
自立支援型地域ケア会議の
意義について

令和元年度桐生市
自立支援型地域ケア会議

説明会

令和元年５月24日桐生市市民会館 小ホール
1



はじめに

•高齢者が要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを
最後まで続けるための「医療」「介護」「住まい」「生活支援」が包
括的に確保される地域包括ケアシステムの構築が急がれる

•介護予防活動普及展開事業（H28年度～）

目的：生涯現役社会の実現に向け、先行的市町村の取り組み・効果

的介護予防の仕組みを全国展開→元気な高齢者を増やす。

（１）介護予防における(保険者)市町村のリーダーシップ構築、

（２）市町村が主体的に介護予防に取り組むための組織づくりと

運営

（３）効率的・効果的な短期集中予防サービスの実施と地域の通

いの場の充実

これらを全国の市町村で実践できるよう、技術的支援をする

•介護保険改正→支援する都道府県の責務が盛り込まれる

→群馬県：「自立支援型ケアマネジメント推進事業」の実施
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そもそも介護保険法では
第一条（目的）

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食

事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有
する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福
祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行
う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

第二条（介護保険）
2.前項の保険給付は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に
資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

第三条（保険者）
1.市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

第四条（国民の努力及び義務）
1.国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚
して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリ
テーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その
有する能力の維持向上に努めるものとする。

第五条 （国及び都道府県の責務）
1.国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制

の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講じなければならない。

2.都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な指導及び適切な援助
をしなければならない。

介護保険法第一章 総則より
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介護予防の目的と理念

•高齢者の要介護状態の予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪
化の防止が目的。

•生活機能が低下した高齢者に、リハビリテーションの理念を踏
まえ、「心身機能」「活動」「参加」の各要素にバランスよく
働きかける。単に運動機能や栄養状態といった心身機能の改善
だけでなく、日常生活の活動性を高め、家庭や社会への参加を
促すことで、生きがいや自己実現を支援し、QOL向上を目指す。

これまでの介護予防の問題点

手法が、心身機能の改善を目的とした機能回復訓練に偏りがち

終了後の活動的な状態を維持するための多様な通いの場が不十分

多くの利用者が機能改善の訓練継続こそ有効だと理解し、介護予防の
提供者側も「活動」や「参加」に焦点をあてることが少なかった
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これからの介護予防の考え方

•機能回復訓練だけではなく、生活環境の調整や、生きがい・役
割をもって生活できる地域の居場所と出番づくり等、バランス
のとれたアプローチが重要。地域においてリハビリテーション
専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状
態になっても、生きがい・役割を持って生活できる地域の実現
を目指す。

•高齢者を生活支援サービスの担い手であると捉え、支援を必要
とする高齢者の多様な生活支援ニーズに応え、担い手の新たな
社会的役割を介護予防にもつなげる相乗効果。

•住民自身が運営する体操の集いなどの活動を地域に展開し、参
加者や通いの場が継続的に拡大するような地域づくりを推進。

•これらの推進には、地域の実情をよく把握し、かつ、地域づく
りの中心である市町村が主体的に取り組むことが不可欠。
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介護予防のための地域ケア個別会議とは
• 地域ケア個別会議を活用して、個別事例の課題解決や自立支援の促進と

QOL向上に向け、介護予防等の観点を踏まえ、どのような支援をしてい
くかを多職種で検討する

• 主要な参加者：司会者＝市町村、地域包括支援センター＝事例提出だけ
でなく助言者としても、助言者＝専門職、事例提出者＝プラン作成者や
介護サービス事業所職員など

 目的：要支援者等の生活行為の課題の解決等、状態の改善に導き、自立を
促すことひいては高齢者のQOLの向上を目指す

 介護予防のための地域ケア個別会議を実践している市町村で生じた意義

 参加者が多職種の専門的な視点に基づく助言を通じ、自立に資するケアマ
ネジメントの視点やサービス等の提供に関する知識・技術を習得（OJT・
スキルアップ）・検討事例を積み重ねることで、行政課題の発見・解決策
の検討につながる

介護予防のための目的と意義

自立支援型の地域ケア個別会議
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多職種の視点で自立支援を考える必要性

