

C.認知欠損はせん妄の経過でのみ現れるものではない 

D.認知欠損は他の精神障害（大うつ病性障害・統合失調症）ではより良く説明されない。 

 

minor neurocognitive disorder: 軽度認知障害 

 

A.1 つまたはそれ以上の認知ドメインで以前の活動レベルから中等度の認知障害を来たし

ている。 

B.認知欠損が日常生活における自立性に対する能力を障害していない（努力、代償性の対

策、便宜を要する）。 

C.認知欠損はせん妄の経過でのみ現れるものではない。 

D.認知欠損は他の精神障害（大うつ病性障害・統合失調症）ではより良く説明されない。 

 

derilium: せん妄 

 

A.注意（指向・集中・維持・転導）と意識の障害。  

B.障害は数時間から数日間のうちの短期間で発症して、通常の注意や意識からの変化があ

り、1 日を通して重症度が変動する傾向がある。  

C.認知における追加的な障害がある（記憶欠損・失見当識・言語障害・知覚障害・視空間

能力の障害）。  

D.基準 A と C における障害はもう一つの先行・確定・進行中の神経認知障害によってはよ

り良く説明されない。また、昏睡のような覚醒度の重度な低下といった経過で発症したも

のではない。  

E.病歴・身体診察・臨床検査所見から、その障害が一般身体疾患、物質中毒または離脱、

もしくは毒性物質への曝露といった直接的な生理学的結果もしくは多重の病因により引き

起こされたという証拠がある。 

 

生活障害 

 

（基本的 ADL） 
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歩く、食べる、着替える、入浴する、排泄する、清潔を保つ 

 

（手段的 ADL） 

食事の準備をする、掃除・洗濯する、電話をする、買い物をする、 

服薬管理をする、金銭管理をする、交通機関を利用する 

 

（社会的生活機能） 

具合が悪いとき受診の予約をする 

介護保険の手続きをする 

生活保護を申請する 

友人に会いに行く 

旅行に行く 

食事会をする 

仕事をする、人の役に立つ 

春なので、私の好きな桜の花を見に行く 

 

BPSD（認知症の行動・心理症状） 

BEHAVIORAL AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS OF DEMENTIA 

 

・行動症状 

焦燥，不穏状態 

パニック発作 

脱抑制 

攻撃性（暴行，暴言）拒絶 

活動障害（徘徊，常同行動，無目的な行動，不適切な行動） 

食行動の異常（異食，過食，拒食） 

睡眠覚醒障害（不眠，レム睡眠行動異常） 

 

・心理症状 

被害妄想 （物盗られ妄想，嫉妬妄想など） 

幻覚 （幻視，幻聴など） 

誤認妄想 （ここは自分の家でない，配偶者が偽者であるなど） 

感情面の障害 （抑うつ，不安，興奮，アパシーなど） 
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アルツハイマー病 

 

一連の病理変化を伴う疾患 

2種類の異常蛋白の蓄積 

 アミロイドβ蛋白の凝集・沈着：老人班 

リン酸化タウ蛋白の凝集：神経原線維変化 

神経細胞の脱落 

病理所見と臨床症状との強い相関 

 

中核症状 

 

認知機能障害（思考・推理・判断・適応・問題解決） 

記憶障害 

見当識障害 

判断力低下 

言語の障害（失語） 

行為の障害（失行） 

知覚の障害（失認） 

計画を実行する能力の障害 

 

環境変化 ストレス合併症 不適切な対応 

 

BPSD (周辺症状) 

 

不安・焦燥 

抑うつ 

意欲低下 

不眠 

興奮 

幻覚・妄想 

暴力 ・徘徊 

 

FAST(FUNCTIONAL ASSESSMENT STAGES)における各病期の特徴：生活障害 

 

1. 正常 (FAST 1)認知機能低下なし 

2. 年齢相応 (FAST 2)物の置き忘れ、喚語困難 

3. 境界状態 (FAST 3)熟練を要する仕事で支障、初めての場所への旅行が難しい 

4. 軽度のアルツハイマー型認知症 (FAST 4) 金銭管理が難しい、買い物に支障が出てく

る 
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5. 中等度のアルツハイマー型認知症 (FAST 5) 季節にあった服装を選べない、入浴する

ときに説得することが必要、車の運転で事故を起こす 

6. やや高度のアルツハイマー型認知症 (FAST 6) a)不適切な着衣 b)入浴に介助を要する

c)トイレの水を流せなくなる, d)尿失禁 e)便失禁

7. 高度のアルツハイマー型認知症 (FAST 7) a)最大限約 6 語に限定された言語機能の低

下 b)理解しうる語彙はただ一つの単語 c)歩行能力の喪失 d)着座能力の喪失 e)笑う能力

の喪失 f)昏迷および昏睡 

アルツハイマー病≠認知症

レビー小体型認知症（DLB）

全認知症の約２０％ 

αシヌクレインという異常蛋白の蓄積：レビー小体の形成 

パーキンソン病の類縁疾患 

長期経過したパーキンソン病から発症する場合もある 

進行性の認知機能低下を示す神経変性疾患 

注意や覚醒レベルの変動を伴う認知機能の変動がある。 

ありありとした、繰り返される幻視 

アルツハイマー病と比べ、記憶障害が軽度のことが多い。

系統的な内容の妄想（誤認妄想）、他の幻覚、抑うつ、不安・焦燥パーキンソン病の運動

症状 

レム睡眠行動異常

向精神病薬に対する過敏性 

中核症状 

（睡眠障害） 

レム睡眠行動異常，むずむず脚症候群，過眠・不眠

（意識障害） 

認知機能の変動，一過性意識障害 

（感覚障害） 

痛み，異常感覚，嗅覚障害 

（運動障害） 

パーキンソニズム，振戦，固縮，無動，姿勢反射障害 
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（認知機能障害） 

健忘，注意障害，視空間失認，実行機能障害 

 

（自律神経障害） 

便秘、頻尿，体温調節障害，発汗障害，起立性低血圧，インポテンツ 

 

（精神症状） 

うつ状態，躁、多幸，不安、パニック，強迫的行為，病的賭博買い物，幻視・錯視，妄

想・せん妄 

 

前頭側頭葉変性症（FTLD） 

 

著明な人格変化や行動障害、言語障害を主徴とし、前頭葉、前部側頭葉に病変の主座とす

る変性疾患 

複数の神経病理学的特徴 

 数種類の原因となる異常蛋白 

タウ蛋白：ピック小体の成分 

TDP-43、FUS： ユビキチン封入体遺伝子変異 

 プログラニュリン変異（TDP43の蓄積）  

MAPT 変異（タウ蛋白の蓄積）など 

 

３つの型：病変部位による。特定の神経病理所見的特徴に対応していない。 

・前頭側頭型認知症：いわゆるピック病 

・意味性失語症：意味記憶の障害。言葉の意味が分からない 

・進行性非流暢性失語症：表出言語の障害 

 

自発性の低下 

感情・情動変化：多幸的、焦燥感、不機嫌、感情鈍麻、無表情 

無関心（自己および周囲に対して） 

病識の欠如 

記銘力障害：初期は目立たない 

被影響性の亢進、転動性の亢進、維持困難 

脱抑制・反社会的行動： 

本能のおもむくままに我が道を行く行動 

衝動的な暴力、盗食、窃盗 

常同行動：周遊、食行動、言語、“時刻表的生活” 治療：有効な薬物療法はない 
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認知症とコミュニケーション 

 

笑顔 

日頃から話しかける。 

本人が話し始めるまで待つ。話をする機会を奪わない。 

言葉じりを捉えない。言葉以外の訴えにも気を配る。 

間違いを指摘しない。（何でもハイハイと言うのとは異なる。) 

励ますのではなく、寄り添う・思いやる。 

言い方の工夫：命令や指示ではなく、提示する。決定するのは本人。 

本人の喜ぶ話：昔の苦労話、自慢話 

 

向精神薬 

 

抗不安薬・睡眠薬 ベンゾジアゼピン系 

依存性、耐性 

転倒、せん妄のリスク 

抗精神病薬 リスパダール、セロクエル 

 転倒、せん妄、肺炎のリスク 

死亡リスクの増加 

認知機能の増悪のリスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.08.24.小湊。 

59



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

『相談支援をする人，制度』等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ふくし＠ＪＭＩ 

    社会福祉士 小 湊 純 一 

    URL: www.npojmi.com  Email: jk@npojmi.com 
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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。 
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 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 

  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） 
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１ 地域包括支援センターは次の基本機能を担う 

  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
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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。 

 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 
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    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。 

 

～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 
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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

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。  
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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 

 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）  
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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 

 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 
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  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 

  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 
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 医療に係るものをいう。  

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 
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 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。） 

 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 
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 るものをいう。  

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。）  
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 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 

  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。  
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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 

 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。 
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 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

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。 
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（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。  

81



（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。  
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共依存(Co-Dependency) 

共依存とは 
共依存とは、人間関係そのものに依存するというアディクション（嗜癖・依存症）です。 

 共依存の人は、自分自身を大切にしたり自分自身の問題に向き合うよりも、身近な他人(配

偶者、親族、恋人、友人)の問題ばかりに気を向けてその問題の後始末に夢中になります。

身近な人の取らなかった責任を一生懸命代わりにとり、結果、現在の困った状況を身近な他

人本人が決意して解決する必要を与えず、困った状況をそのまま続けるはめになる……ある

いはますます困った状況に陥っていく人達のことです。 

身近な他人は大きな問題 

アルコール依存症やギャンブル依存症、非行や暴力、買い物中毒、仕事中毒、絶えない人

間関係のトラブルなどを抱えているため、共依存症の人の「共依存」という問題がクローズ・

アップされることは滅多にありません。

 けれども、そういった見た目に派手な依存症や問題を抱えている人達の側にかならずとい

っていいほどいると言われています。共依存の人達が問題の後始末を一生懸命してくれるの

で、「困った人達本人」は「困った状況」が「なんだかんだ言ってもなんとかなる」と無意

識で感じています。このため問題を解決せずにほったらかしにし、悪化させます。この現象

を指して共依存者のことを「依存症の支え手（イネイブラー）」と呼ぶこともあります。 

ここで誤解しないでいただきたいのは、身近な誰かが何かの依存症にはまっているのは、

その本人に問題があるからです。問題のない人は、依存症にはまりません。共依存症者と他

の依存症者が一緒にいると、２人とも依存症がエスカレートしやすくなりますが、共依存症

者が側にいなくても、他の依存症者は依存症にハマっています。「私が共依存症だから、相

手がパチンコ依存症なんじゃないか」というのはハッキリと間違いです。 

 共依存症者が側にいなければ、他の依存症者のエスカレートはゆるやかになるケースが多

いと言われています。それと同じように、他の依存症者が側にいなければ、共依存症者のエ

スカレートもゆるやかになります。
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 立場は同等であり、とちらにも同じように問題があります。どちらが悪いという話しでは

ないことをご理解下さい。 

 日本女性はとくに「我慢して尽くすこと」が美徳だとされているので、共依存者が多いと

いわれています。ある程度までは「人間関係の潤滑油」ですが、共依存症者にとってその人

生は他人の後始末、後始末、後始末……他人の責任の代行ばかりで自分のための人生を生き

ることができません。自分自身の人生もみじめですし、周囲もみじめなままになってしまい

ます。 

共依存の症状 

 共依存の中核の症状は５つとされ、それを核にして 16の症状行動（思考・態度）が派生

します。 

中核症状は以下の５つです。 

１ 適切な高さの自己評価を体験できないという自己愛の障害 

２ 自己と他者の境界設定ができずに、他者に侵入したり、他者の侵入を許したりするとい 

う自己保護の障害  

３ 自己に関する現実を適切に認識することが困難であるという自己同一化の障害 

４ 自己の欲求を適切に他者に伝えられないという自己ケアの障害 

５ 自己の現実（年齢や状況）にそって振舞えないという自己表現の障害 
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自らを犠牲にして他人を助けたり、世話したりする 

 自分が他人にとって必要になっており、ありがたがられる、などの報酬を無意識に期待し

ている。目先の愛情にとらわれて他人の世話をするが、大きな目で見ると他人や自分を破滅

に導いていることに気がつかない（例・不良息子や飲んだくれ亭主に必死に働いてお金をあ

げたり、本人達の不始末を代わりに謝る） 

  

他人の行動、感情、考え方・状況・結果を変えようとコントロールする 

 他人の行動の責任はとるが、自分の行動がどのような結果を招いているかは考えない。他

人の文句を言ったり、他人がどうするべきかを考えてそうなるよう努力はするが、自分がど

うすれば本当は良いかを考えない。 

  

何か身の回りに問題や危機が起こっていないと空虚になる 

 問題のある人や場所に惹かれやすく、不安定な生活を送りやすい。いざ安定した自分中心

の生活と不安定な他人中心の生活の選択をせまられると、「私がいないとあの人は……」「金

銭的に無理」などといろいろ理由を並べて熱中できる問題がたくさんたる生活を選ぶ。 

  

依存心が強く、一人でやっていけるという自信がない 

 自尊心・自己評価が低く、自分自身が好きではない。一人で過ごしているとひどい虚無感

に襲われて、自分を必要としてくれる人を常にもとめ、「見捨てられる危機感」を振り切れ

ない。 

  

考え方、視野がせまい。社会・地域・自然などへの関心・貢献が薄い 

 特定の他人の問題で頭がいっぱいで、友人からも離れ、小さく狭い世界で生活する。この

ため、自分と自分の周囲の狭い範囲の人達が、どんな悲惨な状況なのか気がつかない。 

  

現実をしっかり見つめようとしない 

 他人の目や意見を気にして、あるいは自分の本当の気持ちをごまかすために、真実を隠し

て表面は何でもないように振舞う。悪い面をできるだけ小さく考えようとしてそう表現する。 

  

「Ｎｏ」と言えない。「私」を中心に話せない 

 コミュニケーションの技術に欠け、「自分の」必要なもの、欲しいものをはっきり要求す

ることができない。「いいえ、できません」とはっきり断わることができない。他人の問題
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や他人の愚痴ばかり話し、「私は」こう感じてこう考えるというように自分自身を主にでき

ない。 

  

他人とのバウンダリー（境界）がはっきりしていない 

 他人の問題にお節介にも入り込んでしまったり、他人の落ち込むのを見ると、自分も滅入

ってしまったり、または人の気分を変えようと必死になったりする。自分と他人は考え方も

感じ方も感情も違う個別の人間であるという自覚が、実はない。 

  

自分の身体から出るメッセージに気がつかない。感情の適切な表現ができない 

 繊細な感情がマヒしてしまっているので、感情の適切な表現ができずに、何だか変だなと

思うときに胸がドキドキしても、それに注目せず無視してしまい、行動を変えることなく同

じ間違いを何度も繰り返したりする。 

  

