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研修プログラム

(Aコース) 平成30年２月20日(火)10:00～12:20
時 間 研 修 内 容 講 師

１０：００～１０：１０
（１０分）

オリエンテーション
介護保険課

地域包括支援係

１０：１０～１０：２５
（１５分） ◎マイ・ケアプラン作成の留意点

～マイ・ケアプランについて深堀りしてみよう～

介護保険課
地域包括支援係

１０：２５～１１：５５
（９０分）

◎自立支援に向けたケアマネジメントの
重要性
～ケアプラン作成担当者として大切なこと～

日本福祉大学
非常勤講師

講師 奥田 亜由子氏

１１：５５～１２：０５
（１０分）

◎総合事業のサービスに関するお知らせ
介護保険課

高齢在宅支援係

１２：０５～１２：２０
（１５分）

◎従事者証の取り扱いについて
介護保険課

地域包括支援係

(Bコース) 平成30年２月20日(火)13:30～15:50
時 間 研 修 内 容 講 師

１３：３０～１３：４０
（１０分）

オリエンテーション
介護保険課

地域包括支援係

１３：４０～１３：５５
（１５分）

◎マイ・ケアプラン作成の留意点
～マイ・ケアプランについて深堀りしてみよう～

介護保険課
地域包括支援係

１３：５５～１５：２５
（９０分）

◎自立支援に向けたケアマネジメントの
重要性
～ケアプラン作成担当者として大切なこと～

日本福祉大学
非常勤講師

講師 奥田 亜由子氏

１５：２５～１５：３５
（１０分）

◎総合事業のサービスに関するお知らせ
介護保険課

高齢在宅支援係

１５：３５～１５：５０
（１５分）

◎従事者証の取り扱いについて
介護保険課

地域包括支援係
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(Cコース) 平成30年3月6日(火)10:00～12:20
時 間 研 修 内 容 講 師

１０：００～１０：１０
（１０分）

オリエンテーション
介護保険課

地域包括支援係

１０：１０～１０：２５
（１５分）

◎マイ・ケアプラン作成の留意点
～マイ・ケアプランについて深堀りしてみよう～

介護保険課
地域包括支援係

１０：２５～１１：５５
（９０分）

◎自立支援に向けたケアマネジメントの
重要性
～ケアプラン作成担当者として大切なこと～

日本福祉大学
非常勤講師

講師 奥田 亜由子氏

１１：５５～１２：０５
（１０分）

◎総合事業のサービスに関するお知らせ
介護保険課

高齢在宅支援係

１２：０５～１２：２０
（１５分）

◎従事者証の取り扱いについて
介護保険課

地域包括支援係

(Dコース) 平成30年3月6日(火)13:30～15:50
時 間 研 修 内 容 講 師

１３：３０～１３：４０
（１０分）

オリエンテーション
介護保険課

地域包括支援係

１３：４０～１３：５５
（１５分）

◎マイ・ケアプラン作成の留意点
～マイ・ケアプランについて深堀りしてみよう～

介護保険課
地域包括支援係

１３：５５～１５：２５
（９０分）

◎自立支援に向けたケアマネジメントの
重要性
～ケアプラン作成担当者として大切なこと～

日本福祉大学
非常勤講師

講師 奥田 亜由子氏

１５：２５～１５：３５
（１０分）

◎総合事業のサービスに関するお知らせ
介護保険課

高齢在宅支援係

１５：３５～１５：５０
（１５分）

◎従事者証の取り扱いについて
介護保険課

地域包括支援係
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神戸市介護予防ケアマネジメント従事者

現任者（更新）研修
～マイ・ケアプランについて深堀りしてみよう～

神戸市保健福祉局高齢福祉部
介護保険課地域包括支援係
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マイ・ケアプランについて

〈ワーキングでのご意見（要約）〉
◆ 今後10年後、20年後の神戸市の高齢者像をイメージし、使用

できるものを考えたい。

⇒ 介護保険サービスに当てはまらないニーズに対応するため、

「自己決定」がしっかりできるよう、地域資源の充実や地域力を

高める必要がある。また、地域との関わりを意識することも大切。

◆ 本人の視点に立ったケアプランとして本人が「自分のもの」と

認識できるものにしたい。

⇒ 「マイ・ケアプラン」の名称

・平成27年度 総合事業開始に向けて介護予防ケアマネジメント検討
ワーキングを立ち上げ、様式について検討

・あんしんすこやかセンターで試行実施・アンケートで意見を募集

メンバーは、あんし
んすこやかセンター
職員、神戸市ケアマ
ネジャー連絡会等

◆ 目標や望みを本人に尋ねても、「ない」「今のままでいい」と

いう人が多い。

しかし、今のままを維持するにも、努力しないと維持できない

ものがたくさんある。何を維持したいかを具体的に、明らかに

すれば、目標につながる。

◆ 本人と一緒に書く、（もしくは説明して本人に書いてもらう）として

も、ケアマネジメントをする専門職として、アセスメントをきっちり

行った上でのケアプランだということは押さえる必要がある。

アセスメントの結果（課題も）は本人にも伝え、共有する。

◆ ケアマネジメントのプロセスは、専門職として意識する。

◆ やりたいことが明確であればあるほど、生活意欲も増し、

自立支援につながる。

◆ ICFの視点も考慮する。
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生活状況を把握するための

アセスメントシートについて

〈ワーキングでのご意見（要約）〉

◆ ケアプランは本人にわかりやすいように、様式を簡略化しても、

（アセスメントシートは本人には見せないが）専門職としてケア

マネジメントサイクルを行うために必要。

◆ 要支援者は認定調査票があるが、基本チェックリストで

事業対象者になると情報が少ない。アセスメントの視点が偏ら

ないように、新人の職員でも一定の情報収集とアセスメントが

できるようなシートが必要。

旧アセスメント様式を元に、ひとつひとつの項目について検討

◆ 利用者基本情報と重複して確認し、リンクさせる。

アセスメントシートは、他の職員に相談・助言をもらうときにも

使える。

◆ アセスメントシートなので、経時的に見れるとさらに活用できる。

⇒色を変えて変化を確認できるように

◆ 病名などケアプランに事実をかけないこともある。

支援内容の必要性の根拠はアセスメントシートに残す。

◆ アセスメントシートであって、情報のチェックシートではない。

専門職として解釈したことを書いて残すことができるようにする

必要がある。

⇒ 旧ケアプラン様式の「課題・ニーズ等記載欄」を

アセスメントシートに設定
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整理整頓・ごみ捨て

情報収集

ご本人の主訴・意向
これからの生活についての希望

家族の主訴・意向

Ａ　活動面について：自ら行きたい場所に移動するための手段を取れるかどうか。乗り物を操作する，歩く，
走る，昇降する，様々な交通を用いることによる移動を行えているかどうか。

アセスメント項目 課題・ニーズ等記載欄

生活状況を把握するためのアセスメントシート

利用者氏名：　　　　 　　　　　　　 　様

障害高齢者の

日常生活自立度

自立・J1・J2・A1・A2・

B１・B２・C1・C2

初　回　（黒）：平成　　　年　　　月　　　日 記入者：

２回目　（赤）：平成　　　年　　　月　　　日 記入者：
認知症高齢者の

日常生活自立度

自立・Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・

Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M ３回目　（青）：平成　　　年　　　月　　　日 記入者：

運動機能
（支えの必要性）

立ち上がり： □なし　□あり
　
片足立ち　： □なし　□あり

歩行状況
（歩行レベル）

室内：□自立　　□杖　　□歩行器　　□手押し車
          □その他（                             　            　　　　）

屋外：□自立　　□杖　　□歩行器　　□手押し車
          □その他（　                                       　  　　　）

転倒傾向　

転倒　   　□無　□有
（状況など：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

つまずき　□無　□有
（状況など：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

移動範囲　 □近隣中心　　　□区内　　 　□市内　 　　□市外も可

移動手段

□自分　　□家族　　□知人　　□その他（　　　　　　）
状況（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

掃除
□自分　　□家族　　□知人　　□その他（　　　　　　）
状況（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□自分　　□家族　　□知人　　□その他（　　　　　　）
状況（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

金銭管理（家計の管理）
□自分　　□家族　　□その他（　　　　　　　　　　　）
状況（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□電車　　□バス　　□タクシー　　□自転車
□車（　運転・同乗　）　□徒歩　　□その他（　　　　）

Ｂ　日常生活について：家事（買い物・調理・掃除・洗濯・ごみ捨て等）や、住居，経済の管理，花木やペッ
トの世話などを行っているかどうかの状況。

アセスメント項目 課題・ニーズ等記載欄

買い物
□自分　　□家族　　□知人　　□その他（　　　　　　）
状況（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調理
□自分　　□家族　　□知人　　□その他（　　　　　　）
状況（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

洗濯・洗濯物干し

□新聞　　　□テレビ　・　ラジオ　　　□人づて
□近隣の広報　　□インターネット　　　□関心がない
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

生活状況を把握するための
アセスメントシート

〇アセスメント項目のチェックだけで終わっていませんか？

●アセスメントの過程は、『情報収集 → 分析』
情報収集した項目の原因･背景を分析し、今後の予測や支援
の必要性など、専門職としての判断を記載しましょう。

〇「アセスメント項目」と「課題・ニーズ等記載欄」に
同じ言葉を書いてませんか？

●本人の強み、できていることも考えてみましょう。

●現在のことだけでなく、予測されることも考えてみましょう。

●アセスメント項目以外の必要な情報を記載することも可能

〇順番に、ひとつひとつ、全ての項目について、利用者に聞
き取りをしようとして長時間の面談になっていませんか？
●話の流れで聞けるところから確認していきます。

●観察から確認できるところもチェックしていきます。

●認定調査票等の事前資料も参考にしましょう。

☝全てを埋める、聞き取ることが目的ではありません！

原因や背景は何？

なぜ、なぜ、なぜ???

