
介護支援専門員への支援

資料０３－１（平成２９年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ）
○テーマ：「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」
○科 目：①介護支援専門員への支援の視点について ②地域ケア会議について
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介護支援専門員の現状把握

＜介護保険法の変化で介護支援専門員の業務量など
が大きく変化＞

• 地域の状況により、違いが大きい（1事業所当たりの
所属人数、ベースの職種）

• 相談機関が少ない（行政に相談できる事業所は極端
に少ない）

• 同じ事業所内であるからこそ相談しにくいこともある

＊地域包括支援センター主任介護支援専門員が自ら居
宅介護支援事業所へ出向き状況把握することが大切
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事業所の特徴

①事業所の所属人数が少ないと、事例検討会など
の質の向上が図りにくい

②ベースの職種は介護福祉士が圧倒的に多いた
め、１事業所に「同じ職種のみ」という所も多く違
う視点でのアドバイスが受けにくい

③介護福祉士ベースの介護支援専門員の場合、
医療に関する知識が少ないだけではなく、医療
機関との連携に難しさを感じることが多い
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相談機関が少ない

①介護支援専門員の相談相手として、主任介護支
援専門員が養成されているが、どこに主任介護
支援専門員が所属していてそれが誰なのかを
知るすべがない

②行政に相談することも大切であるが、介護支援
専門員の心理として、行政に変な相談をすると
実地指導などで不利なことになりはしないかと不
安になることが多く相談することができない人が
多い
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同じ事業所であるからこそ
相談しにくい亊がある

①同じ事業所に勤務しているからといって皆仲
が良いとは限らない

②経験年数が同じ程度の場合、事業所内でも
解決しないことがある
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アウトリーチが大切

• 地域包括支援センターで相談を待つのではなく、
居宅介護支援事業所へ出向くことにより、現状
を把握し介護支援専門員がどんなことに悩み
困っているのかを把握することができる。

• 支援のための研修会の開催内容のヒントを得る
ことができる

• 信頼関係を築くことができることで気軽に相談し
ていただくことにつながる

• 「医療機関との連携」などでどのようなことを難し
いと感じているか生の声を聴き、地域包括支援
センターの業務に生かすことができる
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地域ケア会議と
ケアプランからの展開演習

(事例検討)
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地域ケア会議は主に５つの機能

これらの機能は相互に関係し
合い、循環して
います。

各機能が効果的に関連し合う
よう、市町村の実情に応じて、参
加者や設置範囲の異なる地域ケ
ア会議やその他の会議を組み合
わせることが、市町村に求めら
れています
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個別課題の解決機能

個別ケースについて、多機関・多職種が多様な
視点から検討を行うことにより、住民の問題解決を
支援するとともに、そのプロセスを通して地域包括
支援センター職員や介護支援専門員等の問題解
決力向上を図り、支援の質を高める機能です。

この会議では、サービス担当者以外に必要な参
加者を招集し、個別事例の課題だけでなく、個別
事例から地域課題を把握し、ネットワーク構築など
次のステップにつなげることが大切です。
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会議で取り上げる個別ケース（例）

①サービス未利用で支援を要する高齢者等への対応

②周辺住民や支援者が困っている事例

③支援のための資源や環境整備が必要な事例

④高齢者の心身の健康や権利が侵害されている事例

⑤保険者から見てサービス提供内容に課題がある事例

⑥地域課題に関する事例

等、在宅医療・看取りに関することや高齢者虐待・孤独
死事例から支援の振り返りといった、サービス担当者会
議で解決できないケースが対象となります
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地域包括支援ネットワーク構築機能

医療、介護サービス事業者等、地域の関係機関
との相互の連携を高める機能です。

自治会長（町内会長）や民生委員等、地域にある
ネットワークや取組を把握する必要もあります。

個別ケース検討を通して、個別課題や地域課題
を解決するために必要な関係機関の役割が明ら
かになるとともに、課題解決に向けて関係機関が
具体的に連携を行うことによって、連携が強まり、
個別課題解決機能が高まる実践へとつながります。
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地域課題発見機能