怒りに問題がある 

 自分よりも他人のために行動しているのに報われないとなると、怒りや恨みがたまってく

るのは当たり前のことだが、自分自身でその怒りを否定するために適切な怒りの表現ができ

ない。急に爆発させたり、八つ当たりしたり、あるいは怒りを「恐怖」にすりかえて怒りを

感じないようにする。 

  

静かに時を待つ、ということを知らない 

 今すぐ良い結果が出ないと気がすまず、せかせか動き回ったり余計な心配に気をもむ。他

人の行動を長い目で見守ることができず、自分が今すぐコントロールしようとする。しなけ

ればならないことで頭がいっぱいになり、様子をみるということができない。 

  

罪の意識によくおそわれる 

 相手に問題があるのは、自分が何か悪い事をしたかのように思い込み、自分がもう少し努

力すれば、また自分の欠点を直せば相手が良くなるだろう、変わるだろうと必死になる。疲

れて相手から離れようと考えると「私がいなければあの人は」「子どもがかわいそうだ」と

ひどい罪の意識に囚われる。 

  

物事が極端。ほどほどに、ができない 

 黒か白かがはっきりしすぎたり、自分が正しくて他人がまったく間違っているとか、また
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は反対に全部自分のせいだと思い込んでしまう。いったん何かをやりだすと限度を知らず、

または物事を１つも完成させることができずに、途中ですべて投げ出してしまう。 

  

過去の間違いから学ぶことができない 

 相手が問題を起こすと憤慨し嘆くが、少し調子がいいと苦しかったことを忘れて相手を

「可哀想な人だから」と弁護したり本当はとても良い人だと思ってすぐ許してしまう。離れ

たり調子が良いときは楽しいことばかり思いだし、苦い経験を忘れてしまうのでふたたび同

じ過ちを繰り返す。 

  

被害者意識にとりつかれている 

 相手を救おうとあがき、上手くいかないと相手を責める。それもうまくいかないと、相手

のせいで自分はこんなにみじめだと被害者意識にとりつかれる。被害者の役割を演じ、相手

のせいにしていれば自分の選択と行動の結果の責任を取らなくていいという錯覚に陥る。 

  

自己の確立ができていない 

 自分に自信がないので他人に幸せにしてもらおうと思っていたり、自分の人生の目的や自

分はいったい誰なのかがはっきりせず、自分を大切にできない。すべての共依存の問題は、

ここから始まっていると思われる。 

  

  

 

 

 

この現象を指して共依存者のことを「依存症の支え手（イネイブラー）」と呼ぶこともあ

ります。 ここで誤解しないでいただきたいのは、身近な誰かが何かの依存症にはまってい

るのは、その本人に問題があるからです。問題のない人は、依存症にはなりません。 

 

 

 

 

家族という名の強制収容所～ 
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イネイブラーの本当の顔 
 

イネイブリングの関係は，夫婦，恋人，友人同士，親子，師弟，雇用関係，政府対国民な

ど人間関係が多様であるように，限りなく多彩です。 

イネイブリングは世代や性別にかかわりなく起こりますが，男性よりも女性のほうに多

く見られるようです。母性本能に加えて，家族の世話は女性の役割だという社会通念が，女

性のイネイブリングを当たり前にしています。また女性は，自分に人生を切りひらく力があ

るとはあまり思わずに，むしろ他人が自分を頼ってくれるように仕向けることで，伝統的な

役割分担を乱すことなく他者をコントロールする力を得るのです。 

何らかの援助を必要とする人をケアする立場にある人たちは，イネイブリングの罠には

まる危険があります。特に，心身を病む人を世話するパートナー，親，友人，看護人などは

要注意です。適切な援助とイネイブリングの間に線を引くのはなかなか難しいものです。イ

ネイブラーは，ほんとうは自分の足で立てるはずの人に手を貸してしまいます。 

 

イネイブラーは，犠牲者は自分のほうだと思いがちです。しかし，誰かに依存されるとい

う状態は，イネイブラー自らが選んだものに他なりません。どこかで弱々しい依存的な人に

捉まってしまい，気が付いたらイネイブラーになっていたなどということはありえないの

です。イネイブラーは誰かの世話をするように強制されたわけではありません。労力を上回

る報酬が明らかにあるからこそ，イネイブラーは人に尽くします。 

この社会は「善人に見える人」を賞賛します。イネイブラーは，自分の並外れた博愛的性

格だけでなく，その能力を見せつけます。他の人たちの責任まで引き受けることが出来るの

は，実に格好のいいことです。こうして彼らは周囲からの賞賛を集め，うぬぼれを強めます。 

  

イネイブリングは，育つ中で身についてしまった生き方です。子供が社会性を持ち協調性

のある大人になる過程で，多くの「よい子」が作られてしまうのです。子どものうちは言わ

れたことをやり，周囲の欲求に自分を合わせたりすることでほめられるものです。よい子に

なることは，回りからの圧力に対処するために子どもが取り入れる，ありふれた手段なので

す。人の欲求に答えて何らかの利益を得るという振る舞いは，大人になったときイネイブリ

ングという習慣に引き継がれるのでしょう。他者からの承認というご褒美を得るために行

動するようになるでしょう。 

よい子は，常にほかの人のことを第一に考える習慣を見につけています。こんな風には育
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っていない子どもは，自分の想像力や欲求のおもむくままにふるまうという，もっとも健全

な喜びを求めます。 

 

イネイブラーは，徳のある立派な人間であろうとします。そして，誰が見てもすばらしい

資質をたくさん備えています。順応性，忍耐強さ，犠牲的精神，勤勉，親切，気丈，勇敢，

有能，寛大，賢さ―。数限りない「美徳」は，世間の人たちにとやかく言わせません。 

 私は，これらの資質に何の価値もないと言っているのではありません。ただ，彼らの努力

は注意深く見直す必要があります。それぞれの美徳には，陰の面もあるのです。相手の有能

さを見せ付けられれば，人は無力感を抱きます。寛大さは相手に罪悪感を植え付け，親切な

振る舞いは相手の負担となるかもしれません。忍耐は，しばしば虐待の誘因となります。柔

軟性は物事の限度というものをわからなくさせ，強さは依存を招きます。 

 イネイブラーは善人の役を演じ，ときには自分を虐待させてまで相手に快を与えようと

すらします。しかし善人を演じることは，本当に徳が高い人間であろうとすることとはほと

んど関係がありません。こういう形の善行は，むしろ依存関係を強めてしまうものです。 

 この社会では，「人を助けようとする性格」は文句なく賞賛されます。しかし，批判的に

観察してみると，その背後にある，あまりほめられたものでない一面が見えてきます。 

 

 子どもの頃，私の家で当たり前になっていることがあり，最近になってやっと私はそれが

重要な意味をもっていることを理解しました。 

夕食にローストチキンが出ると，母は決まって首の部分をとっていました。だから私は，母

は首の肉が好きなんだと思っていて，先日，母と食事をしたときも，当然のように首肉を母

の皿に置きました。ところが年齢のせいで正直になったのでしょうか，母は「私，首肉なん

て大嫌いなのよ」と言って，私を驚かせたのです。 

 母がいわば「チキンの首」を取ることは，我が家の人間関係ではありふれたことでした。

思い出してみれば，なにかいいことを分け合う時も，嫌な仕事を分担する時も，母はいつも，

誰も手を出さない「首肉」を選んでいました。利己的にはなるまいとしていたのでしょう。

その結果，いつでも不利な立場にたつことになりました。 

今の私は，公平に誰もが交替でそこに立つべきだと思っています。 

 

忍耐強さ 

 友人のジョーの子どもたちときたら，だらしのないこと天下一品で，表彰してやりたいぐ

らいです。車を修理した後，家に入るや，油でべとべとの靴をカーペットに投げ出し，汚れ
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た服も着替えずにソファーに座る。キッチンに行けば牛乳をコップにドボドボ注ぎ，床に滴

をたらしながら２階の自分の部屋に行ってしまう。ジョーは辛抱強く子どもたちの後をつ

いて回り，後始末をします。家屋の召使になることなど，彼女にとっては何でもないことで

す。 

 ジョーはみんなのやったどんなことも我慢します。そうすることで見返りを得ているの

です。彼女は聖人になる一番の近道は，高尚な目的のために受難に耐えることであり，家族

の安泰こそ高尚な目的であると信じきっています。そうして，彼女は台所のテーブルについ

て，散らかり具合を眺め，ドーナツをもうひとつつまんでは体重を増やすのです。 

 分別のない相手に対してまで忍耐強い人は，聖人などではありません。自分をいじめてい

るだけなのです。 

 

順応性 

 私には，定期的に食事をともにする友人たちがいます。集まると，当然「どこで食べよう

か」という話になります。ベスはいつも「どこでもいいわ」と言うので，残りの私たちで順

番に好きな場所を選びます。その結果，ベスは自分の好きなところには行けません。彼女は

周りに合わせようとするあまり，好きなものを選び取る喜びを人に譲ってしまっているの

です。 

 それは，彼女の親切心から来るものなのですが，そんな親切をする必要などありません。

生きていれば，妥協したり妥協せざるを得ない場面はいくらでもあるわけですが，妥協する

ことは，常に他人の欲求に合わせることとは違います。「玄関マット」のように人に踏みつ

けられるのに甘んじていたら，誰からも尊重されなくなるし，かえって周囲を傲慢にさせて

しまうでしょう。 

 

勤勉さ 

 依存者と共存しようとする人は，勤勉でなければなりません。このような人たちは家事育

児をこなし，家族の雑多な用事を切り回し，依存者たちの欲求や要望に専念し，なんでもこ

なすので，ときに家族はただ給料を運ぶだけの役割となってしまいます。彼らは２人分３人

分…あるいはそれ以上に働くのです。 

 ノーマは，私の行きつけのレストランで働いている女性です。彼女をじっと見ていて感じ

るのは，幸福感と同時に痛々しさです。彼女は疲れを知らないかのようです。店内がすいて

いると私のところに来て，家族の最新のエピソードを披露してくれます。彼女は働き者です

が，その収入は家族全体の出費にはとても追いつきません。彼女の夫には働く気などさらさ
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らないようです。 

 家に帰ると，ノーマは家の掃除と孫の世話をします。おかげで，のんきな彼女の娘は友だ

ちづきあいに明け暮れていられます。「自分を探す」ために家を出たきりの息子は，ちょく

ちょく小遣いの送金をせびっています。彼らを養うため，ノーマは自分のわずかな収入のや

りくりにいつも頭を悩ませています。私が彼女に「どうして，そんな怠け者のために働くの

よ（実際はもっとていねいな言葉で）」と尋ねると，彼女は「だって，仕方ないもの」と答

えるのです。 

 

有能さ 

 夫の友人であるレイは，たくさんの才能に恵まれています。彼は配管工事から家計のやり

くりに至るまで何でもこなします。家の中で彼が息子たちとやった細かい仕事の話になる

と，必ず２つのことが出てきます。１つは，彼が家族のために，何から何までやっていると

いう不満。もう１つは，息子たちのしくじりと笑い飛ばす話。子どもたちは単純な仕事でも

へまをするので，いつもその後始末が自分にまわってくるのだと彼は言います。 

 以前，レイが車の修理を息子たちに教えているところに居合わせたことがあります。作業

の前，最中，仕上げた後と，彼はこまごまと指示します。どうしたらもっと良くできるか，

どうしたらもっと完璧になるか，ちがうやり方にはどんなものがあるか，などなど。彼は息

子たちのやること全てに口をはさまないと気がすまないようです。はたで見ていれば，なぜ

彼が家の仕事を一手に引き受けなければならないのか，すぐに分かります。私は彼の息子た

ちをよく知っていますが，彼らは父親の「もうひとつ教えておこう」の一言のせいで，自尊

心をひどく損なわれています。 

 父親は助けを与えているつもりでしょうが，息子たちに「自分は無能だ」と思い込ませて

いるに過ぎません。 

 

気丈さと勇気 

 イネイブラーは，来る日も来る日も勇気をふるって災難というドラゴンに立ち向かって

いるようなものです。自分に向かってくるドラゴンだけでなく，夫や子どもたち，友人に向

かってくる分まで。 

 イネイブラーの子どもは，自分で戦う必要がありません。ママがやってきて，先生や校長

や他の子の親と話をつけたり，いじめっこをやっつけたりしてくれるからです。イネイブラ

ーの夫は，自分で上司と向き合わなくてもいいのです。妻が，夫にもう一度チャンスをくれ

るようにかけ合ってくれるからです。友人たちも，イネイブラーがやってくれるので，PTA
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のレポートを提出しなくてすみます。 

 イネイブラーの古典的な例の１つは，夫のサンドバッグにされていたアルコホリックの

妻です。彼女は強い女性です。強くなくてはならないのです。殴られても殴られても，また

殴られに行くために。進んで拳骨の前に行くには，勇気がいります。非行中年の夫を探して，

夜中に危険な界隈のバーをめぐり歩くのだって，勇気がいるでしょう。翌日，夫の上司に電

話で夫が「風邪をひいたので」と嘘をつくにも度胸を要します。 

 こういう勇気は，彼女にとっていちばん頼りになる味方かもしれませんが，他人の弱さを

かばうためではなく，彼女自身を守るためにこそ使われるべきでしょう。 

 

寛大さ 

 イネイブラーのもっとも際立った美徳は，寛大さです。「過ちを犯すのは人間。許すのは

神。」この設定で，誰がどちらの役を取るのかは明白です。イネイブラーは自分が傷ついて

しまったとき，こうして割り切ることで自分の居心地を良くし，また，自分に都合のいい考

え方をして，独りよがりのプライドを手にします。イネイブラーはあたかも許すような顔を

して―というのは，イネイブラーのしていることは，本当に人を許しているのではないから

…。一生その人を苦しめ続けるような深い罪悪感を植え付けます。 

 私は，母が，父のことを何度も許していたのだと思っていました。でも，母が本当に父を

許したのは，父が亡くなってからだったのではないかと今は思っています。 

 

賢さ 

 どのような依存関係も，その実態はちょっと見ただけでは分かりません。傍目には，イネ

イブラーはしっかりした，判断力と常識を兼ね備えた人に見えます。それに対し，依存者は

見るからに頼りない感じです。自分自身を荷物馬のようにこき使っている人が聡明に見え

るとは，皮肉なものです。もし，イネイブラーが本当に賢いのなら，なぜ，そうやすやすと

依存者の思い通りになるのでしょう。奴隷のように働かされ，サンドバッグにされ，カモに

され，玄関マットのような扱いをされるのが賢明なことでしょうか。 

 最近，仕事である年配の紳士と会う機会がありました。話をしている間中，彼は自分の会

社の将来が心配だとこぼしていました。彼が言うには，事業を黒字に出来る才覚のあるのは，

仲間の中で自分だけなのだそうです。そのため彼は，仲間たちを誰一人会社の方針決定に参

加させたことがありませんでした。彼はもう引退したいと思っているけれど，それは出来な

いのだと言います。彼の仲間たちは，彼には「優れた判断力」があるから，引退してはいけ

ないと主張しています。結局のところ仲間は，「自分にしかこの仕事はこなせない」と彼に
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信じ込ませて，自分たちはのんびり優雅に暮らしているのです。世間は彼を良識ある人だと

