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はじめに 

 

国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の地域別将来推計人口(平成 30 年(2018 年)推計)」に

よると、団塊の世代全てが後期高齢者となる令和 7 年(2025 年)には、高齢者人口は 3,677 万人、高齢化

率は 30.0％とされています。さらに、団塊ジュニア世代が高齢者となる令和 22 年(2040 年)には、高齢

者人口は 3,920 万人、高齢化率は 35.3％になると推計されており、中長期的に介護需要は増加し続ける

と推測されています。 

 

 豊中市においても、令和 7 年(2025 年)で高齢化率は 26.9％、令和 22 年(2040 年)には 32％まで上昇す

ると推計されています。さらに、一人暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ世帯、認知症高齢者、医療を必要

とする高齢者が増加することも見込まれており、介護する家族の負担や介護離職の増加とともに、認知

症高齢者やその家族への支援、在宅医療と介護の連携強化、介護人材の不足等への対応など、様々な課

題への対応が求められています。 

 

 そのため、医療、介護、介護予防、生活支援、及び住まいが包括的に確保される「地域包括ケアシス

テム」の深化・推進が喫緊の課題となっており、平成 29 年(2017 年)3 月に「豊中市地域包括ケアシス

テム推進基本方針」を策定したところです。 

 

 特に介護予防は、平成 30 年度(2018 年度)から令和 2 年度(2020 年度)を計画期間とする、第 7 期「豊

中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」における重点推進プランの一つとしても掲げられてお

り、次期計画においても継続・発展した施策の展開をする必要があります。要介護状態の軽減や悪化の

防止だけではなく、高齢者一人ひとりが地域などで、社会参加や活動などを通じて、自身の望む暮らし

を獲得し、自己実現を果たしていくことが重要です。 

 

 このような高齢者の自己実現を果たすための有効な手段の一つが「自立支援型地域ケア個別会議」で

す。「自立支援型地域ケア個別会議」は、専門職が関与することで、高齢者本人が“こうありたい”と思い

描く本人像を実現すべく、「高齢者の自己実現」を支援する機能を有するとともに、地域資源の改善及

び開発をする機能を有する会議です。 

 

豊中市では、平成 29 年度(2017 年度)から、介護予防のための「自立支援型地域ケア個別会議」の開

催に取り組みました。また、平成 30 年度(2018 年度)には「大阪府介護予防活動普及展開事業」のモデ

ル市の一つとして、令和元年度(2019 年度)には「大阪府介護予防活動強化推進事業」の重点支援市の一

つとして、厚生労働省や大阪府の支援を受けながら先進市等の取組を参考に、「自立支援型地域ケア個

別会議」を発展させてきました。本手引きは、これまでの取組をまとめるとともに、当該会議を運営す

る際の指針として活用されるよう作成するものです。 

 

令和 3 年（2021）年 3 月 

長寿安心課長 
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Ⅰ. 手引き作成の背景 

 

（１）豊中市の現状と介護保険法の理念等 

 豊中市の現状  

 豊中市の介護保険新規認定者について年齢別に見てみると、新規認定者のうち約 8 割が 75 歳以上の

後期高齢者である。今後、団塊の世代が後期高齢者になっていくことを考えると、新規認定者が増加し

てくことが予想される。 

 

図表１ 新規認定者の年齢から見る豊中市の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊中市は、新規認定者のうち過半数が軽度者（要支援者）で、全国平均より約 10％高く、大阪府の平

均よりも高い状況にある。 

 

図表２ 新規認定者の介護度から見る豊中市の現状 
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厚生労働省の調査によると、「要支援１・２」の主な原因は、関節疾患、骨折転倒、高齢による衰弱で

あり、効果的な介護予防の取組を実施することにより、ある程度は重度化の未然防止が期待できる。 

 

図表３ 新規認定者の介護度別要因疾患 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように、豊中市は新規認定者に占める軽度者（要支援１・２）の割合が高く、その原因疾患を鑑

みると、いわゆるフレイル状態の高齢者が多いと推測される。また、後期高齢者の増加に伴いフレイル

状態の高齢者が今後も増加していくことが懸念される。そのために、「自立支援・重度化防止」の観点か

ら自立支援型ケアマネジメントの実践が求められている。 

 しかし、介護支援専門員に求められる領域も増えてきたことに加え、自立支援型ケアマネジメントを

学ぶ場も不足している状況であることから、自立支援型ケアマネジメントの理念は理解できても、実践

にまで至っていないケースが多いと考えられる。 

 

自立支援型ケアマネジメントとは、 

〇「できないことを代わりにする」ではなく、可能な限りできるようにするための支援 

〇「したい」「できるようになりたい」を実現できるようにするための支援 

 

そのためには、以下のような支援が必要となる。 

〇目標を明確に設定する 

〇目標や具体的な取り組みなどを本人と共有する 

〇本人が「自立支援に向けた意欲」を持ち、自ら介護予防に取り組めるように支援する  

 

💡ポイント💡 

高齢者は、「自立支援」により心身機能や生活機能を維持・改善することで、活動範囲が広がるとと

もに、社会参加の機会が増える等、「自己実現」の達成に向けた選択肢を増やすことができ、生活の質

を向上することができる。 
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 介護保険法の理念  

 

 自立支援型ケアマネジメントを実践するにあたり、自立支援の重要性を意識することが大

切である。自立支援の考え方は、介護保険法の基本理念でもある。 

 

【介護保険法から一部抜粋】 

(目的) 

第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、

排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、こ

れらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保

健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、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。 

 

(介護保険) 

第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、

必要な保険給付を行うものとする。 

２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との

連携に十分配慮して行われなければならない。 

３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択

に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率

的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、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されなけれ

ばならない。 

 

第三条 省略 

 

(国民の努力及び義務) 

第四条 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。 

２ 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。 
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（２）自立支援型地域ケア個別会議の目的 

 「自立支援型地域ケア個別会議」の目的を記載する前に、「地域ケア会議」の種類と豊中市における体

系を整理する。 

 

○  「地域ケア会議」は、市町村が包括的・継続的支援業務の効果的な実施のためにその設置に努めな

ければならないものであると、介護保険法 115 条の 48 において明記されている。（平成２６年法改

正にて制度的に位置づけられた） 

 

【介護保険法から一部抜粋】 

(会議) 

第百十五条の四十八 市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の効果的な実施のため

に、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、

関係機関及び関係団体(以下この条において「関係者等」という。)により構成される会議(以下この条

において「会議」という。)を置くように努めなければならない。 

 

＜参考＞第百十五条の四十五第二項第三号（包括的・継続的ケアマネジメントの実施） 

三 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、

その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該

被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業 

  

○ 「地域ケア会議」には、①個別課題の解決、②地域包括支援ネットワークの構築、③地域課題の発見、

④地域づくり資源開発、⑤政策の形成という 5 つの機能がある。 

 
   

図表４ 地域ケア会議の５つの機能 
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○  「地域ケア会議」は開催の目的・方法によって大きく 2 種類に分類される。 

分類 目的 役割（図表 4：５つの機能より） 

地域ケア 個別 会議 個別事例の課題検討 ① ② ③ 

地域ケア 推進 会議 
地域に必要な取組みを明らかにし

て施策を立案・提言（地域づくり） 
③ ④ ⑤ 

 

 

○ 豊中市では、地域包括支援センターが主催する（地域福祉ネットワークにおける）高齢部会を平成

19 年度より開催してきた。平成 24 年 4 月より地域支援事業実施要綱において多職種協働による地域

包括支援ネットワークの構築のための１つの手法として「地域ケア会議」が位置付けられると、同様

の目的で実施されていた高齢部会を「地域ケア会議」として位置付けた経緯がある。 

 

○  豊中市の「地域ケア会議」の体系を図で示した（図表５）。個別事例の課題分析の積み重ねなどによ

り、地域課題を明確にし、地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくりなどについて、政策形成と

連動させ、PDCA サイクルの構築を図るための体系となっているが、実際のところ各事業間の連動に

ついて課題も抱えている。 

 

図表５ 豊中市の地域ケア会議の体系 
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 自立支援型地域ケア個別会議の目的  

 

○ 「自立支援型地域ケア個別会議」は、自立支援・介護予防の観点を踏まえて「要支援者等の生活行

為の課題の解決等、状態の改善に導き、自立を促すこと」ひいては「高齢者の QOL の向上」を目的

としている。（厚生労働省市町村向け手引きより一部抜粋） 

 

○ 豊中市の「自立支援型地域ケア個別会議」は、平成 27 年度より千里地域包括支援センターが独自

で開催していた取り組みをベースとして、豊中市として平成 29 年度より実施を始めたものであり、

図表 5（P5）のとおり、地域ケア個別会議として分類され①から③の機能を有する。それに加え、次

のような機能も含まれている。 

  

◆多職種の専門的な視点に基づく助言を通じて、自立支援型ケアマネジメントの視点やサービス 

提供等に関する意識・知識の向上。（OJT・参加者（専門職も含めた）のスキルアップ） 

 

◆地域の専門職と顔の見える関係を作ることにより、専門職に相談できる環境を構築。 

（参加者全員のネットワークの構築） 

 

図表 6 豊中市の自立支援型地域ケア個別会議の目的 
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Ⅱ. 自立支援型地域ケア個別会議の実施にかかる基本事項 

 

事例対象者 

 「自立支援型地域ケア個別会議」（以下「ケア会議」という）は、自立支援・介護予防の観点を踏まえ

て実施することから、事例対象者は「サービス事業対象者」「要支援者」としている。（それ以外の対象

者についても、実情に応じて範囲を広げていく可能性もある） 

 