個別ケースの検討において、地域の共通課題を
見出すことに念頭を置き、個別の背景にある解決
すべき地域課題を明らかにする機能です。

発見された課題に対して、解決策・改善策を検討
するプロセスの中で、関係機関の取組と役割が明
らかになるとともに、どのような公的サービスやイ
ンフォーマルサービス等が必要かを検討すること
が、地域づくりや政策形成等、次のステップにつな
がっていきます。
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地域づくり・資源開発機能

インフォーマルサービスや地域の見守りネット
ワーク等、住民との役割分担を図りながら、地
域に必要な資源を開発していく機能です。

個別課題の検討の過程で、地域で不足する
資源や仕組みがあれば創出する必要がありま
す。
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政策形成機能

市町村による地域に必要な施策や事業の立
案・実施につなげる機能であり、広義には道や
国への政策の提言までを含む機能です。

明らかになった地域課題を集約・整理し、必
要な基盤整備、関係団体との調整等の行政機
能を発揮します。
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地域ケア会議の運営

（１）設置主体
地域包括支援センター、または市町村（保険者）。

市町村は地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを想定したうえで、
その実現に向けて有効だと考えられる地域ケア会議を、地域包括支援
センターとともに設置および構築していく必要があります。

（２）コーディネート機能

地域包括ケアシステムを推進する出発点となる個別ケース検討が重要
であることから、個別ケースの支援内容検討会議の質を向上させ、なお
かつ効率的に検討するために事前準備や事後整理をすることも必要で
す。

地域包括支援センターは、個別ケースの検討を通して、地域課題の抽出、
地域課題の提出という一連の流れを円滑に行うことが必要となります。

市町村は、地域包括支援センターからの提言を受けて、地域課題解決
のための会議を主催する必要があります。
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情報共有のための様式の活用（例）

①「地域ケア会議事前準備シート」（別紙様式 ｐ７）

目的を明確にし、参集範囲や役割分担などを考えます。

②「地域ケア会議アセスメントシート」（別紙様式 ｐ１１）

個別ケースの検討を行う場合、「事例提供者の負担を軽減すること」と同時に、「会議参加者

全員が共通認識を持てる」よう理解しやすい資料であることが必要です。

ケアプラン等で十分理解が得られるような場合は、事例提供者の負担を考えて、既にある資料
を活用する方法もあります。

③「生活行為評価票」における現状評価と予後予測の整理票（別紙様式 ｐ１３）

利用者の生活機能について主観的な評価を行い、課題解決の優先度を考え、介護予防サービ
スの提供によって向上が期待される生活課題を明らかにし、関係者と共有します。

④「地域ケア会議の記録（個別課題用）」（別紙様式 ｐ１５）

個別ケースの検討を通して把握された地域課題が、地域づくり・資源開発など地域課題を検討
する会議へつながるよう整理します。

また、同市町村内の複数箇所の地域包括支援センターで出された地域課題を集約するために
は、個別課題解決の会議で統一した会議記録の様式を使用することも有効と考えます。

⑤「地域ケア会議実施報告書」（別紙様式 ｐ１７）

５つの機能を意識した会議開催であることと、会議内容を関係者が共有できるよう整理します。
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個人情報の取り扱いについて

個人情報に対しては、適切な対応をとる必要がありますが、
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、支援内容の検討はもとより、支援が円滑
に運ばなくなることが懸念されます。

このことから、市町村によって個人保護条例の定めがある
ため、地域ケア会議における個人情報の取り扱いは、市町
村が基本的な方針を設定し、関係者で共有することが必要
です。

また、会議参加にあたり、誓約書によって個人情報を守る
という方法もあります（様式参考例ｐ１８、１９を参照）。

なお、地域ケア会議における個人情報の提供は、本人・家
族の同意に基づいて提供することもできますが、本人の同意
がなくても提供できる場合があります。
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本人同意がなくても提供できる例

