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アンケート調査の集計結果

結果の概要
【基本情報】
　・�本調査は、道内のすべての地域包括支援センター（275か所）を対象に実施し、176センター（64.0%）
より回答を得た。回答したセンターのうち、行政直営のセンターが95センターと半数以上を占めた。

【設問１　「個別ケースを取り扱う地域ケア会議」と「自立支援型地域ケア会議」の開催状況について】
　・�平成30年度において、調査に回答したセンターのうち168センターが「個別ケースを取り扱う地域
ケア会議」を開催しており、取り扱った個別ケースの合計件数は1,611件であった。

　・�一方、このうち「自立支援型地域ケア会議」に該当する個別ケースを取り扱ったセンターは68セン
ター（40.5%）に留まり、個別ケースの合計件数は393件（24.4%）であった。

　・�「自立支援型地域ケア会議」に該当しない会議については、介護支援専門員への支援や支援困難ケ
ース等の検討等を目的に開催しており、「自立支援型地域ケア会議」を開催していない主な理由は、
会議に出席できる助言者（専門職）が少ないことや会議の趣旨等について関係者の理解が不十分で
あること等であった。

【設問２　「自立支援型地域ケア会議」の具体的開催状況について】
　・�「自立支援型地域ケア会議」の主催者は、地域包括支援センター単独もしくは市町村単独、市町村
と地域包括支援センターのいずれかが主なものであり、取り扱った個別ケースの属性は、要支援者
や介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス事業対象者（要支援者は除く）に加え、要介
護者や一般高齢者等さまざまであった。

　・�出席者は、地域包括支援センターの職員に加え、医療関係者や介護サービス事業所・介護保険施設
の職員、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、市町村や（総合）振興局の職員、社会福祉協議会
の職員、生活支援コーディネーター等さまざまであり、本人や家族・親族、地域の関係者が出席し
ているものもあった。

　・�取り扱った個別ケースのモニタリングの方法については、会議開催時に評価時期を設定し評価時期
に再度「自立支援型地域ケア会議」を開催する、担当する介護支援専門員等が訪問・電話等で状況
確認した後に関係者間で今後の支援の方向性について検討する等があった。

　・�一方、モニタリングを実施していない場合の主な理由は、会議後に対象者の入院や施設入所、介護
サービス等の開始により状況が変化したこと等であった。

【設問３　「自立支援型地域ケア会議」を開催した具体的事例について】
　・�「自立支援型地域ケア会議」で会議開催の効果が最も大きかったと考える具体的事例について聞い
たところ、開催理由・目的としては、助言者（専門職）による助言や対象者のセルフケア能力の向
上等があった。また、介護保険サービス以外のインフォーマルな地域資源の活用について検討した
ものもあった。

　・�出席者は、主催者・個別ケースに関わる者として、地域包括支援センターの職員に加え、介護サー
ビス事業所の職員や居宅介護支援事業所の介護支援専門員、市町村や（総合）振興局の職員等が多
く、助言者として、リハビリテーション専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）や保健師、
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訪問看護師・看護師等が多かった。
　・�助言者（専門職）への出席依頼については、（総合）振興局の地域ケア会議等市町村支援事業や市
町村の地域ケア会議アドバイザー派遣事業の利用のほか、市町村の一般介護予防事業：地域リハビ
リテーション活動支援事業を利用し職能団体に派遣依頼を行ったものもあった。なお、助言者（専
門職）への出席依頼を行ったものの、日程や開催時間帯の調整がつかず、当該助言者（専門職）よ
り文書で助言を受けたものもあった。

　・�会議開催や開催後の支援を通じて、日常生活動作（ＡＤＬ）のアセスメントや多職種連携・助言者
（専門職）の助言、関係者間での支援内容の共有等が行われ、対象者のＱＯＬの変化が認められた。

　・�また、地域包括支援センターや関係機関等の職員の変化としては、自立支援に資するケアマネジメ
ントの必要性の理解や地域包括支援センターと関係機関等との連携・協力体制の構築、助言者（専
門職）とのネットワーク構築等があった。

【設問４　「自立支援型地域ケア会議」の開催について】
　・�多職種出席のもとで「自立支援型地域ケア会議」を開催するための市町村の支援策については、派
遣に係る費用を市町村が負担し、専門職を地域ケア会議アドバイザーとして派遣するものや職能団
体にリハビリテーション専門職の派遣依頼を行うもの等があった。
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結果の詳細