参加者の役割 

参加者 職種 役割 

司会者 地域包括支援センター 

ケア会議の進行を行う。事例提供者からの情報や本人の思い

をふまえ、助言者から自立支援に繋がるようなアドバイスを

引き出す。 

助言者 

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）の回復や維持、悪化の

観点からの助言を行うとともに、地域活動への参加・環境調

整に関する助言を行う。 

看護師 
医学的な観点から、疾患に対する理解、留意事項、生活全般

（食事、睡眠、活動、排泄等）における助言を行う。 

管理栄養士 
日常生活を営むうえで基本となる食事について、適切な栄養

摂取という観点からの助言を行う。 

歯科衛生士 介護予防と口腔衛生の観点からの助言を行う。 

主任介護支援専門員 
介護支援専門員の困りごとは何なのか、自立に向けたケアプ

ランになっているかという観点からの助言を行う。 

地域包括支援センター 
圏域の地域資源の情報提供や資源への繋ぎ方について助言

を行う。 

事例提供者 

介護支援専門員 
実際に担当している事例について、概要・アセスメントの内

容等を説明し、専門職から助言を得たい点を最初に伝える。

本人の望む暮らしを実現するために、自立支援に資する助言

を専門職から受け、気づき等を参加者全員と共有する。 
サービス提供事業所 

傍聴者 介護・医療関係者 

自立支援に資する専門職の視点や、事例検討で得られた気づ

きを共に学ぶ。また、助言者を含む会場参加者を人的資源と

してネットワークを構築し、支援に活用する。 

運営 
地域包括支援センター

及び行政 

個人情報に留意しながら、限られた時間で参加者が得るもの

が多くなるよう運営する。 

地域課題の把握・ 

情報提供 

生活支援コーディネー

ター及び行政 

自立支援を阻害する地域課題（制度や社会資源等）の把握を

行う。 
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ケア会議当日の進行の流れ（例） 

項番 内容 主な発言者 時間（目安） 

1 
＊ケア会議開始前 

１事例目の事前意識合わせ 
司会者、助言者、事例提供者 ５分～10 分 

2 
挨拶 

地域ケア個別会議の目的の共有 
行政、地域包括支援センター 

５分 

3 

資料確認 

出席者紹介 

会議の流れの説明 

司会 

4 事例読み込み 全員 ３分～５分 

5 
事例の概要、現在の支援の方針等説明し、 

助言してほしいことを明確に伝える 

事例提供者 

【介護支援専門員】 
５分～10 分 

6 
項番５に補足 

サービス利用時の様子等を説明 

事例提供者 

【サービス提供事業所】 

7 

事例に関する不明点、不足点の確認、説明 

事例を要約し、もらいたい助言や検討のポ

イントを整理する 

司会 ５分 

8 助言者からの質問、助言 助言者 20 分 

9 まとめ 司会 ５分 

休憩 （２事例目の意識合わせ） ５分 

10 項番 4～9（２事例目）  40 分 

11 本日の振り返り 司会者、助言者、事例提供者 10 分 

＊１回あたりの開催で 90 分から 120 分を目安としている。１事例あたりの検討時間を短縮することで、

より多くの事例数を扱えることに留意し、スムーズな運営を心がける。 

 

司会者のポイント 

 ①論点の明確化 

 ・限られた検討時間内でスムーズに進行するために、どこに焦点をおいて検討するのか明確にするこ

とが大切。 

  

②ケア会議の目的と論点の共有 

 ・本人の「望む暮らしの実現を支援＝自立支援」が目的であることを確認。 

 ・何について検討するのかといった論点を、参加者全員と共有する。 

  

 ③ファシリテーション 

 ・会議の目的や事例の論点から逸れないように話し合いを進行する。本人の意向や事例提供者の思い

など、着目したい点に対して発言が得られるように助言者に投げかける。 

 ・司会者から事例提供者や助言者に対し、検討を深めたい点や補足説明が必要な場合に適宜質問や提

案をする。 
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 ④具体的な発言を引き出し、共有 

 ・本人の意向をふまえ、自立を阻害している要因を確認し、補足する情報を把握する。 

・助言者からの抽象的な提案や専門用語を用いた難しい発言があった場合は、具体的でわかりやすい

表現で伝えてもらうよう促す。 

 ・一般的な内容ではなく、本人の状況に応じた具体的な助言を促す。 

 ・助言の根拠は何かを意識しながら、それを引き出すための投げかけを行う。また、参加者全員の OJT

の場であることを意識し、誤解が生じると考えられる場合は、言い換えや要約等を行い、参加者が

正確な理解ができるよう配慮する。 

 

 ⑤発言の整理と優先順位 

 ・専門性に基づいた提案になればなるほど、部分的な助言になる可能性がある。司会者は助言内容を

繰り返すだけでなく、多職種の発言を整理し、連動させていくことを意識する。 

 ・複数の助言から本人や事例提供者が実行できそうなことを、事例提供者とその場で共有する。 

 

 

助言者の発言のポイント   

〇ポイントを絞った助言、発言。 

〇質問の際は、その意図を明確に。 

〇優先順位を意識して議論。 

〇問いかけだけで終わらない。 

〇具体的かつ実行可能な助言。 

〇威圧的にならないように。 

 

 

事例提供者の発言のポイント 

〇一連のケアマネジメントの流れを簡潔に説明。（基本情報、生活行為課題、個人因子・環境因子、ケア

プランなど） 

〇事例の選定理由を説明。（本人や家族の思い、支援者の思い、現時点での課題や目標） 

〇助言してほしい点があれば明確に。 
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個人情報の保護 

 介護保険法では、地域ケア会議で検討を行う場合の資料提供の協力と参加者の守秘義務が明記されて

いる。 

 

【介護保険法から一部抜粋】 

第百十五条の四十八  

１項、２項 省略 

３ 会議は、前項の検討を行うため必要があると認めるときは、関係者等に対し、資料又は情報の提

供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

４ 関係者等は、前項の規定に基づき、会議から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力

の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。 

５ 会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、会議の事務に関して知り得た

秘密を漏らしてはならない。 

6 項 省略 

 

豊中市の各地域包括支援センターにてケア会議を開催するにあたり、個人情報を保護する観点から、

次のことに留意して実施する必要がある。 

 

○原則、事例提供にあたり、本人・家族に開催趣旨を説明のうえで、参加者に提供する個人情報の内

容及び共有範囲などについて、本人・家族の同意を得ておく。（様式は P47 参照） 

○ケア会議の配付資料で個人が特定できないように、氏名・住所・生年月日等をマスキングする。 

○参加者への資料配付は、ナンバリングするなど工夫し、参加者より漏れなく回収する。 

○口頭による説明においても個人が特定できないように注意が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

💡ポイント💡 

個人情報に対しては上記のように適切な対応をとる必要があるが、個人情報を気にするあまり関係者

間での情報共有が満足に図れなくなると、具体的な助言に繋がらないことが懸念される。事例に応じて

必要な情報が違うが、マスキングの方法を変えるなどの工夫が必要となる。 

 

例）地域資源について情報提供する際、校区名を共有することができないか。 

⇒年齢を 80 歳代と大雑把に記載する等をすることにより、校区内でも特定できないような工夫をする

ことで可能。 

注）100 歳代のように校区内でも人数がかなり限定されるような状況では、別の工夫が必要。 
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席の配置 

 会場のレイアウトを一例として掲載した（図表７）。会場の大きさや定員等で配置を変える必要があ

る。また、助言者、生活支援コーディネーターや地域包括支援センターの職員等の間に立場の上下は無

いので、助言や意見が出やすくなるよう運営を工夫する必要がある。 

 例）・テーブルクロスや BGM を使用し、話しやすい雰囲気を作る。 

   ・地域包括支援センターの職員は運営だけでなく、三職種としての情報提供をできる準備をして

おく。また、必要に応じて生活支援コーディネーターにも意見をもらえる環境を整える。 

・栄養や運動などの具体的な助言のために、スクリーンに画像や動画を投影する。（大阪府作成ガ

イドブック等を活用） 

図表 7 席の配置例 

 

（参考）大阪府作成 生活行為の向上・改善を目指して～介護サービス事業所向け「短期集中予防 

サービス（通所型）」ガイドブック～  
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当日配付書類（準備資料） 

 会議の資料は以下の 7 点を必須としている。 

 使用する資料 

1 利用者基本情報 

利用者に関する情報 
2 興味・関心チェックシート 

3 基本チェックリスト 

4 思い記入用紙         （豊中市独自様式） 

5 生活機能評価表        （和光市出典資料） 
アセスメント情報 

6 口腔・栄養アセスメントシート （豊中市独自様式） 

7 介護予防サービス・支援計画書 ケアプラン等 

 

上記に加え、ケア会議で任意資料として提供されるものを以下に例示する。 

【任意資料の例】 

・お薬手帳、お薬の説明書 

・週間支援計画表 

・サービス利用票（兼居宅サービス計画） 

・サービス利用票別表 

・訪問介護（食事）の献立表 

・機能訓練型通所介護での体力測定の結果  など 

 

感染症予防対策 

 令和２年度及び令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の流行により、国が示した「新しい生活様

式」に従い、下記に留意したうえで実施する。 

 

【必要な条件】（『市主催のイベント、公共施設の再開に関する豊中市の方針』より） 

①定期的な換気ができる。 

②会場の広さを確保したうえで、参加定員を収容人数の半分以下にする。 

③近距離での会話や発声、高唱を避ける。 

 

【ケア会議の実施にかかる留意事項】 

・手指消毒用アルコールを受付と会場に設置する。 

・受付にて非接触式体温計で検温し入室する。 

・マスク着用なしの入室は認めない。 

・マイクの取り扱いは、事前の手指消毒を徹底したうえで、適宜拭き取りする。 

・参加者の連絡先を把握し、参加者名簿を管理する。 

・人と人との間隔を十分に保てるよう、会場レイアウトを工夫する。 
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Ⅲ. 豊中市の自立支援型地域ケア個別会議のあゆみ 

（１）平成 29 年度 ≪三職種専門部会での取り組み≫ 

 豊中市地域包括支援センター連絡協議会に設置されていた三職種専門部会において、自立支援型ケア

マネジメント力の強化の取り組みとして、平成 27 年度より千里地域包括支援センターが独自で開催し

ていた取り組みをベースとした「ケア会議」を全市的に実施していくことを検討。 

 

 平成 29 年度の目標（ねらい）  

①地域包括支援センター職員及び主任介護支援専門員の自立支援型ケアマネジメント力の強化 

②地域包括支援センター職員のファシリテーションスキルの向上 

③専門職助言者の確保・育成 

 

 

 平成 29 年度の取り組み  

○ 研修会の実施 

 【目的】自立支援型ケアマネジメントへの意識啓発 

 

 【講師】(株)TRAPE 代表取締役 鎌田大啓 氏 

 

 【対象】地域包括支援センター職員及び主任介護支援専門員 

 

 ・第１回 ６月「介護予防ケアマネジメントにおける、自立支援の考え方」  参加者約 90 人 

 ・第２回 ７月「介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント実践」   参加者約 70 人 

 

○ 模擬ケア会議の実施 

 【目的】①事例提供することでの地域包括支援センター職員のマネジメント力強化 

②助言者として参加することでの専門職のマネジメント支援力強化 

③会議見学することで意識啓発 

 