思うでしょうが，私には，仲間たちにうまく言いくるめられているとしか思えません。 

 

愛情 

 イネイブラーに，「あなたはなぜ家族の機嫌をとったり，心配したり，手助けをしたり，

世話をやいたりするのですか」と尋ねると，彼らは一様に驚いた顔をします。彼らにとって，

それはあまりにも当たり前のことなので，自分とはちがう考え方の人がいるなどとは想像

もつかないのです。その質問自体が屈辱です。愛ゆえにかれらは人に尽くします。自分を「必

要としている」人のためなら，どんなことでもするでしょう。イネイブラーは強力な防護壁

を造り，愛する人々を覆ってしまいます。相手が息苦しくなっているとも知らずに。愛にさ

え，ネガティブな面があるのです。 

  

私の同僚のヘレンには，３２歳になる魅力的な娘がいます。ジェニーという名で，ヘレンと

一緒に暮らしています。ジェニーはヘレンの生きがいです。二人の仲のよさを見ると，彼女

が自分の娘をどんなに愛しているか，誰も目にもよくわかります。ヘレンはよく娘を旅行に

連れ出し，服や贅沢なものを買い与え，できる限りの方法で自分の愛を示します。 

ヘレンはとても幸せな人です。ジェニーの目には，かすかに絶望の影があります。彼女は，

ママの大切な人形なのです。母親の善意と献身を一身に負わされているゆえに，彼女は母親

から離れることが出来なくなっています。娘の絶望感に気付いていないヘレンを見ている

と，本当の愛の姿とは一体なんなのかと考えてしまいます。ヘレンは，どんなものでも娘に

与えることでしょう―自由と独立以外のものなら。 

 

 イネイブラーは自分の価値を感じるために，常に美徳あふれる人格者であらねばなりま

せん。そのためにはいろいろな形の犠牲が必要です。シンプルで当たり前の付き合い方では

満足が得られないのです。自分の欲求は抑えるか，あるいは無視しなくてはなりません。対

等な立場で人と交流し，理解しあっていくという誠実な道をとらないので，怒りも飲み込ん

でしまわなくてはなりません。もしイネイブラーが依存者に虐待されているとしたら，自分

で行動を起こさない限り，その屈辱感と傷が絡み合い，痛み続けることでしょう。 

 殉教者，犠牲者，そしてスーパーヒーロー―信じられないでしょうが，これらが混在して

いるのがイネイブラーの姿です。私たちの続けているゲームは，勝者のいないゲームなので

す。 

全国薬物依存症者家族連合会 2004年- 
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関わりのコンプライアンスルール 
 

2014.07.06. 
 
１ 肯定的に説明をします。（否定的な説明をしません。） 
 
  困ってなんとかしてほしいと思っている利用者に，「制度上使えません。無理です。」 
 等と否定的で偉そうに説明されれば，正しいことであっても納得できず，怒りがこみ上 
 げてくるものです。相手の心情を理解し「介護保険ではここまでは使えます。」等と肯 
 定的に説明すると，相手も自分で考える余裕が生まれ落ちていて話を聞いてもらえるで 
 しょう。 
 
２ できる限り在宅での生活を支援します。（安易に施設を勧めず，簡単に在   
 宅が無理だと判断しません。） 
   
  本人の意向，本人の生活を最大限尊重して対応し，自宅で暮らし続けるための様々な 
 提案と情報を提供します。 
 
３ 決めるのは利用者です。（支援者が決めるのではありません。） 
   
  私たちケアマネジャーは，利用者の抱える問題解決のための様々な方法を考え，利用 
 者が決めるための提案をするのが役割です。 
  主体は利用者とその家族です。「〇〇して下さい。」と私たちの考えを押し付けたり， 
 ケアマネジャーが主体であるような言い方をしないように気を付けます。 
 
４ 利用者等，相手に話を聞いてもらえないのは私のせいです。（「言うことを 
 聞いてくれない。」とか言って相手のせいにしません。） 
 
  ケアマネジャーの自分が良いと思っても，利用者が同意するとは限りません。 
  いろいろな考え方があるし，いろいろな人がいるのだということを受け入れることが 
 重要です。自分中心に考えたり，自分を正当化しようとして他者に良し悪しのレッテル 
 を貼ることのないように気を付けます。 
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平成３０年度 主任介護支援専門員研修  

 

対人援助者監督指導 

 

（目的） 

 対人援助者監督指導（スーパービジョン）の機能（管理や教育，支援）を理解し，実践

できる知識・技術を修得するとともに，スーパーバイザーとして主任介護支援専門員に求 

められる姿勢を理解する。 

 

（内容） 

 ・対人援助者監督指導（スーパービジョン）の内容と方法に関する講義を行う。 

 ・対人援助者監督指導（スーパービジョン）の効果，介護支援専門員に対して対人援助 

  者監督指導（スーパービジョン）を行う際の留意点及びスーパーバイザーとしての主 

  任介護支援専門員の心構えと視点を理解する。 

 ・個人対人援助者監督指導（個人スーパービジョン）と集団対人援助者監督指導（グル 

  ープスーパービジョン）の方法等を修得する。 

 

 

提 出 課 題 

 

１ ケアマネジャー等への支援の事例 

  ※ 新人や同僚のケアマネジャーからの相談を受けた時の支援・関わりの内容を時系 

 列に整理して提出して下さい。 

※ 別紙様式を使って整理して下さい。（ケアマネジャー協会ＨＰからダウンロード） 

 

 

  ※ ６人グループで進めますので，上記の事例６部（事務局１部，自分以外５部）を 

    コピーして持参願います。（対人援助者監督指導の初日） 

 

    注）事務局提出分は（Ａ３サイズは縮小して）Ａ４サイズに揃えて提出下さい。 

 

 

 

 

2018.07.27.小湊純一。 
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主任介護支援専門員がおこなう支援（スーパービジョン） 
 

 ※記載要領を良く読んで記載してください。  記入者氏名              

                       記入年月日 平成  年  月  日  

１ 題   名  

２ 対 象 者 相談者 ・ 部下 ・ 同僚 ・ その他（      ） 

３ 支援の方法 

 ａ 教える 

 ｂ 助言する 

 ｃ 気づいてもらう 

 ｄ その他（      ） 

 

４ 対象者の求め 

 

 ａ 答え 

 ｂ 助言(ｽｷﾙｱｯﾌﾟ） 

 ｃ 振り返り･確認 

 ｄ 精神的支援 

 ｅ その他（      ） 

５ 支援の状況（具体的に） 

 

６ 自分が思ったこと，感じたこと 
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記 載 要 領 
 

 

 「地域包括支援センターの主任介護支援専門員，特定事業所加算を算定する居宅介護支

援事業所の主任介護支援専門員」ということを意識して，支援の実際でうまくいかなかっ

たこと等を整理してください。 

 主任介護支援専門員として，どのように考えて対応すれば良いのかを整理しますので，

支援の場面を思い出し，できるだけ具体的に書いてください。 

 

 

 

１ 題   名  提出事例の内容がイメージできるような題名を付けます。 

 

２ 対 象 者  支援した対象者を○で囲みます。    

 

３ 支援の方法  あてはまる方法を○で囲みます。（重複可） 

 

    地域包括支援センター主任介護支援専門員及び居宅介護支援事業所管理者の役割 

 

         ① 相談 主任介護支援専門員として，介護支援専門員やサービス事 

              業所等からの専門的な相談に応じて，支援・助言・指導を 

              する。 

         ② 管理 主任介護支援専門員として，居宅介護支援の目的・機能に 

              沿った仕事内容の理解，適切な遂行に関して指導・助言を 

              する。 

         ③ 教育 主任介護支援専門員として，介護支援専門員としての専門 

              的な知識や技術，価値観及びその実践に関して指導・助言 

              をする。 

         ④ 支持 主任介護支援専門員として，介護支援専門員の仕事をする 

              上での，悩みや問題，ストレス等を受け止めながら精神的 

              な支援をする。 

 

４ 対象者の求め あてはまる求めを○で囲みます。（重複可） 

 

５ 支援の状況  相談を受けた時や，後輩・部下等を教育する際に，うまくいかなかっ 

         たこと，悩んだこと，困ったこと等を出来るだけ具体的に詳しく書き 

         ます。 

        ※ 実際の会話のやりとり「○○○○。」を入れ，気持ちや心情，葛藤の 

         状況が分かるように，自由に書いてください。 

 

６ 自分が思ったこと，感じたこと 

          

         振り返って思うこと，感じたことをありのまま書きます。 

 

 

※ 長くなる場合は，適宜追加・延長して記載してください。 

  但し，Ａ４サイズ２ページを限度とします。 
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対人援助者監督指導（スーパービジョン） 

 

事 例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 湊 純 一。 
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とあるメルマガ… 

 

➤「自立とは自己決定」の分かりやすい事例が書いてありました。 

 

➤後始末の例で「自分で食べたお菓子のゴミは捨てる」ということが書いてありました。 

➤注意がいるのは，「これ食べなさい」と渡したものは，人からもらったものですから，

その後始末の責任は，あげた人にあるんですよ。 

 

➤「本人が食べたいから始まっているか？！」が，重要なのです。 

➤「本人から始まった活動の後始末は，本人がする。それを，取り上げたら，うまくいか

なかった責任は人のせいになる。」 
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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。 
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アルコール依存症のＭさん

氏名 M さん 男  昭和 15 年生 75 歳 住所 B 市 
身障手帳１級(内部障害)，介護保険非該当，国民健康保険加入，厚生年金月額 15 万円， 
現 病：労作性狭心症，完全房室ブロック(ペースメーカー装着)，出血性胃潰瘍，高血圧 
生活歴：B 市生まれ。５人兄弟の３男。結婚歴なし。 

平成 21 年 A 市在住時，飲食中に友人と口論になり顔面を殴られ病院に搬送され

た。その際，金銭管理が不十分であることが発覚し，市役所や福祉関係機関から

の支援を受け始めた。お金の殆どを飲酒に使ってしまうため，市社協の日常生活

自立支援事業と契約開始した。その後も毎日朝から飲酒し，泥酔してアパートの

他入居者に対し大声を出したり，暴力的な言動があった。１日 20 本程度の喫煙

もしている。自室はゴミや土等で汚れ，ベランダの生ごみから虫が湧いている状

態だった。本人から出身地である B 市への強い移住希望があり平成 25 年 4 月に

現住所地(サ高住)に移り住んだが，問題行動あり，契約違反ということで退去を

通告されている。介護保険は非該当であったため，障害者総合支援法のサービス

利用を申請しているが，居室は劣悪で訪問介護も入れない状態で，まだ利用に至

っていない。

介護者：一人暮らし。市内に兄弟がいるが疎遠状態。

自立度：寝たきり度 J1，認知正常 
居住環境：サ高住，洋式トイレ，浴室あり

身体状況：歩行－息切れするため長時間に移動は困難。バスやタクシー利用。

食事－１日１食～２食。偏っている。

口腔－問題なし。 排泄－自立。

入浴－めったに入らない。

整容－気にしない。

更衣－ほとんど着替えない。

視力－眼鏡使用。 聴力－やや難聴。

意志表示－飲んでいると多弁，しらふの時は静かで気弱。

理解力－常時の飲酒のため理解が一定していない。

記憶力－常時の飲酒のため記憶が一定していない。

掃除－ゴミは捨てるがゴミ出しをしない。劣悪環境。

洗濯－洗濯機が壊れているため洗面所で洗っているが不十分。

買物－酒やつまみ，すぐ食べられる食料は自分で買っている。

調理－殆どしない。

金銭管理－計画的使用ができない。殆ど酒，煙草に使用している。

服薬－月１回通院して薬をもらっているが指示通り飲んでいない。

交流－飲酒した上で１日の殆ど外出し，市役所や図書館等公的な場所の職員や

地域交流サロンのスタッフを相手に話しかけて過ごしている。また，そ

の辺の人にも話をかけている。
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生活問題の状況 
 

～対人関係～ 
・酔って他入居者に対し大声を出したり，テーブル等物を叩いたり，追いかけてきて「蹴 

飛ばすぞ！」暴力的言動があり，他入居者からの苦情と不安の声が出ている。 
・以前から兄弟関係が悪く，サ高住入居の保証人は受けてくれたがその他は一切関わりた 

くないと言っている。 
・今年１月，泥酔して夜に田んぼで寝ているのを通行人に発見され保護された。 
（本人）別に自分は悪いことしていない。周りが大げさなんだ。飲まないと眠れないし不

安だ。市内の兄には連絡していない。その他の兄弟もどこにいるかわからない。 
 
～健康状態～ 
・狭心症，完全房室ブロック(ペースメーカー)，高血圧，胃潰瘍がある。動作時に動機・ 

息切れあり，胸痛は２日に１回程度。月１回 S 病院通院している。医師からは毎日服用  
しないと効果がないと言われているが，症状が出た時しか飲まないため残薬が多い。 

・今年１月，図書館にいる時低体温のために倒れ緊急搬送された。CT とエコー，血液検

査の結果胃潰瘍と診断され，点滴して帰宅した。 
・今年２月，通院する度，飲酒し呂律が回らない状態で受診していたため，精神科の病院

を紹介された。 
（本人）胸痛が不安。痛みがない時服用するとふらふらするから痛いときだけ飲むことに 

している。保健師から A 市の病院を勧められたが，無理やり病院に連れていく権

限なんて市役所にはない。 
 

～生活環境～ 
・室内を土足で歩き，土や吸い殻，酒の空缶空瓶，食べかす等が散らばっている。フロー

リングはささくれ立って痛み，室内の壁やベランダが変色している。また，ゴミから虫

が湧いたり，隣のベランダまでゴミを散らばしている。腐ったような異臭が漂い，同階

の入居者から「我慢できない！」との苦情があった為，空気清浄器をリースで設置して

いる。 
・再三の指導警告のためか，本人から掃除をしてほしいと希望があったため，総合支援法

による家事支援を調整しているが，訪問介護事業所より現在の部屋の状況では酷すぎて

入れないということだった。業者に依頼してある程度まで掃除することを検討し，見積

もり依頼中。 
（本人）別に汚いとは思っていない。汚いと思うかは個人の価値観だ。ここの職員に会う

たびに掃除しろと言われて嫌だし，追い出されてしまうから掃除したい。（と言

ったり「掃除したいなんて言ってない。」とも言っている。） 
 
～経済面～ 
・生活費の殆どが酒代で消えている。年金だけでは生活できず，貯金を崩しながらの生活 

になっている。（毎月３万円ぐらいの赤字。ガス代や電気料金，携帯電話料も増えてい  
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る。） 
・平成 22 年，税金や光熱水費の未払い等収支管理が出来ていなかったため，A 市社協の 
 日常生活自立支援事業の契約をして現在も対応しているが，度重なる追加の金銭要求に 