【基本情報】

　 会員
96（54.5%）
会員

96（54.5%）

非会員
80（45.5%）
非会員
80（45.5%） ａ 行政（直営）

95（54.0%）
ａ 行政（直営）

95（54.0%）
ａ 行政（直営）

95（54.0%）

ｈ その他 1（0.6%）

ｂ 社会福祉法人
（社協を除く）

27（15.3%）

ｂ 社会福祉法人
（社協を除く）

27（15.3%）

ｇ 株式会社 0（0.0%）ｆ 財団法人 1（0.6%）
ｅ 社団法人 2（1.1%）

ｄ 医療法人33
（18.8%）

ｄ 医療法人33
（18.8%）

ｃ 社会福祉協議会
17（9.7%）

ｃ 社会福祉協議会
17（9.7%）

本会への入会状況 センターの運営主体

　本調査に回答したセンターのうち、「会員」は96（54.5％）、「非会員」は80（45.5％）であった。
　また、センターの運営主体は「行政（直営）」が95（54.0％）と半数以上を占め、次いで「医療法人」
が33（18.8％）、「社会福祉法人（社協を除く）」が27（15.3％）となっている。

設問１　「個別ケースを取り扱う地域ケア会議」と「自立支援型地域ケア会議」の開催状況について

　

ｂ 開催していない
8（4.5%）

ｂ 開催していない
8（4.5%）

ａ 開催している
168（95.5%）

ａ 開催している
168（95.5%）

設問１－⑴　市町村や地域包括支援センター等の主催により、「個別ケースを取り扱う地域ケア会議」
を開催していますか。

　「個別ケースを取り扱う地域ケア会議」について、「開催している」は168（95.5％）、「開催していない」
は８（4.5％）であった。

設問１－⑵　「個別ケースを取り扱う地域ケア会議」を開催していない主な理由
《主な回答》
　・�関係者がそれぞれ多忙のため、開催日を調整するのが難しい。必要時に関係機関の担当者や関係
部署との個別の話合いを行っている。

　・�在宅ケア関係者情報交換会（年４回開催）により、「個別ケースを取り扱う地域ケア会議」の機
能を果たすことができているため。

　・�平成29年度は実施していたが、平成30年度は人事異動や人員不足等により実施できなかった。
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設問１－⑶　「個別ケースを取り扱う地域ケア会議」で取り扱った個別ケースの実件数
31件以上　8(4.8%)31件以上　8(4.8%)31件以上　8(4.8%)

21～30件　7(4.2%)21～30件　7(4.2%)21～30件　7(4.2%)

11～20件
27(16.1%)
11～20件
27(16.1%)
11～20件
27(16.1%)

10件　7(4.2%)10件　7(4.2%)10件　7(4.2%)

9件　6(3.6%)9件　6(3.6%)9件　6(3.6%)

8件　7(4.2%)8件　7(4.2%)8件　7(4.2%)

7件　11(6.5%)7件　11(6.5%)7件　11(6.5%)

6件
15(8.9%)
6件

15(8.9%)
6件

15(8.9%)

5件
20(11.9%)
5件

20(11.9%)
5件

20(11.9%)

4件
12(7.1%)
4件

12(7.1%)
4件

12(7.1%)

3件
14(8.3%)
3件

14(8.3%)
3件

14(8.3%)

2件
20(11.9%)
2件

20(11.9%)
2件

20(11.9%)

1件
14(8.3%)
1件

14(8.3%)
1件

14(8.3%)

設問１－⑷　設問１－⑶のうち、「自立支援型地域ケア会議」に該当する個別ケースの件数

31件以上 1(0.6%)31件以上 1(0.6%)31件以上 1(0.6%)
21～30件　5(3.0%)21～30件　5(3.0%)21～30件　5(3.0%) 11～20件　3(1.8%)11～20件　3(1.8%)11～20件　3(1.8%)

 10件　1(0.6%) 10件　1(0.6%) 10件　1(0.6%)
9件　0(0.0%)9件　0(0.0%)9件　0(0.0%)
8件　3(1.8%)8件　3(1.8%)8件　3(1.8%)
7件　3(1.8%)7件　3(1.8%)7件　3(1.8%)
6件　3(1.8%)6件　3(1.8%)6件　3(1.8%)
5件　7(4.2%)5件　7(4.2%)5件　7(4.2%)
4件　7(4.2%)4件　7(4.2%)4件　7(4.2%)
3件　4(2.4%)3件　4(2.4%)3件　4(2.4%)