 【司会】(株)TRAPE 代表取締役 鎌田大啓 氏 

 

 【助言者】理学療法士（市職員） 

      作業療法士（大阪府作業療法士会に依頼） 

      訪問看護師（豊中市訪問看護ステーション連絡会に依頼） 

      主任介護支援専門員（地域包括支援センター職員） 

 

💡ポイント💡 

平成３０年度より、地域包括支援センター主体でケア会議を実施していくことに留意し、地域包括

支援センター職員のスキル強化と専門職助言者の確保・育成の下地を作る。 
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 【事例】要支援１・２および事業対象者（包括直プランのみ） 

 

【検討数】１回１事例 

 

 【傍聴】第１回・第２回目：地域包括支援センター職員 

     第３回目以降：地域包括支援センター職員及び市内事業所の主任介護支援専門員 

  

 ・第 1 回 （北部） 参加者 44 人 

 ・第 2 回 （南部） 参加者 40 人 

 ・第 3 回 （北部） 参加者 88 人 

 ・第 4 回 （南部） 参加者 105 人 

 ・第 5 回 （北部） 参加者 79 人 

 ・第 6 回 （南部） 参加者 74 人 

 ・第 8 回 （北部） 参加者 55 人 

 

 

平成 29 年度 ケア会議の様子 
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（２）平成 30 年度 ≪大阪府介護予防活動普及展開事業での取り組み≫ 

 大阪府介護予防活動普及展開事業のモデル市として、厚生労働省や大阪府の支援を受けながら、前年

の取り組みをベースに豊中市としてのケア会議を確立するための取り組みを実施。 

 

 介護予防活動普及展開事業とは  

厚生労働省事業として、生涯現役社会を実現するため、先進的な市町村で取り組んでいる効果的な介

護予防の仕組み（自立支援型地域ケア個別会議等）を全国展開し、元気な高齢者を増やすことを目的と

している。 

 

・国の役割： 

都道府県の取り組みを円滑に進められるようアドバイザーの派遣等により技術的な支援を行う。 

 

・都道府県の役割： 

市町村が自立支援型ケアマネジメントを実施するために不可欠な、専門職の育成を行う。また、自立

支援型地域ケア個別会議を効果的に実施するためのアドバイザーの派遣や研修会等を開催し、市町

村の支援を行う。 

 

・市町村の役割： 

自立支援型地域ケア個別会議を専門職と協働して開催し、自立支援型介護予防ケアマネジメントを

実施するとともに、住民主体の通いの場による介護予防活動を促進する。 

 

 

 平成 30 年度の目標（ねらい）  

①豊中市版のケア会議の確立 

②専門職助言者の確保・育成（前年から引き続き） 

③介護支援専門員の自立支援型ケアマネジメント力の向上 

 

 

 平成３０年度の取り組み  

○ 研修会の実施、参加 

・４月 介護予防・地域ケア会議研修会  参加者約 80 人 

 【内容】介護予防のための地域ケア会議と事業所の役割 

 【講師】(株) ライフリー 代表取締役 作業療法士 佐藤孝臣 氏 

 【対象】市内介護保険サービス事業所の職員 

💡ポイント💡 

前年度の取り組みをベースに豊中市版のケア会議を確立するとともに、モデル市として府内へ展開

できるようなノウハウを蓄積する。また、研修等を通じて市職員の意識向上を図り、保険者機能強化

に繋げる。 
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・４月 自立支援型ケアマネジメント研修会  参加者約 100 人 

 【内容】自立支援型ケアマネジメントの実践 

 【講師】(株) ライフリー 代表取締役 作業療法士 佐藤孝臣 氏 

 【対象】市内事業所に在籍する介護支援専門員及び地域包括支援センター職員 

 

・５月 司会者養成研修（府研修へ参加） 

 【内容】司会者としての基本、司会者の役割 

 【講師】(株) ライフリー 代表取締役 作業療法士 佐藤孝臣 氏 

 【対象】大阪府介護予防活動普及展開事業モデル市町の担当者及び地域包括支援センター職員 

 

・６月、８月、11 月 介護予防ケアマネジメント研修（府研修へ参加） 

 【内容】介護予防ケアマネジメントの実践に向けて（窓口対応） 

 【講師】(株) ライフリー 代表取締役 作業療法士 佐藤孝臣 氏 

 【対象】大阪府介護予防活動普及展開事業モデル市町の担当者及び地域包括支援センター職員 

 

・７月 規範的統合研修  参加者約 110 人 

【内容】地域包括ケアシステムの深化と自立支援・介護予防の重要性 

【講師】大阪府福祉部高齢介護室介護支援課長、 

    埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研修科教授 川越雅弘 氏 

【対象】行政職員、地域包括支援センター職員、生活支援コーディネーター、 

    コミュニティソーシャルワーカー、介護予防センター職員 

 

・７月 自立支援型ケアマネジメント研修会（生活機能評価表の活用） 参加者約 90 人 

 【内容】「生活機能評価表」を用いたグループワーク等 

 【講師】大阪府理学療法士会副会長 中村昌司 氏 

 【対象】市内事業所に在籍する介護支援専門員及び地域包括支援センター職員 

 

・８月 地域包括ケア等充実・強化研修（府研修へ参加） 

 【内容】介護予防・重度化防止の取組の重要性、 

地域包括ケアに資するケアマネジメントの必要性とケア会議 

 【講師】大阪府福祉部高齢介護室介護支援課長、 

埼玉県和光市教育部長 

 【対象】大阪府介護予防活動普及展開事業モデル市町の担当者及び地域包括支援センター職員、 

     その他の市町村の担当者及び包括職員 

 

・３月 「ますます元気に 専門職に学ぶ 介護予防大作戦」  参加者約 110 人 

 【内容】介護予防と自立支援について、豊中市の地域ケア個別会議の概要と H30 の取り組み 

 【講師】(株) ライフリー 代表取締役 作業療法士 佐藤孝臣 氏 

 【対象】全市民 
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○ ケア会議の実施 合計１４回 

・5～7 月 月 1 回 ケア会議開催（H29 年と同様のスタイルで実施） 

・8～2 月 月 2 回 各地域包括支援センター主催でケア会議開催 

 

 【司会】ケア会議を主催する地域包括支援センター職員（前半７回は市職員） 

 

 【助言者】理学療法士（大阪府理学療法士会に依頼） 

      作業療法士（大阪府作業療法士会に依頼） 

      訪問看護師（豊中市訪問看護ステーション連絡会に依頼） 

      管理栄養士（大阪府栄養士会に依頼）⇒H30 より追加 

      歯科衛生士（大阪府歯科衛生士会に依頼）⇒H30 より追加 

      主任介護支援専門員（地域包括支援センター職員） 

 

 【アドバイザー】大阪府介護予防活動普及展開事業として派遣 

 

 【事例】要支援１・２および事業対象者（委託プラン含む）⇒H30 より変更 

 

【検討数】１回 2 事例 ⇒H30.8 より変更 

 

 【傍聴】市内の介護保険サービス事業所 

 

【主な変更点】 

・傍聴者として市内事業所の介護支援専門員も対象とした（H30.5） 

・傍聴者としてサービス事業所も対象とした（H30.8） 

 ・大阪府よりアドバイザーの派遣を依頼した（H30.8） 

 ・助言者に管理栄養士、歯科衛生士を追加した（H30.8） 

 ・生活支援コーディネーターに参加依頼した（H30.8） 

 ・３カ月後モニタリングを実施した（H30.8） 

 ・標準様式として、「口腔・栄養アセスメントシート（独自様式）」を取り入れた（H30.8） 

 ・標準様式として、「本人の思い記入シート（独自様式）」を取り入れた（H30.9） 

 ・助言者への事例の事前配布を止め、当日の読込み 5 分のみとした（H30.11） 
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 平成 30 年度 評価  

良かった点 

・管理栄養士と歯科衛生士に助言者として参画してもらうことで、栄養と口腔の重要性が事例提供者や

傍聴者と共有できた。 

・様式に「口腔・栄養アセスメントシート」を使用することで、アセスメントする際のポイントの意識

付けができた。 

・様式に「思い記入用紙」を使用することで、議論の的が絞れた。 

・毎回多くの傍聴者としての参加があり、自立支援を考える OJT の場となった。 

課題 改善のための方法 

１事例４５分の検討時間を超える場合があり、振

り返りや地域課題の共有の時間が充分に取れな

い場合がある。 

・包括職員向け研修を実施し、司会者としてのスキル

アップを目指す。 

 

介護支援専門員や本人が取り組みしやすいよう

な優先順位をつけた助言に繋がっていない。 

・豊中市の実情に合った効果的な助言を引き出すため

に、助言者研修を行う。 

・包括・ケアマネやサービス提供事業所に「自 

立支援・介護予防」の概念が浸透していない。 

・ケア会議に事例提供をしてくれるケアマネの 

 書類作成に係る負担が大きい。 

・包括の自立支援ケアマネジメント担当者以外にも

「自立支援」の考え方を共有する。 

・地域ケア個別会議を OJT の場として捉え、地域ケア

個別会議と短期集中サービスとの連動で成功体験を

してもらうことで、効果的な介護予防ケアマネジメ

ントを理解してもらう。 

・自立支援のイメージをしやすくするために、進行性

疾患や認知症などの困難事例は除き、軽度者のケー

スを選定する。 

・開催数（事例数）を増やし、OJT の場を作る。 

短期集中サービスが必要な利用者の選定ができ

ていない。 

・包括職員及び介護支援専門員向けの短期集中サービ

ス研修会を実施し、短期集中サービスの効果的な活

用を推進する。 

市民に「自立支援・介護予防」の概念が浸透して

いない。 

・介護保険の申請や相談等、介護保険の入り口で「介

護保険法の理念」「自立支援・介護予防の大切さ」を

伝えるための、市職員向け研修を実施。 

地域課題から政策形成へ 

専門職がスポット的に訪問できる仕組みがあれば、介護支援専門員のアセスメントや利用者との合意形

成をとりやすくなる。（特に栄養や口腔） 

 ⇒ケア会議に提出した事例限定で、「専門職のスポット訪問」を実施。（次年度より） 

 

 

 

 

 