ごはんを食べない

ご飯を食べない人をみたとき
・主食:米飯5割、主菜:魚5割、副菜:おひたし3割...摂取と記録

これは事実であってアセスメントではない

なぜ？食べない？
食べられない？
皆さんはどのくらい
原因を考えつきますか？

具体的アプローチにはアセスメントが必須
→アセスメントは多職種からの視点で実施した方が多様
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多職種の視点で自立支援を考える意義

健康状態、
医学的側面

(疾患特異性)

環境の因子

個人の因子

身体･認知･心理精神機能

ごはんを食べない

咀嚼・嚥下機能は？
味覚･嗅覚は？ 食形態は？
食事の姿勢保持
巧緻性などの上肢機能
ご飯を認識している？
失行症で箸が使えない？
食事の時間という認識は？
空腹感がある？
抑うつ的：食べたくない？

健康状態は？
便秘や胃潰瘍など
消化器系の問題？
服薬内容は？

食事に適した場所か？
集中できる環境か？
隣席者と異なるお膳
食事処と認識しやすい？

食事の方法や頻度、量などの習慣
食事の嗜好や 8



自立支援型の地域ケア個別会議の位置づけ

・「地域ケア会議」（介護保険法第115条の48）
地域包括支援センターまたは市町村が開催し、設置・運営する
「行政職員をはじめ、地域の関係者から構成される会議」

・地域ケア会議は開催の目的・方法で、以下2種類に大別される

地域ケア個別会議 個別事例の課題検討

地域ケア推進会議 地域に必要な取り組みを明らかにして施策を立案・提言

今回はこちら

【サービス担当者会議】
サービス利用者の情報の共有･支援方法の検討や調整を行うため、介護支援専門
員が主催。参加者は、利用者本人や家族、ケアプランに位置づけられたサービス
事業者やインフォーマルサービスの提供者など直接的な支援を行う者が参加。
【事例検討会】
事例検討会は多様な目的･場面で開催され、主催も様々で法的根拠もない。
現在の事例に限らず架空の事例や過去の事例も含めて、支援のあり方について多
様な視点から検討することで、支援者のスキルアップや学習を促す。
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事業所は、地域ケア会議で受けた助言の内容を踏まえ、プラン作成担当
とともに支援内容を調整し、日々のサービス提供に活かすことが求めら
れる

事業所は、事例を支援する「チーム」として、事業所で実施したアセス
メント結果及びケアプランに基づいて検討した支援内容・方針について
説明

介護サービス事業所による支援内容・方針の説明

⇒地域ケア会議の参加者が事例に対する共通の理解を持ち、自立支援に

資するケアの提供について議論するための土台となる

説明にあたっては、ケアプランとの整合性や支援内容・方針の判断根拠
となるアセスメントの内容に触れながら、簡潔に話すことが重要

事業所が説明する内容は、新規、継続のどちらの事例かによって異なる

 新規の事例：これからどのような支援を行っていくのか

 継続の事例：利用者の心身の状態がどのように変化したか、それを踏ま
えて今後どのような支援を行っていくのか事業所での過ごし方や自宅で
行うセルフケアの内容も説明するとよい

10厚生労働省 平成29年度 介護予防活動普及展開事業 アドバイザー養成研修会 平成29年8月21日 資料６ より転載

①地域ケア会議における介護サービス事業所の役割
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介護サービス事業所が地域ケア会議に参加する意義

「ケアマネジメントやケアの質の向上」

地域ケア会議での事例の検討過程や助言者（専門職）による助言を見聞
きすることで、自立につながるケアマネジメントの視点やプログラムの
提供に関する気付きが得られ、事業所で支援を行っている類似の事例に
役立てることができる

傍聴の機会があれば、地域ケア会議に参加してみる

介護サービス事業所では、地域ケア会議で受けた助言の内容をメモに記
録して持ち帰っているが、市町村による記録の共有がある場合は、理解
に誤りがないか、
記録を見て今一度確認する

介護サービス事業所は、市町村が作成した会議録を基に、地域ケア会議
での助言を踏まえ、プラン作成担当とともに個別援助計画や支援内容を
調整

11
厚生労働省 平成29年度 介護予防活動普及展開事業 アドバイザー養成研修会 平成29年8月21日 資料６ より転載
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まず、助言者（専門職）のうち、どの専門職にどのような位置づけで参加してもらうのが望
ましいかを考え、都道府県医師会等関係団体にどのような点で協力を得たいのか明確にする