2件
14(8.3%)

2件
14(8.3%)

2件
14(8.3%)

1件
17(10.1%)

1件
17(10.1%)

1件
17(10.1%)

0件
98(58.3%)

0件
98(58.3%)

0件
98(58.3%)

未回答　2(1.2%)未回答　2(1.2%)未回答　2(1.2%)

会議実施センター数 合計件数 １センターの平均件数
「個別ケースを取り扱う地域ケア会議」で

取り扱った個別ケース 168 1611 9.6

「自立支援型地域ケア会議」に
該当する個別ケース 68 393 5.8

「自立支援型地域ケア会議」を
開催していない
100（59.5%）

「自立支援型地域ケア会議」を
開催していない
100（59.5%）

「自立支援型地域ケア会議」を
開催している
68（40.5%）

「自立支援型地域ケア会議」を
開催している
68（40.5%）

　「個別ケースを取り扱う地域ケア会議」の開催件数をみると、合計件数は1,611件で１センターの平
均件数は9.6件であった。
　また、「個別ケースを取り扱う地域ケア会議」のうち「自立支援型地域ケア会議」に該当する個別
ケースを取り扱ったセンターは68（40.5％）で合計件数は393件であった。
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　設問１－⑸　「自立支援型地域ケア会議」に該当しない個別ケースについて、目的や内容
《主な回答》

○介護支援専門員への支援
　・�介護支援専門員がケアマネジメントに困っており、今後の支援に係る検討を行った。
　・�介護支援専門員が早急に対応する必要があると判断し支援したケースについて、支援内容の振
返りを行った。

　・�介護支援専門員が担当するケースについて、介護保険外サービスの活用に関する相談があり、今後の
支援に係る検討を行った。（生活支援体制整備事業の協議体を通じて具体的検討を行うこととなった。）

　・�介護支援専門員と関係機関、地域住民との情報共有やネットワーク構築。
○認知症高齢者への支援
　・�認知症高齢者等ＳＯＳネットワークにより捜索・発見したケースや認知症状があるが自動車の
運転を行っているケース、介護保険サービスの利用を拒んでいるケースについて、今後の支援
に係る検討を行った。

○医療ニーズの高い高齢者への支援
　・�がんや進行性難病のケースについて、在宅での今後の支援に係る検討を行った。
　・�誤嚥性肺炎で入退院を繰り返しているケースについて、医療と介護の連携の観点から今後の支
援に係る検討を行った。

○同居する家族を含めた支援
　・�家庭内暴力（ＤＶ）のある世帯について、緊急時の対応も含めた今後の支援に係る検討を行った。
　・�金銭管理の難しい高齢者世帯について、権利擁護の観点から今後の支援に係る検討を行った。
　・�精神障がいのある家族やひきこもりの子などと同居し生活上の課題を抱えている世帯につい
て、今後の支援に係る検討を行った。

○さまざまな関係機関等からの情報入手
　・�医療機関から情報提供のあった飲酒による救急搬送を繰り返しているケースや退院後の服薬や
受診の継続が心配されるケース、郵便局や銀行から情報提供のあった通帳の再発行を繰り返し
金銭管理が心配されるケースについて、今後の支援に係る検討を行った。

　・�警察に保護された高齢者や地方検察庁から情報提供のあった軽犯罪を繰り返しているケースに
ついて、今後の支援に係る検討を行った。

　・�地域住民や民生委員から、火の始末やゴミ出し等が適切にされず近隣とのトラブルを起こしている、
民生委員が支援に限界を感じているなどと連絡のあったケースについて、今後の支援に係る検討を
行った。

　・�民生委員やサークル仲間、近隣の飲食店等から、尿臭が強く心配、言動がおかしいなどと連絡
のあったケースについて、今後の支援に係る検討を行った。

○支援困難ケース等の検討
　・�医療機関の受診を拒否し介護認定の更新ができないケースや感情抑制が難しく支援者（介護支
援専門員や介護サービス事業者）がなかなか定まらないケース、取り壊しに伴う公営住宅から
の退去を数年間拒んでいるケース、猫の多頭飼育等により自宅内の環境が劣悪になっているケ
ース等について、今後の支援に係る検討を行った。

○その他
　・�訪問介護（生活援助中心型）の回数が多いケアプランの検討。
　・�障がいのある夫婦世帯や医療ニーズの高い高齢者、車椅子利用者等の災害時対応の検討。
　・�65歳に到達し障害福祉サービスから介護保険サービスに利用移行したケースについて、関係機
関との情報共有。