①法令に基づく場合

高齢者虐待等、生命または身体に重大な危険が生じている場合は、
発見者に通報の義務があります。

②本人の利益を守ることが優先される場合（緊急時）

生命や財産等に危機があるが、重度の認知症などで本人の同意を
得ることが困難な場合

③個別の条例による場合

各市町村の個人情報保護条例で示されているとき（例：災害時要援
護者支援や認知症高齢者、一人暮らし高齢者支援のために平時か
ら民生委員と名簿を共有するなど）
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地域ケア会議における個人情報保護に

関する介護保険法の改正(27年4月1日施行)

介護保険法の秘密保持の規定が改正

115条48(会議)
第１１５条の４８ 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により構成される会議を置くように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。

205条2(罰則)
第１１５条の４８第５項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

※会議の構成員に書いてもらう「誓約書」は、ガイドラインの誓約書のひな形（１８ページ）などを使用
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既存会議の活用について

地域ケア会議の５つの機能すべてをひとつの
会議に盛り込むのではなく、既存の会議でいず
れかの機能を果たしている場合は、その会議を
活用し、充実させていくことができます。

会議の開催自体を目的化せず、既存の会議
において５つの機能を意識した検討を行うこと
で、有意義なものになると考えられます。
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会議体の分類

1 •個別面接

2 •サービス担当者会議

3 •地域ケア個別会議

4 •地域ケア会議

5 •福祉計画策定会議

6 •老人福祉計画・障がい福祉計画

実務レベル

政策レベル

「ケア会議で学ぶケアマネジメントの本質(中央法規)」一部抜粋・修正

21



サービス担当者会議との相違点

地域ケア会議（個別ケース検討） 項 目 サービス担当者会議

地域包括支援センターまたは市町村 開催主体 介護支援専門員（契約が前提）

ケース当事者への支援内容の検討、地域
包括支援ネットワーク構築、自立支援に資
するケアマネジメントの支援、地域課題の把
握など

目 的 利用者の状況等に関する情報共有、サー
ビス内容の検討および調整など

サービス担当者会議で解決困難な課題等
を多職種で検討
例：

・サービス未利用で支援を要する高齢者等
への対応
・支援者が困っている事例

・高齢者の心身の健康や権利が侵害されて
いる事例 等

内 容 ・サービス利用者の状況等に関する情報
の担当者との共有

・当該居宅サービス計画原案の内容に関
する専門的見地からの意見聴取
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事例検討会との相違点

援助者の実践力向上を主目的とする場合は、
研修の意味合いが強くなるため、地域ケア会議
とは異なります。

逆に、地域ケア会議と同じ目的および機能を
果たしているものであれば、名称にかかわらず
地域ケア会議として整理することができます。
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高齢者虐待対応の
「個別ケース会議」との相違点

高齢者虐待防止法に基づき開催される会議
は、高齢者虐待対応の方針検討・支援計画の
策定をするために必要なメンバーで構成される
会議です。

虐待対応に必要とされる地域のネットワーク
づくり、虐待対応における地域の問題・課題の
把握やその解決方法の検討などは、地域ケア
会議によって行うことができます。
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地域包括支援センター運営協議会
との相違点

地域包括支援センターの業務に関する評価を
行い、センターの適切、公正かつ中立な運営の
確保を目指すことを目的としていますが、地域
づくり・資源開発や政策形成等の地域ケア会議
の目的や機能に合致する内容の検討を行う場
合には、地域ケア会議に置き換えられます。
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研修会との相違点

支援者の技術向上を目標として開催される研
修会などについて、研修そのものについては地
域ケア会議とは位置づけられません。

個別事例の積み重ねを通じて、支援者の資
質が地域課題として取り上げられ、その対策と
して研修会を開催するといった決定までのプロ
セスは地域ケア会議に該当しますので、研修会
そのものは地域ケア会議以外の事業として整
理する必要があります。
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その他の会議との相違点