○○のおそれがある

○○の可能性がある

○○と考えられる

〈ポイント〉

必須様式 ケアプラン作成前に確認を行なう

マイ・ケアプラン(１)

アセスメントシートで抽出した課題や
ニーズを本人に分かりやすい言葉や重
要な情報をピックアップして記載する。

以前はできていたこと・今できている
ことで継続したいこと、支援してほし
いことなど本人・家族の希望・意向を
記載。

医師の意見や、注意事項、その他必要事項を記載する。
担当者から利用者へのメッセージも可。

長期目標

①②４領域の内容から、利用者の生活全体
の課題を考える。本人が優先して解決した
いこと、解決する必要があることを記載す
る。

③のニーズを解決するため(望む生活に近づ
くため)、ケアプラン期間中に達成できそう
な、より具体的で評価可能な目標を記入す
る。(短期目標)

④の目標を達成するための、具体的な方法
を記入する。
具体的な方法は介護保険サービスだけでな
く、セルフケアや家族の支援、地域のイン
フォーマルサービスのなどの内容について
も記載する。

センター名または居宅介護支援事業所名
サービス種別が決定した後に丸を
つける

【運営基準】専門的観点からの目
標と具体策･･･(省略)を記載した介
護予防サービス計画の原案を作成
しなければならない。
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③望む生活に必要なこと・解決したいこと（ニーズ）
望む生活（長期目標）：「こんなふうに生活していきたい」

例：いつまでも、好きな買い物や調理は自分でやりたい。
・望む生活（長期目標）に向かって、解決すべき課題。本人の主訴だけでなく、
専門職から見て解決すべき課題（ニーズ）も含まれる。

・目標と現状とのギャップを埋めるために必要なこと。

例：足の筋肉を鍛える。

④望む生活を実現するための目標
・ケアプラン期間内に達成できそうな、または達成したい目標（短期目標）
例：バスに乗り、〇〇スーパーまで週2回は行く

⑤望む生活を実現するための具体的な方法
・本人と決めた、行動（具体的に） ※ここには、介護保険サービスは書かない
例：・1日1回は外出する

・朝のテレビ体操を継続する
・献立を考え、スーパーで買うものメモに置いておく

補足

予防給付サービスを利用する

マイ・ケアプラン作成時 【新規・更新・変更時】

はい いいえ

介護予防訪問サービスを利用する

はい いいえ

介護予防通所サービスを利用する

はい いいえ

状態像は認知症高齢者日
常生活自立度Ⅱ以上また
は障害高齢者日常生活自
立度A以上

はい

いいえ

生活支援訪問サー
ビスを利用する

短期集中通所
サービスを利
用する

はい

※短期集中
通所サービ
スを含むケ
アマネジメ
ントは、一
部委託不可

【参考】
住民主体訪問サービス
一般介護予防事業 のみの場合
→介護予防ケアマネジメント
（セルフ型）

ケアマネジメント類型の
選択について

介護予防支援

介護予防ケアマネジメント
（簡易型）

介護予防ケア
マネジメント
（従来型）

いいえ

はい
※30年度から経過措置が終了し、
ケアマネジメント簡易型の報酬単位
が変更になります。
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２つのケアプラン、どちらが「その人らしい」ですか？
長年、自宅に講師・友人を招いて趣味の手芸サークルをしていたが、骨折し、外出がおっくうになってしまっ
たAさん。講師とのやりとりや材料の買出し、お茶菓子の準備等が難しくなってきたため、やめようと思って
いると相談がありました。あなたらどう支援しますか？

ケアプランＢケアプランＡ

生活支援訪問サービス

介護予防通所サービス

訪問型サービスの利用により
掃除・買い物の支援を受ける

手芸サークルをやめて、送迎のある
デイサービスを利用する

手芸サークル

サークル仲間が、講師の手続きを代わりに行い、
買い物に付き添うことで、手芸サークルを継続

重い物は宅配サービスを活用

ご近所のサポート

ご近所が日常的に見守り、
大きなゴミ出しを手伝う

短期集中通所サービス
～元気！いきいき!!教室～

運動中心のサービスを利用することにより
日常の動作がスムーズになる

出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 斎木由利講演資料 参考に神戸市が再編

宅配サービス

２つのケアプランの違いは「生活の継続性」
ケアプランＢケアプランＡ

手芸サークルをやめたことで、友
人等との交流機会が減少

訪問型サービスの利用により、買
い物や調理等の機会が減少

交流相手が、サークル仲間やご近
所から、ヘルパーやデイサービス
の利用者へ

サークル仲間のサポートを受ける
ことで、手芸サークルを継続

重い日用品の買い物、大きなゴミ
出し以外は、自分で継続

サークル仲間やご近所とのなじみ
の関係が継続

参加の
継続性

活動の
継続性

人間関係
の

継続性

活用してい
る資源介護サービスのみ

介護サービス、手芸サークル、
サークル仲間、近所のサポート、

民間サービス

地域生活を継続するには、生活課題に応じた「多様な資源」が必要
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング資料
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これを実現するには多様な支援が必要
（介護保険サービスとは限らない）

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング資料

総合事業で目指している「介護予防ケアマネジメント」の方向性

サービスマネジメントとしての
介護予防ケアマネジメント

介護保険サービス
（予防給付サービス）

自立支援マネジメントとしての

介護予防ケアマネジメント

卒業型の支援
（短期集中通所サービス）

日常生活の通いの場
（一般介護予防）

介護保険サービスだけを組み合わせたり、介護保険サービスを利用者に当てはめたりする介護予防ケ
アマネジメントではなく、アセスメントに基づき、その人に必要な支援や場所を介護保険に限定せず、
幅広く探し、組み合わせる介護予防ケアマネジメントへ。

地域の多様な場
（喫茶店・カラオケ
碁会所・趣味の会）

従来の介護
保険サービス

旧来の介護予防ケアマネジメントを積み上げても、始点が介護保険サービスに限定されているため、「足り
ない地域資源」＝「介護保険サービス」という発想になるが、新しい介護予防ケアマネジメントでは、多様
な資源の組み合わせによるマネジメントを積み上げていくので、地域に足りない支援やサポート、ちょっと
した手助けの必要性が見えてくる。

出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 資料 参考に神戸市が再編
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申し込み先と
介護予防ケアマネジメント

は
あんしんすこやかセンター

【このような方にお勧め】

●デイサービスで機能回復
して、次の受け皿として！
●デイサービスは選択され
なかった方、特に男性の
方！
●介護予防サービスご利用
中の運動の必要がある方
※通所系サービスとの併用
不可

【このような効果が】
●ヘルパーを利用していた
が、認定更新は不要と本人
から申し出が！
●認知症、うつ状態が疑わ
れていたが、回を重ねるご
とに元気に！
●仲間ができ、卒業後も一
緒に運動・食事を楽しんで
いる！

NPO等が運営し、地域福祉センター等で
週１回、1日5時間程度開催（神戸市の委託事業）

地域の実情に応じた介護予防強化メニューを実施

目的

高齢者の閉じこもり防止、介護予防、
支え合いの関係づくり

日常動作訓練 趣味活動

給食

対象者

６５歳以上の介護予防の取組みが必要な高齢者を対象
（介護保険サービスとの併用可）

地域拠点型一般介護予防事業

内容

介護予防講座

お近くの場所に参加できます

申し込み先は
あんしんすこやかセンター

【このような方にお勧め】

●主に75歳以上のお一人暮
らしの方（日中独居の方）
●入浴、送迎までは不要だ
が、社会参加が必要だと思
われる方
●活動範囲が狭くなってき
た方 など

【このような効果が】

●入院しても、この事業へ
の参加を励みに、回復に向
けて取り組む
●参加者、運営者もお互い
ご近所なので見守り合える
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【最重点目標】【基本理念】 【重点目標・施策の柱】

高齢者が尊厳を持っ
て質の高い生活を送

れるように

自己決定の尊重

安心してサービスを
利用できるために

介護保険制度の適切
な運営のために

フレイル対策を含めた
介護予防の推進

地域での生活の継続
に向けた支援

認知症の人にやさしい
まちづくりの推進

安全・安心な住生活環境の
確保

人材の確保・育成

介護保険制度の適正運営
<

健
康
寿
命
の
延
伸>

（
平
均
寿
命
と
健
康
寿
命
の
差
を
２
０
２
５
年

(

平
成
37
年)

ま
で
に
２
年
縮
め
る
）

第7期神戸市介護保険事業計画・神戸市高齢者保健福祉計画

フレイルとは・・・
病気ではないけれど、年
齢とともに、筋力や心身
の活力が低下し、介護が
必要になりやすい、健康
と要介護の虚弱な状態の

ことです。

しかし、適切な
対策をとれば、
元の状態に戻る
ことも出来ます。

利用者の自立支援に資する
適切なケアプラン

ケアプランの質の向上

memo♬♫



—12—



—13—

平成29年度神戸市介護予防ケアマネジメント
現任者更新研修

『自立支援に向けた
ケアマネジメントの重要性

～ケアプラン作成担当者として大切なこと～』

講師：奥田亜由子
主任介護支援専門員・社会福祉士

日本福祉大学 社会福祉学部非常勤講師
日本ケアマネジメント学会理事

神戸市の介護予防アセスメント・介護
予防・マイケアプランの実践

平成27年度

介護保険専門分科会
企画・調査部会

神戸市介護予防ケアマネ
ジメント検討ワーキング
で神戸市とあんしんすこ
やかセンター介護予防ケ
アマネジメント実践者等
の話し合い、試行実施を
通して完成した現場発の
ものです。

生活全体を網羅したア
セスメントシートは、介
護予防プランにはありま
せん。

神戸市は、介護支援専門
員研修ガイドラインが生
まれる前から、自立支援
の視点アセスメントシー
トを作成し、さらにいい
内容に見直した点は、大
変評価されるものだと言
えます。

2
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課題分析の実施（基準第13条第6号）

課題分析とは：利用者の有する能力・・・や取り巻く
環境等の評価を通じて、利用者の生活の質を維
持・向上させていく上で生じている問題点を明らか
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うえで解決すべき課題を把握
すること。

＊介護支援専門員の個人的な考えや手法のみ
によるのではなく、利用者の課題を客観的に抽出
するための手法として合理的なものと認められる
適切な方法を用いなければなりません。

3

重要な視点

介護保険制度の理念（自立支援）基づいた、
ケアマネジメントの基本を振り返る。

サービス優先アプローチではなく、利用者本
位のニーズ優先アプローチであることを再確
認する。

困りごとのみにとらわれず、生活の全体や将
来の生活・人生を見据えて、ご本人といっ
しょに考えるという基本に立ち返る。

ケアマネジャーは利用者の歩みに合わせた伴
走者であることを再確認する。

4
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介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方
に関する検討会における議論の中間的な整理【概要版】

【見直しの視点】

①介護支援専門員自身の資質の向上に係る見直しの視点
②自立支援に資するケアマネジメントに向けた環境整備に係る見直
しの視点

【具体的な改善策】

①ケアマネジメントの質の向上に向けた取組
・自立支援に資するケアマネジメントに向け、適切な課題抽出や評価

のための新たな様式の活用を推進
・多職種協働によるサービス担当者会議の重要性の共有と環境づくり

②介護支援専門員実務研修受講試験の見直し
・試験の受験要件を法定資格保有者等に限定する見直しを検討

③介護支援専門員に係る研修制度の見直し
・演習に重点を置いた研修制度への見直しや研修修了時の修了評価の実

施について検討
・実務研修の充実や基礎研修の必修化について検討
・更新研修の実施方法や研修カリキュラムについて見直しを検討
・研修指導者のためのガイドライン策定を推進
・都道府県の圏域を超えた研修等の実施を検討