　・関係機関との好事例の共有。
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　設問１－⑹　「自立支援型地域ケア会議」を開催していない主な理由
《主な回答》
　・�「個別ケースを取り扱う地域ケア会議」を行う場合、支援困難ケースを取り上げることが多いため。
　・�会議に出席できる専門職が少ないため。
　・�会議の趣旨等について、関係者の理解が不十分であるため。
　・�該当するケースがないため。
　・�他の類似した会議や事例検討会・研修会等で検討すべきケースを取り上げているため。
　・�試行的な開催も含め、現在開催に向けた準備を進めている。

設問２　「自立支援型地域ケア会議」の具体的開催状況について

設問２－⑴　「自立支援型地域ケア会議」の主催者

ａ 市町村
（行政直営の地域包括
支援センターは含まない）

8（11.8%）

ａ 市町村
（行政直営の地域包括
支援センターは含まない）

8（11.8%）

ｅ 未回答 1（1.5%）ｅ 未回答 1（1.5%）

ｃ 市町村（行政直営の
地域包括支援

センターは含まない）と
地域包括支援センター

7（10.3%）

ｃ 市町村（行政直営の
地域包括支援

センターは含まない）と
地域包括支援センター

7（10.3%）

ｄ その他 1（1.5%）ｄ その他 1（1.5%）

ｂ 地域包括
支援センター
51（75.0%）

ｂ 地域包括
支援センター
51（75.0%）

　「自立支援型地域ケア会議」を開催しているセンターのうち主催者は「地域包括支援センター」が
51（75.0％）と最も多く、次いで「市町村（行政直営の地域包括支援センターは含まない）」が８（11.8
％）、「市町村（行政直営の地域包括支援センターは含まない）と地域包括支援センター」が７（10.3
％）となっている。

11（16.2%）11（16.2%）

20（29.4%）20（29.4%）

39（57.4%）39（57.4%）

53（77.9%）53（77.9%）

27（39.7%）27（39.7%）

0 10 20 30 40 50 60

ｅ その他

ｄ 要介護３・４・５の方

ｃ 要介護１・２の方

ｂ 要支援者

ａ 介護予防・日常生活支援総合事業に
　おけるサービス事業対象者
　（要支援者は除く）

設問２－⑵　「自立支援型地域ケア会議」で取り扱った個別ケースの属性（複数回答可）

《「ｅ　その他」の主な回答》
・�介護認定を受けておらず、介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス事業対象者でない方
・一般高齢者
・町の独自サービスの利用希望者
・65歳に到達する障がい者（介護保険申請中）
・要介護者と一緒に暮らす家族
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　「自立支援型地域ケア会議」で取り扱った個別ケースの属性をみると、「要支援者」が53（77.9％）
と最も多く、次いで「要介護１・２の方」が39（57.4％）、「介護予防・日常生活支援総合事業におけ
るサービス事業対象者（要支援者は除く）」が27（39.7％）となっている。

0 10 20 30 40 50 60 70

ｈ 医療関係者（医師、歯科医師、薬剤師、看護師、
　リハビリテーション専門職、栄養士、歯科衛生士等）

ｇ 介護サービス事業所・介護保険施設の職員

ｉ その他

ｆ 居宅介護支援事業所の介護支援専門員

ｅ 在宅介護支援センターの職員（札幌市等に
　おける介護予防センターの職員を含む）

ｄ 地域包括支援センターの職員

ｃ 市町村や（総合）振興局の職員（行政直営の
　地域包括支援センターの職員は含まない）

ｂ 家族・親族

ａ 本人 18（26.5%）18（26.5%）

24（35.3%）24（35.3%）

54（79.4%）54（79.4%）

68（100.0%）68（100.0%）

14（20.6%）14（20.6%）

55（80.9%）55（80.9%）

57（83.8%）57（83.8%）

60（88.2%）60（88.2%）

37（54.4%）37（54.4%）

設問２－⑶　「自立支援型地域ケア会議」の出席者（複数回答可）

《「ｉ　その他」の主な回答》
・社会福祉協議会の職員
・生活支援コーディネーター
・基幹相談支援センター等の相談支援専門員
・成年後見支援センター等の職員、成年後見人
・病院職員（事務長や医療ソーシャルワーカー）
・弁護士
・警察署職員
・消防職員
・鍼灸師
・清掃会社の職員
・借家の大家
・地域の関係者（民生委員、町内会・自治会の役員、老人クラブの会員、喫茶店のマスター、知人等）