【豊中市版ケア会議】 

個別事例の解決よりも、事例に対する多職種の助言（「思い記入用紙」に記載された本人の望

む暮らしに寄り添ったもの）を通じて、参加者が専門職の視点を学ぶことを重視する。また、助言

者として参加することで、地域の専門職の育成効果も期待。 
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（３）令和元年度 ≪大阪府介護予防活動強化推進事業での取り組み≫ 

 大阪府介護予防活動強化推進事業の重点支援市として大阪府の支援を受けながら、平成 30 年度に構

築した豊中市版ケア会議を圏域にて定着させ、自立支援・介護予防に資する仕組みをより効果的にする

ことを目的とした取り組みを実施。 

 

 介護予防活動強化推進事業とは  

介護予防活動普及展開事業は平成２８年度から平成 30 年度にて終了した。大阪府はモデル市を通じ

て得た成果や課題を踏まえ府内全市町村へ普及・展開するために、令和元年度から介護予防活動強化推

進事業へ移行した。 

 

 ◆介護予防活動普及展開事業（平成 28 年度～平成 30 年度） 

  モデル市町村での自立支援型地域ケア個別会議の立ち上げ・運営 

 

  【モデル市町・保険者】 

平成 28 年度：3 市 堺市、羽曳野市、泉南市 

平成 29 年度：5 市町 堺市、羽曳野市、泉南市、吹田市、能勢町 

平成 30 年度：7 市（5 保険者） 岸和田市、豊中市、泉大津市、阪南市、くすのき広域連合 

 

 ◆介護予防活動強化推進事業（令和元年度～令和 2 年度） 

 【目標】 

自立支援型地域ケア個別会議から、短期集中サービスによる状態改善により社会参加まで繋げる支

援を実施し、成功事例を創出。 

 

 【効果】 

短期集中サービスの効果的な実施、状態改善による「成功事例」の見える化をすることで、介護支

援専門員等への「効果的な介護予防ケアマネジメント」の理解促進に繋がる。 

 

 【重点支援市・保険者】 

令和元年度：3 市（予定） 豊中市、他 2 市 
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 令和元年度の目標（ねらい）  

①介護支援専門員や専門職が参加しやすい環境の整備 

②専門職助言者の確保・育成（前年から引き続き） 

③行政職員を含む介護保険関係者の自立支援意識の向上 

④ケア会議を通じて状態の改善から社会参加までのサイクルイメージの共有 

 

 

 令和元年度の取り組み  

○ 研修会の実施、参加 

・４月、10 月 通所訪問型短期集中サービス研修会  参加者約 110 人（２日程合計） 

 【内容】短期集中サービスと自立支援、豊中市の短期集中サービスの事業説明 

 【講師】(株) ライフリー 代表取締役 作業療法士 佐藤孝臣 氏、 

     市職員及び地域包括支援センター職員 

 【対象】市内事業所に在籍する介護支援専門員及び地域包括支援センター職員 

 

・5 月、7 月、11 月 介護予防ケアマネジメント研修（府研修へ参加） 

 【内容】介護予防ケアマネジメントの実践に向けて（窓口対応） 

 【講師】(株) ライフリー 代表取締役 作業療法士 佐藤孝臣 氏 

 【対象】府内市町村の担当者及び地域包括支援センター職員 

 

・５月 司会者養成研修（府研修へ参加） 

 【内容】司会者としての基本、司会者の役割 

 【講師】(株) ライフリー 代表取締役 作業療法士 佐藤孝臣 氏 

 【対象】府内市町村の担当者及び地域包括支援センター職員 

 

・７月 司会者養成研修  参加者約 40 人 

 【内容】自立支援型地域ケア個別会議における司会者の役割、模擬ケア会議 

 【講師】(株) ライフリー 代表取締役 作業療法士 佐藤孝臣 氏 

 【対象】地域包括支援センター職員 

 

・９月 ケア会議参加者向け研修  参加者約 30 人 

 【内容】介護予防のための地域ケア会議とは 

 【講師】(株) ライフリー 代表取締役 作業療法士 佐藤孝臣 氏 

 【対象】地域ケア会議（当日）参加者 

 

 

 

💡ポイント💡 

 前年度の課題を改善していくための PDCA サイクルを意識した取り組みを実施。 
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・10 月 助言者養成研修  参加者約 70 人 

 【内容】介自立支援型地域ケア個別会議における司会者の役割 

 【講師】(株) ライフリー 代表取締役 作業療法士 佐藤孝臣 氏 

 【対象】豊中市のケア会議に助言者として出席する人 

 

・11 月 介護保険サービス事業者対象研修  参加者約 30 人 

 【内容】自立支援に向けた通所事業所の役割 

 【講師】(株) ライフリー 代表取締役 作業療法士 佐藤孝臣 氏 

 【対象】市内事業所に在籍する職員 

 

・1 月 総合事業の今後の方向性についての説明会  参加者約 110 人 

 【内容】短期集中サービスを活用した自立支援型ケアマネジメントの実践について 

 【講師】(株) ライフリー 代表取締役 作業療法士 佐藤孝臣 氏 

 【対象】市内事業所に在籍する職員 

 

 

○ 行政職員向け研修（規範的統合研修） 

行政職員が、それぞれの業務の中でどのように市民啓発できるか、研修の中で検討した。 

 

 規範的統合とは  

地域の課題は何なのか、どのような地域社会を作るのか、関係者間で目標や考え方の共有を行うこと。

地域包括ケアシステムを深化・推進するうえで関係者間が一緒の方向を向くことが大切。 

 

・6 月 規範的統合研修  参加者約 50 人 

【内容】地域包括ケアシステムにおける市町村の役割、大阪府における介護行政の現状と課題 

【講師】大阪府福祉部高齢介護室介護支援課長、 

    (株) ライフリー 代表取締役 作業療法士 佐藤孝臣 氏 

【対象】福祉部の管理監督職員（係長級以上） 

 

・８月 規範的統合研修  参加者約 70 人 

【内容】社会保障制度の動向、介護保険の現状、保険者に求められる役割 

【講師】(株) ライフリー 代表取締役 作業療法士 佐藤孝臣 氏 

【対象】長寿安心課、長寿社会政策課職員 
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○ ケア会議の実施 合計 37 回 

・介護支援専門員や専門職が参加しやすい環境を作り、自立支援を学ぶ OJT の場を確保するため、５月

から３月の間、毎週市内のどこかでケア会議を開催した。（※当初予定は 42 回であったが新型コロナウ

イルスの影響等で 5 回中止となった） 

・運営方法は前年度と同様で実施した。 

 ＊モニタリング様式を一部変更 

 

○ 連携強化包括 

・介護予防活動強化推進事業の目的である、ケア会議を通じた状態の改善から社会参加までのサイクル

をイメージしてもらうため、中央地域包括支援センターを連携強化包括とし、社会参加のモデルを創

出することを目的に、中央地域包括支援センターと協力して取り組みを行った。 

 

【主な取り組み内容】 

・ケア会議から短期集中サービスへの繋ぐモデル事例として、生活不活発（活動量の低下により 

心身機能が低下し支障をきたす）を主たる原因として生活機能が低下したものを中心に事例選 

定を行った。また、短期集中サービスへの繋ぎや自立支援への合計形成について、専門職のス 

ポット訪問を積極的に活用した。 

 

・ケア会議から社会参加のモデル事例として、生活支援コーディネーターに積極的に関与しても 

らい、地域資源の創出に取り組んだ。 

 

○ 専門職のスポット訪問 

【手順】 

１．地域ケア個別会議にて事例提出   

２．ケアマネが対象者に会議の報告、訪問の希望確認 

３．（対象者）が希望した場合⇒ケアマネが包括に依頼   

４．包括が長寿安心課に依頼 

５．長寿安心課から助言者に依頼   

６．日程調整（対象者⇔ケアマネ⇔包括⇔市⇔助言者）    

７．訪問実施   

８．助言者より記録（報告書）を受け取り、ケアマネに送付・包括に共有 

 

 【実績】 

計 20 件 

前年度事例から当年度訪問につながったケース：1 件 

当年度事例から訪問につながったケース：19 件 

 

職種 理学療法士 作業療法士 看護師 歯科衛生士 管理栄養士 生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

件数 6 5 1 1 5 2 
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 令和元年度の評価  

良かった点 

【研修会・ケア会議】 

・全包括職員を対象に司会者研修を実施し、自立支援ケアマネジメント担当者以外にも「自立支援」の

考え方と司会者の役割が共有できた。 

・具体的で実行しやすい助言が出てくるようになった。 

・回数を重ねることで、運営の手際が良くなり、司会者や助言者のスキルが上がった。 

・助言者間のネットワーク構築ができてきた。（チームプレイ） 

 

【規範的統合研修】 

・課題と目的を共有することで、所属を超えて「自立支援・介護予防」を考えるきっかけとなった。 

  ➡「やさしい介護と予防」（介護保険制度やサービスの案内冊子）の内容を見直し。 

  ➡「自立支援型ケアマネジメントを実践するモデル事業」の検討。 

 

【連携強化包括・専門職のスポット訪問】 

・中央地域包括支援センターの事例から、生活支援コーディネーターが関わって、新しい地域資源「豊

中ヒストリア」が創出された。 

・専門職のスポット訪問を積極的に活用し、効果が検証できた。 

  ➡ 運動・生活機能の評価や生活環境の調整等、介護支援専門員のアセスメントに専門職の視点が加

わる。 

  ➡ 利用者との合意形成において、説得力を持った説明が可能。 

課題 改善のための方法 

事例提供者探しが運営側にとって大きな負担にな

っている。開催数が多く、運営も助言者もオーディ

エンスも参加が大変。 

・開催回数を減らし運営や参加者の負担を軽減し、

効果的に実施する。 

・事例提供してもらいやすい環境を作る。 

優先順位をつけてまとめることが難しく、助言が実

行できているか不明。 

 