顔の見える関係づくりのみを目的としたネット
ワーク会議や懇談会といったものは、地域ケア
会議とは異なります。

しかしながら、関係性を構築することのみを目
的とせず、個別支援においての連携強化や、
地域の基盤整備を目指すための顔合わせと
いった、具体的な目標に向かうなかでの一環と
して開催される場合は、地域ケア会議として位
置づけることも可能です。
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地域ケア個別会議
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ケースの選定の流れ

【国マニュアル43】

総合相談受付(ｽｸｰﾆﾝｸﾞ)

介護予防
CM業務

総合相談
支援業務

権利擁護
業務

包括的・
継続的CM
支援業務

地域包括支援センターの業務の一環として地域ケア会議の必要性を判断した場合

個別ケースの検討を行う地域ケア会議
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ケアマネ支援としての
個別支援と地域支援について

ケアマネ支援としての個別地域ケア会議は、ケア
マネが課題や困難性を感じている部分に焦点をあ
て支持的に行うことが望ましく、当該ケアマネと個
別地域ケア会議で対応することの合意を得た上で、
ケアプラン等を事前に受領するなど、最適な支援
を行えるよう課題の仮説やその解決のため、会議
のデザインを考えていく。

また、同じ事例からその地域課題の抽出や検討
を行っていくが、ケアマネの求めている課題解決と
は別次元のものであるので、配慮して対応していく
必要がある。
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会議参加者(個別ケース)

個別ケースの検討を行う地域ケア会議では、次のような構成員が考えられ
る。会議の目的を達成するために最適な参加者を選ぶ。

・ケースの当事者や家族
・主催者(市町村や地域包括支援センター)
・事例提供者
・介護支援専門員
・介護サービス事業者
・保健医療関係者
・民生委員
・住民組織など

【国マニュアル50】
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地域ケア会議で使用される資料

○アセスメントシート

○家族図

○エコマップ

○時系列整理

○フェイスシート

○生活機能評価表

○課題整理表(仮)など
【国マニュアル52】
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会議の流れ

司会・記録

①ケース概要を共用する

②課題の明確化と対応の検討

③明確な役割分担

④モニタリング

⑤決定事項の確認
【国マニュアル55-58】
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終了後の運び

① 記録作成・管理

② 事例提供者へのサポート

③ モニタリング

④ フィードバック

【国マニュアル60】
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地域ケア個別会議のイメージと
今日の演習

地域ケア個別会議

ＣＭの処遇

困難支援

ＣＭ支援（個別支援）

ネットワーク構築

個別課題の解決

地域課題の発見・蓄積

ＣＭと協労した

地域課題抽出

ネットワーク構築

支援の新しい気づき

地域課題発見共有

地域づくり・資源開発

ＣＰ指導

給付適正化 ち
地域支援事業等
で実施
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地域課題と政策形成のイメージ

地域
課題

•地域ケア個別
会議で抽出

地域
課題

•地域ケア個別
会議で抽出

地域
課題

•地域ケア個別
会議で抽出

政策形成
機能とし
ての地域
ケア会議

地域づくり・資源開発機能
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個別ケースの検討を行う地域ケア会議の注意点

①実践力を高める会議とすること

・ケアマネ等の実践を批判するものではない

・利用者の抱える課題に向けた対応を検討

・ケアマネ等の気づきによる実行・振り返り

②本人不在の地域ケア会議の限界を認識する
こと

・あくまでもケアマネ等の支援者を介した情報
【国マニュアル60】
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地域課題の検討を行う地域ケア会議