負けて少しずつ追加で渡しているため赤字になっている。転居してから B 市社協の日常  
生活自立支援事業に切り替えるはずだったが，「計画通りの使い方が出来ていない。」 
との理由で対応を断られ，契約締結審査会にもかけられていない。 

（本人）自分で管理してみて無理ならまた頼む。今住んでいるところは家賃が高く，もう

少し安い所に引っ越すことも考えているが，そうすると部屋の修繕費も引っ越し

費用も沢山かかるのでそれもできない。お金が無くなったらホームレスになるか

らいい。 
 
～その他～ 
・地域交流サロンは，飲酒している人は利用できないことになっているが，寂しいとか理

由があって飲酒しているのだろうからと，スタッフが酔っ払いの話に付き合ってくれて

いる。 
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   ８０代女性 Ｔさん アルツハイマー型認知症 独居 要介護３ 

 
ADL 状況 
 歩行，食事，排泄，整容は自立 
 着替えは，着脱は自立，時々季節に合わない服装をしている時もあるがほぼできている。 
 入浴は，デイサービスで入浴している。昨年までは自宅のお風呂にも言葉かけで入って

いたが，この頃は入ろうとしなくなった。 
 
IADL 状況 
 調理はできないが，食後は自分で食器を洗っている。調理と買物はヘルパーが支援して

いる。お金や薬の管理ができない。掃除や洗濯は自分で行っている。 
 
認知 
 少し前の事を忘れてしまう。月日や曜日がわからないが時間はわかる。 
 昔から関わっている人の事はわかる。 
最近は，ヘルパーが声をかけても自宅でお風呂に入らなくなった。元々お洒落だったが，

この頃は美容院へも行こうとしなくなった。 
 
コミュニケーション 
 言われた事にうまく合わせて答えるが，記憶は曖昧。 
 
 最近，ヘルパーが声をかけても自宅では入浴しようとしなくなった。霜焼けもひどくな

っているが，本人が病院に行きたがらない為受診も難しく，デイサービスで入浴後に市販

の軟膏を塗付してもらっている状況。担当ケアマネは，霜焼けの状態が悪化しない為にも

デイサービスの利用回数を増やしたいと思い本人に聞いてみたが，本人は「霜焼けになる

のは毎年のこと。そのうち治るから大丈夫。デイサービスは週１回でいいです。」と話すた

め，なかなか対応できずにいた。本人は毎週木曜日にデイサービスに行っているという事

はわかっているが，今日が何曜日なのかは理解できていないので，本人には回数を増やす

とは言わずに，月曜日にいつものようにデイサービスで迎えに行ってみると，「毎週デイサ

ービスを楽しみにしているのよ。」と言いながらいつもと変わらずデイサービスに行って来

た。しかし，何度か通っているうちに，本人が毎回渡される連絡帳を見て，木曜日以外の

日の記録がある事を不思議に思うようになった。担当ケアマネは，デイサービスの職員と

相談し，連絡帳はデイサービスで保管する事にしたが，ゆくゆくは，本人にデイサービス

の利用が週２回になった事を説明しなければならないと考えている。 
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レビー小体型認知症のＯさん

（生年月日）大正１３年３月  満９２歳

（介護度） 要介護 ４
（病 気） レビー小体型認知症（Ｈ２５年５月） 糖尿病、痛風、前立腺肥大症

 難聴、右鼓膜再生手術 右補聴器使用（Ｈ６年）

（処方薬） プレタール錠 100mg、ユリノーム錠 50mg 、ジャヌビア錠 50 
マグラックス錠 250mg、フェルガード 100mg

（生活歴）

  Ｓ町出身。８人兄妹の２番目に生まれる。Ｓ２５年陸上自衛隊に入り、２５年間勤

  める。その後５０歳から製造会社に１１年間勤める。Ｓ６０年に妻を亡くし、現在小

  学校教諭をしている長女との２人暮らし。Ｈ１７年頃にはすでに物盗られ妄想があっ

  た。寝言で 大声で叫び興奮、亡くなったおじさんが部屋の天井あたりに飛んでいる等

  の幻視がみられた。戦争と自衛隊時代に身近にて大砲を撃ったことが原因で難聴、補

  聴器使用だが夜間は外している。夜間のおむつ交換や入浴などの着脱時に大声で騒い

  だり、たたいたりかみつき、つばを出すことがあった。Ｈ２４年１２月にトイレで転

  倒して以来車椅子使用。自宅では這って移動。

  現在は日中独りになる為に、月曜日から金曜日にはショートステイを利用してい

  る。グループホームに入所申請中。

（ＡＤＬ）平成２６年７月ショートステイ利用時

  移動：車椅子使用。移動時は介助が必要。（自宅内では這って移動）

  食事：箸，スプーン準備すれば，こぼしながらも自力摂取可。

  排泄：日中リハビリパンツ、夜間おむつ・パッド使用。交換介護に抵抗がある。

  入浴：もともとお風呂好きであるが、入浴時の介護に抵抗がある。

  更衣：上衣は声がけで準備して腕通し可。下肢衣類は手すりにて支えながらどうにか

立てることもあるが、立位はほぼ不可の為全介助。

  整容：側に付き添いながら声がけで自分で出来る。動きが止まってしまうことがあ

る。

（趣味）庭いじり

《ショートステイ利用当初の様子》（Ｈ２６年７月） 

Ｙさんはどういう人なんだろう…。もちろん初対面で何もかもが初めまして

・食堂，居室，廊下… どこにいてもフロア中に響き渡る大声で、誰かの名前を呼んでい

る。

・「バーン！と爆発したんだ！バーン！」「行けー！」「なにやってるんだ！理由を言え

ー！」

・戦争や自衛隊にいた頃にタイムスリップして、周りの人を巻き込んで興奮してしまう。

日常生活のふとしたきっかけで記憶が蘇ってしまうのだろうか？興奮している時には表

情硬く、大きな声でテーブルを叩き、落ち着いてもらおうと話しかけると、更に興奮し
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 てお茶や目の前の物を投げて唾を吐いてしまう。それが１時間程続くことが毎日（昼に 
 多く）ある。 
・夜はお尻で這ってホールに来たり，他の利用者の部屋に行き、「この酔っ払い起きろ！」   
 や，「おう、おう、何だかわかんねえ。」等大きな声で言い、ぐっすりと眠ることはなか 
 った。 
・他利用者さんから，「なに大きな声出してんの！いい加減にしろ！」「やるか！」と、そ 
 の都度口論になって職員が間に入っていた。 
・昼も夜も、いつどこで大きな声を出すかわからないので、いつもハラハラドキドキ。 
・娘さんが持ってきたお菓子や果物を食べると落ち着くことがある。 
・「大きな声出してますよねぇ。本当に迷惑かけてすみません。」と、娘さんから利用中の 
 様子を心配する電話を毎日いただく。 
 
《現在のショートステイ利用時の様子》（平成２７年３月） 
・補聴器に頼らなくても、目を見て穏やかな表情でゆっくりはっきりしゃべりかけたら理 
 解出来るようで，頷いていた。言葉だけでなく、握手をしたり腕や背中をさすったり、 
 手でＯＫサインを作って会話をするようにした。（Ｏさんは落ち着いている時「オーケ  
 ー」と、よく手でＯＫサインを出している） 
・その時のＯさんの感情に合わせて同じ気持ちを表情や態度で表す。共感していることを  
 伝わるように伝える。 
・いつも探して呼ぶ人は、娘さんと亡くなった奥さんだったことが分かつた。 
 ⇒女性スタッフを娘さんと間違えることがあり、スタッフはなりきって接した。場合に 
 よってＯさんを「お父さん」と呼ぶと、自然に返事をしてくれた。 
・それでもタイムスリップした時には、落ち着くまで距離を置いて見守るようにした。 
・殺風景な居室（簡易畳に布団だけ）を改善。ソファとテーブルを置き、カレンダーや写  
 真を置いた。 
・眠れない時には一緒にお茶を飲んだり、側で話を聞いたり、添い寝をしたりした。 
 ⇒６時間以上まとまって入眠される日が増えてきている。 
・戦争で戦ったことや自衛隊にいたことは、Ｏさんにとってとても過酷な出来事だったの  
 だと思う。「悲惨でしばらく眠れなかったんだ。」とか、「自衛隊でいろんな所に移動し 
 た。また帰ってきた。」と、涙ぐんで話されることがあった。 
・娘さんと面会でもお会いしてお話をして、お父さんを心配する気持ちや想う気持ちが分  
 かって、娘さんも安心できる生活になれば… と更に考えるようになっていった。 
 
※Ｏさんがショートステイ利用中に気分良く過ごして頂けるために、更に私たちが出来る  
 ことは何か？ 
※他利用者さんやスタッフが持つＯさんへの不安感や恐怖心を、良い方向へ持っていくに  
 はどうしたらいいか？ 
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基本情報 

利用者名  Ｎ    様 
性   別 女性  

生年月日 Ｓ １０年   月   日 

住   所 電話番号 

受付日時 平成 27 年 受付対応者 受付方法 

主  訴 

【主訴】 

本人 ：デイサービスに行ってお風呂に入ったり，お話をしたりしたい。 

家族 ：介護サービスを利用してお世話をお願いしたい。 

【本人・家族の要望】 

（本人）まだまだ自分のことはできるか，たまに外出して交流を持ちたい。 

（家鉄） 元気に見えるが，できないことが増えていて心配。本人の思い違いや勘違いが

あり，説明しても分かってもらえないことが多く，離れているので積極的なお手伝いはでき

ない。介護サービスを利用してお世話をお願いしたい。 

生活状況 

【現在の生活状況，生活歴等】 

釘工場に 13 年務める。畑仕事をしながら

舅，姑の介護をした。手芸，花の世話等が

趣味で，一緒に温泉に出かける友人がい

る等交流はある。人の中に入るのは苦手で

はないと話す。自宅は 1階が自分，2階 が

長男家族と完全に別々の生活している。物

を捨てられず，不衛生な環境で生活。 

【家族の状況】 

夫は 10 年前に他界。長男家族と同居して

いるが関係が非常に悪く，２世帯住宅の１

階に一人で生活している。長女とも関わり

がなく，キーパーソンの次女は東京在住。 

日常生活 
自 立 度 

障害高齢者 Ａ１ 認知症高齢者 Ⅲａ 

介護保険 要介護度（   ２     ）   要支援度（  ） 

身体状況 両下肢に筋力低下，両膝痛，ふらつきあり，転倒する事も増えているが自カ歩行できる。 

認知症状 頑固。思い込みによる被害妄想あり。不衛生な生活環境の改善に拒否，抵抗，暴言。 

病気 糖尿病，高コレステロール，狭心症，不眠症 

特記事項 

腰痛があり，短い距離しか歩けない。最近体力が低下し農作業をやめた。平成 26 年 6

月に転倒し，右足と左足を痛める。友達と行く日帰り温泉が楽しみである。  

尿とりパットを使用しているが，排尿・排便していても気づかないことが多く，失禁してし 

まうため，ヘルパーが声掛け，介助をしている。 

ゴミが多く溜まっており，片付けようとすると暴言も見られる。捨てようとすると本人の強い

拒否があり，手出しできず，周囲は困惑。  

健康食品を購入するも，期限が切れた健康食品が棚に積み重なっている。 

記入者氏名 
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困難の状況 

 

困難の種類  行動障害 ・精神障害 ・ 介護力 ・ 居住環境 ・ 消費問題 ・虐待 

困難の対象  本人・家族・ケアマネ 

 困難の状況 
 
・経過や対応

等を具体的に

書きます。 

（本人）認知症と思われる主な症状としては，昔の話しや最近の話が混じ

り，会話にまとまりが無く，同じ話を繰り返すこと。物忘れもあり，思い

付きで健康食品を購入するも，貧味期限が切れてしまう。必要な物と不必

要な物の分別がつかないなどがある。また，頑固な性格で自分の意見を曲

げない。そのために，部屋の中は物が散乱し，ごみ屋敷と化している。尿

失禁があるため，部屋の中は尿臭がする。特に１階の台所は，物の置き場

が無いほど物で溢れ，とても調理が出来る状況には無い。流し台，冷蔵庫

などはあるものの，長年使用していない 。虫が湧いて電気も入らない状況

であるが，「昨日まで何とも無かった。孫が置いて行った。」と話す。 
 片付けに対して強い拒否があり，最初は台所をのぞくことも許してくれ

なかった。ケアマネ，ヘルパーからの度重なる説得により，一度は片付け

に承諾したが，（賞味期限切れの）健康食品をヘルパーに盗まれたと（実際

には処分した） 激昂し，「デイもヘルパーもケアマネも全てやめる」と数

日対応困難な時期があった。今年の夏に脱水で体調を崩し，ケアマネの説

得によりデイ，ヘルパー（部屋の片づけ，ゴミ出し，服薬確認）を再開し

ている。 
 食事はパンや惣菜 ，宅配の弁当をとって食べている。入浴は週１回のデ

イサービスとたまに友達と近くの温泉に行っている。  
 家族との関係も感く，ここ数年，口も聞いていない。家族の協力はいら

ないと話す。家族だと思ったことも無いと話す。 
（家族）本人がこのような性格のため ，同居の家族及び長女は無関心。好

きなようにやらせておくといった状況で，全く関わりを持ってくれない。

ケアマネ，ヘルパーが声を掛けても無視され，置き手紙をしても読んでも 
くれない。唯一，東京に住む次女と連絡がとれるが，頻繁な支援は難しい。 
（ケアマネ）緊急時に対応してくれる近親者がおらず，悩んでいる。（デイ，

ヘルパーの利用について緊急時の対応者を求められている。） 

悩んでいるこ

と 

・本人に住まい環境に関しての問題意識はない。 
・認知症状，精神症状に関しでも自分は正常だと言っている。 
・認知症専門機関，精神科受診は必要だと思うが，誰がどのように支援す 
 べきか。 
・家族関係を改善できるか。 
・ケアマネへの支援について。 
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夜に大きな声を出して眠らないＢさん 

 
 ９１歳 男性 要介護４ 
 職歴：自営業（４０年前より精肉店を経営） 
 家族構成：奥さんは２０年前に他界，子供は男３人，長男夫婦と同居し長男が店を引き  
      継いでいる。 
 病歴：脳梗塞後遺症，てんかん発作，痛風，難聴，前立腺肥大（H27.7）， 