・司会者と助言者が、お互いに困っていることや運

営に求めることを共有。 

・助言を具体的に実行するために、介護支援専門員

や本人が活用できるものが必要。 

市民啓発は様々な手法で継続していくことが必要。 ・それぞれの業務の中で市民啓発するための、説明

の標準化が必要。 

・より効果的に市民啓発するために、高齢者本人に

成功体験を語ってもらう場が必要。 

地域ケア個別会議の事例を、直接短期集中サービス

に繋ぐことが困難。 

➡ 地域ケア個別会議時点での医療情報が不足し

ている。（特に運動機能） 

➡ すでにサービス開始しているプランを変更す

ることが難しい。（利用者との合意形成、他の

サービスとの兼ね合い） 

・短期集中サービスの利用を推進する仕組みを作

る。 

・スポット訪問に限らず、介護支援専門員のアセス

メントを専門職が支援する仕組みを作る。（プラン

作成前） 
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地域課題から政策形成へ 

・地域ケア個別会議で専門職の助言は勉強になるけど、ケアマネジメントの流れの中で実践するのは難

しい・・・。 

・スポット訪問は効果があると思うが、利用がケア会議の事例に限定されているので、効果が広がらな

いのでは・・・。 

・短期集中サービスは効果的だと思うが、すでに介護保険サービスを利用している場合が多く、利用者

との合意形成が難しい・・・。 

・自宅でできるセルフマネジメントについて、ツールとして具体的に利用できるものがない・・・。 

 

⇒地域課題を解決するために、「自立支援型ケアマネジメント促進モデル事業」を令和２年度より実施。 

 

【概要】 

新規の要支援認定者・事業対象者に対して、リハ職が同行アセスメントを実施し、短期集中サービスを

提案。短期集中サービス終了後のセルフマネジメントの方法や地域資源の活用についても検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少路圏域をモデル地域として、令和 2 年から令和 3 年度にかけて実施。 

＊詳細は介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の手引き 

【自立支援型ケアマネジメント促進モデル事業 編】を参照 
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Ⅳ. 今後の取り組みについて 

 平成２９年度から、ケア会議や研修を通じた自立支援の取り組みを実施してきた。ケア会議には

傍聴者を含めると延べ 2,000 人以上の参加があり、介護支援専門員などの参加者と専門職とのネッ

トワークが広がってきた。また、司会者や助言者については経験を積むことで具体的かつ効果的な

助言が増え、豊中市版ケア会議の特徴である「参加者が専門職の視点を学ぶ」という研修的な役割

は一定果たしてきたと考えられる。また、令和２年度からは「自立支援型ケアマネジメント促進モ

デル事業」が始まり、専門職がケアマネジメントの流れの中で関わっていく仕組みが試行され、自

立支援に資する取組は着実に前に進んできている。 

 

 

 めざす姿（多職種の多様な場面での関わり）  

 要支援者のケアプラン作成に関して、地域包括支援センターを中心としたネットワークを活用し、

多職種で一緒に考えることができる「場」を地域資源として構築。具体的には、新規のケアプラン

作成時、短期集中サービス終了時・退院時など利用者の状態が変化した場合や、適宜ケアプランを

見直す必要がある時に多職種に相談できる機会を増やしていく必要がある。 

 

 

 課題  

上記の【めざす姿】を実現するためにはケア会議を有効活用する必要があるが、現状の体制では

以下のような課題がある。 

 

  〇多くの参加者があった一方、扱った事例は約 130 件となっており、地域支援事業実施要綱で

示されている頻度(※)に比して少ない。市内の全ての介護支援専門員が年に１回は地域ケア会

議での支援が受けられるような仕組みになっていない。 

  〇事例検討の機会を増やす必要があるが、豊中市版ケア会議は会場の確保から当日運営まで多

くの労力を必要とする。 

  〇専門職の視点は学べるが、ケアマネジメントの流れの中で実践するのは難しい。 

  〇多くの傍聴者がいるため、事例提供を躊躇される場合が多い。 

  〇モデル事業において、短期集中サービスの導入でリハ職が同行訪問し目標設定を共有してい

るが、短期集中サービス利用者以外について、専門職が関われる機会が不足している。 

 

さらに、令和元年の後半から新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、「新しい生活

様式」の実践が求められるようになった。高齢者には基礎疾患を持っている方も多く、感染をおそ

れ、活動自粛により身体的にも社会的にもフレイルに陥ることが懸念される。このように「新しい

生活様式」の中で生じうる高齢者の様々な生活課題に関しても、ケア会議を活用し多職種の専門的

な視点を高齢者本人への支援に活かしていくことが有効だと考えられる。 
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 今後の取り組み  

 今後、地域包括支援センターを中心としたネットワークを活用し、多職種でケアプラン作成を一

緒に考えることができる地域資源としてケア会議を位置付けていくためには、圏域に根差したケア

会議（以下「圏域型ケア会議」という）を開催していく必要がある。これは地域包括支援センター

を中心とした包括的・継続的ケアマネジメントの推進に繋がるものであり、各圏域の特色に応じた

開催方法を検討していく必要がある。 

 一方で、従来の豊中市版ケア会議についても継続して実施していく必要がある。自立支援の意識

を啓発する場として、地域の専門職を育成する場として、豊中市版ケア会議は大きな役割を果たし

ている。また、圏域型ケア会議を効果的に実施するためには、「自立支援・介護予防」という目的か

ら外れていないか全市的に共有する必要がある。そのためには、開催頻度を検討の上、豊中市版ケ

ア会議を圏域型ケア会議と並行して実施していく必要がある。 

 

 圏域型ケア会議の方向性  

◇豊中市版ケア会議の課題 ◇圏域型ケア会議の方向性 

市内の全ての介護支援専門員が年に１回は地域

ケア会議での支援が受けられるような仕組みに

なっていない。 

圏域内において小規模（公開・非公開は任意）で実

施する。開催頻度を増やすことができ、より多く

の介護支援専門員が地域ケア会議での支援が受け

られる。開催が定着していけば、気軽に専門職に

相談できる場所としての地域資源となりえる。 

事例検討の機会を増やす必要があるが、豊中市版

ケア会議は会場の確保から当日運営まで多くの

労力を必要とする。 

司会者、助言者、事例提供者等の少人数で実施が

できるため、運営に係る労力が大幅に削減できる。 

多くの傍聴者がいるため、事例提供を躊躇される

場合が多い。 

小規模で実施することで、事例提供者が事例を提

供しやすい環境となる。また、オンラインを活用

したリモート形式でのケア会議を実施できる可能

性がある。 

専門職の視点は学べるが、ケアマネジメントの流

れの中で実践するのは難しい。 

短期集中サービス利用者以外の新規のケアプラン

作成や、ケアプランを見直す必要があるタイミン

グで多職種が関わり、スポット訪問を効果的に活

用することで、実践に繋げていく。 

＊P27 図表 8 参照 

 

モデル事業において、短期集中サービスの導入で

リハ職が同行訪問し目標設定を共有しているが、

短期集中サービス利用者以外について、専門職が

関われる機会が不足している。 

(※） 

地域支援事業実施要綱から一部抜粋 

介護支援専門員の資質向上に資するよう、市町村内の全ての介護支援専門員が年に１回は地域ケ

ア会議での支援が受けられるようにする等、その効果的な実施に努めること。 

 参考：市内の介護支援専門員の人数 約４６０人（令和２年６月時点） 
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図表 8 圏域型ケア会議 対象者のイメージ 

 

 

 

＜圏域型ケア会議 令和３年度の実施について（予定）＞ 

 

 

 

 

  

 令和３年度の内容 

実施回数 各地域包括支援センターの裁量で実施する。ただし、今後地域資源として位置付ける

ための基盤となるような実施回数を検討する。 

定員規模 小規模で実施し、公開・非公開は各地域包括支援センターの裁量とする。 

対象事例 豊中市版ケア会議と同様に要支援１・２および事業対象者とする。 

＊上記対象者のイメージ参照。 

会議時間 各地域包括支援センターの裁量で実施するが、おおむね６０分から９０分とする。 

検討事例数 2 事例以上を実施する。 

助言者の職種 豊中市版ケア会議をベースに、各地域包括支援センターの裁量で実施する。 

スポット訪問 当日助言者の中から必要に応じて調整する。 

＊上記対象者のイメージから、アセスメントや合意形成のため専門職の同行訪問が効

果的と考えられるので、より一層活用を検討する。 

当日資料 豊中市版ケア会議をベースに、各地域包括支援センターの裁量で実施する。 

オンラインの 

活用 

利用者のオンライン参加等、幅広い会議形態を検討しながら実施する。 
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Ⅴ．事例の紹介 ≪事例を通じて確認する成果と課題≫ 

 

【事例１】ケア会議後のスポット訪問の利用をきっかけに栄養状態が改善し、健康管理に対する意識を

高められた事例 

 

【事例２】動画を活用した事例紹介により、具体的な助言を得られた事例 

 

【事例３】事例検討のフィードバックにより、本人の自立に対する意欲をさらに高められ、 

生活支援コーディネーターによる地域活動の案内につなげられた事例 

 

【事例４】生活不活発のため、生活改善を促すきっかけを見出したい事例 

 

【事例５】助言をもとに本人に提案するも拒否され、合意形成の困難さが課題となった事例 

 

【事例６】短期集中サービスの利用により取り戻した自身・意欲をサービス終了後にどのように 

維持すればよいか検討した事例 

 

【事例７】配偶者を亡くし、喪失感で閉じこもりになっている事例 
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 【事例１】 
ケア会議後のスポット訪問の利用をきっかけに栄養状態が改善し、健康管理に対する意識を

高められた事例 
    

１．事例の概要   

基本情報 ８０歳   性別（ 男性 ）  介護度： 要支援１   

家族・生活環境  独居 ・ 一戸建て住宅 

現病歴・既往歴 (現病歴) 胃腸炎、心房細動、緑内障   (既往歴) 脳梗塞、腸閉塞、肺気胸 

利用して

いるサー

ビス 

公的  訪問介護（週 1回）、往診（月 2回） 

非公的   

意向 

本人 仏教の活動は続けたい。知人は家まで来てくれる。息切れするが自分でも駅まで歩きたい。 

家族 高齢の兄と姪がいるが、緊急連絡するのみ。 

ケアマネ 
寝たきりにならない様、健康で過ごして欲しい。買い物など少し歩ければもっと生活の楽しみが出来

ると思う。 

事例概要 

心房細動による不整脈から息切れし易く、活動量が低下し、フレイル・サルコペニアの状態。脳梗塞の

既往があるが、抗凝固剤の服薬を拒否。食事内容や家具の配置等、様々なこだわりがある。 

外出が余りできなくなったが、社会参加したい気持ちは強く、その実現のため身体機能・栄養状態・社

会資源についてアセスメント及び助言が必要。 

    