　「自立支援型地域ケア会議」の出席者をみると、「地域包括支援センターの職員」が68（100.0％）
と最も多く、次いで「医療関係者（医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリテーション専門職、
栄養士、歯科衛生士等）」が60（88.2％）、「介護サービス事業所・介護保険施設の職員」が57（83.8％）
となっている。
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設問２－⑷　「自立支援型地域ケア会議」で取り扱った個別ケースのモニタリングを実施していますか。

ａ すべての個別ケースについて
実施している

（平成31年度予定を含む）
41（60.3%）

ａ すべての個別ケースについて
実施している

（平成31年度予定を含む）
41（60.3%）

ｂ 一部の個別ケースについて
実施している

（平成３１年度予定を含む）
21（30.9%）

ｂ 一部の個別ケースについて
実施している

（平成３１年度予定を含む）
21（30.9%）

ｃ 実施していない 6（8.8%）ｃ 実施していない 6（8.8%）

　「自立支援型地域ケア会議」で取り扱った個別ケースのモニタリングの実施状況をみると、「すべて
の個別ケースについて実施している（平成31年度予定を含む）」が41（60.3％）、「一部の個別ケース
について実施している（平成31年度予定を含む）」が21（30.9％）、「実施していない」が６（8.8％）
となっている。

設問２－⑸　モニタリングの方法
《主な回答》
・�会議の主催者が、本人や介護支援専門員、関係機関、会議への出席者等に訪問・電話等で聞き取
りを行った後、関係者間で情報共有し今後の支援の方向性について検討している。

・�担当する介護支援専門員が、ケアプラン更新時のモニタリングとあわせて行っている。
・�担当する介護支援専門員が、本人や家族への訪問・電話等を行い、地域包括支援センターや市町
村に報告している。

・�地域包括支援センターが担当する個別ケースについては、担当者が本人宅を訪問して評価を行っ
ている。居宅介護支援事業所が担当する個別ケースについては、介護支援専門員に確認を行い、
地域包括支援センターの担当者による評価を行っている。

・�会議開催時に評価時期を設定し（１か月後・３か月後・６か月後等）、評価時期に再度「自立支
援型地域ケア会議」を開催している。

・�「自立支援型地域ケア会議」を定期的に開催しており、以前に取り扱った個別ケースのうちモニ
タリングが必要と思われるケースについて、会議で情報共有し再検討を行っている。

・�市町村が定めるモニタリング記録に係る様式がある。モニタリング記録を活用し、「自立支援型
地域ケア会議」において評価を行い、助言者（専門職）による助言を行っている。

設問２－⑹　モニタリングを実施していない主な理由
《主な回答》
・�会議実施後に、入院や施設入所、介護サービス等の開始により状況が変化したり課題解決が見込
まれたたりしたため。

・�会議における検討を行った後、ケアマネジメントの過程において、本人の意思決定を尊重しなが
ら支援を行うので、成果が出る時期を見通すことが難しいため。

・�モニタリングを実施する体制を整備していないため。
・�地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みを学び、職員の資質向上を図ることを大きな目的と
しているため。
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設問３　「自立支援型地域ケア会議」を開催した具体的事例について

設問３－⑴　「自立支援型地域ケア会議」で取り上げた理由や目的
《主な回答》

○多角的視点によるケアマネジメントの必要性
　・�担当する介護支援専門員が支援に困難さを感じており、今後の支援について多職種で検討した
かったため。

　・�介護保険サービスの利用頻度について、本人の希望と介護支援専門員の考えに相違があり、多
角的な視点での検討が必要であると考えたため。

　・�介護予防・日常生活支援総合事業対象者の通所介護（デイサービス）の利用継続の必要性につ
いて検討したかったため。

　・�介護予防・日常生活支援総合事業の新規サービス利用者であり、サービス利用終了を見据えた
自立支援について、多職種で検討したかったため。

　・�本人はもともと農作業を行っていたが、頸椎手術後医師からトラクターの運転を行わないよう
指導を受けており、農作業の再開に向けたリハビリテーションに加え、農作業以外の生きがい
や社会参加について生活支援コーディネーターと検討したかったため。

