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桐生市の地域ケア会議

地域ケア会議の充実と活用
○地域ケア個別会議
・処遇困難ケース対応型地域ケア会議
・自立支援型地域ケア会議
○地域課題検討型地域ケア会議
○地域ケア推進会議

第7期桐生市高齢者保健福祉計画基本理念
誰もが住み慣れた地域で
自分らしくいきいきと
安心して暮らせる
支え合いのまちづくりをめざして 地域の中で自立し、安心して

暮らせるためのサービスの充実

基本目標３



桐生市自立支援型地域ケア会議の目的

介護予防・生活支援サービス事業等を利用す
る高齢者の自立した生活の継続や生活の質の
向上に向け、多職種協働により、多角的な視点
から有効な支援方法などを検討する。
また、上記のプロセスを通じて、介護支援専
門員のケアマネジメントの実践力向上や地域に
おける多職種のネットワークの強化を図る。

桐生市地域ケア会議設置要綱より



自立支援型地域ケア会議の構成員

主 催：桐生市、桐生市地域包括支援センター
（Ｒ元年度は市が主催）

事例提供：介護支援専門員（包括も含む）

助言者：医師、歯科医師、薬剤師、リハビリテーショ
ン専門職（理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士）管理栄養士、歯科衛生士、保健師
看護師、医療ソーシャルワーカー、社会福
祉士、行政職員、社会福祉協議会職員 等
＊取り扱う個別事例により助言者は変動



自立支援型地域ケア会議を実施するため
には、多職種からの専門的な助言を得ながら、
多角的なアセスメントが必要とされるため、運
動・口腔・栄養等に関して幅広い知識が求め
られることから、事例に応じて多職種の皆様
に会議への参加をお願いしたいと思っていま
す。

なお、取り扱う個別事例により助言者は変
動します。

自立支援型地域ケア会議の構成員
趣旨



事例の選定について

自立支援型地域ケア会議の事例対象者

プランの更新を迎える
・事業対象者
・要支援１・要支援２の認定者



介護予防の観点から改善可能性
を見込めるケースについて担当介
護支援専門員と地域包括支援セン
ター及び長寿支援課にて検討のう
え、選定

事例の選定について

趣旨



会議のスケジュール
地域包括支援センター

長寿支援課
介護支援専門員

サービス
事業所

助言者
（専門職）

開催
２ヶ月前

・事例選定
・会議資料作成依頼
・資料作成支援
・サービス事業所への出席依頼
・助言者への出席依頼

・事例選定

・利用者への説明、事例提出
の同意
・再アセスメントの実施
・会議資料の作成

開催
１ヶ月前

・会議資料の確認
・会議準備

・会議資料の提出 出席者へ
の案内

開催
２週間前

・会議資料の出席者への送付
・会議資料の読込
・課題や目標等の最終確認

地域包括支援センター及び
長寿支援課との打ち合わせ

会議資料
の読込

会議資料
の読込

会議当日 会議出席

開催後
２週間

・開催結果について介護支援専
門員と確認
・開催結果報告

開催結果の確認 開催結果
の確認

開催結果
の確認

開催後
６ヶ月

・振り返り及び
フォローアップ

・振り返り及び
フォローアップ

振り返りの
確認



事例の選定や会議資料の作成等十分に準
備期間をかけて、介護支援専門員と長寿支
援課及び地域包括支援センターとが連携を
図り、介護支援専門員の負担にならないよう
スケジュールを調整していきます。

また、会議終了後には、開催結果について
出席者等に情報共有していき、おおむね６ヶ
月後には、事例の振り返りやフォローアップ
を行います。

会議のスケジュール

趣旨



項目 担当 内容 時間

１ 開会 司会者 1分

２ 趣旨説明 司会者 ・会議の趣旨説明 ・個人情報の保護について 2分

３ 自己紹介 出席者 自己紹介（所属・氏名等） 2分

４ 概要説明

担当CM

・基本情報
・健康状態（疾患名等）

・課題整理総括票を用いて生活行為課題（生活に支障をきた
している個人因子・環境因子）を説明

5分

ｻｰﾋﾞｽ事
業者

サービス提供者から支援の内容や方針について説明 2分

５

質問

課 題 の 検
討
助言等

全員

・各専門職から意見や質問。

・ケースの課題やプラン作成、サービス提供上の注意点など
について端的にまとめ、共通認識を図る。
・各専門職から具体的な助言・意見の提示

20分

６ まとめ 司会者
出された意見をもとに課題を整理し、支援方針や役割分担を
まとめる。

10分

事例提供者を入れ替え、もう１事例について４～６を行う。（37分）

７ 振返り 全 員 本日の会議内容を振返り感想などを共有 10分

８ 閉会 司会者 1分



この流れに沿って、1回の会議おいて２事例を検
討します。（合計９０分程度）

事例提供者の概要説明の後、各専門職からの質
問及び事例に対しての意見をいただきます。

この地域ケア会議は、ケアプランチェックや指導で
はありません。専門職のみなさまには、利用者の
QOLの向上という共通の目標に向けた実践につな
がる具体的な助言をお願いしています。