    不眠症（H27.7），胆嚢炎（H27.6） 

 服薬： メマリー 1錠 （認知症薬），ロゼムラ 1 錠 （抗不安薬） 

    トラゾドン 1 錠 （抗精神病薬），ランソプラゾール 1錠 （胃薬） 

    ユリーフ 2 錠（尿の薬），レボメプロマジン 10Ｂg （睡眠薬） 夕食後 

    カマ 6 錠（下剤） 

 
（入所前 自宅での様子） 
 精肉店を息子さんと経営していた。現在は息子さんが後を継いでいる。胆嚢炎で病院に

入院してから，認知症状もすすんできており，日中傾眠強く，夜なかなか寝ず，朝方３時

ごろまで起きて，何かをしゃべっていて，その後寝ていることが多い。大きな声を出し耳

が遠いため声も大きくなっている様子。話をすることで納得すると笑顔になりニコニコし

ている。家族はお店を経営しており，夜寝てくれないことで介護に疲れている。 
 
 家族介護困難な状況になり，Ｈ２７年１２月９日入所となる 

（入所時からの様子） 
 移動：杖歩行（右で杖を持つので左脇を支える介助），ふらつきあり，歩行困難時車椅子 
    使用 
 排泄：日中→トイレ 夜間→パット交換 
    リハパンとパット使用，便意・尿意あるがなかなか尿がでない 
    職員が声がけしトイレ誘導もしている 
    ズボンの上げ下げ介助，立ち上がりは手すりにつかまりスムーズ 
 食事：主食→やわらかご飯，副食→刻み，水分：トロミなし，セッティングさえ行えば 
    スプーンを使用して食べる 
    ※箸を使用していたが，思うように使えずスプーン使用 
 入浴：「お風呂ですよ」の声がけに「お風呂か」とニコニコして入浴。お風呂は好き。   
    一連の動作の中で声がけを行えば自分でするが，すぐに終わってしまうため。洗 
    い残しやとどかないところは介助 
 更衣：協力動作はあるが，自分から着ようとはせず介助 
 整容：手渡せば，歯磨き，洗顔，髭剃り可能だがすぐに終わってしまうため介助 
 会話：難聴の為会話が困難 。左耳の方が聞こえるため左側からの声がけにて会話可能 
    Ｂさんの声が大きく，怒り口調で話すため他利用者さんから「うるさい」と怒  

    られる時がある。 
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    「水，水」「少便，少便」と単語。左側でゆっくり話すと理解し「ありがとな」と 
    会話が可能。何かを訴える時は単語で怒り口調になる。 
 認知：水を飲んだことを忘れ，またすぐに「水」と言う。 
    家族が面会に来ても長男の顔はわかるが他はわからず，名前を言われると思い出 
    す。 
    一連の動きは，声がけにて行えるが集中が続かずすぐに手渡したものを置いたり 

    目を閉じてしまう。 

    聞こえる方の耳でゆっくり話せば理解できるが，長い会話はできない。 

（生活の様子） 

日中：ホールでうたた寝していることがほとんど。手作業など声を掛けてみるが「なん

だ」「うるせ～」と怒る。自分から何かをする様子もなく，目が覚めてくると「水」「便所」

「鼻水」「背中」「お尻痛い」など訴え始める。うたた寝している時はベッドで休んで頂く

ように促しているが，目覚めの様子はホールにいる時と同じように訴える。 

夜間：ホールでうたた寝していることがあり，声がけにて休んでいただく。夜間も時々

大きな声を出し，何か話している。聞き取れる時もあれば，分からない時もある。夜間は

不眠がち。 

（体調） 

12／09 入所 

12／15 熱発にて食事中止（尿路感染症） 

12／21 食事再開（プリン食にて提供），水分はトロミ対応  

その日の夕方に再度熱発あり食事中止（肺炎） 

12／24 食事が再開 朝・昼プリン食（ 1/2 量） 夕食はゼリーのみ 

12／30 家族に病状説明→今後も肺炎のリスクが高い 

01／12 朝・昼→食事全量（プリン食） 夕→1／2 量（プリン食） 

（関わりと対策） 

・夜間に大きな声を出し不眠 

→大声を出している時にトイレにお誘いする。「水」「痒い」「痛い」等の訴え時にはその 

都度対応する。 

・聞き取れず怒る 

→聞こえる方の耳側でゆっくり話し，その都度対応する。 

（現在の様子） 

夜間トイレ誘導することで排尿あり，パットへの失禁もなくなってきている。排泄後は

ぐっすり眠るようになり，大きな声を出す事も少なくなってきている。 

しかし，日中のうたた寝は続いている。 

 

※今後，Ｂさんが不安なく楽しみを持って生活していただけるには，私達はどのような関 

わりをしていくべきか，皆様からのご意見・ 助言等を頂ければと思います。 
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ギャンブル依存と虐待 

相談日 平成 28 年-月-日 
被害者 S さん  82 歳  男性 
加害者 次男（同居，そう鬱，ギャンブル依存）  関係：同居家族 
場 所 自宅 
虐待の種類 経済的 
虐待の具体的状況 

  S さん本人と独身の息子２人の３人暮らし。本人，要支援１で難聴あり，判断力低下

など軽い認知症の症状がある。次男は無職で，以前より両親の年金（月 15 万程度）をパ

チンコにつぎ込み経済的搾取をしている。長男は知的障がいがあり療育手帳（Ｂ判定）

を所持。医療機関，公的機関含め多額の借金（滞納）があり，生活費がなくなり食費も

使い込む状況。母親（要介護３，認知症，糖尿病）は頻回に低血糖症状があり，その後

肺炎で 6 月 16 日に死亡した。介護に必要な尿取りパットも購入するお金がなく，タオ

ルをガムテープで固定したり，最低限のサービス以外はサービス導入の拒否が続いてい

た。 
虐待の原因 

  次男のギャンブル依存。世帯の中では，唯一文字が書けてある程度の判断力があり，

介護サービス契約等は次男が行うなど，力関係では一番強かったこともある。 
本人の意向 

  次男に年金を全部使われ，最後は米も買えず妻まで殺された。次男を家から追い出し

たい。自分の年金を自分で持っていたい。 
今後の危険性・緊急性 

  母親が低血糖（栄養失調）と肺炎で亡くなったことは，次男による年金搾取と介護放

棄によるものと考えられる。一家が経済的に破綻状態にあり，S さんも体が丈夫でない

ため，第二の被害者を出す危険がある。 
対応の方針・目標 

  母親の死が上記による虐待が原因ととらえ，分離の必要性を含め緊急の対応が必要と

思われる。しかし包括支援センターのとらえ方と市役所の受け止めにギャップがあり，

方向性，責任の所在もはっきりしていない。年金搾取については 8 月の年金から守るこ

とを目標に具体的な財産管理を進める。地域福祉権利擁護事業は時間がかかるとの理由

で，市の担当者から財産管理支援センターを紹介され相談中 
チームに依頼したい内容と理由 

  半年前，母親のケアマネから複合的支援が必要なケースとして相談あり，市も関わり

支援してきた。カンファレンスにて役割分担はした（父親には包括が介入，長男にはハ

ンズ◯◯が支援，次男は精神科通院もしており市役所が情報収集する等で支援者は増や

した。）が，世帯全体の課題や目標が不明確なまま，色々問題が出てきつつも具体的な支

援が進まず，結果として母親が亡くなるという事態になった。今回のこと（母親死亡）

を機に市が訪問し介入が始まったが，方針の一致（分離必要性）が見られない中，関係

機関のカンファレンスを呼びかけられた。しかし，「今回のカンファレンスの主催は包括
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でよいですか？」「分離と言っても，どんなイメージ？」と聞かれる状況。一週間後に市

でカンファレンスがあるのですが，何を明確にしていけばよいでしょうか。

その後の動き 

  昨日，長男から報告あり。父親が「お前を殺して，俺は刑務所に入る」と言って，次

男に包丁をふりあげた。幸い，次男はかすり傷程度で済んだ。

しかし，長男は「たいしたことない。大丈夫。」と言っている。市の担当者もこのこと

を知っている。
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妻から殴られるＫさん 
 
 
相談日  Ｈ２８年-月 
相談者  Ｓさん （Ｂ地域包括支援センター） 
被害者  Ｋさん（８８才） 
 
相談概要 
  Ｋさんは，脳梗塞で右不全麻痺・構音障害 要介護Ⅱ 
  週３回デイサービス・月に１週間ほどショートステイ利用・介護用具利用 
  主介護者，妻（80 才） 
 
             家族構成 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ｋさんは，婿養子に入り主に農業をしていたようだ。妻とは元々仲が悪い。長男夫

婦，孫と同居，長男はサラリーマン。 
 長男の妻は，介護にはまったく係わらず，Ｋさんがトイレに間に合わず，失禁した

り，オムツを嫌がりはずしたりする為，「尿臭が酷い」と文句を言うため嫁姑の仲も悪

い。食事の支度は嫁がしている。 
 また，生活費等は長男が負担しているようだが，介護に係わる費用はＫさんの年金 
で支払っている。 
 年金収入は２人で月１０万円。妻が管理している。 
 
 家族間にもトラブルがあるらしく，関係が悪く口も利かない状態で，長男達が，泊 
りがけで出かける時も，その旨のメモをテーブルの上において出かけていく。 
 
 尿臭，便臭が酷いと文句を言われた妻は気にして，消臭剤を噴霧する為，今度はそ 
の臭いが酷いので止めるよう文句を言われ，チャンと面倒をみるよう，強く言われた 
りしている。 
 Ｋさんは，リハビリパンツの使用も嫌がり，自力でトイレに行こうとするが，間に 
合わず失禁したりすることが多くなり，妻の負担が増しイライラしている。 
 夫婦の仲の悪い原因は，Ｋさんが妻に内緒で土地を処分したことだという。 
 
 ここ１年くらい前からデイサービスから，顔･腕･手の甲等に内出血が見られる，特 
にショートステイから帰宅後の数日間に多くみられるとの報告が来るようになった。 
頭に傷がある時もある。 
 傷はすべて，デイサービススタッフが写真を撮って担当保健師に報告してある。Ｋ 
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さんに聞くと，妻がカッとなり手を上げ殴る，物を投げつける，トイレに無理やり引 
っ張られ，怒鳴られてばかりいる。また，嫁からご飯のおかずを少なくされ，妻がイ 
ライラしている。 
   
 デイサービスの相談員が妻に対し，内出血があるが何か思い当たる事はないかを聞 
いた所，「私がやったと言うのでしょう！虐待をしてると言いたいのでしょう！」と激 
怒され怒鳴られた。  
 
 Ｋさんのケアマネや地域包括の担当者からは，家族の協力が余りえられず，妻の介 
護負担が大変なこともあり，夫婦仲もよくなかった長年の想いからも，自宅での生活 
は無理ではないかとのことから，施設入所の話しが出たが， 
 
 Ｋさんは，家で生活をしたい，施設には入りたくない。 
 長男は，これ以上金は出せないのでこのまま。 
 妻は，施設で面倒をみてもらいたい。 
  
 この老夫婦に預貯金，不動産等財産があるかどうかは不明。長男は，大震災の際，

津波の被害にあい，家を修理して金がかかったと言う。また長男が定年退職し二度目

の職場で収入が減ったとも話している。 
 
 Ｂ地域包括支援センターでは，妻から出入り禁止にされる覚悟で，行政の担当課に

虐待として通報した。 
 その後も新しい出血箇所がある都度，デイサービスから報告と写真を行政に報告し

ている。 
 

 今，妻と話が出来るのは，Ｋさんのケアマネだけであり，あとは誰も寄り付けない 
状態である。 
 長男は，父親が母親から暴力を受けていることはわかっている。別居したいが，自 
分の家なので出て行かないという。 
  
 担当保健師は，暫く様子を見ると言うのみである。 
 

Ｂ地域包括支援センターとしてはとしては益々エスカレートしてきそうだし，Ｋさ

んもあんまり話をしなくなってきた。行政は虐待として深刻に考えていないではない

か。 
 
 その後数回，行政に写真をつけて報告。行政の判断は，「青あざでは生命に危険が迫

っているとは言えない」の繰り返し。 
 
5 月 25 日 
 相変わらず，新しい青あざがあるとデイサービスから報告があり，行政に報告して

いるが，反応なしで動く気配はなく，妻の虐待については常態化している。 
 デイサービスの話では，夫は何も言わなくなったし，家は出たくないというのみ， 
妻は開き直ってしまっている。 
 担当ケアマネジャーも，虐待とは一体何だろう。どんな状態になることをさすのか，

死に近い状態にならないと虐待とみなさないのか。 
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 虐待を受けている人の怖さ，辛さ，抵抗出来ず，相手のなすがままで我慢しろと言

うのか…。 
 
 行政の保健師は，夫は家は出たくないといっていて，自分で判断できる状態である，

其れを無理にと言うと権利侵害でありそんなことは出来ないという。 
 
 虐待をしてしまっている妻は高齢で，夫の世話が大変なだけでなく，夫の失禁のた

め部屋は尿臭がし，嫁にいやみを言われ，掃除をしろと言われ，辛いと思われる。 
 
 最近，殴るという行為，引っかき傷等はあまりないようだが，妻の開き直りがあり，

地域包括は関わりを拒否され，見守りをするしかない。 
 
  
 包括支援センターでは，具体的にどうしているのかを聞く。 
 
 身体的精神的に虐待を受けているＫさんは耐えている。以前は施設の職員に訴えて

いたが，最近は何も言わなくなり，我慢していると同時に諦めているようだ。 
 
 Ｋさんが婿養子の為，結婚当初から妻はＫさんを見下している風があり，畑等を妻

に相談もなく処分したということがあってからは，関係性がさらに悪化した。また，

介護をしなければならない大変さでいらつき，家族内でも孤立しているため，抵抗の

出来なくなった夫に手を上げるようになったようだ。 
 

ここ 1 ヶ月ばかり，地域包括支援センターに知れてからは，殴る・蹴る・つねる・

といったことでの傷はなくなったが，手首から腕には青あざが消えることなく付いて

居り，思うように移動が出来ない夫の手を強く握って，ひっぱったり，引きずるらし

く，足にも青あざがあって常に新しいものがついている。 
 
妻のイライラがつのったり，カッとなった時には，どんな暴力が出るか心配をして

いる。また，妻の介護疲労はかなりで気に入らないと誰にでも暴言を浴びせている。 
 
大変なことにならないうちに夫を世帯分離し施設入所に繋げ，妻の負担も軽くして

あげないと妻も倒れることになるのではないかと心配している， 
 
行政の担当保健師に，実態を見て欲しいこと，妻と話しをして欲しいことをその都

度伝えてきた。 
 
１年以上経過した最近になって，保健師が妻に会いに行くとの連絡が来ている。 
また，関係者でケア会議をする話も出てきている。 
 
 
 
 
 

2017.05.25. 
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「権利乱用」 

 

 本人：Ａさん 男性 ９０歳 体調を整えて、少しでも自分のことをしていきたい。 

 家族：身体が不自由なので、父の食事の用意や身の回りのことをしてほしい。 

 