助言者（専門職） 役 割

医師 出席する場合 病状や障害を把握した上で、医学的な観点から事例の予後予測、
対象者の動作や活動についての助言を行う

出席しない場合 事例提出者（プラン作成担当・介護サービス事業所）が医師へ
の確認事項がある場合や助言を必要としている点について、事
前に文書等による情報提供が必要

留意点 かかりつけ医のいる事例については、事例の予後予測や治療方
針等について事前に文書等で確認するとともに、地域ケア会議
で検討後は検討内容を文書等で報告することが重要

歯科医師 出席する場合 歯科疾患、口腔機能、口腔衛生の観点からの助言を行い、事例
の予後予測を行う

出席しない場合 歯科衛生士及び事例提出者（プラン作成担当・介護サービス事
業所）が歯科医師への確認事項がある場合や助言を必要として
いる点について、事前にコメントしておくという形で関わるこ
とも可能

留意点 かかりつけ歯科医のいる事例については、事例の予後予測や治
療方針等について事前に確認するとともに、地域ケア会議で検
討後は検討内容を報告することが重要

12
厚生労働省 平成29年度 介護予防活動普及展開事業 アドバイザー養成研修会 平成29年8月21日 資料４より転載

②助言者として参加する専門職の役割
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助言者(専門職) 役 割

薬剤師
事例に処方されている薬に関する情報提供（重複投薬・副作用等）及び
服薬管理の観点からの助言を行う

理学療法士
主に基本動作能力（立ち上がり、立位保持、歩行等）の回復や維持、悪
化の防止の観点からの助言を行う

作業療法士
主に応用的動作能力（食事・排泄等）、社会的適応能力（地域活動への
参加・就労等）回復・維持、悪化の防止の観点からの助言を行う

言語聴覚士
主にコミュニケーション（話す）・聴覚（聞く）・摂食（食べる）に障
害を抱える事例に対し、各能力の回復や維持、悪化の防止の観点からの
助言を行う

管理栄養士
栄養士

日常生活を営む上で基本となる食事について、適切な栄養摂取といった
観点から、助言を行う

歯科衛生士

口腔衛生の観点からの助言を行う
歯科医師が地域ケア会議に出席することが難しい場合は、事前に歯科衛
生士が、歯科医師から歯科疾患、口腔機能、口腔衛生の観点からの助言
や事例の予後予測について情報を得るといった形で連携をとることが求
められる

13厚生労働省 平成29年度 介護予防活動普及展開事業 アドバイザー養成研修会 平成29年8月21日 資料４より転載

③助言者として参加する専門職の役割
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収集する情報

A 利用者に関する情報

・利用者基本情報（性、年齢、要介護度、自立度、家族構成、既
往歴等）

・基本チェックリスト、興味・関心チェックシートなど、検討する
事例の全体像を把握する情報

B アセスメント情報 ・課題整理総括表

C ケアプラン ・ケアプラン

D
提供されている
サービスの情報

・各事業所における個別援助計画

E その他 ・主治医意見書、お薬手帳のコピー、会議の要点をまとめたもの
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地域ケア会議の資料一覧（例）

厚生労働省 平成29年度 介護予防活動普及展開事業 アドバイザー養成研修会 平成29年8月21日 資料４より転載
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自立支援型地域ケア会議を有効にするには

①事例検討会ではない

②事例はケアマネジメントプロセスを確認する材料

③提出する資料の活用

・介護支援専門員は事例を整理することで事例を振り返

ることで、ほしい情報を見つけることができる

👇

専門職に質問する経験を重ねる

・専門職は、普段見慣れない、使ったことがない様式

それぞれの様式が何を示しているのか、読み取る
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謝らない地域ケア個別会議

謝らせない地域ケア会議

•事例提供するケアマネへ

👉 ケアマネジメントプロセスを伝える

実践してきたことを伝える。

「分からないことは分からない」でいい。聞かれて分からない

ことは、「伝えなければならないこと」。あとで追加もＯＫ

•参加する専門職へ

👉 目の前の事例に着目せず、ケアマネに目を向けてほしい。
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自立支援型地域ケア会議の意義とは

•だれもが体験できる多職種連携の第1歩

•高齢者の暮らしのアイデアが見つかる

•ケアマネ支援のひとつの方法

•地域包括ケアシステムを創るヒントが見つかる場

是非ご活用ください

引用資料：平成30年度群馬県自立支援型ケアマネジメント推進事業に係る市町村等担当者研修会配布資料
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