２.検討した内容  
 

主な助言

内容 

PT 

専門職の管理下での運動・リハビリが理想。自分流の体操ではなく PT による血圧や脈拍の管理下で

訪問リハビリを導入してはどうか。屋内外の安全な移動のための環境調整のためにも利用を勧める。

本人の拒否により導入困難ならスポット訪問にて専門職から勧めるのも一つの方法ではないか。 

OT 

まず転倒リスクのアセスメントをしっかりする必要がある。その上で安全にリハビリできる環境のある

デイサービスなどの利用を通じて段階的に歩行距離を延ばしてはどうか。自宅環境の調整による転倒

予防も必要。 

看護師 

新しく服用を勧められる薬の拒否については、起立性低血圧の程度をアセスメントし、それが薬でどの

程度改善するかを具体的に提示してみる。主治医からの話だけでなく、日常生活のどこで困っている

のかを看護師がアセスメントし、的確な助言に繋げてはどうか。 

栄養士 

BMI が基準を下回っている。半年で 2～3 ㎏減少している現状では必要なエネルギー量やタンパク質

の摂取が足りていないと考えられる。食べ易い形態、栄養の偏りなどをスポット訪問で確認してもらう

のはどうか。（参照：大阪府ガイドブック資料編 P49-50） 

歯科衛

生士 
しっかり食べるために引き続き訪問歯科利用を。奥歯の力が入らないと踏ん張れない。 
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主 治 医

※ 

各専門職からの質問に対して、身体状況などの的確な助言をもらう。 

無理に外を歩くことはリスクが高いのでやめたほうがいい。デイケアなど利用をしてはどうか。 

何か楽しみを持つことができないか。 

（※主治医は事例提供者（サービス提供事業者）としての参加であったが、助言者としての発言も一部

得られた） 

 

 

   

３.事例検討後   

自立支援を阻害していると考えられる要因 

☒本人の意欲・性格    ☒住環境     ☐経済状況       ☐専門職の知識不足や意識・スキルの問題   

☐医療介護の連携不足  ☐自立支援の理念が浸透していない  ☐介護保険制度・総合事業（      ） 

☐介護保険外のサービス不足（フォーマル）               ☐地域資源の不足（インフォーマル） 

☐その他（                ） 

活用を検討した社会資源 

☒スポット訪問（職種：管理栄養士、理学療法士 ） 

☐短期集中サービス 

☐その他（                     ） 

実際に活用した社会資源 

☒スポット訪問（職種： 管理栄養士 ） 

☐短期集中サービス 

☐その他（                     ） 

運営に対する感想、反省点など                                 

 主治医が事例提供者（サービス提供事業所）として参加してもらえた事例となり、本人の身体状況など明確になり、利用者そ

のものや事例への理解がしやすかったと思う。各助言もとても充実した助言となった。                                                               
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【事例２】 
動画を活用した事例紹介により、具体的な助言を得られた事例 

    

１．事例の概要   

基本情報 80 歳   性別（ 男性 ）  介護度： 要支援１   

家族・生活環境  要介護 4の妻と娘二人の 4人暮らし。団地（エレベーター無し）4階に居住。 

現病歴・既往歴 

・75歳肝臓がん 高血圧症 

・20 代の頃、右大腿骨骨幹部骨折。後遺症で右大腿骨骨幹部が外側に変形。右足が 5ｃｍ短く、右膝

関節の変形・痛みあり。股関節も変形している。来月右膝の手術予定。 

・前歯上下とも欠損あり。奥歯は虫歯のため上下抜けている。 

利用して

いるサー

ビス 

公的  ・運動型半日デイサービス・4点杖レンタル 

非公的 自治会の集まり、知人の相談事に乗ることがある。 

意向 

本人 妻もリハビリを頑張っているから、自分もリハビリを頑張りたい。 

家族 
足の手術を受けてしっかり歩けるようになって欲しい。退職後体重が増えお腹が出てきた。食事にも

気をつけて欲しい。 

ケアマネ 
退職後引きこもりがちだったが、デイに通い始め気持ちが前向きになられた。本人の望む暮らしがで

きるよう支援したい。 

事例概要 

・脚長差ありインソールや多点杖使用するが、歩行不安定で転倒のリスクが高い。昨年まで鉄工所に

勤務。退職と感染症蔓延の時期が重なり引きこもりがちに。特に趣味もなく、ほとんど家でじっとして過

ごす。 

・カップ麺や和菓子などの甘い物を好む。野菜嫌い。 

・BMI 23.6 

    

２.検討した内容  
 

主な助言

内容 

PT 

・歩行状態を撮影したビデオを見ると、おそらく 5 ㎝以上脚長差がある。膝が０脚のように変形し足首

も外に曲がってしまっている。足の状態にあわせたソールや合った靴を選ぶ必要がある。普通の靴に

ソールを入れると歩きづらい。 

・現在のデイでのリハビリは本人の状態に合っている？手術に備えて筋力をつけていこうという声掛

けができればよい。 

OT 

・「自分もリハビリを頑張りたい」とあるが、リハビリは元気になる手段で目的ではない。元気になったら

何がしたいか、が大切。（例： 一人で散歩に行く、近くのスーパーに買い物に行きたいなど。） 

・基本チェックリストのうつのスコアも高い。長年仕事一筋できた男性は、生活の質の高め方がわから

ない人が多い。興味関心チェックシートではやりたいことは多いので、通いの場など本人がはまるもの

をさがしては。 

・動画から、術式は人工膝関節置換術が推測される。歩行状態に関しては動きが自己流。専門職の

指導を受けていない可能性も。人工膝関節置換術を受けるとすると、膝の内反は改善するだろう。術
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後、膝を守る動作を教えてもらえたら。 

看護師 

・口が渇いてきたとも話している、尿酸値を押さえる薬も飲んでおり水分バランスをとり流れを良くす

る。 

・年齢的に前立腺の病気なども考えられる。 

栄養士 

・体重がどのくらい増えたのか？体重が同じでも筋肉が落ち脂肪が増えているということは考えられ

る。増えた分を戻す、手術までは甘いものを控えるなど目標を立てる。 

・手術に向けてタンパク質、ビタミン、ミネラルは取ってほしい。肝臓がんの既往からタンパク質の制限

があるかもしれないので、その点は主治医に確認して。 

歯科衛

生士 

・噛む力が衰えると転倒リスクが高くなる。口腔環境を整えることは、術後合併症予防（肺炎や人工関

節炎など）にもつながる。感染症の影響で受診を控える方は多いが、術前の歯科受診を勧奨する。 

・甘いものに嗜好が偏っている。噛めないので柔らかいものを好み、噛まなくなることで唾液が出ない

という悪循環も。硬い物を食生活に取り入れるように。 

主任ケ

アマネ 

・真面目な昭和のお父さんという感じだが元気ない様子なのが気になる。感染症の影響がなくなり膝

の手術をして、社会参加が出来れば随分変わると思う。 

    

３.事例検討後   

自立支援を阻害していると考えられる要因 

☐本人の意欲・性格    ☒住環境     ☐経済状況       ☐専門職の知識不足や意識・スキルの問題   

☐医療介護の連携不足  ☐自立支援の理念が浸透していない  ☐介護保険制度・総合事業（      ） 

☐介護保険外のサービス不足（フォーマル）               ☐地域資源の不足（インフォーマル） 

☒その他（感染症流行 右膝関節の痛み ） 

活用を検討した社会資源 

☐スポット訪問（職種：          ） 

☐短期集中サービス 

☒その他（かかりつけ歯科） 

実際に活用した社会資源 

☒スポット訪問（職種： 理学療法士           ） 

☐短期集中サービス 

☐その他（                     ） 

運営に対する感想、反省点など 

本会議で初めて動画を使用した。（ケアマネが事前に撮影したものを、ケア会議の会場でスクリーンに投影した。）紙面情報や

口頭での説明だけでは歩行状態が伝わりにくいが、実際の動作を見ることで的確なアドバイスに繋がった。術前の本人への声

掛け・支援のポイントを多種職から引き出すことが出来た。術後のプラン再立案のタイミングでのスポット訪問活用について、

会議中に触れられればさらに良かったと思う。 
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 【事例３】 
事例検討のフィードバックにより、本人の自立に対する意欲をさらに高められ、 

生活支援コーディネーターによる地域活動の案内につなげられた事例 
    

１．事例の概要   

基本情報 ９２歳   性別（ 男性 ）  介護度： 要支援 2  

家族・生活環境 独居 サービス付き高齢者住宅入所中  

現病歴・既往歴 脊柱管狭窄症  前立腺肥大症 

利用して

いるサー

ビス 

公的 訪問介護  

非公的 施設サービス（安否確認 食事提供等） 

意向 

本人 

手書きで文字を書く事により記憶力や判断力が鈍る事を防ぎ、著作活動を続けていきたい。脊柱管狭

窄症により、座ってから立つ時に歩きにくいのを改善したい。自分の事は自分で判断し、いつまでも自

分で行うことが出来る生活がしたい。 

家族  なし 

ケアマネ  本人の現在のＡＤＬ・健康の維持を図る事で、本人の尊厳を持てる生活の維持を支援したい。 

事例概要 

独居でサ高住に入居中。食事は施設より提供されており、往診医や訪問歯科も行われている。本人

は、現状を維持し、健康で過ごしたい。自分で出来る事は自分で行っていきたい、著作活動も続けた

いと希望している。脊柱管狭窄症の為、生活動作に支障があり、外出は電動自転車で移動されるが、

ノルディックウォーキングや体操・ヨガに取り組まれるなど、健康に気を遣い、食事も薄味にされてい

る。脊柱管狭窄症がある事や、９０歳を超えた年齢であることを考慮し、現在本人が行っていることに

加えて、もっと出来る事があるのか、注意すべき点や改善すべき点があるのか専門職からの助言が

欲しい。 

    