⑤ケアマネジメントの質の評価に向けた取組
・ケアマネジメントプロセスの評価やアウトカム指標について調査研

究を推進
・ケアマネジメントの向上に向けた事例収集及び情報発信

①地域ケア会議の機能強化(多職種協働による個別ケースの支
援内容の検討を通じ、自立支援に資するケアマネジメント支
援、ネットワーク構築、地域課題の把握、資源開発等を推進)
・制度的な位置付けの強化
・モデル事例の収集など地域ケア会議の普及・促進のための基盤整備
・コーディネーター養成のための研修の取組

②居宅介護支援事業者の指定等のあり方
・居宅介護支援事業者の指定権限の委譲を検討

③介護予防支援のあり方
・地域包括支援センターへの介護予防支援を行う介護支援専門員の配
置を推進

・要支援者の状況に応じた支援のあり方について検討

④ケアマネジメントの評価の見直し
・インフォーマルサービスに係るケアマネジメント評価の検討
・簡素なケースについて、ケアマネジメントの効率化を検討④主任介護支援専門員についての見直し

・研修修了時の修了評価や更新制の導入について検討
・主任介護支援専門員による初任段階の介護支援専門員に対する現場で

の実務研修の導入について検討
・地域の介護支援専門員のネットワーク構築の推進

・医療に関する研修カリキュラムの充実
・在宅医療・介護の連携を担う機能の整備の推進
・主治医意見書の活用を促進する取組の推進

・相談員に対して介護支援専門員等の資格取得を推進

今後、制度的な見直しに係るものについては介護保険部会、報酬改定に係るものについては介護給付費分科会で議論を進める

（１）ケアマネジメントの質の向上 （２）保険者機能の強化等

（３）医療との連携の促進

（４）介護保険施設の介護支援専門員

【検討の背景】

○地域包括ケアシステムの構築
⇒多職種協働、医療との連携の推進等

○自立支援に資するケアマネジメントの推進

5

実務研修

（８７時間）

専門研修課程
Ⅰ

（５６時間）

専門研修課程
Ⅱ

（３２時間）

主任介護支援
専門員研修

（７０時間）

創設

実務研修

（４４時間）

実務従事者
基礎研修

（３３時間）

専門研修課程
Ⅰ

（３３時間）

専門研修課程
Ⅱ

（２０時間）

主任介護支援
専門員研修

（６４時間）

実務従事者が対象

介護支援専門員（ケアマネジャー）の研修制度の見直し

介

護

支

援

専

門

員

実

務

研

修

受

講

試

験

更 新 研 修

主任介護支援
専門員更新

研修

（４６時間）

合
格

合
格

○ 地域包括ケアシステムの中で、医療職をはじめとする多職種と連携・協働しながら、利用者の尊厳を旨とした自立支援に資するケアマ
ネジメントを実践できる専門職を養成するため、介護支援専門員に係る研修制度を見直す。

○ 入口の研修である介護支援専門員実務研修を充実するため、任意の研修となっている介護支援専門員実務従事者基礎研修を介護支援専
門員実務研修に統合。

○ 主任介護支援専門員に更新制を導入し、更新時の研修として更新研修を創設。
○ 専門職として修得すべき知識、技術を確認するため、各研修修了時に修了評価を実施。

実務従事者が対象

研修制度の見直し（平成２８年度の研修※から）

統合

任意研修

更 新 研 修

※ 実務研修等は平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から、専門研修等は平成28年４月１日から施行。

※平成２６年６月２日告示公布（主任更新については平成２７年２月１２日公布）

6
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介護支援専門員に係る研修制度の見直し

ケアマネジャー 主任ケアマネジャー

○ 地域包括ケアシステムの中で、医療職をはじ
めとした多職種との連携・協働

○ 利用者の尊厳を旨とした自立支援に資する
ケアマネジメントの実践

○ 地域や事業所内におけるケアマネジャーの
人材育成（スーパーバイズ機能の強化）

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けた地域
づくりの実践

○ 自立支援に資するケアマネジメントを
実践できるよう、「ケアマネジメントのプ
ロセスの概観」、「サービス担当者会
議」の科目を新設するなど、ケアマネジ
メントプロセスに係る研修内容を充実。

○ 地域包括ケアシステムの構築を踏ま
え、「地域包括ケアと社会資源」、「ケア
マネジメントに必要な医療との連携及び
多職種協働の意義」、「介護支援専門
員に求められるマネジメント（チームマ
ネジメント）」の科目を新設。

○ より実践的な研修内容とするため、
「ケアマネジメントの展開」として演習時
間を確保。

実務研修の見直し

○ 専門職として自己研鑽し、ケアマネジ
メントを実践していく上で必要となる専
門的な知識・技術を修得するため、認
知症・リハビリテーションなどの事例を
活用した「ケアマネジメント演習」、「ケア
マネジメントに必要な医療との連携及び
多職種協働の実践」、「個人学習と相互
学習」の科目を新設。（専門研修Ⅰ）

○ ケアマネジメントは居宅でも施設でも
共通であることを踏まえ、居宅と施設に
関わらず、自らの実践事例を活用する
ことにより、居宅と施設相互のケアマネ
ジメントにおける課題等を学ぶ事例研
究の時間を大幅に拡充。

専門研修の見直し

○ 「人事・経営管理」の科目名を「人材育成と業
務管理」に改め、事業所内や地域のケアマネ
ジャーに対する人材育成の方法等に関する研
修内容を充実。

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けた地域
づくりを実践するため、「コミュニティソーシャル
ワーク」の科目について、地域ケア会議等によ
る地域課題の把握・解決などの内容を充実。

○ 地域づくりに必要なネットワークの構築を推
進するため、「ケアマネジメントに必要な医療と
の連携及び多職種協働の構築」の科目を新設。

○ 主任ケアマネジャーの資質向上を図るため、
継続的な研修として「主任介護支援専門員更新
研修」を新たに創設。

○ 研修受講要件に、地域づくりへの参画などの
実践経験を求める。

主任介護支援専門員研修の見直し

目標 目標

7

研修課目（介護支援専門員実務研修） 時間

講
義

介護保険制度の理念と介護支援専門員 ２

介護支援サービス（ケアマネジメント）の基本 ２

要介護認定等の基礎 ２

介護支援サービス（ケアマネジメント）の基礎技術

受付及び相談と契約 １

アセスメント、ニーズの把握の方法 ２

居宅サービス計画等の作成 ２

モニタリングの方法 ２

実習オリエンテーション １

介護支援サービス（ケアマネジメント）の展開技術

相談面接技術の理解 ３

地域包括支援センターの概要 ２

演
習

介護支援サービス（ケアマネジメント）の基礎技術

アセスメント、ニーズの把握の方法 ４

アセスメント、居宅サービス計画等作成演習 ６

居宅サービス計画等の作成 ４

介護予防支援（ケアマネジメント） ４

介護支援サービス（ケアマネジメント）の展開技術

チームアプローチ演習 ３

意見交換、講評 １

実
習

介護支援サービス（ケアマネジメント）の基礎技術に関する実習

合計 ４４

研修課目（介護支援専門員実務従事者基礎研修） 時間

講
義

ケアマネジメントとそれを担う介護支援専門員の倫理 ３

ケアマネジメントのプロセスとその基本的考え方 ７

ケアマネジメント演習講評 ６

演
習

ケアマネジメント点検演習 １４

研修を振り返っての意見交換、ネットワーク作り ３

合計 ３３

研修課目（新・介護支援専門員実務研修） 時間

講
義

介護保険制度の理念・現状及びケアマネジメント ３

ケアマネジメントに係る法令等の理解（新） ２

地域包括ケアシステム及び社会資源（新） ３

ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の意義（新） ３

人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専門員の倫理（新） ２

ケアマネジメントのプロセス（新） ２

実習オリエンテーション １

講
義
・
演
習

自立支援のためのケアマネジメントの基本 ６

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

利用者、多くの種類の専門職等への説明及び合意（新） ２

介護支援専門員に求められるマネジメント（チームマネジメン
ト）（新）

２

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 １

アセスメント及びニーズの把握の方法 ６

居宅サービス計画等の作成 ４

サービス担当者会議の意義及び進め方（新） ４

モニタリング及び評価 ４

実習振り返り ３

ケアマネジメントの展開（新）

基礎理解 ３

脳血管疾患に関する事例 ５

認知症に関する事例 ５

筋骨格系疾患と廃用症候群に関する事例 ５

内臓の機能不全（糖尿病、高血圧、脂質異常症、心疾患、呼吸器疾患、
腎臓病、肝臓病等）に関する事例

５

看取りに関する事例 ５

アセスメント、居宅サービス計画等作成の総合演習（新） ５

研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り ２

実
習 ケアマネジメントの基礎技術に関する実習

合計 ８７

介護支援専門員実務研修の見直しについて

任意研修で
あった実務従
事者基礎研修
を統合

（＝実務研修の
充実）

8
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居宅介護支援事業者の指定権限の移譲について

○ 現在、居宅介護支援事業者の指定は、事業所からの申請により、都道府県が行うこととなってい
るが、指定都市・中核市以外の市町村にも指定権限を移譲する。 ＜平成３０年度施行＞

※ 大都市等の特例により、指定都市及び中核市については、居宅介護支援事業者の指定権限が移譲されている。

○ 自立支援に資するケアマネジメントや医療との連携・多職種協
働を推進していくためには、ケアマネジャー自身が資質向上に取
り組むとともに、自立支援に資するケアマネジメントに取り組める
環境整備を推進することも重要

○ また、医療や生活支援のニーズが高い高齢者や認知症を有する高齢者などが増加していく
中で、地域包括ケアシステム構築を推進する市町村が、高齢者の自立支援に向け重要な役割
を担う居宅介護支援事業所のケアマネジャーと積極的に関わり、高齢者のニーズや地域課題
の把握を幅広く行うとともに、ケアマネジメントに対する理解を高めていくことが必要。