時間配分につきましては、導入初年度であるため、
時間をかけ検討します。次年度以降、効率化を目
指します。

自立支援型地域ケア会議の流れ

趣旨
この後の模擬会議にて
体感してください。



①基本情報
②課題整理総括票
③基本チェックリスト
④週間予定表
⑤興味・関心チェックシート
⑥地域ケア会議結果ｼｰﾄ兼振返りｼｰﾄ
※ケアプランの提出については、会議での必要性
を鑑みて今後検討していく予定です。

使用する様式



対象者は更新を迎える方であり、介護支援
専門員への負担も考え、基本情報等はすで
に把握・作成しているものでも可とします。

多角的な助言をいただき、会議を有意義な
ものにするためにも、介護支援専門員は書
式を活用し、必要な部分、本人自身を語るた
めに足りなかった部分については再アセスメ
ントを行います。

再アセスメントを行う中で新たな課題の発
見にもつながることが期待されます。

使用する様式
趣旨



当該要支援者の生活
行為の課題の解決や本
人の状態を改善に導き、
自立を促すことで本人
のQOLの向上を図る。

専門職の役割について
地域ケア会議の目的と意義



多職種の多角的な支援
を通じた、参加者全体
の学びの場として、専門
職を含む参加者のＯＪＴ
やスキルアップを図る。

専門職の役割について
地域ケア会議の目的と意義



地域ケア会議構成員は本人の
ＱＯＬの向上という同じ目標に向
かうチームメンバーであり、味方
です。

助言者に自分の疑問点への質
問や専門的な見地を求める場と
して活用してください。

それぞれの心構え
ケアマネジャー



具体的な助言を得るために
・なぜ現在の状態になったのか、
原因は何か

・本人の望むゴールは何か
・そのための課題は何か
・改善可能な点は何か
重点的に説明できるようにしましょう。

それぞれの心構え
ケアマネジャー



地域ケア会議構成員は本人の
ＱＯＬの向上という同じ目標に向
かうチームメンバーであり、味方
です。

ｻｰﾋﾞｽ提供に伴う専門的助言
を得て、日々のｻｰﾋﾞｽ提供に活
かしていきましょう。

それぞれの心構え
ｻｰﾋﾞｽ事業所



具体的な助言を得るために

・どのような目標を設定し、それを達
成するためにｻｰﾋﾞｽ事業所としてど
のような支援を行うのか。

説明できるようにしましょう。

それぞれの心構え

ｻｰﾋﾞｽ事業所



・指導的立場ではなく、本人のＱＯＬ
の向上という目標を共に達成する
チームメンバーを意識
・知識・技術を習得する自身のスキ
ルアップの場

それぞれの心構え

助言者



実践につながる具体的な助言を
・具体的かつ実行可能な助言を心が
ける
・問いかけだけで終わらず、参加者に
有益な助言を心がける

それぞれの心構え

助言者



１）お互いの発言への非難や批判は
せず、プラスの言葉がけを意識し
ましょう。

２）専門用語は避け、わかりやすい表
現を心がけましょう。

参加者全員の基本ルール



今年度については、年間８回程度
（１回２事例）を予定しています。

導入初年度については、各地域包
括支援センターごとに年間２事例程
度開催できるよう予定しています。

来年度以降は、事例の状況等に応
じて、回数を検討していきます。

令和元年度の会議スケジュール



○１回の会議につき２事例を検討します。
○対象者の住所地ごと（担当包括ごと）に事例を選定します。
○８月と３月はお休みです。

見学大歓迎です。事前に長寿支援課までご連絡ください。

開催日 時 間 開催場所
対象者
住所地

担当包括

6月24日（月） 14：00～

総合福祉
ｾﾝﾀｰ

103会議室

1・2圏域 山育会・社協

7月26日（金） 19：00～ 3・4圏域 菱風園・ユートピア

9月27日（金） 14：00～ 5・6圏域 思いやり・にいさと

10月18日（金） 19：00～ 7・8圏域 のぞみの苑・神明

11月22日（金） 19：00～ 1・2圏域 山育会・社協

12月18日（水） 14：00～ 3・4圏域 菱風園・ユートピア

1月17日（金） 19：00～ 5・6圏域 思いやり・にいさと

2月13日（木） 14：00～ 7・8圏域 のぞみの苑・神明



自立支援型地域ケア会議は、ご本人に
望む生活のため、また、ＱＯＬの向上とい
う目標を共に達成するチームメンバーで
す。

おわりに

桐生市第７期高齢者保健福祉計画の基本
理念の実現に向け、チームとして多職種の
皆様のご協力をお願いいたします。