２.検討した内容  
 

主な助言

内容 

PT 

脊柱管狭窄症には、反った時に時に痛みが出る為、寝た姿勢で深呼吸をしながら足を抱える体操を

両足または片足ずつ行う。座り姿勢を改善することで、立ち上がり時の痛みの改善が図れる。執筆時

に車いす用クッションの利用も良い。電動自転車の転倒リスクに対し、補助輪を付ける事や、スポット

訪問で乗り降り動作や操作の評価を受ける。 

OT 
ＡＤＬはしっかりしている。これ以上身体を動かさなくてもと思うが、本人や介護支援専門員が掃除や

片付けの必要性を感じるのであれば、スポット訪問で楽な動作のアドバイスを受ける。 

看護師 

食事に関し、「味が濃いと体に悪い」は思い込み。数値化して伝えてみる。執筆活動をしている方なの

で、文字で説明することが有効かもしれない。好きなもの・軟らかい物を好まれているが、認知面に対

しても、固形物を咀嚼する事を勧める。 
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栄養士 

食のこだわりを覆す事は難しいが、肉・魚と食べずにラコールを摂る事は栄養過多で腎臓を悪くさせる

可能性もある。大阪府ガイドブック資料編を参考に、１日の栄養量の目安量や、普段の食事から栄養

を摂る方が健康的な生活が出来ることを伝える。 

歯科衛

生士 

口腔内を潤すスプレーが歯科より処方されている。歯科と連携し、口腔体操の実施や、唾液腺マッサ

ージを介護支援専門員より伝える。 

主任ケ

アマネ 

地域のサロンやデイサービスで講義をしてもらう。パソコン操作に対するハードルはあるが、ＳＮＳで広

い世代の人との交流をすることで執筆活動に役立たせることも出来る。 

ＳＳＣ 

戦争体験を子どもたちに話してもらう活動がある。ＤＶＤに撮って、教育の場面などで活用する方法も

ある。施設内だけでなく、地域の方との交流をプランに入れて、生きがい・やりがいにつなげてみては

どうか。 

    

 

 

３.事例検討後 

  

自立支援を阻害していると考えられる要因 

☐本人の意欲・性格    ☐住環境     ☐経済状況       ☐専門職の知識不足や意識・スキルの問題   

☒医療介護の連携不足  ☐自立支援の理念が浸透していない  ☐介護保険制度・総合事業（      ） 

☐介護保険外のサービス不足（フォーマル）               ☐地域資源の不足（インフォーマル） 

☐その他（                ） 

活用を検討した社会資源 

☒スポット訪問（職種： 理学療法士、作業療法士 ） 

☐短期集中サービス 

☐その他（             ） 

実際に活用した社会資源 

☒スポット訪問（職種： 理学療法士    ） 

☐短期集中サービス 

☒その他（ 生活支援コーディネーターの訪問 ） 

運営に対する感想、反省点など 

高齢であることや疾病、本人の性格なども踏まえた上で、生活全般からのアドバイスをして頂く事が出来、良かった。 

オーディエンスからは、四輪電動自転車の紹介等、経験談や意見をいただくことも出来た。 
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【事例４】 
生活不活発のため、生活改善を促すきっかけを見出したい事例 

    

１．事例の概要   

基本情報 ８５歳   性別（男性）  介護度： 要支援１  

家族・生活環境 妻が急死して以後、長女と同居となっている。バリアフリーの手すり設置は出来ている住居。 

現病歴・既往歴 腰部脊柱管狭窄症、高血圧、高脂血症、下肢浮腫。 

利用して

いるサー

ビス 

公的 介護予防支援福祉用具貸与（据え置き手すり） 

非公的   

意向 

本人 
１５分続けて歩けなくなった為、外出の機会が少なくなったが、近隣で活動している囲碁クラブに今後

も行きたい。友人との交流も楽しみなので、集まりには参加していきたい。 

家族 健康面も気になるが自分の事が出来る状態を維持してほしい。 

ケアマネ 

週１回の囲碁クラブや年に数回のボランティア活動に参加されている。しかしそれ以外の曜日は昼過

ぎまで寝ている。体力低下や下肢の浮腫、筋力低下も見られるため、もう少し元気で活気のある生活

を送れるように支援していきたい。 

事例概要 

妻が急死してから意欲が低下しつつある。受診は近隣の医院へ一人で行っている。夜遅くまで起きて

おり朝の起床も遅い。昼前まで寝ているため毎日のスケジュールがずれてしまう。高血圧、腰部脊柱

管狭窄症、腰痛で活動の制限がある。 

    

２.検討した内容  
 

主な助言

内容 

PT 
心疾患がある為、リハビリについては医療情報の確認後に検討するほうがよい。年寄臭くないという

点でポールウォーキングを勧めても良いのではないか。 

OT 
服薬状況の確認が必要。スポット訪問などでリハ職が訪問する機会があれば、長谷川式など認知症

簡易検査も実施できる。 

看護師 
心疾患があるので服薬管理は大切。長女の協力を得てお薬カレンダーの利用を検討してはどうか。

体重を減少させるなどの改善策が必要。腰痛に関しては整形受診を勧めてほしい。 

栄養士 
BMI 数値が高いので減量が必要。食事の回数は２回より３回に分散するほうがいい。起床時より楽し

める活動があれば、意欲向上のきっかけになるのではないか。 

歯科衛

生士 

義歯が合っていない様子なので受診を勧めたい。市販の洗浄液につけるだけではなく専用ブラシで義

歯を洗って欲しい。 

主任ケ

アマネ 

自分で家事を行い家庭内の役割を持っている。決めたことは行動にもつなげられる人柄のようなので

運動ができる環境をつくってみてはどうか。 
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自立支援を阻害していると考えられる要因 

☒本人の意欲・性格    ☐住環境     ☐経済状況       ☒専門職の知識不足や意識・スキルの問題   

☐医療介護の連携不足  ☐自立支援の理念が浸透していない  ☐介護保険制度・総合事業（      ） 

☒介護保険外のサービス不足（フォーマル）               ☐地域資源の不足（インフォーマル） 

☐その他（                ） 

活用を検討した社会資源 

☒スポット訪問（職種：理学療法士、管理栄養士）        

☒短期集中サービス 

☐その他（                     ） 

実際に活用した社会資源 

☒スポット訪問（職種： 理学療法士、管理栄養士 ） 

☒短期集中サービス 

☐その他（                     ） 

運営に対する感想、反省点など 

事例のイメージづくりがうまくいかなかった感じがする。既往歴、性別、環境などから、「この事例はこんな人」と固定化してしま

う傾向があった。またスポット訪問では対象者本人への指導のみでなく、介護支援専門員がより具体的に自立支援の方法が

学べるような対策が必要ではないかと感じられた。 
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【事例５】 
助言をもとに本人に提案するも拒否され、合意形成の困難さが課題となった事例 

    

１．事例の概要   

基本情報 ８９歳   性別（女性）  介護度： 要支援１  

家族・生活環境 夫・長男との 3人暮らし  ・  一戸建て住宅 

現病歴・既往歴 両人工股関節置換術後、右膝人工関節置換術後、右膝内側副腎損傷、高血圧 

利用して

いるサー

ビス 

公的 通所リハビリ、福祉用具貸与(歩行器) 

非公的   

意向 

本人 今できている家事（食器洗い・台所の床拭き・朝食の温野菜の温め等）を続けていきたい。 

家族 病院に行くのも時間がかかっている。もう少し歩ける様になって欲しい。 

ケアマネ 
本人は何に対しても大丈夫と弱みを見せないが、出来ることが少しずつ減ってきている。出来る事に

対して自信を持ってもらい、楽しく過ごして欲しい。 

事例概要 

身体障害者 2 級で要支援１と 2 を行き来しながら経過していたが、今年 2 月に転倒して以降 ADL が

低下している。本人には積極的なサービス利用の希望は見られず、今できている家事を続けていきた

い、今以上にできることを減らしたくないと思っている。介護支援専門員は社会参加をもっとして欲しい

との思いがある。主治医からは右股関節人工関節にズレがあるので移動は平面道路のみと制限され

ている。今後の身体機能維持向上と社会参加について検討が必要である。 

    

２.検討した内容  
 

主な助言

内容 

PT 

術後 11 年経過していること、年齢、現在のデイケアでの内容を踏まえると、徐々に機能低下している

とはいえ、十分機能維持できていると思う。介護支援専門員もデイサービスもともに頑張っていると思

う。 

OT 
介護者の負担が大きい印象。自宅環境・介助動作のアセスメントをリハ職のスポット訪問で行い、介

護者負担の軽減のポイントや福祉用具の選定を行うのも一つではないか。 

看護師 
歩行器の選択を屋外か屋内かで選びたいものが異なる為決めかねている状況。まずは屋内の活動

を優先して選択してはどうか。 

栄養士 
食事は量より質を介護支援専門員にて確認を。（参照：大阪府ガイドブック資料編 P54-55） 

ヨーグルトやチーズなどのタンパク質を間食（補食）にするよう声かけをしてはどうか。 

歯科衛

生士 

下の義歯は総義歯。うがいの時にズレるのは珍しくない。食事に支障が出ているかどうかで受診の判

断を。歌うことのできるサークル活動などに夫婦で参加してはどうか。 

SSC 
「道端の駅」で作品を出品・販売することでの社会参加を目標としてはどうか。「豊中あぐり」の野菜販

売に来てもらってもいい。駐車スペースが確保できれば販売の訪問も可能。 
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自立支援を阻害していると考えられる要因 

☒本人の意欲・性格    ☐住環境     ☐経済状況       ☐専門職の知識不足や意識・スキルの問題   

☐医療介護の連携不足  ☐自立支援の理念が浸透していない  ☐介護保険制度・総合事業（      ） 

☐介護保険外のサービス不足（フォーマル）               ☐地域資源の不足（インフォーマル） 

☒その他（ アセスメント不足               ） 

活用を検討した社会資源 

☒スポット訪問（職種： 作業療法士      ） 

☐短期集中サービス 

☐その他（                     ） 

実際に活用した社会資源 

☐スポット訪問（職種：          ） 

☐短期集中サービス 

☐その他（                     ） 

運営に対する感想、反省点など 

要支援者のモニタリングが 3 ヶ月に１回の訪問では、アセスメントを十分にすることは難しいという気付きが持てた。 

介護支援専門員にインフォーマルサービスに興味を持ってもらえた。 
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 【事例６】 
短期集中サービスの利用により取り戻した自身・意欲をサービス終了後に 

どのように維持すればよいか検討した事例 
    

１．事例の概要   

基本情報 86 歳   性別（女性）  介護度： 要支援 1   

家族・生活環境 
戸建て・独居。長男家族が同市内に在住。長男の嫁は月 1回程度。長男は必要時訪問。 

長男の嫁からは毎朝決まった時間に連絡あり。コンサートや旅行には長男の嫁が付き添う事が多い。 

現病歴・既往歴  乳がん、五十肩 

利用して

いるサー

ビス 

公的  訪問型サービス（週 1回） 

非公的   

意向 

本人 あと 3年は好きな歌手の追っかけが出来る様になりたい 

家族   

ケアマネ 

短期集中サービスに通い自信を取り戻し、畑にも出られる様になった。終了後体操の自主グループに

参加してほしかったが、新型コロナのため断られ、運動の機会がない。運動の機会がないと再び筋力

低下の不安があり、元気を維持するためのアドバイスをもらいたい。 

事例概要 

短期集中サービスに通い今まで出来なかった庭の草ひきが出来る様になった方。自信を取り戻し自

宅にある畑にも出られるようになった。今の生活の楽しみは好きな歌手のおっかけ。生きがいでもある 

あと 3 年は歌手のおっかけを続けたいという意向もあるが、運動の機会がなく筋力低下による活動量

の低下が懸念される。 

    