○ このため、保険者機能の強化という観点から、市町村によるケアマネジャーの支援を充実す
ることを目的として、居宅介護支援事業所の指定権限の市町村へ移譲する。

趣旨・目的

9

子ども・高齢者・障害者などすべての人々が、１人ひとりの暮らしと
生きがいを、ともに創り、高め合う社会（「地域共生社会」）の実現へ

暮らしと生きがいをともに創る「地域共生社会」へのパラダイムシフト

地域の実践例①：「富山型デイサービス」（富山県）

 介護保険の指定通所介護事業所を母
体として、障害者総合支援の就労継続
支援Ｂ型の事業を実施する。

 高齢者だけでなく、障害者、子どもなど、
多様な利用者が共に暮らし、支え合うこ
とでお互いの暮らしが豊かになる。

 子どもと関わることで、高齢者のリハビ
リや障害者の自立・自己実現に良い効
果を生む。

【子育てにおける好循環】

高齢者などと日常的に関わり合いなが
ら暮らし、健全な成長に効果。

子
ど
も

活躍する場を持つことが、自立・
自己実現に効果。

障
害
者

子育て支援で役割を持つことが、
予防に効果。

高
齢
者

○施設・人員基準や報酬体系の見直し、担

い手の資格や養成課程の見直しを検討。

○地域課題の把握や解決の支援体制（コー
ディネート機能など）の構築に取り組む。

【具体的な対応】【基本コンセプト】

【パラダイムシフト】
「支え手」「受け手」に分かれた社会から、ともに創る「地域共生社会」へ
⇒ あらゆる住民が、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニ
ティを育成。福祉サービスと協働して子育てなどを支援。

「タテワリ」から「まるごと」へ
⇒ 対象者ごとに整備されている福祉サービスの一体的な提供の推進。

○包括的な相談支援体制や地域における一

体的なサービス提供を支援するための制度

化を検討。

全
国
に
普
及
・展
開

施設を訪問した際に障害者の
方からいただいたプレゼント

平成28年4月18日
経済財政諮問会議
厚生労働省提出資料

10
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地域の実践例②：「地域共生型拠点を活用した、あらゆる住民の
担い手創出事業」（北海道石狩郡当別町）

•総合ボランティア拠点
•インフォーマルサービスのワンストップ拠点
•地域の日常的な世代間交流スペース

•障がい者の就労拠点（レストラン）
•高齢者の就労拠点（農園）
•男性団塊世代など多世代交流拠点

•障がい者の就労拠点（喫茶店）
•高齢者の介護予防ボランティア
•子どもたちの学び・遊ぶ場

共生型地域福祉ターミナル 共生型コミュニティー農園共生型地域オープンサロン

◎認知症高齢者
の活躍

要介護の認知症
高齢者が農業経
験を発揮

地元農家による監
修（農福連携）

◎障がい者就労

個々の障がい者
の得意分野に応じ
た就労の取組

飲食業の監修に
よるレストラン経営
（企業参画型）

◎団塊世代の活躍

団塊世代の高齢者
が若い世代を巻き
込んだイベントを企
画し、リタイア後の人
生活力に

畑やレストランを利
用したパーティーで
地域活力の向上

◎子育て支援

育児支援を受けたい
方と育児の手助けが
できる地域住民が会
員組織を結成

地域互助で育児を支
え合い

◎住民相互の生活支援

移動手段の確保など
公的制度ではカバーで
きない分野で活躍する
ボランティア

独自の養成カリキュラ
ムを設け、地域で支え
合う仕組みづくり

◎特技を生かした社
会貢献

高齢者と子どもが囲
碁を通じて心を通わ
す

子どもも高齢者の生き
がいを高めて活躍

◎介護予防ボラ
ンティア

駄菓子屋で値札付
けなどをしながら、
子どもや障がい者と
交流・見守り

高齢者に介護予
防・生きがい創出

◎障がい者就労

多様な障がい者
就労の場

同時に、子どもた
ちの障がい者理解
の場に

◎体験型学童保育

子どもたちによる
お菓子作りやカ
フェ店員などの体
験など

平成28年4月18日
経済財政諮問会議
厚生労働省提出資料

11

相談支援包括化推進員
世帯全体の課題を的確に把握
多職種・多機関のﾈｯﾄﾜｰｸ化の推進
相談支援包括化推進会議の開催等

「我が事・丸ごと」の地域づくりの強化に向けた取組の推進

地区社協

司法関係

総合的な相談支援体制作り

児童関係 医療関係
障害関係

医療関係住まい関係高齢関係雇用、就労関
係

住
民
に
身
近
な
圏
域

市
町
村
域
等

新たな社会資源の創出
地域に不足する資源の検討＋

ニッポン一億総活躍プラン

（H28.6.2閣議決定）

住民が主体的に地域課題を解決を把握して解決を試みる体制づくりを支援

ボランティア、学校、ＰＴＡ、老人クラブ、子ども会

企業、商店ご近所、自治会

民生委員・児童委員

社会福祉法人、ＮＰＯ

様々な課題を抱える住民（生活困窮、障害、認知症等）

住民が主体的に地域課題を解決を把握して解決を試みる体制

（２）多機関の協働による包括的支援体制構築事業（補助率 ） 平成 年度～

まちおこし、産業、
農林水産、土木、
防犯・防災、環境、
社会教育、交通、
都市計画

地域における他分野

（１）地域力強化推進事業（補助率 ） （平成 年度～ 新規）

世帯全体の複合
化・複雑化した課題
を受け止める、市町
村における総合的な
相談支援体制作りの
推進。

複合化・複雑化した課題に的確に対応するために、各制度ごとの相談支援機
関を総合的にコーディネートするため、相談支援包括化推進員を配置し、
チームとして包括的・総合的な相談体制を構築する事業。

住民の身近な圏域において、住民が主体的に地域課題を把握し、解決を試みることができる体制を構築することを支援
するための事業。

平成29年度予算（案）２０億円
実施主体:市町村(100か所程度)

小中学校区等の住
民に身近な圏域で、
住民が主体的に地域
課題を把握して解決
を試みる体制づくり
の支援。

地域の課題を「丸ごと」受け止める場（※）
※ 地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、

地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、NPO法人等

[3]

多文化共生関係

家計支援関係

保健関係

[1] 他人事を「我が事」に変えていくような働きかけ

[2]

12
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その他の法改正事項①

○ 地域包括支援センターに、事業の自己評価と、

質の向上を図ることを義務付ける。

○ 市町村に、地域包括支援センターの事業の実施

状況の評価を義務付ける。

※ これらの評価の実施を通じて、そのセンターにおける必
要な人員体制を明らかにすることで、市町村における適切
な人員体制の確保を促す。

地域包括支援センターの機能強化 認知症施策の推進

○ 現行の介護保険制度では、認知症については調

査研究の推進等が位置づけられているのみ

○ 認知症施策をより一層推進させるため、新オレン

ジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施

策の総合的な推進）を介護保険制度に位置づける。

居宅サービス事業者等の指定に対する保険者の関与強化

○ 市町村が居宅サービス等の供給量を調整できるよう、指定拒否や条件付加の仕組みを導入する。

① 都道府県による居宅サービス事業者の指定に関して、市町村が都道府県に意見を提出できるようにする
とともに、都道府県はその意見を踏まえて指定をするに当たって条件を付すことを可能とする。

② 小規模多機能型居宅介護等を更に普及させる観点から、地域密着型通所介護が市町村介護保険事業
計画で定める見込量に達しているとき等に、事業所の指定を拒否できる仕組みを導入する。

【関与の観点】 対象となる都道府県指定のサービス 対象となる市町村指定のサービス

市町村介護保険事
業計画との調整等

施設・居住系サービス → 指定拒否（現行）

居宅サービス 条件付加（新設①）

施設・居住系サービス → 指定拒否（現行）

居宅サービス → 条件付加（現行）

小規模多機能型居
宅介護等の普及等

通所介護・訪問介護 → 指定拒否・条件付加（現行）

※省令でショートステイを追加予定 地域密着型通所介護 指定拒否（新設②）・条件付加（現行）

13
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介護保険制度におけるケアマネジメント

高齢者等が自らの意思に基づき、自立した質
の高い生活を送ることができるように支援す
ること

→ケアマネジャーとしてどんなことを実行して
いますか？心がけていますか？
☆自分の回答メモ：

利用者本位：利用者の立場に立って支援を行
う機能である

→ケアマネジャーとして、何をしていますか？
実行できていますか？
☆自分の回答メモ

15

介護支援専門員の基本視点
①自立支援→

②ノーマライゼーションとＱＯＬ→

③生涯発達→

→みなさんの利用者のＡさんのことを思い
浮かべてください。ケアプランの中でどの
ように記述、表現していますか？

16
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自立支援→言葉だけなく、実行。
高齢者が自らの有する能力を最大限に活かし、自
らが望む環境で、人生の尊厳をもって過ごすこと
ができるように、身体などが不自由になってもそ
の人なりの生活の仕方を続けていけるようにする
こと。
自立と自律
重度の障害者でも自立（自律）はある
自分の人生に向き合い
自分らしく生きることができるように
最善の選択ができるように支援するのがケアマネ

ジャー
→Ａさんの自立支援のために、何をしていますか？
ケアプランには、何を記述していますか？

17

生活における主体性・自立支援

生活コントロール感：利用者が自分自身
の生活をコントロールできるという感覚

自己決定ができている。⇒自分で自分の
人生を運転する。ハンドルを握る。デン
マークでは、ハンドルプランとも言う。

「いきいきとした生活」：生活ニーズが
満たされた充実した生活状況、利用者が
望むＱＯＬが維持されている状況

18
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介護支援専門員の役割・機能
①利用者本位の徹底

②チームアプローチの実施

（包括的判断と協働）

③サービス実施状況のモニタリングと

計画の修正

④サービス実施体制における

マネジメントの情報提供と秘密保持

⑤信頼関係の構築

⑥社会資源の開発

19

課題分析の実施（アセスメント）

基準第13条第6号
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。

20
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アセスメントシートの必要性

経験の浅い人でも一定水準のアセスメントが
できるように、必要な最小限の質問項目を押
さえてラインアップしているもの（どんな困
りごとには、何を確認する必要があるかを学
んでいくものでもある）→必ず、新人のうち
にはそれらの質問項目を学ぶことが求められ
る。