　・�訪問介護（生活援助中心型）の回数が多いケアプランとして市町村に届出があったため（サー
ビス担当者会議等において多職種での検討に至っていなかった）。

○助言者（専門職）による助言の必要性
　・�本人が疾患に対する運動療法の必要性を感じているものの、不適切な方法により痛みが増強す
ることを恐れており、専門職による指導を希望したため。

　・�助言者（専門職）の助言を得ることで、本人への支援を行う関係者間で共通認識を持ちたいと
考えたため。

　・�市町村内にリハビリテーション専門職がおらず、専門的助言を得たいと考えたため。
　・�在宅で生活しているパーキンソン病のケースについて、病状の進行をできるだけ抑えながら現
在の生活を継続するための支援について検討したかったため。

　・�腰部脊柱管狭窄症に伴う痛みにより、本人の活動性が低下し日常生活動作（ＡＤＬ）が低下す
る可能性があったため。

○対象者のセルフケア能力の向上
　・�本人が介護保険サービスに「お世話になる」ことへの意識が強く、セルフケアの必要性を理解
し実践してもらう必要があったため。

　・�自宅での生活を継続するためには、日常生活動作（ＡＤＬ）の改善が必要であると考えたため。
　・�急性腰痛症を発症して間もない時期であり、在宅でのリハビリテーションが必要であると考え
たため。

○介護保険サービス以外のインフォーマルな地域資源の活用
　・�介護保険外サービスの活用が必要なケースであると考え、具体的な今後の支援について検討し
たかったため。

　・�介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）の利用
終了後の地域資源等を活用した支援について検討したかったため。

　・�神経難病を抱えるケースについて、通所リハビリテーション（デイケア）の利用終了にあたり、
地域資源の活用等を含めた今後の支援について検討したかったため。



－ 14 －

　設問３－⑵　「自立支援型地域ケア会議」を開催した具体的事例の出席者（複数回答可）
①主催者、個別ケースに関わる者

27(39.7%）27(39.7%）

1(1.5%）1(1.5%）

8(11.8%）8(11.8%）

19(27.9%）19(27.9%）

53(77.9%）53(77.9%）

42(61.8%）42(61.8%）

7(10.3%）7(10.3%）

47(69.1%）47(69.1%）

50(73.5%）50(73.5%）

53(77.9%）53(77.9%）

39(57.4%）39(57.4%）

15(22.1%）15(22.1%）

15(22.1%）15(22.1%）

0 10 20 30 40 50 60

ｍ その他

ｌ 歯科医師（かかりつけ歯科医）

ｋ 医師（かかりつけ医）

ｊ 介護保険施設の職員

ｉ 介護サービス事業所の職員

ｈ 居宅介護支援事業所の介護支援専門員

ｇ 在宅介護支援センターの職員
　（札幌市等における介護予防センターの職員を含む）

ｆ 地域包括支援センターの主任介護支援専門員
　（準ずる者を含む）

ｅ 地域包括支援センターの社会福祉士
　（準ずる者を含む）

ｄ 地域包括支援センターの保健師（準ずる者を含む）

ｃ 市町村や（総合）振興局の職員
　（行政直営の地域包括支援センターの職員は含まない）

ｂ 家族・親族

ａ 本人

《「ｍ　その他」の主な回答》
・地域包括支援センターの介護支援専門員や作業療法士、介護福祉士
・社会福祉協議会の職員
・生活支援コーディネーター
・かかりつけ医院の職員（看護師、事務長、医療ソーシャルワーカー）
・薬剤師
・理学療法士
・成年後見人
・警察署職員
・地域の関係者（民生委員、町内会・自治会の役員等）

②助言者（専門職）等

0 10 20 30 40 50 60

16(23.5%）16(23.5%）

5(7.4%）5(7.4%）

14(20.6%）14(20.6%）

40(58.8%）40(58.8%）

18(26.5%）18(26.5%）

25(36.8%）25(36.8%）

10(14.7%）10(14.7%）

0(0.0%）0(0.0%）

3(4.4%）3(4.4%）

ｖ その他

ｕ 歯科衛生士

ｔ 管理栄養士・栄養士

ｓ リハビリテーション専門職
　（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）

ｒ 訪問看護師・看護師

ｑ 保健師

ｐ 薬剤師

ｏ 歯科医師（かかりつけ歯科医以外）

ｎ 医師（かかりつけ医以外）

《「ｖ　その他」の主な回答》
・社会福祉協議会の職員
・生活支援コーディネーター
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・基幹相談支援センター等の相談支援専門員
・成年後見支援センター等の職員
・社会福祉士（北海道のアドバイザー）
・精神保健福祉士
・介護支援専門員
・認知症介護指導者
・病院職員（事務長や医療ソーシャルワーカー）
・弁護士
・警察署職員
・スーパーバイザー（ファシリテーションスキルを有する関係団体の職員等）