 食事以外は，部屋のベットに横になりテレビを見ている。月に２～３回位，近所の人が

遊びにきて，茶飲み話をしている。 

 糖尿病があり、服薬加療中。腰痛と膝関節痛で整形を月１回受診している。 

 

 次男さん（次男）と三男さん（三男）の３人暮らし。次男さんは、障害（脊椎損傷によ

る半身麻痺）があり仕事はしていない。三男さんは会社勤めをしている。 

 

 

・訪問の度に，言葉の使い方や声のトーンについて「不適切だ」等と指摘される。服装や 

 バッグ等の持ち物についても「社会福祉士としてふさわしくない。」と指摘してくる。 

・限度額全てを使い切らなければならないと勘違いしており，制度の内容を説明すると，  

 すぐに興奮して怒り出す（間違った解釈のままでいる）。 

・怒りがおさまらないときは，利用しているサービス事業所全てを巻き込み、怒鳴り散ら  

 す。 

・本人に関わろうとすると、「爺さんとの話は５分でいい。俺と話していればいい。」と言 

 われ，数時間もいなければならない（早く帰ると機嫌が悪くなる）。 

・本人が使えないような福祉用具を借りてほしいと訴えてくる。明らかに次男さんが使お 

 うとしている。 

・毎月の予定で，変更箇所を伝えても，「聞いていない」「了承していない」など，私に非 

 があるようにしてトラブルを作られる。 

・訪問の都度，常に言葉尻をつき，揚げ足をとってくる。 

・次男さんは，「障害者は弱い立場なのだ。」と強調してくる。制度上できないというと， 

 「いいのか！訴えてやる！」という脅しのような言葉を出してくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116



「チンピラ風」  

 

 本人：Ｂさん 女性 ７０歳  

皆がやりやすいようにしてください。 

 同居人：介護をしたことが無いので，入浴と排泄の介助，炊事などを手伝ってほしい。 

 

 ベットに横になり，一日中テレビを見て過ごしている。体調が優れない為，外出は通院

のときのみ。 

 １０年前に離婚し，今は同居人（チンピラ風の内縁の夫？）と２人暮らし。生活保護を

受けている。子供はいない。 

 乳癌で，定期的に放射線治療の為通院している。進行し，数箇所に転移している。 

 

 

・介護保険以外でかかる料金や物品については，お金は出せない。オムツ代，シーツの用 

 意は，あんたのほうで何とかしろと言われる。同居し，内縁関係は明らかだが，都合に 

 よって，「ただの同居人」の立場をとる。 

・千代田さんが自分で点滴の針を抜いた際，「お前らは、本人に針を抜かせるのか？管理が

不十分だ、医療ミスだ。市役所へ来い，この件について白黒つけようじゃないか！」と

言いがかりをつけてくる。 

・同居人へ電話しても，自分が登録してある番号以外には出ない。着信があっても，電話 

 料がかかるからと，電話をかけることもしないため連絡がとりずらい。用があるときは， 

 着信を入れて相手にかけさせる。 

・急でない用件でも，「すぐに来い」と他の訪問中でも呼びつけられる。 

・訪問しているスタッフへ，「女の世話を早く終わらせて，俺と話をするようにしろ。コミ 

 ュニケーションをとるようにしろ！」「自分の世話もしてくれ。」「俺の言うことだけきい 

 ていればいいから。」と自分中心の欲求をしてくる。 

・名前を名乗らないで事務所に電話をよこす。声を聞いて自分のことが分からないと，応 

 対した相手に言いがかりをつける。「俺が電話したら，職員全員が俺のことが分かってい 

 るようにしておけ。」と命令してくる。 

・制度の説明を何度も何度もしているにも関わらず，都合が悪くなると「聞いていない！ 

 説明されていない！」と，説明責任を追及してくる。 
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「利用料金滞納」 

 

家族構成：本人（Ａさん ７８歳 女性 要介護３） 

     長男夫婦，孫夫婦，ひ孫２人の７人家族。 

 

 主たる介護者は長男。嫁が股関節手術を受け体調がまだ戻らず介護できないため，老健

施設に入所するが，利用料金滞納で退所した。その後，在宅での介護は困難な為現在はシ

ョートステイ利用中。 

  

①事業所と長男との面談 

 

事 業 所：「滞納が５０万円超えてしまいました。どうしてこうなったのでしょうか？」 

ケアマネ：「本人の年金額と利用料金は８万円でほぼ同額ですよね。支払いが難しい理由 

    があるのでしょうか？」 

長  男：「全部，自分が悪い。これからはしっかり払います。」 

事 業 所：「以前からしっかり払うと話しているけど誠意が感じられません。このような状 

    況では退所もやむを得ません。そこをしっかり理解してもらいたい。一度に全額 

    は難しいと思うので，せめて未払いがないように支払ってもらいたい。年金月に 

    は２ヵ月分，それ以外は 1か月分支払って欲しい。」 

長  男：「分かりました。努力はします。ところでケアマネさん，まだ特養には入所でき 

    ませんか？」 

ケアマネ：「現在は要介護３であり，現在の状況からでは早急な入所は困難と思われます。 

    奥さんの体調が戻り次第，自宅で介護すると話していましたが・・」 

長  男：「まだ体調が悪い。だから連れて帰れない・」 

事 業 所：「特別養護老人ホームに入るのは問題ないですが，まずしっかり支払ってくださ 

    い。」 

長  男：「分かりました。」（早々に退席する） 

 

②長男の妻との面談 

 

ケアマネ：「料金が滞納している事について，旦那さんとショートステイの管理者さんと話 

    し合いましたが，何かお聞きしていますか？」 

長男の妻：「迷惑かけて申し訳ありません。夫がだらしなくて皆に迷惑をかけている。自分 

    がしっかりしていればいいのですが，思うように身体が動かなくて・・。」 

ケアマネ：「孫さんにはお話ししましたか？」 

長男の妻：「（＊泣きながら）息子夫婦（Ａさんの孫）には相談できません。以前，夫は大 

    きな借金をして息子夫婦には何百万も負担させてしまった。滞納したのは必ず払 

    いますから，もう少し待ってください。」 

ケアマネ：「ご本人のお金の管理は旦那さんが行っているんですか？」 

長男の妻：「年金は息子（Ａさんの孫）が管理しています。定期的に施設の支払い料金を手 
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    渡されているが，夫が何かに使ってしまう。夫には何度も裏切られてしまう。で 

    も，自分ひとりではおばあちゃんにも会いに行けないし，口を出せば『何も出来 

    ないのに口出すな』と怒鳴られる。ちゃんと払わせます。」（＊号泣・・・しばら 

    く沈黙） 

ケアマネ：「孫さんに相談してみませんか？」 

長男の妻：「もう少し待ってください。ちゃんとしますから・・」 

ケアマネ：「分かりました。よろしくお願いします。」 

 

③長男との電話 

 

長  男：「この間も心配して家に来てもらったようで。こちらから伺わないといけないの 

    に申し訳ありません。 

ケアマネ：「利用料金についてお話させていただきました。」 

長  男：「そうでしょう。申し訳ないです。」 

ケアマネ：「今月の支払いの予定は・・」 

長  男：「支払ってきます。ところでケアマネさんは元気ですか？」 

ケアマネ：「おかげさまで。」 

長  男：「そうですか。良かったです。それではまた。」（電話を一方的に切る） 
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「同僚との話が平行線」 

 

【本人の状況】   Ｅさん 女性 一人暮らし 認知症 

   身体的な問題はないが，物忘れが激しく，金銭管理や服薬管理は出来ない。日常生 

  活自立支援事業，毎朝訪問介護，デイサービス週３回利用している。食事については， 

  お金をあまり使わないように質素にしている。デイサービス利用日以外の日は，一日 

  中部屋で探し物をしている。 

   一日に何回も居宅介護支援事業所に「明日は利用日ですか？明日の朝は迎えに来て 

  くれますか？」と電話が入る。あまりに電話が多いので，自宅を訪ねてみたところ， 

  部屋いっぱいに『明日は利用日』と書いたメモが散乱していた。カレンダーにも真っ 

  黒になるくらいにメモが書いてある状況。部屋の鍵も何度も紛失しており，大家や友 

  達を巻き込んで鍵を作り直したり，鍵屋さんに来てもらっている状態。 

 

【担当ケアマネジャーと同僚ケアマネジャーの会話】 

同僚ケアマネ：「いつまで一人暮らしを継続させていくの？」 

担当ケアマネ：「Ｅさんは施設には行きたくないだろうし，今の所に居たいのだと思う。」 

同僚ケアマネ：「Ｅさんの気持ちも大切だが，Ｅさんが適切な判断ができない状態なのだか 

       ら，周りが決めてあげることも必要なのでは？」 

担当ケアマネ：「んー，でも『一人で居たい』と言っているのよね。」 

同僚ケアマネ：「あまり認知症が進まないうちにグループホームとか検討しないと，物忘れ 

       が進みきってしまってからではＥさんが新しい生活に慣れるのが大変だと 

       思うよ。」 

担当ケアマネ：「んー，それもそうだけど，もう少し様子をみていきたい。」 

同僚ケアマネ：「冬はストーブも入るし，火の元が危ない。近所の人が気が気でないと思う 

       よ。」 

担当ケアマネ：「んー，でも辛抱で，あまりストーブ使わないもの。」 

 

 いくら話しても，認知症のあるＥさんの意向を大切にしていく方針のようだ。 
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「不安定な介護者からのクレーム」 

 

 Ｈ２２年４月，他の事業所から依頼を受けてケアマネジャーを引き受けたものの，主介

護者がサービス事業所へクレームを次々と出して困惑しているケアマネジャーからの相談。 

 

【概要】Ｂさん ８８歳 女性 要介護４ 

    病名・・認知症，高血圧症，骨粗鬆症，パーキンソン症候群 

    家族構成・・本人Ｂさんと次女Ｒさん（主介護者・５６歳・無職）の二人暮らし。 

          長女・三女は県外居住で，年１回帰省する。 

    サービス利用状況・・デイサービス週３回，訪問介護週３回（デイサービス利用 

              時），訪問看護週１回，福祉用具レンタル（特殊寝台，手す 

              り） 

 

 「デイサービスで職員が強く握るのか青痣になる。」「ヘルパーさんが，手にお湯をかけ

て火傷をさせた。」「ヘルパーさんが，朝ベッドから起こす時に転ばせた。」という話を主介

護者のＲさん（次女）が次々とする。担当ケアマネジャーは，何れも受診を勧め，医師か

らは「高齢でもあり，皮下出血になりやすい。火傷ではない。何かの圧迫だ。」という診断

でも，デイサービスや訪問介護事業所には反対の事を話す。ケアマネジャーも数回変更さ

せられていて，ショートステイ利用時には，青痣問題で苦情があり，その後はショートス

テイ利用もしていない。明らかに介護疲れが見られるので，介護の負担を減らしたいと担

当ケアマネジャーが相談しても駄目だった。 

  

 担当ケアマネジャーは，「事実と反対の事を平気で言われてどうしたらいいかわからない。

本当は担当を代わりたい。このままだと自分が疲れる。」と話している。しかし，こちらか

らケアマネジャーを代わりたいとは言えない。 

  

包括主任ケアマネ：「半年間ケアマネジャーとして頑張ってきたのね。主介護者の次女Ｒ 

      さんもひとりで介護されていることはどうですか？」 

担当ケアマネ：「Ｒさんが頑張って介護しているのはわかりますが，介護疲れがあり限界だ 

      と思います。こちらとしても何とかしたいけど，ショートステイも駄目，デ 

      イサービスでも職員は痣の確認を送迎時に必ずチェックをして，そこまでし 

      てくれていることが申し訳ないです。今後この方のケアマネジャーをする自 

      信がありません。」 

包括主任ケアマネ：「Ｒさんは，介護疲れがあるにもかかわらずショートステイを利用しな 

      いのは，過去のショートステイ利用時のクレームが思い出される以外にも何 

か理由があるかもしれないですね。そのあたりを話ししてみたらどうでしょ 

うか。」 

担当ケアマネ：「もう少しＲさんと話をしてみます。」 

包括主任ケアマネ：「ひとりで抱え込むのではなくて，関係しているサービス事業所とカン 

      ファレンスを開き，利用者の状態をつかむ事や，事業所内でも相談をして他 
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のケアマネジャーにも話をしてみる事はどうでしょうか。自分一人だけで担 

当するのではなく，二人体制という事もあるのではないでしょうか。」 
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「心が触れ合うような関係を持ちたい」 

  

 担当ケアマネジャーは，利用者Ｃさんの自分に対する態度や言葉使いが乱暴で，心が触

れ合うような関係をもてないことに悩んでいる。最近は，その傾向がますます強くなった。 

 

【概要】Ｃさん ８１歳 男性 独居 

    担当ケアマネジャーとの関わりは５年。 

    サービス利用状況・・訪問介護週２回，住宅改修。 

 

 ある日，１２月の利用票作成の為確認の電話をすると，「いつもの事がどうしてわからな

い！」と怒鳴り一方的に電話を切られる。また，別の人（宅配業者？）が何かの用事で押

印を求めた事を，担当ケアマネジャーが何度も来て，入浴中の浴室まで入り込んだと思い

込んでいる所があり，精神的な変化が見られてきている。 

 担当ケアマネジャーは，「言葉を選び，自分なりに努力して対応しているのに，良い関係

を築けない。担当を外してもらって，別のケアマネジャーに代わってもらえばＣさんにと

ってもいいのではないか。」と話している。 

 

【対応】 

 現在受けているサービス事業所のサービス責任者に，Ｃさんから担当ケアマネジャーへ

の不満や愚痴が聞かれるかを確認する。すると「Ｃさんは，初対面であろうと町内会長で

あろうと，誰にでもぞんざいな対応をしている。ケアマネジャーへの不満も言わないが，

ヘルパーへ礼を言う事もない。要するに，名指しで批判する事や他人に感謝の意を表明す

ることがないと同時に，いつも怖い顔をして他人を見て，気に入らない事があれば大きな

声で怒る事が常時の様子。」と言う。 

 このような話を受けて，担当ケアマネジャーには，担当を交替しても本人の状況は変わ

る事もなく，かえって新担当者に軽んじる言葉を発する事になりはしないか。今後はあら

ゆる思い込みや誤解を予防する為にも，ひとりで訪問せず，ヘルパー訪問時に同行すると

か，私と一緒に「体調はどう？」とちょっと寄ってみたという形の訪問にしてはどうかと

話す。担当ケアマネジャーは，その方向でしばらく様子を見ていこうと納得してくれた。 

 しかし，これはあくまでも，“難しい人”への対処であり，担当ケアマネジャーが求める

“心の触れ合う繋がり”には程遠い状況と思われる。 
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「周囲からの援助がもらえない・・」 

 

【概要】Ｄさん ８７歳 女性 要介護１ 認知度Ⅰ 

    家族構成・・孫娘３４歳（精神疾患，てんかん），孫息子（知的障害） 

    ３人共年金受給者 

 