あくまでも、聞き漏らしがないか、利用者の
全体像を理解できているかをチエックするた
めのツール

21

Ａさんを理解するために
アセスメントシートを見直そう

Ａ

さん

健康医療
面

身体面

心理面

環境

家族等

生活歴

生活の仕
方、行動
様式

22

どこで生ま
れ、どこで
育ち、どん
な仕事をし
て

家の周りは、家族
はどこにいて、誰
と暮らしているか

日課やよく
している習
慣や好きな
こと 今の心理

状態、コ
ントロー
ル状況

過去のけ
がなどの
不自由さ、
自信のな
さ

体調を崩しや
すい、持病あ
り、認知症の

不安
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アセスメントで重要なこと

利用者が抱えている生活ニーズを、理解し、
解決したいという思いを前提で信頼関係を築
くことから始まる

シートがあるがゆえに取り調べのようにシー
トの順番に聞いていくものではないし、シー
トを埋める作業でもない

利用者によっては、聞かなくてもいい質問項
目もあり、また、最初に聞かなくてもいい、
情報収集の優先度の低いものもある

23

アセスメントの基本的な考え方
介護予防ケアマネジメントマニュアルp23

目標とする生活の具体的なイメージの共有

今までの自立した生活スタイル 楽しみや生きがい、強みストレングス

課題分析（収集した情報の分析・見通し）

改善の可能性の検討 多職種による専門職の判断

主訴と情報収集

現在の生活機能の把握 ICFの枠組みの活用

24
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国際生活機能分類の図＊全体像を理解した上で、特に

活動を把握し、プランニングを考え、個人因子・環境因子を活
用し、参加・生活の質の向上を図る支援が、各専門スタッフに
は求められる。

健康状態

心身機能・身体構

造

環境因子

活動 参加

個人因子

機能・構造障害
活動制約 参加制約

阻害因子 阻害因子

25

国際生活機能分類（ⅠＣＦ）の考え方

健康状態、心身機能・身体構造、活動、
参加というようにひとつひとつ分類して
いくことで、利用者にとって何が問題に
なっているのか、それぞれの活動を妨げ
になっているものや制約されているもの
は何なのかが具体的に見えてくる。

相互の関連性を把握して、その人の全体
像を理解する。

26
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マイケアプラン→ケアプラン
アセスメントは深まっていく。繋げていく。

一般介護
予防事業

• 地域

• あんしんすこ
やかセンター

介護予防
サービス

• あんしんすこ
やかセンター

• 居宅介護支援
事業所

介護保険
サービス

• 居宅介護支
援事業所

• 介護保険施
設等

27

◇ケアマネジャー等の連携
アセスメントは共通の内容を用
いることができる。本人らしさ
の利用者本位の情報は、要支援
の段階の方が把握できる。自立
支援を実現する。

生活の目標と生活ニーズの考え方

生活の目標とは

希望する生活を実現するための具体的な
達成目標のこと（ICFの参加、家庭内での役
割、友人や仲間とのかかわり、地域での役
割なども含む）

望む生活・望む人生を具体的に表現した
もの

28
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質問力を高める・例外づくり

利用者の語りを傾聴し、利用者から教わると
いう基本姿勢を持って面接する。

例えば、ミラクル・クエスチョンを使う

「もし、不自由がなくなったら何がしたいです
か？やってみたいことはありますか？」→問題
が解決した後の生活の様子や気持ちについて、
想像を促す質問。

語ってくれた内容をどのように実現するのか、
どこから始めていくのかを共にチームで考えて
いく。

29

相談支援における視点

肯定的感情の重要性：ケアマネジャーが利用
者に対して肯定的な感情をもてるとケアマネ
ジャーは利用者のストレングスの発見に努め
るようになり、ケアプランにさまざまな工夫
や配慮を行うようになる。

良好な人間関係を築くために：①相手のこと
をよく知ろうとする努力、②相手の感情や考
え方を受容すること、③相手に敬意をはらい、
相手の話をよく聴く姿勢を示すこと

引用：岡田「ケアマネジメント原論」ｐｐ５５－５６

30
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ケアプランの本人の生活の意向
まだ、つらい気持ちでいっぱいの人や自分の
状況を把握することがむつかしい人には、意
向を引き出すこともむつかしい。
しかし、信頼関係を構築し、本音や以前の生
活を語ってくれるようになると意向を引き出
すことができるようになる。そうなるとケア
マネジャーの仕事もやりがいが感じられる。
今後の生活をどう送りたいのかを引き出し、
文章化する代弁機能ともいえる。
本人、家族とともに確認し、支援チームに伝
える。プランの短期目標や長期目標で具体化
していく。言語化の力が欠かせない。

31

生活ニーズとは
生活の目標に到達するための条件、維
持・改善を必要とする状態から導かれる
具体的な課題のこと

六甲山から神戸の景色を見るために歩
いて行きたい。孫の結婚式に出席する。

血圧が安定し、健康で過ごし
たい①

メモを見ずにス
ピーチができるよ
うになりたい。④

30分は安定して外
を歩ける。②

お肉なども食
べられるよう
にしたい。⑤

妻と一緒に買い物
に行く。③

32
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利用者を尊重し、自立支援の
ケアマネジメントをしていますか
担当のある人を紹介してください。

Ａさんは、（① や ）が好きで、
若い頃は（② や ）の体験・

経験をし、（③ や ）という

強み・力をお持ちです。楽しく感じるのは

（④ や ）をしている時です。

人生で充実していた時は、（⑤ ）で、

現在の生きがいは、（⑥ ）です。

上記の個別性のある具体的な内容をマイ・ケアプ
ランに記載、取り入れましょう。

33

動機づけを高める働きかけをしていますか。

Ａさんの障害や病気は（⑦ ）や
（⑧ ）

があります。しかし、相談面接を重ねることでＡ
さんの強みである（③ ）を活かし、今
後の生活の目標は

（① ）や（④ ）や
（⑥ ）を自分で行える生活であるこ
とが考えられます。

上記の内容の生活の目標を具体的記載し、個別性
のあるマイ・ケアプランにしましょう。

34
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ソーシャルワークの
実践アプローチの活用例

ストレングスモデル
病理や欠陥に着目し、問
題の原因を特定しようと
する支援モデルへの限界
を打破しようとするなか
で生成されてきたモデル

強さ・能力・知恵・よさ

家族、地域、集団でも。

生活歴や今までの生活の
中から、相談面接等によ
り、引きだす。

行動変容アプローチ
自らの生活機能の改善・
向上させるよう、望まし
い行動を増加させ、望ま
しくない行動を減少させ
ることであり、極めて具
体的である。

観察可能な具体的な行動
として問題を明確化する。

具体的、肯定的な行動と
して目標を設定する。

35

気になる利用者の支援を考えてみよう。

資源（内的・強み）の活用と目標設定

ストレングスモデル
強さ・能力・知恵・よさ

家族、地域、集団でも。

行動変容アプローチ
観察可能な具体的な行動
として問題を明確化する。

具体的、肯定的な行動と
して目標を設定する。

36
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Ａさんにどれくらい関心を持って
いますか。

関心をよせること

かけがえのない人生を歩んできた尊厳あ
る存在と思えるかどうか

援助者である自分自身が試されることに
なる、自己覚知、自分の価値観の自覚

ジレンマをどうするか

そういう時は専門職になりきれるかどう
か、または自分の限界見定め。

37

予防給付の見直し

38
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要支援者の訪問介護、通所介護の総合事業への移行（介護予防・生活支援サービス事業）

予防給付によるサービス

・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・居宅療養管理指導
・特定施設入所者生活介護
・短期入所者生活介護
・訪問入浴介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・福祉用具貸与
・福祉用具販売
・住宅改修 など

新しい総合事業によるサービス
（介護予防・生活支援サービス事業）

・訪問型サービス

・通所型サービス

・生活支援サービス
（配食・見守り等）

・多様な担い手による生活支援

・ミニデイなどの通いの場
・運動、栄養、口腔ケア等の教室

・訪問介護

・通所介護

従来通り
予防給付で行う

訪問介護、通所介護
について事業へ移行

○ 多様な主体による柔軟な取り組みにより効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、予防給付の訪問
介護、通所介護は、事業にすべて移行（平成２９年度末まで）

○その他のサービスは、予防給付によるサービスを利用

・介護事業所による訪問型・通所
型サービス

※多様な主体による多様なサービスの提供を推進
※総合事業のみ利用の場合は、基本チェックリスト該当で利用可

39

○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移

行（２９年度末まで）。財源構成は給付と同じ（国、都道府県、市町村、1号保険料、２号保険料）。

○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を

支援。高齢者は支え手側に回ることも。

総合事業と生活支援サービスの充実

・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進
・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続
・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組
・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進

・住民主体のサービ
ス利用の拡充

・認定に至らない
高齢者の増加

・重度化予防の推進

・専門的なサービスを必要とする人に
は専門的なサービスの提供
（専門サービスにふさわしい単価）

・支援する側とされる側という画一的
な関係性ではなく、サービスを利用
しながら地域とのつながりを維持で
きる

・能力に応じた柔軟な支援により、
介護サービスからの自立意欲が向上

・多様なニーズに対
するサービスの拡
がりにより、在宅生
活の安心確保

予防給付
（全国一律の基準）

地域支援事業

移行

移行

・多様な担い手による多様なサービス
（多様な単価、住民主体による低廉な
単価の設定、単価が低い場合には
利用料も低減）

同時に実現

サービスの充実

費用の効率化

訪問介護
ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の
生活支援サービス

住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支
援サービス

既存の訪問介護事業所による身体介護・生
活援助の訪問介護

通所介護

既存の通所介護事業所による機能訓練等
の通所介護

ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与
する教室

介護予防・生活支援の充実

40
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サービスの利用の流れ

○ 総合事業の目的、内容、サービスメニュー、手続方法等について十分に周知。その際、パンフレット等の使用などにより、
被保険者やその家族などにわかりやすく説明。

○ 被保険者からの相談を受け、窓口担当者より総合事業等を説明（サービス事業は、目的や内容、手続き等を十分説明）。
その際、①事業のみ利用する場合は、基本チェックリストで迅速なサービス利用が可能であること、②事業対象者となった
後も要介護認定等の申請が可能であることを説明。
※予防給付（訪問看護や福祉用具貸与等）を希望している場合等は、要介護認定等の申請につなぐ。
※第２号被保険者は、要介護認定等申請を行う。

○ 窓口で相談をした被保険者に対して、基本チェックリスト を活用・実施し、利用すべきサービスの区分（一般介護予防事
業、サービス事業及び給付）の振り分けを実施。

○ 利用者に対して、介護予防・生活支援を目的に、その心身の状況等に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的
かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行う。

○ 利用者が居住する地域包括支援センターが実施するが、居宅介護支援事業所への委託も可能。
○ 介護予防ケアマネジメントは、利用者の状態像・意向等を踏まえ、３パターンに分けて行う。
① 原則的な介護予防ケアマネジメント
② 簡略化した介護予防ケアマネジメント（サービス担当者会議やモニタリングを適宜省略）
③ 初回のみの介護予防ケアマネジメント（アセスメントを行い、サービスの利用につなげるところまで）

周知

① 相談

② 基本チェックリストの活用・実施

③ 介護予防ケアマネジメントの実施・サービスの利用開始

41

利

用

者

市
町
村
の
窓
口
に
相
談

要支援１
要支援２

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

○居宅サービス
・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護 ・短期入所 など
○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護 など