　「自立支援型地域ケア会議」を開催したセンターについて、会議開催の効果が最も大きかったと考
える具体的事例の出席者をみると、①主催者、個別ケースに関わる者については、「地域包括支援セ
ンターの保健師（準ずる者を含む）」と「介護サービス事業所の職員」が53（77.9％）と最も多く、
次いで「地域包括支援センターの社会福祉士（準ずる者を含む）」が50（73.5％）、「地域包括支援セ
ンターの主任介護支援専門員（準ずる者を含む）」が47（69.1％）となっている。
　また、②助言者（専門職）等については、「リハビリテーション専門職（理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士）」が40（58.8％）と最も多く、次いで「保健師」が25（36.8％）、「訪問看護師・看護師」
が18（26.5％）となっている。

設問３－⑶　⑵の②助言者（専門職）等（ｎ～ｖ）について、出席依頼方法
《主な回答》
・地域包括支援センター内に配置されている。
・地域ケア会議の構成員であり、その都度直接依頼を行っている。
・�近隣市町村や町内の施設等に勤務している専門職や、日頃から連携している大学教員に、直接依
頼を行っている。

・�市町村の一般介護予防事業：地域リハビリテーション活動支援事業を利用し、職能団体（北海道
リハビリテーション専門職協会）に派遣依頼を行っている。

・市町村の地域ケア会議アドバイザー派遣事業を利用している。
・（総合）振興局の地域ケア会議等市町村支援事業を利用している。

設問３－⑷　会議への出席が望ましかったものの、出席できなかった職種等（理由を含む）
《主な回答》
・医師（主治医を含む）や歯科医師、薬剤師等：日程や開催時間帯の調整が困難だった。
　※�事前にケース資料と質問事項をまとめたものを送付し文書で助言を受けた、もしくはセンター職
員が本人の受診に同席し直接主治医より助言を受けた、という回答もあった。

・精神科医：本人が医療サービスを拒否しており、かかりつけ医がいなかった。
　　　　　→今後精神科受診につなげることを視野に、精神保健福祉士に出席を依頼した。
・�通所や短期入所に係る介護サービス事業所・介護保険施設の職員、本人の住むマンションの管理人
や地域の関係者：日程や開催時間帯の調整が困難だった。
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設問３－⑸　会議開催や開催後の支援による対象者のＱＯＬの変化
《主な回答》

○日常生活動作（ＡＤＬ）のアセスメントによる変化
　・�自宅での入浴動作の方法を個別に指導してもらったことで、通所介護（デイサービス）での入
浴の支援を受けずに、自宅で入浴することができるようになった。

　・��本人の理想像（どのように日常生活を送りたいのか）を明確にし、本人と支援者がともに確認
できる数値指標への評価を丁寧に行うことで、支援を一旦終結させることができた。

　・��リハビリテーション評価と解剖学に基づくリハビリテーション運動指導等を行い、本人が毎日
実施したことで、３か月後のモニタリング時には階段昇降速度が約２倍になった。

○関係者間での支援内容の共有による変化
　・�本人は他者への被害妄想が強い傾向にあったが、話を傾聴してくれる地域住民と日頃から支え
合うとともに、自主運動グループへの参加につながった。

　・��本人を取り巻く環境が改善され、介護サービス事業者との関係が改善された。また、本人の身
体・精神的負担が軽減され、安定した生活を送ることができるようになった。

　・�地域住民の見守りを通じて、本人の閉じこもりや孤立を解消することができた。
○多職種連携・助言者（専門職）の助言による変化
　・�目標設定が具体的なものとなり、各種サービスの適切な利用や自助を促すケアマネジメント展
開につながった。栄養士からは、栄養摂取状況をふまえて配食サービスや補助食品利用等の提
案があった。また、薬剤師からの助言により、多剤服用の弊害を考慮し服薬状況が改善された。