２.検討した内容  
 

主な助言

内容 

PT 
椅子からの立ち上がりを 30 秒で 80 歳代は 13～16 回、片足立ちは 80 歳代で 10 秒保持。以上が身

体維持の為の基準値。数値化する事でモチベーション維持、向上につながるのではないか 

OT 
第三者の介入により身体機能のチェックを取り入れる。定期訪問により今の状態を評価出来ればよい

のではないか 

看護師 助言なし 

栄養士 
握力が落ちたら噛む力も弱くなる。固い物、葉物が食べにくくなり、野菜不足の原因の一つとなる 

バランスよく、食べて頂く様声掛けする。食事記録や表（大阪府ガイドブック資料編Ｐ55）でチェック 

歯科衛

生士 
健口リハビリカレンダーをつけてもらう。歯科衛生士のスポット訪問。週 1回パワーアップ体操に通う。 

主任ケ

アマネ 
助言なし 
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自立支援を阻害していると考えられる要因 

☒本人の意欲・性格    ☐住環境     ☐経済状況       ☐専門職の知識不足や意識・スキルの問題   

☐医療介護の連携不足  ☐自立支援の理念が浸透していない  ☐介護保険制度・総合事業（      ） 

☒介護保険外のサービス不足（フォーマル）               ☒地域資源の不足（インフォーマル） 

☐その他（                ） 

活用を検討した社会資源 

☒スポット訪問（管理栄養士、歯科衛生士、訪問看護師 ） 

☐短期集中サービス 

☒その他（ ぐんぐん元気塾、地域のサロン、一人暮らしの

老人会、暮らし支え合い事業、大阪府作成ガイドブック ） 

実際に活用した社会資源 

☐スポット訪問（職種：          ） 

☐短期集中サービス 

☐その他（                     ） 

運営に対する感想、反省点など 

※見学者からの意見 

・モニタリングに活かせそうな案や情報がいただけてよかったです。 

・大阪府作成のガイドブックをピックアップして現状維持に役立つ資料をコピーして利用者へ説明していきたいと思います 
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【事例７】 
配偶者を亡くし、喪失感で閉じこもりになっている事例 

    

１．事例の概要   

基本情報  83 歳   性別（女性）  介護度： 要支援１  

家族・生活環境 
戸建てに独居。娘が定期的に訪問している。以前に門扉の階段からすべって転倒。誰にも気づかれ

ずに半日過ごした事もあるという。 

現病歴・既往歴 左大腿部頸部骨折 

利用して

いるサー

ビス 

公的 通所型サービス 

非公的   

意向 

本人 娘達に迷惑かけたくない。転んで怪我をしない様に筋力をつけたい。 

家族 楽しみのある生活を送ってほしい 

ケアマネ 
外に出て色んな人との関わりをもって楽しんで生活をおくってほしい。前向きな気持ちで過ごしてほし

い 

事例概要 

要介護 5 の夫を介護することを生き甲斐にがんばってこられた。転倒して左大腿骨骨折しても夫の事

を思い、4 ヶ月間のリハビリで転倒前の状態に戻った程である。その夫が半年前に他界。生きがいを

なくし自宅に閉じ籠ってしまっている。 

    

２.検討した内容  
 

テーマ 
夫の介護を生きがいにしていたが、夫が亡くなった後も自分らしい生活を送ってもらうにはどうすれば

よいか。 

主な助言

内容 

PT 
骨折前後とでは持久力に大きな違いがある。筋力向上=持久力向上ではない。持久力向上に向けて

散歩等継続した有酸素運動が有効である 

OT 
まずは身近な目標設定を行ってもよいのではないか。一人で頑張るのではなく娘に協力してもらい自

分で頑張ってみようという気持ちをもってもらう 

看護師 
娘が週末に訪問し一緒に外出しているので、娘に相談するのもいいのではないか。娘との連携も必要

である。 

栄養士 

運動する事だけが筋力向上や持久力向上につながるわけではない。栄養も重要である。筋力を増や

すにはタンパク質をとるのが一番である。野菜不足を野菜ジュースで賄っているがジュースだけでは

十分な補給ではない。糖分が多いというデメリットもあるので日頃の食事から心懸けていくことが必

要。 

歯科衛

生士 

食事をするときにかみ合わせは大事である。義歯が合わずに普段の食事も柔らかい和食が中心にな

っており野菜不足になっている事も考えられるので歯の調整は必要である 

主任ケ

アマネ 

夫が亡くなったことの喪失感が残っている。家族会に参加する事で前向きな気持ちになってもらえるの

ではないか。デイサービスは楽しく利用出来ているので他で集団生活が出来る場があればよい。 
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３.事例検討後   

自立支援を阻害していると考えられる要因 

☒本人の意欲・性格    ☐住環境     ☐経済状況       ☐専門職の知識不足や意識・スキルの問題   

☐医療介護の連携不足  ☐自立支援の理念が浸透していない  ☐介護保険制度・総合事業（      ） 

☐介護保険外のサービス不足（フォーマル）               ☒地域資源の不足（インフォーマル） 

☐その他（                ） 

活用を検討した社会資源 

☒スポット訪問（職種：管理栄養士、歯科衛生士） 

☐短期集中サービス 

☒その他（ＮＡＣＫ豊中、カラオケ喫茶、校区サロン、校区食

事会） 

実際に活用した社会資源 

☐スポット訪問（職種：          ） 

☐短期集中サービス 

☐その他（                     ） 

運営に対する感想、反省点など 

自立支援型地域ケア個別会議の目的に合った、いわゆる困難ケースではなく自立支援にむけた事例が出てきた。 

今後も、居宅介護支援専門員等にむけて、地域ケア個別会議の周知・啓発は必要である。 
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Ⅵ. 参考様式 

 

【P43】思い記入用紙（豊中市独自様式） 

 

【P44】生活機能評価表（和光市出典資料） 

 

【P45】口腔アセスメントシート（豊中市独自様式） 

 

【P46】栄養アセスメントシート（豊中市独自様式） 

 

【P47】事例提供に関する誓約書（豊中市独自様式） 
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地域ケア個別会議        年  月  日 開催分 

 

 

ご利用者様名：             （   歳） 

 

＜ご本人様の思い＞ 

 

 

＜ご家族様の思い＞ 

 

 

＜担当ケアマネの思い＞ 

 

 

 

＜サービス事業所の思い＞ 
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氏名  生年月日 
Ｔ・Ｓ  年  月  日

【   歳】 
記入日   年  月  日 

口腔アセスメントシート 

当てはまる項目に ☑ をつけてください。 

①歯                           ②歯肉 

□歯が痛い、しみる                    □歯肉から出血している 

□歯に穴があいている、黒くなっている           □歯肉が腫れている 

□歯がぐらぐら動く                    □歯肉が痛い 

               

③義歯                          ④口腔ケア 

□義歯はあるが使っていない                □舌苔が付着している 

□義歯を入れると痛い                   □多量の歯垢が付着している 

□義歯が外れやすい                    □口唇のひび割れや口の中が

□上下の歯がかみ合わないが、義歯を持っていない       乾燥している 

                             □口臭が気になる 

□その他、口の中で気になることがある 

 

 

 

 

 

 

 

ひとつでも ☑ がついた場合には、かかりつけ歯科で相談しましょう 

                                かかりつけ歯科が【ある・ない】
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栄養アセスメントシート 

 

当てはまる項目に ☑ をつけてください。 

 

食事 ①食欲はありますか □ある □まあまあある □あまりない □ない 

②水分はどのくらいと

りますか 

１日コップ【     】杯くらい 

③朝・昼・夜と 1 日 3

食食べていますか 

□毎日食べている □ときどき食べている □食べていない 

④医師からの食事療法

がありますか 

□ある（内容：                    ） 

□ない 

⑤食事の姿勢や動作に

不自由を感じますか 

□はい（内容：                    ） 

□いいえ 

⑥食事を小さく刻んで

食べていますか 

□はい（内容：                    ） 

□いいえ 

⑦その他食事で気にな

ることはありますか 

□はい（内容：                    ） 

□いいえ 

嗜好 ⑧好きなものは何です

か 

 

⑨嫌いなものは何です

か 

 

⑩アルコールの量 □飲む 何を【    】 どれくらい 週【    】回 

□飲まない 

外食 ⑪どのようなお惣菜を

よく買いますか 

□揚げ物 □煮物 □焼き魚 □カップ麺 

□レトルト食品 □その他（         ） 

□外食 週【    】回 □おやつ（内容：     ） 

□配食サービス利用 週【    】回 

 

服薬内容 

 

 

 

 

 

 

 

豊中市地域包括支援センター連絡協議会・豊中市長寿安心課 
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豊中市地域包括支援センター「地域ケア個別会議」 

事例提供に関する誓約書 

 

私は、豊中市地域包括支援センター「地域ケア個別会議」において提供する事例について、

以下のことを約束し、また、終了後も誠実に守ることを誓います。 

 

1.事例提供には、①利用者基本情報 ②基本チェックリスト ③興味・関心チェックシート 

④生活機能評価 ⑤口腔・栄養アセスメントシート ⑥介護予防サービス・支援計画書に記

載した内容以外の文書は使用しません。 

2. 個人名や住所、生年月日など個人が特定される情報について記載や話をしません。 

3. 知り得た情報は、「地域ケア個別会議」及びその後の支援・サービス調整以外の目的で使 

用しません。 

4. 上記 3の終了後においても、あなたの不利益になることはしません。 

 

以上のことを約束します。  令和   年（   年）   月   日 

                

事業所名                       

                

住所                          

                

氏名                          

 

 

 

 

豊中市地域包括支援センター「地域ケア個別会議」 

事例提供に関する同意書 

 

私は、上記誓約書について説明を受け了解しましたので、事例提供することに同意します。 

 

               令和   年（   年）   月   日 

          

（本人）住所                    

 

氏名                    

         （家族） 

住所                    

              

氏名                   



 

 

 

 