○一般介護予防事業
（※全ての高齢者が利用可）

・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援事業など

要介護１

要介護５

～

○介護予防サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防居宅療養管理指導 など
○地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護 など

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス

予
防
給
付

介
護
給
付

介護サービスの利用の手続き

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

認
定
調
査

医
師
の
意
見
書

要
介
護
認
定

要
介
護
認
定
申
請

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

非該当

※明らかに要介護１以上と
判断できる場合
※介護予防訪問看護等の
利用が必要な場合

サービス
事業対象者

総
合
事
業

※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合

(サービス
事業対象者)

※予防給付を利用

※事業のみ利用
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具体的な介護予防ケアマネジメント（アセスメント、ケアプラン等）の考え方

アセスメン
トにより、
導き出し
た課題を
利用者と
共有しな
がら、本
人の意欲
を引き出
し、目標を
設定する。

指定介護予防支援と同様に、地域包括支援センター等によるケアマネジ
メントを実施する。

利用者の状態等が安定しており、目標も含めてケアプランの大きな変更
はなく、間隔をあけたモニタリングの実施等を想定。
利用者の状態等にあわせて簡略化したプロセスでマネジメントを実施する。

目標設定及び利用サービスの選定までは、利用者と地域包括支援セン
ター等が相談しながら実施する。ケアプランは作成せず、アセスメントの内
容や、目標、利用サービスの内容等を「ケアマネジメント結果」として共有。

その後は、利用者自身が目標達成に向けてマネジメントを展開する（セル
フマネジメントの推進）。
地域包括支援センターによるモニタリングは行わない。

※ ケアマネジメントＢ又はＣの該当者については、随時の本人及び家族からの相談を受けるとともに、利用者の状況変化時などサービス
実施主体から、適宜連絡が入る体制を作ることが望ましい。

地域包括支援
センター等によ
るケアマネジメ
ントの実施

ｱｾｽﾒﾝﾄ
(課題分析)

ｹｱﾌﾟﾗﾝ
原案作成

ｹｱﾌﾟﾗﾝ確定
本人に交付

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
評価

ｻｰﾋﾞｽ
担当者会議

ｹｱﾌﾟﾗﾝの実行
(ｻｰﾋﾞｽ提供)

地域包
括支援
センター
等によ
るケア
マネジ
メントの
実施

サービ
ス等利
用開始
後は、
本人に
よるマ
ネジメン
トの実
施

ケアマネジメントのプロセ
ス
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課題整理総括表の活用

44
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課題整理総括表について

介護支援専門員については、「利用者像や課題に応じた適切なアセスメント（課題把握）が必ずしも十分でない」、「サービス担当者会議にお
ける多職種協働が十分に機能していない」といった課題が指摘されている。

これらの課題に対応するために、利用者の状態等を把握し、情報の整理・分析等を通じて課題を導き出した過程について、多職種協働の場面等で
説明する際に、適切な情報共有に資することを目的として課題整理総括表を策定した。

目 的

様 式

・介護支援専門員に係る研修で活用

・サービス担当者会議や地域ケア会議等における多職種間での情報共有に活用

・課題を導いた考え方などが明確にされ、具体的な指導につながることから、初任介護支援専門員が主任介護支援専門員等からOJT研修を受ける際
に活用

活用の場面

利用者名 作成日

① ③

④ ⑥

現在　※２ 要因※３ 改善/維持の可能性※４ 備考（状況・支援内容等）
生活全般の解決すべき課題

（ニーズ）　【案】
※６

移動 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

食事 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

食事摂取 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

調理 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄動作 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔 口腔衛生 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔ケア 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　改善　　　維持　　　悪化

※1　本書式は総括表でありアセスメントツールではないため、必ず別に詳細な情報収集・分析を行うこと。なお「状況の事実」の各項目は課題分析標準項目に準拠しているが、必要に応じて追加して差し支えない。

※2　介護支援専門員が収集したた客観的事実を記載する。選択肢に○印を記入。

※3　現在の状況が「自立」あるいは「支障なし」以外である場合に、そのような状況をもたらしている要因を、様式上部の「要因」欄から選択し、該当する番号（丸数字）を記入する（複数の番号を記入可）。

※4　今回の認定有効期間における状況の改善/維持/悪化の可能性について、介護支援専門員の判断として選択肢に○印を記入する。

介護力（家族関係含む)

居住環境

買物

認知

室内移動

②

⑤

金銭管理

※5　「要因」および「改善/維持の可能性」を踏まえ、要因を解決するための援助内容と、それが提供されることによって見込まれ

る事後の状況（目標）を記載する。

※6　本計画期間における優先順位を数字で記入。ただし、解決が必要だが本計画期間に取り上げることが困難な課題には「－」

印を記入。

行動・心理症状(BPSD)

褥瘡・皮膚の問題

社会との関わり

居住環境

見　通　し　※５

課題整理総括表

自立した日常生活の
阻害要因

(心身の状態、環境等)

屋外移動

食事内容

排尿・排便

殿

状況の事実　※１

/　　　　　　　/

利用者及び家族の
生活に対する意向

入浴

更衣

掃除

洗濯

コミュニケーション能力

服薬

整理・物品の管理

45

課題整理総括表の策定の背景

• ケアマネジメントを実践するうえで最も大きな
課題は、「アセスメントに必要な情報があつま
らない」こと

→ 必要な情報をどこからとるか。

→ どんな項目が現状を把握するのに必要な
のか

→ 質問するコミュニケーション能力

平成23年度
「介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する調査研究」より

46
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課題整理総括表の様式の検討と公表

• 平成24年度 実証実験

• 介護保険最新情報 Ｖｏｌ.３７９にて公表
（平成26年6月17日）

法定研修の見直し（実務研修、 更新Ⅰ・Ⅱ、
主任、主任更新）

平成28年度から研修体系の見直しにより、
各研修で課題整理総括表を活用。

47

２、課題整理総括表と評価表の記入方法

• 前提条件
この様式は、課題のすり合わせを行う前に、専門職と
しての考えを整理するもの。

アセスメントツールを使って、情報の収集と整理、分析
が終わってから作成に取りかかる。
課題整理総括表はアセスメントツールではないという
位置付け

利用者及び家族の意向は情報収集の段階で把握が
終わっている事が前提。

情報の収集源としては、利用者家族との面接、主治医
の意見書や退院サマリー等他の専門職の意見書等。

48
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①

②

③

⑤

④

⑥

②
①

③

49

記入手順
• 「状況の事実」の「現在」の欄を記入

• まず「自立した日常生活の阻害要因」欄を記入し、次に「状況の事実」の
「要因」欄に関連する要因の番号を記入

• 状況の事実の改善／維持の可能性」欄を記入し、必要に応じて「備考」
欄を記入

• 「見通し」欄を記入

• 「利用者及び家族の生活に対する意向」欄を記入

• 「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）（案）」欄を記入し、課題の優先順
位を記入

• サービス担当者会議の結果、ケアプランに位置付けなかった課題につい
て、優先順位欄に「－」を記入

50
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「見通し」欄を記入

「自立した日常生活の阻害要因」の解決に向けて
「どのようなケアを実施することにより」、「状況が
どのように変化することが見込まれるか」を記入
する。

記入例
○○｛要因｝に対して、
○○｛援助内容｝をすることで、
○○｛状況の見通し｝となる可能性がある。

この欄はあくまで介護支援専門員としての仮説を記入する欄で
ある。

51

評価表について

モニタリングにおいて、ケアプランに位置づけられたサービスの実施状況を把握し、短期目標を達成するために位置づけたサービスの提供期間が

終了した際に、その評価・検証を行う。

短期目標の終了時期に、サービスを提供する関係者の間で、目標の達成度合いとその背景を分析・共有することで、次のケアプランに向けた再ア
セスメントがより有効なものとなることを企図している。

目 的

様 式

・介護支援専門員に係る研修で活用 ・ケアプランを見直す際に開催するサービス担当者会議や地域ケア会議等での情報共有に活用

・モニタリングにおいて把握した情報をサービス担当者間で共有する場面等での活用

活用の場面

短期目標
（期
間）

援助内容
結果
※２

コメント
（効果が認められたもの/見直しを要するもの）サービス内容

サービス
種別

※１

評 価 表
利用者名 殿 作成日 / /

※１ 「当該サービスを行う事業所」について記入する。 ※２ 短期目標の実現度合いを5段階で記入する（◎：短期目標は予想を上回って達せられた、○：短期目標は達せられた（再度アセスメントして新たに短期目標を設定する）、△：短期目標は
達成可能だが期間延長を要する、×1：短期目標の達成は困難であり見直しを要する、×2：短期目標だけでなく長期目標の達成も困難であり見直しを要する）

参考：「課題整理総括表・評価表の活用の手引き」については、厚生労働省HP「http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-
Roukenkyoku/0000054115.pdf」に掲載しています。 52
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使用しているアセスメントシートの
活用を見直す

• 適切なアセスメントシートになっているか
• 適切なプロセス・流れで活用記入しているか
• アセスメントの意味を理解し、事業所で話し合
いができているか

• シートの使用方法の見直し
• 補足シートの新規作成や記入を見直す
• ソフト会社とのやりとり・交渉も必要になるか
考えて、発表する。個人の考えから。事業所へ。

53

自分の事業所・施設で使用している
アセスメントシートを確認しよう

主訴困りごとの相談面接実施・フェイスシート及び基本情報

情報収集

・事実、特記事項など
の情報

課題分析標準項目の
基本情報に関する項目

アセスメントシートの活用

課題分析

・ケアマネジャーの判断、
見立て、見通し、考えな
ど

・情報を結び付けて分
析する過程

課題分析標準項目の課題分析
（アセスメント）に関する項目

課題整理総括表の活用

アセスメントしたものを
総括したもの。

ニーズの導き出し

解決すべき課題

54
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自分の事業所・施設で使用している
アセスメントシートを確認しよう

• 神戸市介護予防アセス
メントシートや課題整理
総括表に記載した内容
が、自分がしようしてい
るアセスメントシートの
どこに記載しているの
か。

• 記載する必要があるの
かを確認してください。

• 課題分析欄とその記述
• アセスメントしたものの
全体のまとめの記述

• 全体のアセスメントのま
とめがあることにより、
事例を全体を見通して
考え、ニーズを優先順
位を考えながら、整理
することができる。

55

ひとりの人の自立支援のための
地域における連携・協働体制

• 地域包括
• ケアマネジャー
• 自分で生活を組
み立てる

• ケアマネ
ジャー

• 自分らしい生
活

• 地域包括・行政
• 早期発見・対応
• 認知症ＭＣＩ
• 自立生活の継続

• 保健・行政
• 健康教育
• 情報提供、収集

一般

高齢者等
虚弱等

要支援高
齢者等

要介護高
齢者等

56
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素晴らしい仕事であると思えるか
こんなにひとりの人のことを真剣に考える機会を
持つ
その人の人生に寄り添い、その人の視点や世界か
ら物事を見ることができるか
その人のパーソナルスペース、生活空間に定期的
に行くことができる
その人の喜びも悲しみもつらさも楽しさも共有で
きることがある
その人が自分らしく幸せな生活を送る手伝い、サ
ポートができる
人生の最期まで見届けることもある
尊厳をもって、人生、生き方を学ばせてもらう
その人の生活を支える権利擁護実践の要となるケ
アマネジャー