　・��薬剤師より使用している薬剤に関する説明を受けたことで、本人が１日の体調変化に合わせた
生活を送ることができるようになった。

　・��本人や家族の病識が深まり、行動障害の頻度が減少した。また、本人の行動障害に係る医学的
背景や対応方法について、看護師から支援者へ助言があった。

○その他
　・�著しい変化はなかったが、毎日の自主運動の継続や家族関係の改善が見られた。
　・�通所サービスの利用につながり、本人が日中活動したり他者と交流したりする時間が増えた。
　・��会議における情報共有や警察署職員の助言をふまえ、担当する介護支援専門員が本人への関わ
り方を再確認するとともに、移送サービスの利用につなげることができた。また、警察署職員
の福祉関係者の支援への理解が深まり、今後のより良い連携が期待できる。

設問３－⑹　会議開催や開催後の支援による貴センターや関係機関等の職員（貴センターと関係機関
等の協力体制を含む）の変化

《主な回答》
○自立支援に資するケアマネジメントの必要性の理解
　・��「自立支援型地域ケア会議」を開催することの意義を強く認識できた。
　・��本人が望む生活と自立支援について、これまでよりも意識を強く持つようになった。
　・��地域活動への参加が介護予防につながることを認識できた。
　・�介護サービス事業所の職員に対して、自立支援に関する意識を高めることができた。
○関係機関等との連携・協力体制の構築
　・�自立支援についての考え方の共有が図られるようになった。
　・��介護保険サービスからの“卒業”のイメージについて、関係機関等と共有することができた。
　・��本人が医療機関を受診する際の協力体制の構築につながった。
　・��課題に対して共通認識を持つことができた。
　・��本人やその家族に対して、包括的・継続的な支援を提供できるようになった。
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　・��話合いを重ねることで地域の協力を得られるようになった。
　・��地域課題が明確になった。
　・��新たな社会資源を創出することの必要性について、関係機関等と共有することができた。
　・�評価時期に再度会議を開催することで、その後の共有を図ることができた。
○助言者（専門職）とのネットワーク構築
　・�助言者（専門職）の所属する職能団体とのネットワークを構築することができた。
　・��薬剤師等専門職の役割に対する理解が深まった。
　・��リハビリテーション専門職による専門的なアプローチの必要性を学ぶことができた。
　・��実際に本人が生活する場で日常生活動作（ＡＤＬ）の指導をしてもらうことの重要性や効果を
実感することができた。

　・��助言者（専門職）からの助言をふまえ、介護サービス事業所の職員から本人に、日常生活動作
（ＡＤＬ）に直結するリハビリテーションを実施してもらえるようになった。

設問４　「自立支援型地域ケア会議」の開催について

ａ ある
28（41.2%）

ａ ある
28（41.2%）

ｂ ない
26（38.2%）

ｂ ない
26（38.2%）

ｃ 分からない
13（19.1%）

ｃ 分からない
13（19.1%）

ｄ 未回答 1（1.5%）ｄ 未回答 1（1.5%）

設問４－⑴　多職種出席のもとで「自立支援型地域ケア会議」を開催するための市町村の支援策

　多職種出席のもとで「自立支援型地域ケア会議」を開催するための市町村の支援策については、「あ
る」が28（41.2％）、「ない」が26（38.2％）、「分からない」が13（19.1％）となっている。

設問４－⑵　具体的な市町村の支援策
《主な回答》
・�行政直営の地域包括支援センターであり、必要に応じて、庁内の関係部署（高齢者福祉、障がい
者福祉、成人保健等）と連携を図っている。

・�市町村が主催しており、市町村職員が、会議開催に係る出席者の調整・依頼、スケジュールの確
定、会議の進行等を行っている。

・�会議開催に係る要綱の整備。
・�会議開催に係る助言。
・�当日の出席。
・�市町村職員が、規範的統合を目的とした講演を行っている。
・�先進地視察に係る費用の負担。
・�（総合）振興局の地域ケア会議等市町村支援事業の利用。
・�専門職（医師や歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、栄養士、
認知症介護指導者）を地域ケア会議アドバイザーとして派遣する事業があり、派遣に係る費用は
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市町村が負担する。
・�助言者として、職能団体（北海道リハビリテーション専門職協会や北海道作業療法士会）にリハ
ビリテーション専門職の派遣依頼を行っている。派遣に係る費用は市町村が負担する。

・�助言者として、病院の広域機能訓練事業（名寄地区機能訓練事業）を活用し、リハビリテーショ
ン専門職の派遣依頼を行っている。

・�助言者として、市町村内の医療機関の医師や歯科医師、薬剤師に派遣依頼を行っている。
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