 Ｄさんが眼科手術後１日８回の点眼が必要になった。訪問介護で対応しようと計画した

が，要介護１で自己負担がかさむ為，Ｄさんに説明し，本家とも相談し，当時別居してい

た孫娘を呼び寄せ，点眼の役割をお願いした。孫娘は訪問介護員の資格があると言って積

極的に関わってくれていたが，自分の意思が通らない時（食事の内容，お金を貸してもら

えない等）はてんかんの発作を起こし，救急車の要請が度々起こるようになった。点眼の

役目は約２ヶ月で終わった。 

 孫娘は，弟（Ｄさんの孫息子）からお金を借り，しまいにはＤさんの入浴中に衣服のポ

ケットのお金に手を出すようになっていた。孫娘は大学病院に通っていた為，そこの相談

員に電話し現在の状況を説明した。精神疾患のある人向けのグループホームの申請書も提

出した。また，自宅に生活支援の為の訪問介護員の派遣をお願いした。それに対しても孫

娘は何かと理由をつけて断る事が多くなってきていた。「盗った」「盗らない」から始まり，

Dさんの心労が絶えなくなってきて，引き離す意味もあり短期入所を１週間ずつ２回利用

した事もあるが，Ｄさんは必要のない利用料を払う事になり，それも利用できなくなって

いた。孫息子に関わってくれる担当者に相談すると，孫娘に出て行ってもらう事が最良と

助言がある。現在は，Ｄさんに対して週２回自宅で入浴介助，２ヶ月に１回通院介助，月

曜日から土曜日までの夕方に１時間訪問し家事援助を行っている。 

 Ｄさんには，Ｄさんはもちろんのこと，孫たちの施設入所についての考えを伺ってみた

が納得できないでいる。孫娘に対しては「こんな子は見た事がない。」と言いながらも，時

折であるが「孫たちが不憫だ。」と話す事も多くなった。訪問介護員からは，耳の聞こえが

悪くなったのか，認知症の為か，話が食い違うし，自分の用事が終わるとさっさと電話も

切ってしまうと報告がある。しっかりしているので，入所の話も聞きたくないのかと思わ

れる。本人から相談を受けているのではないが，このような場合はどうすればいいのか困

っている。 
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「自己覚知ができないケアマネジャー」 

居宅介護支援事業所 Ａケアマネ（対象者），Ｂケアマネ（後輩），Ｃケアマネ（後輩） 

【状況】 

 土曜日にＢケアマネとＣケアマネは出番だった。Ｃケアマネは，先輩Ａケアマネに対し

ての利用者家族からの電話を受け取った。「一人暮らしの母を支えている同市内に住む三女

が，Ａケアマネの言動に対して憤慨している。」と県外に住んでいる長女からの苦情であっ

たとの報告であった。 

 このケースの内容については日々の打ち合わせの中でスムーズに進んでいないと知って

いたので，すぐに対応した方が良いと二人で判断し，Ａケアマネに連絡した。Ａケアマネ

はすぐに来てくれたので，Ｃケアマネから内容を説明してもらった。内容は，「三女がＡケ

アマネと会う約束をした時に体調が悪く，この次にしてもらいたいとの連絡を入れたが，

『ハア？』と言われた。三女は子育て・仕事に忙しいのに，母とのこともそれなりにやっ

てくれている。そういう言い方をされて三女も自分も憤慨している。」との事であった。Ａ

ケアマネは，「なかなか連絡が取れないので困っていた。」との事であった。すぐに三女・

長女に連絡を入れてもらったが，連絡が取れず話をする事はできなかった。 

 後日，三女と連絡が取れた際のＡケアマネは，先日長女から連絡はなかったかのような

会話の内容であった。途中で三女から「姉から連絡がなかったか？」と言われたのか「お

姉さんから連絡をいただきました。」と話していたが，「申し訳なかった。」などのお詫びを

するような事は一切なかった。その後しばらく娘たちとの連絡は一切取れていないとの話

であった。 

 Ｂケアマネは，Ｃケアマネが苦情の電話を受け取った時に，どのようにＡケアマネに伝

えたら良いかと相談を受け，「長女から言われた言葉をそのまま伝えた方が良い」と話した。

Ｃケアマネは，長女からの電話を受けてＡケアマネに伝えたが，内容は明らかに苦情であ

った。しかし，Ａケアマネは長女に対しても，三女に対しても，知っている限りではお詫

びの連絡は入れていない。そして，その結果連絡を拒否されているのではないか？明らか

な“苦情”であると思っていたが，他のケアマネに苦情を受けた報告もないし，苦情とし

ての扱いになっていない。いつの間にか消えてしまったのか・・。 
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主任介護支援専門員研修

6 各科目のガイドライン

１．目的

対人援助者監督指導（スーパービジョン）の機能（管理や教育、支援）を理解し、実践できる知識・技術を修得

するとともに、スーパーバイザーとして主任介護支援専門員に求められる姿勢を理解する。

２．概要

・対人援助者監督指導（スーパービジョン）の内容と方法に関する講義を行う。

・対人援助者監督指導（スーパービジョン）の効果、介護支援専門員に対して対人援助者監督指導（スーパービ

ジョン）を行う際の留意点及びスーパーバイザーとしての主任介護支援専門員の心構えと視点を理解する。

・個人対人援助者監督指導（個人スーパービジョン）と集団対人援助者監督指導（グループスーパービジョン）の

方法等を修得する。

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

②自立支援のためのケアマネジメントの基本

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

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

⑤利用者、多くの種類の専門職等への説明及び合意

⑥ケアマネジメントのプロセス

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」

⑪ケアマネジメントに係る法令等の理解

専門研修課程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

③対人個別援助技術及び地域援助技術

⑦個人での学習及び介護支援専門員相互間の学習

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

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及び支援の実践

⑧対人援助者監督指導
講義・演習

18 時間
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主任介護支援専門員研修

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対人援助者監督指導（スーパービジョン）の

機能（管理、教育、支援）を理解し、実践の

ための知識・技術を修得し実施できる。

● ● ● （１）（３）

②介護支援専門員に対してスーパービジョン

を行う際の効果と留意点について説明でき

る。

● ● ● （１）（２）（３）

③スーパーバイザーとしての主任介護支援専

門員の心構えや視点を持った介護支援専門

員への関わり方について説明できる。

● ● ● （３）

④個人対人援助者監督（個人スーパービジョ

ン）と集団対人援助者監督指導（グループス

ーパービジョン）を実施できる。

● ● ● （３）

⑤事例に基づいて、対人援助者監督指導の具体

的なポイント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）スーパーバイジー体験の現状
①受講者に対する事前調査を実施する

（ア）スーパーバイジーになった動機、内容、方法、効果

（イ）スーパーバイザーになった動機、内容、方法、効果

（ウ）事業者、地域におけるスーパービジョン体制、課題

②事前調査結果の集計、分析、フィードバック

（ア）時間がない。指導者がいない。みんな同じようにやっているので必要性を感じない。

（イ）地域包括支援センターに行っても、共感はしてもらえるが、具体的なヒントはもらえない。

（ウ）「原則論を繰り返し指摘されても、実際には役に立たない。」等々の指導・支援に対する否定的、消極的な

意見がある一方で、「利用者のその人らしさを具体的に考えるヒントをもらえて、信頼関係が少しずつ築け

た」、「何とかしなければという思いだけが先走って、ケアマネの考えを押し付けていたということに気付いた」

など効果的な体験を有する具体的な意見をフィードバックし、主任介護支援専門員の立ち位置を実感す

る。

③介護支援専門員の全国調査結果から

介護支援専門員の業務として、負担感の多い業務、介護支援専門員業務に対する継続意欲、困難要因、「利

用者宅への訪問で、困難と感じている点」「居宅サービス計画作成について困難と感じている点」「利用者と家

族の意見が相違する場合」「モニタリング記録について困難と感じている点」、多職種連携で困難なこと、支援

困難事例に対する身近な支援体制等の必要性等を理解する。

【項目のポイント】
・ケアマネジメントに関して求められている質の向上について、各種の報告書から把握するだけでなく、

受講者自らの体験や事業所内、地域のケアマネジメント実態について、ポートフォリオ（研修受講記

127



主任介護支援専門員研修

6 各科目のガイドライン

録）等を活用し、具体的に解決すべき課題を自らの指導課題として実感することが重要である。

（２）スーパービジョンが求められる背景
①介護支援専門員に求められる専門性

（ア）多職種連携・協働

（イ）フォーマル・インフォーマルサポートチーム

（ウ）利用者・家族の生活の多様性

（エ）社会構造の急速な変化

（オ）基礎資格の多様性

（カ）地域特性・地域格差

（キ）求められる自立支援のケアマネジメントの向上

（ク）アセスメント力、プランニング力、コーデイネート力、モニタリング力

以上の専門性を発揮するためには、対人援助者として、利用者の個別性を理解し、コミュニケーション技術

を高め、自立支援のねらいや具体的な方法に関する説明が理解されているか確認し、利用者の主体性が

発揮できるように介護支援専門員が振り返り、自らの態度や傾向を知る機会をつくる必要がある。

②事業者としての組織課題

（ア）人材育成、業務管理

従事者数、管理体制

（イ）特定事業所加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲで求められている要件の再確認

【項目のポイント】
・法令遵守、管理者の責務となっている一元的管理以外にも、特定事業所加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを取得する

事業所においては、処遇方針等を検討する会議の開催、介護支援専門員の研修計画策定が加算要件に

も定められている。

（３）スーパービジョンとは
①スーパービジョンの定義

（ア）目的

（ａ）スーパーバイジーである介護支援専門員に実践力をつける。育成・養成。

（ｂ）スーパーバイジーがバーンアウトしないようにバックアップし、エンパワメントさせる。

（ｃ）スーパーバイジーが利用者に対してよりよいケアマネジメントを実践し、利用者の自立促進につなげるこ

とができるように、ケアマネジメント機能のスキルアップを目指して具体的に監督指導する。

≪コラム≫

「エンパワメント」とは、社会的に差別を受けていたり、弱い立場に立たされている人たちがパワーをもち、対

等に意見を主張したり自立した生活ができるようにするための活動である、といわれている。介護保険のケア

マネジメントにおいても要支援要介護状態に陥っても可能な限り自立した日常生活が営めるように、利用者

主体の生活を支援する介護支援専門員は、自らがエンパワメント志向のアプローチをすることが必要であり、

そのためには、介護支援専門員の教育、訓練もエンパワメントを目指すことが重要である。

（イ）機能

（ａ）管理的機能

（ｂ）教育的機能

（ｃ）支援的機能

（ｄ）評価的機能

４つの機能は相互に関連しており、1 つの機能についてスーパービジョンを展開する場合もあるが同時にそれ

ぞれの機能を意識して展開すると有効である。

＊ケマネジメントプロセスは、運営基準、解釈通知にも必須事項として定められているものが多数ある。これらの
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該当事項の中で実施していない項目は、法令遵守の視点からも最低基準に抵触することになり、教育的機能、