57

１．自立支援に資するケアマネジメントのより一層の推進
・介護保険法2条、運営基準等の遵守

・地域ケア会議の活用等

・生活支援サービスの活用の視点や元気高齢者の社会参加の視点

・継続的な自己研鑽

２．多職種協働によるチームケアの要としての役割
・地域における医療、介護、福祉ほか、多様な資源・機関や人材の把握と連携強化

・サービス担当者会議の活用等による専門職の効果的な活用（ケアプランと個別サー

ビス計画との連動等）

３．医療とのより一層の連携
・入退院時における医療機関等との連携

・在宅医療ニーズの高い高齢者の支援

・認知症の方への対応

・リハビリテーション職種との連携

・看取り段階への対応

４．地域資源の開発等に資する情報提供等
・地域に不足している資源にかかる通常業務の中での保険者等への情報提供

・地域ケア会議での個別事例等を通じての情報提供

地域包括ケアシステムの実現に向けた介護支援専門員への期待

アセスメントをしっかりとす
るところから、全ては

始まります。

がんばりましょう。
(*^▽^*)

58
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目指すべき、自分の理想のケアマネジャーに
なるための設計図を書いて、一歩一歩前に進み
ましょう。
スペインのサグラダファミリアのように。

59

人生の輝きは
誰にもあると
信じて

60
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３．総合事業のサービスに関するお知らせ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神戸市保健福祉局高齢福祉部 
介護保険課高齢在宅支援係 
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第１章 訪問型サービス 
１.訪問型サービスの対象者の見直しについて 

 

１．概要 

総合事業の訪問型サービス（介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス）の対象者に

ついて、平成 29 年度は円滑な移行のため、総合事業移行前から訪問介護を利用されていた方

は、利用の継続が必要な場合は介護予防訪問サービスを利用いただける取扱いをしておりま

した。平成 30 年 4 月以降は、ケアプランの作成時に、アセスメントの中で、利用者の状態

像等をもとに必要なサービスを判断するものとします。 
なお、生活支援訪問サービスの利用が適当と判断した場合であっても「地域においてサー

ビス提供事業者が確保できない場合は、当分の間、介護予防訪問サービスをご利用いただく

ことが可能」という取扱いは、平成 30 年度は継続します。 
今後、本市においても研修修了者と事業者のマッチングを支援し、生活支援訪問サービス

の定着に努めます。 
 

２．見直し内容（平成 30 年 4月～） 

 対象者の目安 基準 

介護予防 
訪問サービス 

 

下記要件のいずれかに該当する者 

①身体介護が必要な方 

 

 

②認知機能の低下による日常生活に

支障をきたすような行動や意思疎通

の困難さがみられる方 

 

③精神疾患等があり、ヘルパーの交代

が病状等の悪化につながる恐れがあ

る等の理由により訪問介護員による

専門的な支援が必要と判断された方 

 

④上記①～③に該当しない場合でも、

心身の状態像、家族の支援の状況な

どを十分にアセスメントし、訪問介

護員による専門的な支援が必要と判

断された方。 

 

※生活支援訪問サービスの対象者で

あっても、地域においてサービス提供

事業者が確保できない場合は、当分の

間、介護予防訪問サービスをご利用い

ただくことが可能。 

 

①障害高齢者の日常生活自立度Ａ以上かつ

身体介護が必要な方 

 

②認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上ま

たは、主治医から認知症の診断を受けてい

る方 

 

③主治医意見書や障害者手帳等により、疾

病や障害の程度が確認できること。 

 

 

 

④（例） 

・退院直後で状態が変化しやすく、自立支

援に向けた専門的サービスが特に必要な方 

・ゴミ屋敷となっている方や社会と断絶し

ている方などの専門的な支援を必要とする

方 

・心疾患や呼吸器疾患、がんなどの疾患に

より日常生活の動作時の息切れ等により、

日常生活に支障がある方 等 
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３．適用開始時期 

見直し後の対象者の目安は、平成30年4月1日より適用する。但し、既に各サービスを利用

している方については、平成30年4月1日以降のケアプランの作成時の状態像等をもとに判断

するものとします。 

 

４．Ｑ＆Ａ 

 答 

 要支援認定を受けられた方については、主治医意見書や認定調査票の自立度の判定を採用します。差異

があった場合は、主治医意見書を基準とします。基本チェックリストで事業対象者となり主治医意見書が

ない場合、または要支援認定を受けられた方であっても、認定調査以降のアセスメントにおいて本人の状

態が認定調査時の状態と異なる場合等は、ケアプラン作成者が判断し、アセスメントシートに自立度を記

載してください。対象者の目安②に該当すると判断した場合、具体的な心身の状況等をアセスメントシー

ト及び支援経過記録に記載してください。 

 

 

答 

 お尋ねの場合、生活支援訪問サービスでは身体介護を提供できないので、対象者の目安④に該当するも

のとして、介護予防訪問サービスの利用が可能です。 

 

なお、身体介護として区分される「自立生活支援のための見守り的援助」は自立支援、ＡＤＬ向上の観点

から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守りをいい、単なる見守り・声かけは含みません。掃

除、洗濯、調理をしながら単に見守り・声かけを行う場合は生活援助に区分されます。 

 

例えば、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助に関連する行為であっても、 

・利用者と一緒に手助けしながら調理を行うとともに、安全確認の声かけや疲労の確認をする 

・洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒防止予防などのため

の見守り・声かけを行う 

・認知症高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理などを行うことにより生活歴の喚起を促す 

・車イスの移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるように援助する 

といった、利用者のＡＤＬや意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス行為は身体

介護に区分されます。 

 

また、利用者の身体に直接接触しない、見守りや声かけ中心のサービス行為であっても、 

問 1 対象者の目安②については、認知症高齢者の自立度を基準としているが、その自立度は要支援認定の

判定が反映されるのか。事業対象者はどのように判断すればよいか。 

また、明らかに自立でなくても「自立」と記載されているなど、主治医意見書と実態にかい離がある

場合、どのように対応すればよいか。 

問 2  見守りをしながら利用者と一緒に行う家事等は身体介護になるが、障害高齢者の日常生活自立度が

Ａ未満であっても、自立支援・ADL 向上の観点から安全を確保しつつ、見守りをしながら利用者と一

緒に家事等を行う必要性が認められる場合は、身体介護として介護予防訪問サービスを利用できる

か。 
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・入浴、更衣などの見守りで、必要に応じた介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認を行う 

・ベッドの出入り時など自立を促すための声かけなど、声かけや見守り中心で必要な時だけ介助を行う。 

・移動時、転倒しないようにそばについて歩き、介護は必要時だけで､事故がないように常に見守る 

という介助サービスは自立支援、ＡＤＬ向上の観点から身体介護に区分されます。 

 

 

答 

 利用者の居住区に所在する事業所については、原則調整を行ってください。調整の結果、提供事業者が確保

できず、介護予防訪問サービスを利用する場合は、その経過を支援経過記録に記載してください。なお、隣接区

など利用者の居住区外に所在する事業所についても、必要に応じて調整を行ってください。 

 

 
答 

 お尋ねの場合、介護予防訪問サービスの必要性や、生活支援訪問サービスとの提供内容及び従事者の違

いを説明いただいた上で、それでも利用者が生活支援訪問サービスの利用を強く希望する場合は、生活支

援訪問サービスの利用が可能です。なお、その場合は説明の経過等を支援経過記録に記載してください。 

 

 

答 

 神戸市のホームページに掲載していますのでご確認ください。 

URL：http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/carenet/kiteiyoushiki/jigyousyosuu.html 

トップページ ＞ 総合メニュー ＞ くらし・手続き ＞ 年金・保険・税 ＞ 介護保険 ＞ 神戸市の規定・様式類 ＞ 

介護事業所一覧 

 

 

答 

 生活支援訪問サービスの報酬の設定は、人員基準や運営基準の緩和を踏まえたものであり、サービス提供時

間の考え方を変えたものではありません。したがって、生活支援訪問サービスも介護予防訪問サービスもサービ

スの提供時間については、現行の介護予防訪問介護と同じ考え方です。 

介護予防サービス計画において設定された目標等を勘案し、必要な程度の量を提供してください。 

 

 

 

問 3 「地域においてサービス提供事業者が確保できない場合」とあるが、生活支援訪問サービス事業所

の調整はどの地域まで実施すればよいか。 

問 4 アセスメントの結果、利用者の状態像は対象者の目安に該当し、介護予防訪問サービスが必要と思

われるが、利用者が介護予防訪問サービスではなく生活支援訪問サービスを強く希望する場合、ど

のように対応すればよいか。 

問 5 事業所の一覧はどこで見られるか。 

問 6 （再掲）生活支援訪問サービスの報酬が介護予防訪問サービスの８割になっているが、サービスの

時間は現行と同じ考え方でよいか。 
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答 

 月の途中に利用者の状態像に変化が生じ、あんしんすこやかセンター職員等のアセスメントの結果、身体介護

が必要と判断される場合、ケアプランの変更やサービス事業者と利用者との契約など必要な手続きを経た上で介

護予防訪問サービスに切り替えて下さい。この場合、報酬算定はそれぞれ日割りとなります。 

 

  

問 7 生活支援訪問サービスの利用者が、月途中で状態が変化し、身体介護が必要になった場合は、月途

中での介護予防訪問サービスへの変更は可能か。 
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第２章 通所型サービス 

 １.介護予防通所サービスの報酬の見直しについて 
 
１．概要 
 介護予防通所サービスについて、サービス内容に応じた利用者負担とするため、要支援

２の方については、週１回程度利用の場合の報酬単位を新たに設定し、利用回数に応じた

報酬・料金区分とします。 
 
２．報酬単位（案） 
 

現行 
変更後 

（平成 30 年 4 月提供分より） 

事業対象者、要支援１の方 
1,647 単位 

事業対象者、要支援１の方 
   1,647 単位 

要支援２の方 
3,377 単位 

要支援２の方 
週１回程度   1,647 単位 
週２回程度   3,377 単位 

 
 
 
 
 
 