①インフォーマルサービスや地域の見守りネッ

トワーク等の地域に必要と考えられる資源を

開発する「地域づくり・社会開発機能」

②地域に必要な取り組みを明らかにして、施策や

政策を立案・提言していく「政策形成機能」

※個別ケースの検討を積み重ね、地域に不足している資源や
サービス、連携が不充分な職種や機関、深刻化が予測される
地域の課題等が明らかになる。

【国マニュアル60】
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北海道の支援方針

各総合振興局では、各市町村の地域包括支援
センターの行う地域ケア会議を支援

① 個別ケース会議を行う地域ケア会議の運
営に係る助言及び支援

② 地域課題を検討する地域ケア会議の機能
充実に係る助言及び支援
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【事例研究（地域ケア会議）】演習のすすめ方 

【地域の設定】 

Ａ市 人口：71,894人 高齢者人口：17,943人 高齢化率：約 25％

 

 

 

 

 

 

＊上記以外の情報はそれぞれのグループで想定（ありえない想定は除く）して結構です。 

①個人ワーク（20分）

地域の課題として抽出された「移動手段」について、解決するための方法を個人ワークで

行ってください。（アイデア） 

②グループワーク【1】（30分）

＜各グループはＡ市の地域包括支援センターと仮定してのグループワークです＞

個人ワークで出された課題解決方法をグループ内で話し合い、誰のどの案で解決をめざ

し、地域ケア会議開催をするか合意形成してください。 

【演習の目的】 

個別地域ケア会議で地域の課題として「通院や買い物、運動教室参加などの移動手段に困って

いる地域がある」ことが抽出された。この課題を政策形成につなげていくための地域ケア会議を

開催できるようになる。 

高齢者施設：介護老人福祉施設 3ヵ所、介護老人保健施設 2ヵ所、認知症グループ 

ホーム 10ヵ所  

サービス：居宅介護支援事業所 12か所、通所介護 12ヵ所（内リハ特化型 4ヵ所）、

通所リハビリテーション 3ヵ所、訪問介護 14ヵ所、訪問看護 4ヵ所 

＊A 市では、バスや JR など公共の交通機関がそれなりに充実している。しかし、土地が平

坦な場所ばかりではなく、冬期間などは外出を控えてしまうことで歩行状態の悪化を招いて

しまう方々も少なくない。 

A 市としては予防の観点から運動教室にも力を入れているが、送迎対応は今後も行う予定

は無いため、この課題を解決しなければ参加しにくい地区に居住している方の介護予防には

つながりにくい状態となっている。 

資料０３－２（平成２９年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ） 

○テーマ：「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」

○科 目：①介護支援専門員への支援の視点について ②地域ケア会議について

40



③グループワーク【2】（50分）

合意形成された案をテーマに地域ケア会議を開催いたします。

1）開催に向けてどのような参加者をどのような役割で召集すべきかを検討してください。 

2）どの機関がどのような役割を担い政策形成まで持っていくかを検討ください。 

（政策形成への戦略） 

   ＊例 1）自治体が前向きではない為、実際に困っている人が多い自治会長に依頼し要

望を伝えてもらう。 

例 2）移送サービスを行っている社協の協力を得て、実際にどの程度の住民が困っ

ている実態があるか調査を行い、そのデーターを元に自治体へ相談を行う…

など 

⑤発表（10分）

＊社会資源の開発は一見難しそうに感じると思います。「最初から制度が無いから…」「うち

の市では人手が無いから…」であきらめがちです。しかし、地域包括職員一人一人があきら

めないことが重要です。一度トライしてあきらめるのではなく、必要なことであれば時間を

かけてでも実現するように計画を立て行動することが大切です。 

職員間で「うちの市でもこんなことができたらいいよね～」と言う夢を語ることができる

地域包括支援センターであることが実現の第一歩だと思います。 
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【事例研究（地域ケア会議）】演習のすすめ方 

【地域の設定】 

Ａ町 人口：9、000人 高齢者人口：2,800人 高齢化率：約 31％

 

 

 

 

 

 

 