支援的機能を果たす以前に、まずは早急に実施しなければならない管理的機能としての指導が求められる。

（ウ）形態と特徴

スーパービジョンの形態としては、以下の６つがあるが、それぞれの特徴を生かして活用し、連続させたり組

み合わせることができる。

（ａ）個人スーパービジョン

スーパーバイザー1 人とスーパーバイジー1 人の１対１の関係で行う。

介護支援専門員が抱えている課題を深く掘り下げ、自己覚知や自己洞察を促し、信頼関係を深める機会

にすることができる等のメリットがある一方で、定期的に継続的に行うためには、スーパーバイザーとスーパ

ーバイジーの双方に時間の確保が必要であり、うまくいかなかった場合は、双方の人間関係を悪化させてし

まうことになる。

（ｂ）グループスーパービジョン

スーパーバイザー一人に対して複数のスーパーバイジーで実施する。複数の介護支援専門員がかかえて

いる共通の課題に対して取り組むことができ、介護支援専門員同士の意見の違いや共通点など相互理解

や学習効果を高め、広げることが可能である。ただし、デメリットとしては、討議が表面的なものにとどまって

しまい、個別の課題が隠されたり、表面化されにくい傾向に陥る可能性がある。事業所や法人内で行う場合

には、組織としての課題に対して取り上げることも可能である。

（ｃ）ピアスーパービジョン

主任介護支援専門員や管理者を含めないで、スーパーバイジーである介護支援専門員同士で行われる

スーパービジョンをいう。

親しみやすい雰囲気で共感を得やすい環境を活かしてメリットにしていくためには、互いの成長やレベル

アップを目指して学び、考え、実践する意識をもって主催することが求められる。

（ｄ）ライブスーパービジョン

スーパーバイザーである主任介護支援専門員が、スーパーバイジーである介護支援専門員が行っている

ケアマネジメント業務に同席し、その場で具体的なスーパ－ビジョンを実施する方法。

居宅介護支援の場合は、アセスメント、モニタリングに同行訪問し、介護支援専門員が情報収集しにくい場

面や、説明が利用者に理解されていない場合など、その場で直接介護支援専門員に代わって質問したり、

説明することにより、その場で直接指導を受けることができる。新人の介護支援専門員等は頭で理解していて

も、実践できない場合もあり、利用者、家族との信頼関係が構築しにくい場合などは、その後の好循環につな

げることができると同時に、事業所としてのケアマネジメント実施体制を利用者に理解してもらう機会となる。サ

ービス担当者会議にも有効である。ただし、利用者には事前にスーパーバイザーが同席し、スーパービジョ

ンが展開されることを説明し理解を得ておく必要がある。またライブスーパービジョンの直後には、個人スーパ

ービジョンを実施し、何を学んだか、自らの実践に何を活用するのか、スーパーバイザーが意図した指導内

容が理解されたか確認、評価する必要がある。

（ｅ）ユニットスーパービジョン

複数のスーパーバイザーが一人のスーパーバイジーに対して実施する形態。

ケアマネジメントは生活全体を捉える総合性が常に求められているが、一人のスーパーバイザーが、医

療、看護、介護、住宅、リハビリテーション、心理などの多領域における高度な知識や技術を有しているわけ

ではない。重層的な課題を抱えている利用者や緊急対応を要する利用者のスーパービジョンなどには有効

である。複数のスーパーバイザーの日程調整が必要であるが、事前にスケジュールを立て、スーパービジョ

ンの目的、対象、内容を明確にし、事前にコメントを提出してもらう等の方法もある。

（ｆ）セルフスーパービジョン

スーパーバイジー自身で、自分が行ったケアマネジメントについて点検し、評価し、スキルアップの課題を見

つけ、自己研鑽していく方法である。この場合においても、一定の期間ごとに客観的な評価をスーパーバイ

129



主任介護支援専門員研修

6 各科目のガイドライン

ザーから受けることにより自信がつき、更に意欲を高めることができる。

（エ）コンサルテーション、コーチング、ファシリテーションとの違いと共通点

（ａ）コンサルテーション

コンサルテーションとは業務遂行上、あるいは特定の専門的な領域の知識や技術について助言を得る必

要があるとき、その領域の専門家に相談する、助言を受けることをいう。

直接援助活動に関与しないこと、組織としての管理的機能を持たないことがスーパービジョンとの相違点

である。

（ｂ）コーチング

コーチングとは、人間の可能性を信じてそれぞれの個性を尊重しながら信頼関係を築き、自立型人材へと

育てていくためのコミュニケーション技法。一人ひとりの内面にある力、やる気、自発性を引き出すことが基

本と言われている。「指導、指示」が主たる目的となる「ティーチング」と対比される。スーパービジョンの管理

的機能や評価的機能は意図しない。

（ｃ）ファシリテーション

ファシリテーションとは「促進」「介入」と訳されており、これを行う人を「ファシリテーター」という。会議の場に

おいて議論が堂々巡りをしたり、停滞傾向で進行している場合など、目的に向かって議事進行するように、

介入、促進の機能を発揮する。

ケアマネジメントプロセスにおいては、コンサルテーション、コーチング、ファシリテーションの機能を必要と

する場面もあり、スーパービジョンと組合わせて実施する場合もあるが、スーパービジョンの目的や機能その

ものとは異なる。

【項目のポイント】
・本科目の指導上の留意点は、スーパービジョンの理論や各種の指導方法の概念を知ることが目的で

はない。対人援助者としての介護支援専門員がケアマネジメントの多様な機能を発揮することが求め

られている中で、個々の介護支援専門員の課題に応じて、主任介護支援専門員が具体的にタイムリー

に監督・指導できるように、各種の方法の機能、特性を理解して実践力をつけることが重要である。

②スーパービジョンの進め方

（ア）スーパービジョンを実施する体制づくり

事業所内においても、地域においても、介護支援専門員にとって利用者の自立を支援するには、スーパ

ービジョンが必要であり、有効であることをスーパーバイザー、スーパーバイジーはもとより、その他の関係者

も理解し、合意を得て、スーパービジョンを実施できる体制が確保されていることが必要である。

（ａ）誰がスーパーバイザーか、どこにいるのか、いつするのか、申し込み方法、受付方法、スーパービジョン

の実施形態、頻度、スーパービジョンの効果、評価、中断、修了などの基本ルールを組織として確立し、

周知する。

（ｂ）すべての介護支援専門員を対象とするのか、新人、中堅、介護支援専門員が１人の事業所等々地域特

性を考慮して一定の条件を設定するのか協議する。

（ｃ）ケアマネジメント機能、援助技術の中でも重点化して絞り込むのか、何でも可能とするのか、効果的な方

法を具体例として提示する。とりわけ研修の場では講義に引き続いて演習を行うが、受講者は全員、主任

介護支援専門員になろうと意欲を持っているので、スーパーバイザーとしての実践力をつけるために、参

加者が持ち寄った事例を活用して、スーパーバイザーとスーパーバイジーの役割を交代して演習を繰り

返す。

（イ）スーパーバイジーの事前準備

（ａ）ケアマネジメント実践の振り返り

介護支援専門員に求められている基本的な機能、役割について、自らの実践を振り返り、スキルアップ

すべき課題は何か、自分自身に対して焦点化する。個別・特定の利用者とのケアマネジメント実践を手掛か
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りにしつつも、他の利用者との支援過程においても同様な傾向がないか振り返り，自己覚知する。自らの対

人援助者としてのスキルに関するセルフアセスメントに位置づけられる。

（b）自己評価、他者評価、利用者評価

介護支援専門員として思い通りにならない、不全感が残る、腹立たしい等の思いや、利用者、サービス事

業者から認められ、手ごたえを感じたことなどを拠り所として自己評価する。他の介護支援専門員からの意

見や利用者・家族等からの批判的な意見やプラスの評価なども参考にする。

（ｃ）スキルアップ課題の明確化・自己覚知

上記（ａ）（ｂ）の中から複数の自己覚知されたスキルアップすべき課題の中でも、何について指導を受けた

いか優先順位を考え明らかにする。ケアマネジメントの全過程を通して対人援助者としての基本事項と言わ

れている課題（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」、専門研修課

程Ⅰ「③対人個別援助技術及び地域援助技術」参照）倫理規定上も早急に改善すべき事項について、達

成感を感じ取り、ケアマジメントのやりがいや介護支援専門員としての誇りになるものなどを勘案して優先順

位をつける。

(ウ）スーパーバイザーとしての心構えと視点

（ａ）スーパーバイジーの特性を理解する

介護支援専門員以外の保有資格、職歴、生活歴、健康状態、得意なこと、苦手なこと、ストレス状況にある

のか等を確認する。

（ｂ）ケアマネジメント実践の評価

スーパーバイザーの視点から、スーパーバイジーの日常的な対人援助者技術、ケアマネジメントプロセス

の進め方等を把握し、意欲、業務遂行能力を把握し、評価する。

（ｃ）スーパーバイジーの置かれている環境を評価

家庭環境、職場環境、地域の関係機関との人間関係などに関する情報が得られれば参考にする。

（ｄ）事業者、地域、既存のネットワーク、スーパービジョンの目的、テーマと内容を明確にする。

スーパーバイザーとしてスーパービジョンにおける指導や視点において効果が期待できる方法等を確認

し、指導目的、テーマ、方法の（案）を検討する。

（ｅ）主任介護支援専門員は、スーパーバイザーとしてどのように具体的にスーパーバイジーに支援していく

のか深めるために、上記（a）（b）（c)（d）を総合化して、当該スーパーバイジーに必要なスーパービジョンの

機能と方法を検討し準備をする。

（エ）スーパーバイザーとスーパーバイジーの関係

（ａ）スーパーバイザーとスーパーバイジーの合意形成

（ｂ）時間と場所の確保

（ｃ）業務の一環としてのルール確認。

計画的にＰＤＣＡサイクルの方法で進めていくこと

（ｄ）相互に効果を評価する

【項目のポイント】
・ケアマネジメントプロセスにおけるスキル評価は、利用者との支援経過から具体化されるものでは

あるが、介護支援専門員はケアマネジメントが不十分、思い通りにならない理由を利用者の個別特性

に起因するものと考える傾向がある。従来、介護支援専門員に対するスーパービジョンが実施できる

体制が未整備であり、主任介護支援専門員が養成された後も、実践方法を繰り返し学び、指導力をア

ップする機会が少なかった。

したがって本科目においては、演習の時間も増やし、様々な対人援助者としてのスキルアップの課題

に対して効果的な方法でスーパービジョンを実践することを狙いとしているので、個別事例に関する

専門的な視点からの課題分析等は次の科目「⑨個別事例を通じた介護支援専門員に対する移動・支援

の展開」で取り上げることを意識し、対人援助者に対する指導を重点化する。
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③個人スーパービジョンの演習

（ア）共通事例により、個人スーパービジョンをグループ単位で演習する。

（ａ）共通事例の提示（事例に関する情報は簡潔に、標準的な事例とする）

・基本情報、アセスメント概要、課題整理総括表、居宅サービス計画、サービス担当者会議録、支援経過記

録、モニタリング記録等

（ｂ）介護支援専門員が利用者・家族との関係において悩み、困難を感じている事項等について自己評価す

る。

・介護支援専門員の自己評価（実践した○、実践したが不十分△、実践しなかった×

理由（ ） など

（ｃ）受講者による共通事例の理解

（ｄ）主任介護支援専門員となるスーパーバイザーの視点から見た介護支援専門員の対人援助スキルにつ

いて、優れていること、指導すべき課題を個人ワークでワークシートに記載する。

（ｅ）グループワークで上記（ｄ）について意見交換し、スーパービジョンの対象とすべき課題を絞り込む。

（ｆ）上記（ｅ）の中で個人スーパービジョンによる方法が望ましい課題は何か、優先度が高い課題は何か理

由等を考えて討議する。

（ｇ）スーパーバイザー役とスーパーバイジー役を選び、個人スーパービジョンをロールプレイにより、演習する。

（ｈ）プレイに参加しない受講者はプレイを観察し、スーパーバイザーとスーパーバイジーの双方に対して評

価をする。

（ｉ）メンバーを交代し、ロールプレイを演習する。

（ｊ）振り返り スーパービジョンの評価

ロールプレイ終了後、スーパーバイザー、スーパーバイジー、観察者として「スーパービジョンとして良かっ

たこと」「もう少し、○○すると効果的であること」等の意見を述べる。

（ｋ）共通事例による個人スーパービジョンの演習を通して、グループワーク参加者がそれぞれ個人スーパー

ビジョンを実践する主任介護支援専門員として、何を学んだか、それぞれのスーパーバイザーとしての実

践課題は何か、意見交換する。

（イ）持ち寄り事例により、個人スーパービジョンの演習を行う。

受講者が提出した持ち寄り事例により、事例提出者がスーパーバイジーとなり、他の受講者からスーパーバ

イザー役を選出し、ロールプレイによる演習を展開し、振り返り、討論を繰り返す。

【項目のポイント】
①標準タイムテーブルを提示する。

②７～8 人のグループで進行する。

③ロールプレイの前後は、当該介護支援専門員の対人援助者としてスキルアップすべき課題は何か、

目的、テーマをグループで討議し、司会者、書記も交代で務める。

④グループごとに1人ずつ主任介護支援専門員研修修了者をファシリテーターとして配置できるとき

め細かな指導ができる。この場合、ファシリテーター説明会、休憩時間等に情報交換のミーティング

等の時間を設けることができると、ファシリテーター自身のスーパービジョンに対するステップアッ

プの機会となる。

④グループスーパービジョン」の演習

（ア）グループスーパービジョンにおけるスーパーバイザーの位置づけと役割

（ａ）主催者として企画、運営全体を担当する

（ｂ）司会者として進行を担当する

（ｃ）ファシリテーターとして介入、促進役を担当する

（ｄ）助言者として

（イ）グループスーパービジョンの実態

近年、事業所内、地域において事例検討会が開催されるようになってきたが、ⅰ）テーマが明確になってい
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ない、ⅱ）それぞれの感想を述べて終わり、ⅲ）質疑応答に終始してしまう、ⅳ）事例提供者が傷つく、負担に

なる等々の意見もある。開催されている「事例検討会」においても、対人援助者としてのスキルや利用者、家

族に対するコミュニケーション等のスキルアップをテーマにしているものは少ない。

（ウ）グループスーパービジョン開催の課題

（ａ）担当の介護支援専門員が進めているケアマネジメントに関して他の介護支援専門員に意見を聞く、意

見を述べる経験がなく、必要性を感ずることがなく、開催する条件（時間、場所、スーパーバイザー不在）

も整っていない。

（ｂ）主任介護支援専門員自身も「対人援助者」としてのスーパーバイジー体験がない中で、スーパーバイザ

ーとしてグループスーパービジョンを実践するためには、本研修において様々な利用者と介護支援専門

員との関係におけるスーパービジョンを繰り返し演習することが重要である。

（エ）グループスーパービジョンの必要性

利用者・家族の個別性、多様性・地域性を踏まえたケアマネジメントを実践するためには、その人らしさ

を具体的に理解し、双方向のコミュニケーションを意識して信頼関係を構築することが利用者主体の自立

支援の基本となる。バイステイックの原則や面接技術、コミュニケーション、介護支援専門員の倫理は知

識としては頭に入っていてもどこまで実践できているか、他の介護支援専門員とともに意識化し、振り返

り、スーパーバイザーから得たヒントを日常業務に活用できるように主任介護支援専門員がスーパーバイ

ザーとして指導・支援していく必要がある。

（オ）効果的なスーパービジョン（共通事例を用いて）

共通事例により、グループスーパ－ビジョンを演習する。

（ａ）共通事例の資料準備

（ⅰ）基本情報、アセスメント概要、居宅サービス計画、サービス担当者会議録、居宅介護支援経過記

録、モニタリング等

（ⅱ）事例提供者の自己評価表等

（ｂ）受講者による共通事例の理解

（ｃ）共通事例を担当した介護支援専門員のケアマネジメントにおける対人援助技術に対して、主任介護支

援専門員が必要だと考えられるスーパービジョンの目的と課題についてグループで討議する。

（ｄ）振り返り スーパービジョンの評価

終了後、スーパーバイザー、スーパーバイジーとして演習を通して「スーパービジョンとして良かったこと」

「もう少し、○○すると効果的であること」等の意見を述べる。

（e）当該事例を担当する介護支援専門員に、効果的なスーパービジョンを実践するために、主任介護支援

専門員はスーパーバイザーとして具体的に何をすればいいか、心構えと視点、事前準備等について討

論する。

（カ）持ち寄り事例により、グループスーパービジョン演習

受講者が提出した持ち寄り事例により、事例提出者がスーパーバイジーとなり、他の受講者からスーパーバイ

ザー役を選出し、グループスーパービジョンを展開し、振り返り、討論を繰り返す。
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５．科目のポイント

（１）全般的な指導の視点

事例検討会においては、「担当介護支援専門員が何をすべきか」「どうすれば支援困難な要因が解消する

か」に意見が終始しがちである。当該研修が主任介護支援専門員研修であることを常に意識し、主任介護支

援専門員は介護支援専門員に対してどのような指導をすればよいかを考え、討論する「主任介護支援専門員

の立ち位置」を忘れないように注意する必要がある。

（２）講義における指導の視点

基本知識や方法論の講義においても、一方的にならないように、ポートフォリオ（研修受講記録）等の活用

により、スーパーバイジー体験の振り返り情報を活用して、介護支援専門員の課題解決方法を具体的に考え

る力を育成することが重要である。

（３）演習における指導の視点

①限られた時間の中で効果的な演習をするためには、事例の読み込み、検討テーマの絞り込みなど、事前の

自己学習と振り返りが欠かせない。その上で、演習におけるグループ内での役割（司会者、書記、事例提供

者〈担当介護支援専門員、参加者〉がスムーズに積極的に果たすことが求められる。

②グループワークの促進役として各グループにファシリテーターの配置が必要であり、講師はファシリテーター

の質問に応え、受講者が演習で学んだ成果を把握する必要がある。これらの状況にタイムリーに対応する

ためにも、演習開始時、昼休み、終了時等にファシリテーターとのミーティングが欠かせない。

③演習のグループ分けは多数の受講者と意見交換をし、どのようなグループにおいても主任介護支援専門員

としての役割が果たせるように力をつけるためにも、グループメンバーの組み換えが必要である。

（４）カリキュラムにおけるプログラムの組み方と狙い

講義と演習を一体的に展開することが重要であり、個々の事例から学んだ成果を実践し現場で活用するこ

とが重要である。そのためには研修日程の組み方も１週間に１～２回程度の間隔で実施する等の工夫が必要

である。
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