 
※ 上記の単位数は現時点での案であり、今後の国の介護報酬改定や「総合事業において市町村が定め

る単価の上限となる国が定める単価」の見直しを踏まえて、変更することがあります。平成30年３

月頃に改めてお知らせします。 

 
３．変更時期 
  平成 30 年度（平成 30 年４月提供分）より  
 
４．サービスコード表（案） 
  平成 30 年 3 月頃に公表予定。 
 
５．Ｑ＆Ａ 
  

【ポイント】 
現行では要支援 2 の方は、3,377 単位の区分しか選択できませんが、平成

30 年度からは、要支援２の方であっても、介護予防ケアマネジメントによ

り週 1 回程度の通所が必要とされた方については、1,647 単位の区分を使

用することになります。 



—49—

 

答 

 市町村が単価を設定するに当たっては、国が定める額（予防給付の単価）が上限とされていますので、要支援

１の方について、現在の 1,647 単位を上回る単価を設定することはできません。 

包括的支援を行う必要があるため、ケアマネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により適切な利用回数、

利用時間でサービスを提供してください。 

 

 
答 

 いずれも、ケアプランで位置付けられたサービス内容で算定してください。 

適切なアセスメントにより作成されたケアプランにおいて、サービス担当者会議等によって得られた専門的見地か

らの意見等を勘案して、標準的に想定される１週あたりのサービス提供頻度に基づき、各区分を位置付けてくださ

い。 

 

 

答 

 月途中で利用者の都合等により提供回数が変更になった場合であっても、報酬区分は変更されず、当初予定

していた報酬区分で算定可能です。 

ただし、利用者の状況等に変化があり、回数を変更する必要がある場合には、新たな状態等に応じ翌月以降

のケアプラン及びサービス計画の変更を検討してください。 

 

 

答 

 月途中に提供回数の変更があった場合であっても、定額報酬の性格上、算定する報酬は計画上の報酬区分と

なり、月途中で変更する必要はありません。必要に応じてケアプランを変更の上、翌月から算定する報酬の見直

しを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1 要支援２・週１回程度の区分が追加されたが、要支援１・週２回程度の区分は追加しないのか。 

問 2 要支援２について、回数の区分は予定と実績どちらで算定するのか。また、週によって回数が異な

る場合、どのように考えるのか。 

問 3 ケアプランで週２回程度の通所が必要とされた方が、本人の都合により、週１回しか利用しなかっ

た場合の請求はどうするのか 

問 4 要支援２で、月途中で利用回数が変更した場合（週２回→週１回、又は、週１回→週２回）は、日

割りで算定することとなるのか。 
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４．『事務連絡』 

 

１．神戸市介護予防支援業務等従事者証の取り扱いについて 

 

２．指定居宅介護支援事業所への 

介護予防支援業務等の一部委託について 

３．その他 

 

 

 

 神戸市保健福祉局高齢福祉部 

           介護保険課地域包括支援係 
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「神戸市介護予防支援業務等従事者証」
の取り扱いについて

１．従事者証の携帯及び提示について
指定介護予防支援業務および介護予防ケアマネジメント（以下、「介護
予防支援業務等」という。）を行う際は、利用者や家族などに求められ
た際、すぐに提示できるよう、常に従事者証を携帯して下さい。

２．届け出について

①従事者の届出（第２号様式）
・（新規届出）新しく採用されるとき(同一法人内での異動の場合も新規扱いです)

・（変更届出）従事者の氏名、事業所の名称等に変更があったとき
・（喪失届出）事業所を辞めるとき又はその資格を喪失したとき

（例：介護支援専門員資格喪失など）

②従事者証の再発行（第３号様式）
・従事者の氏名に変更があったとき

（第２号様式とあわせて提出してください。）
・従事者証を紛失・破損等したとき

注意！！従事者証には、「神戸市長の印」が印字されています。取扱いには十分注意してください。

３．従事者証の返却について

・介護予防支援業務等への従事をしない場合

・旧従事者証が不要となった場合

・従事者証の有効期限を経過した場合

・従事者の資格を喪失した場合（例：介護支援専門員資格喪失等）

「神戸市介護予防支援業務等従事者証」
の取り扱いについて

注意！！従事者の事業者が変更(退職等)となっても、引き続き神戸市内で介護予防支援
等業務を行う際には、神戸市への返却は必要ありません。ただし、今後も介護予防支援業
務等に従事しない場合は、喪失届出とともに速やかに神戸市へ返却してください。※郵送可

注意！！従事者証は個人にお渡ししているものです。有効期限の管理など、従事者証の管理につ
いては、原則、自己責任で行ってください。ただし、雇用している事業者及び、一部委託を行っている
あんしんすこやかセンターにおいては、従事者証の確認を行うようにしてください。(委託業務管理の
ため、あんしんすこやかセンターから、従事者証の提示を求められることがあります。ご協力をお願い
いたします。)
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新しい従事者証は、

３月中に申込み事業所宛てに郵送します。
なお、現在使用している従事者証（クリーム色）は、
新しい従事者証を発行後に回収しますので、
失くさないようお気を付けください。

「神戸市介護予防支援業務等従事者証」
の発行ついて

青色

神戸市介護予防支援業務等従事者証
従事者番号 ○○○○○○○○
氏 名 神戸 花子
生 年 月 日 20○○年○月○日

上記の者は介護予防支援業務等に係る従事者であること
を証明する

神 戸 市 長
有効期限 2021年3月31日

神戸市
長之印

注意！！～以下の場合は介護保険課へご連絡ください～
・3月中に新しい従事者証(青色)が届かない場合。
・申込み時の所属から、異動、退職等により申込み事業所
に所属がない場合。
・その他、従事者証に関して不明な点がある場合。

指定居宅介護支援事業所への
介護予防支援業務等の一部委託について

• 委託先からケアプランの提出がない場合は給付管理を行わ
ないこと。

• 帳票類の提出が遅延している場合は、担当ケアマネジャー
へ口頭もしくは文書で提出依頼し、未提出の理由を明確にす
ること。

• 明確な理由がなく、提出依頼からおおよそ1週間後も提出が
ない場合は、居宅介護支援事業所の管理者へ連絡し、調査
と報告の依頼を文書にて行うこと。

• 上記を行ってもケアプランが提出されない場合は、当ケース
に限り委託契約を中止すること。

• 経過を支援経過記録に残すこと。
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介護予防ケアマネジメントマニュアルを
ご活用ください

お手元にない方は、神戸市ケアネット『介護予防ケアマネジメントガイ
ド』に掲載します。ご確認ください。

□日付の整合性はありますか？

(評価日、ケアプラン作成日、サービス担当者会議実施日、
本人同意日、サービス提供開始日等)

□適切なモニタリングを行っていますか？

(評価月、サービス提供開始月の翌月から起算して三月に一回は利用者の居宅への訪問）

□ケアプランに漏れなく適切な内容を記載できていますか？

(４つの領域の現状、ニーズ、目標、家族の支援・セルフケア、インフォーマルサービス、サービス種別等)

□支援経過記録を漏れなく記載できていますか？

(サービス担当者会議の開催や内容、FAXによる連絡、文書の送付や受取り等支援過程、把握した
客観的な情報、ケアプラン作成者の判断と根拠等を記載。)

必ずマニュアルに立ち返って確認し、

適切なケアマネジメントを行いましょう。

わからない時、不安な時、
迷った時は・・・

運営基準違反になってい
ませんか？マニュアルを
見て確認しましょう！

利用者の自立支援をめざして
可能な限り住み慣れた地域で、

その人らしい、自立した生活を送れるように

利用者本位・自立支援・公正中立等の理念を

徹底し、その専門性の向上を図り、

適切なケアマネジメントの実現を

目指しましょう！！

地域包括ケアシステムを目指して、

その一歩を踏み出しましょう！！
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平成 29年度 神戸市介護予防ケアマネジメント従事者現任者更新研修アンケート 

 

※当てはまる番号に○をつけてください。 

 

＜所属事業所種別＞ 

 ①市内居宅介護支援事業所 ②市外居宅介護支援事業所 ③指定介護予防支援事業所 

④有料老人ホーム・ケアハウス・養護老人ホーム・小規模多機能型居宅介護事業所  

⑤その他（                                 ） 

 

  

事業所名：                氏名：                

● ケアプラン作成歴（     ）年 【通算】 

そのうち、介護予防ケアプラン作成歴（      ）年 【通算】 

 ● 前月担当のケアプラン件数（    ）件 

そのうち、介護予防ケアプラン件数（     ）件 

 

 

【研修内容について】 

１．マイ・ケアプラン作成の留意点について 

①よくわかった   ②わかった  ③ややわかりにくかった ④わかりにくかった 

  （理由：                                ） 

 

２．自立支援に向けたケアマネジメントの重要性 

～ケアプラン作成担当者として大切なこと～  

①よくわかった   ②わかった  ③ややわかりにくかった ④わかりにくかった  

  （理由：                                ） 

 

３．研修を受講して感じたことについて（当てはまる項目全てに○をつけてください） 

① 自身の業務を振り返り、見直したいと思った。 

② アセスメントの重要性について、理解が深まった。 

③ 自立支援に向けたケアプラン作成に取り組みたいと思った。 

④ マイ・ケアプランへの理解が深まった。 

⑤ 総合事業についてもっと知りたいと思った。 

⑥ 事業所内で講義内容について情報共有したいと思った。 

⑦ 特に何も感じなかった。 

⑧ その他（                             ） 

 

 

 

 

 

裏面もご協力ください 
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４．ケアプラン作成上の困難点はありますか（当てはまる項目全てに○をつけてください） 

  ① 利用者・家族の意見を十分に聞く時間がない。 

② アセスメントにおいて課題を抽出し、目標を立てるのが難しい。 

③ ケアプランの書き方に自信がない。 

④ 利用者と家族の意見に違いがあり、調整が難しい。 

⑤ 利用者や家族の意見と、ケアマネジャーの意見に違いがあり、調整が難しい。 

⑥ 必要な介護保険サービスが地域に不足している。 

⑦ サービス提供事業者を探すのに時間がかかる。 

⑧ 所属事業者の併設サービス等をケアプランに入れるような事業者の方針がある。 

⑨ 医療との連携が取りづらい。 

⑩ 介護保険以外のインフォーマルサービスが不足している。 

⑪ 指導・調査を前提にしてサービスを調整してしまう。 

⑫ その他（                               ） 

 

５．平成 29 年度からの新しい介護予防ケアマネジメント関連様式についてお聞かせくだ

さい 

  ① 良い点 

    

 

 

② 悪い点 

   

 

 

 

③ 利用者の反応 

    

 

 

 

６．今後の研修内容についてのご要望がありましたら、記入してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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