＊上記以外の情報はそれぞれのグループで想定（ありえない想定は除く）して結構です。 

①個人ワーク（20分）

地域の課題として抽出された「移動手段」について、解決するための方法を個人ワークで

行ってください。（アイデア出し） 

②グループワーク【1】（30分）

＜各グループはＡ町の地域包括支援センターと仮定してのグループワークです＞

個人ワークで出された課題解決方法をグループ内で話し合い、誰のどの案で解決をめざ

し、地域ケア会議開催をするか合意形成してください。（包括内の合意形成） 

【演習の目的】 

個別地域ケア会議で地域の課題として「通院や買い物などの移動手段に困っている地域があ

る」ことが抽出された。この課題を政策形成につなげていくための地域ケア会議を開催できるよ

うになる。 

高齢者施設：介護老人福祉施設 1ヵ所、介護老人保健施設 1ヵ所、認知症グループ 

ホーム 2ヵ所  

サービス：居宅介護支援事業所 2か所、通所介護 2ヵ所（内リハ特化型 1ヵ所）、通

所リハビリテーション 1ヵ所、訪問介護 2ヵ所、訪問看護 1ヵ所 

＊Ａ町は山村であり最近ＪＲが廃線となり、バスが唯一の公共交通機関である。社会福祉協

議会において移送サービスは提供されているが、福祉車両一台の対応であり朝の時間帯は受

診対応で予約が多く空きが無い状態である。Ａ町は中心街以外にもいくつかの集落があり通

院等での足はバスのみで 1時間に 1本。足が悪くバスの昇降ができない人は利用できない。

また多くの町民の受診先はＡ町ではなく、隣町のＢ市であることが多く、家族の送迎が無い

と困ってしまう地区がある。また、年齢が高くなり危険だからと車両を手放してしまう町民

が増えている。 

資料０３－３（平成２９年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ） 

○テーマ：「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」

○科 目：①介護支援専門員への支援の視点について ②地域ケア会議について

42



③グループワーク【2】（50分）

合意形成された案をテーマに地域ケア会議を開催いたします。

1）開催に向けてどのような参加者をどのような役割で召集すべきかを検討してください。 

2）どの機関がどのような役割を担い政策形成まで持っていくかを検討ください。 

（政策形成への戦略） 

   ＊例 1）自治体が前向きではない為、実際に困っている人が多い自治会長に依頼し要

望を伝えてもらう。 

例 2）移送サービスを行っている社協の協力を得て、実際にどの程度の住民が困っ

ている実態があるか調査を行い、そのデーターを元に自治体へ相談を行う…

など 

⑤発表（10分）

＊社会資源の開発は一見難しそうに感じると思います。「最初から制度が無いから…」「うち

の町では人手が無いから…」であきらめがちです。しかし、地域包括職員一人一人があきら

めないことが重要です。一度トライしてあきらめるのではなく、必要なことであれば時間を

かけてでも実現するように計画を立て行動することが大切です。 

職員間で「うちの町でもこんなことができたらいいよね～」と言う夢を語ることができる

地域包括支援センターであることが実現の第一歩だと思います。 
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政 策 形 成 

ヒント！ 

 

１）最初から無理だとあきらめない 

 

２）どこから口説き落としていけばよいか（巻き込む） 

 

３）自分たちの地域の予算状況や今話し合われている委員会等に興味を持つ 

 

４）かかわる関係機関それぞれにメリットがないと進まない 

 

５）高齢者支援の枠にとらわれない 

 

６）職員間で「夢（こうなったらいいね～）」を語ることができる職場環境 

 

７）すぐに結論が出なくてもあきらめない（必要性を訴え続ける） 

 

８）感覚だけではいけない！根拠（数値、データー）を持つことが行政を動かす近道 

 

９）行政内に味方（理解者）を作る 

資料０３－４（平成２９年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ） 

 ○テーマ：「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」 

 ○科 目：①介護支援専門員への支援の視点について ②地域ケア会議について 
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