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本日話すこと

地域ケア個別会議をなぜすすめるのか

地域包括ケアシステムに関する会議体の整理

“自立支援・介護予防”に向けた地域ケア会議に向けて

主催する側の役割と助言者としての専門職の役割

今後の取組み
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地域ケア個別会議をなぜすすめるのか

地域ケア会議は「支援対象被保険者が地域に
おいて自立した日常生活を営むために必要な支
援体制に関する検討を行うものとする」と位置
付け

介護保険法の改正（平成２７年）

日野市

令和３年度 すべての地域包括支援センター
で自立支援・介護予防のための地域ケア個別
会議を実施する

手引き 3ページ



日野市の高齢者人口の推移

資料：［推計］東京都総務局統計部統計調査課

　　　　　　　　　　注）平成27年国勢調査結果を基準人口として算出
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資料：[推計] 東京総務局統計局統計調査課
注）平成２７年国勢調査結果を基準人口として算出

手引き ４ページ
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日野市の要介護（要支援）者数

手引き ４ページ
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日野市の要介護（要支援）者数の将来推計

手引き ４ページ
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第7期東京都高齢者保健福祉計画における介護予防の
方向性

【主な施策】

１．地域包括支援センターの機能強化

２．介護予防の推進

３．生活支援サービスの充実と高齢者
の社会参加

４．見守りネットワークの構築と安全・
安心に暮らせる体制の整備

手引き ６ページ
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地域課題発見・解決のプロセスのイメージ

本人の課題解決＝自立の実現
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地域ケア個別会議
高齢者それぞれの持つ個別課題を多職種による様々

な視点で検討し、解決を図る。

地域ケア合同会議
地域ケア個別会議によって把握した地域課題を、同

様の課題を持った複数の地域包括支援センターが合

同で解決を図る。

第一層・第二層協議体
第二層協議体では、地域ケア個別会議等によって把
握した地域課題を各地域包括支援センターの圏域ご
とに検討・分析し、社会資源の創出や地域づくりを

行う。
第一層協議体（地域ケア全体会議）では、地域ケア
個別会議や第二層協議体等で把握した地域課題を集

約し、市レベルでの課題として解決を図る

自立支援、介護予防に向けた地域ケア会議で
は、多方向からのアプローチによって高齢者
の個別課題の把握・解決を図り、自立した生
活を支援します。より広域レベルでの検討が
必要な地域課題は、地域ケア合同会議や第二
層協議体につなげます。

個別課題の集積・ボトムアップ



「自立とは？」
・ご本人にとっての「自立」とは何かを考えること。
・「自立」の考え方を、ご本人を通して理解すること。

日野市における“自立”の定義 を関係者で共有することが大切

＊日野市における”自立”の定義

必要なサービスや資源について、ご本人の

意思で選択でき、

地域とつながり、人と支え合いながら、

自らが“こうありたい”と望む暮らしをおく

ること。

日野市が目指す高齢者のあるべき姿

手引き ８ページ
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地域包括ケアシステムに関する会議体の整理

手引き ９ページ
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自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議に向けて①

■会議の概要

①本人参加型とする

②事前準備

③参加者へ個人情報の送付

④会議の実施

⑤会議の振り返り（できれば当日）

⑥モニタリング １．本人のその後（ケアプラン反映後）
２．会議で抽出された地域課題

手引き １０ページ
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自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議に向けて②

■会議の目的の共有

①「地域ケア会議を通してご本人の自立の後押し
をする」

②「ご本人を支える関係者、専門職の
支援体制力の向上」

③「地域ケア会議の中で地域課題を浮かび上がらせて

いく」

手引き １０ページ
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自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議に向けて③

■対象者の選定方針の共有

①会議に参加できる方

②この会議の趣旨を理解していただける意欲のある方

③ADL改善の見込みのある方

（例：半日の通所サービス利用している方など）

④おおむね７０代

手引き １１ページ
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自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議に向けて④

■会議事前打ち合わせ

①本人の選定

②当日の流れやタイムスケジュール

③リハ職・薬剤師・栄養士以外で参加いただきたい
専門職の有無

④参加者の役割分担

⑤会議に必要な準備物

手引き １２ページ
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自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議の当日の流れ

■スケジュール

手引き １３～１６ページ
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自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議のレイアウト図

■ レイアウト

手引き １７ページ



18

使用様式・資料について①

■地域ケア会議の趣旨

自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議の趣旨

■ご本人が”自分の望む暮らし”とは何か考えるきっかけとなり、
会議に参加する専門職からのアドバイスを基に、自分らしく、
自立した生活を実現するための有効な情報を得る場となるよう
にします。

■ご本人が望む暮らしの実現のために、ひとりひとりに合わせて、
今後どのような支援が必要か、ご本人を含め関係者で話し合うこ
とにより、支援関係者の支援体制力の向上を目指すものです。

■おひとりひとりの会議の事例を通して、地域に不足する資源や
地域の課題を発見し、解決策の検討につなげます。

日野市

手引き １７ページ
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使用様式・資料について②

■利用者基本情報シート、アセスメント用情報収集シート、ICF課題分析シート

<利用者基本情報シート>

<ICF課題分析シート>

<介護予防支援アセスメント用情報収集シート>

手引き １８、１９ページ
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使用様式・資料について③

■興味関心チェックシート

生活行為
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興
味
が
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自分でトイレへ行く 生涯学習・歴史

一人でお風呂に入る 読書

自分で服を着る 俳句

自分で食べる 書道・習字

歯磨きをする 絵を描く・絵手紙

身だしなみを整える パソコン・ワープロ

好きなときに眠る 写真

掃除・整理整頓 映画・観劇・演奏会

料理を作る お茶・お花

買い物 歌を歌う・カラオケ

家や庭の手入れ・世話 音楽を聴く・楽器演奏

洗濯・洗濯物たたみ 将棋・囲碁・ゲーム

自転車・車の運転 体操･運動

電車・バスでの外出 散歩

孫・子供の世話
ゴルフ・グランドゴルフ・
水泳・テニスなどのスポーツ

動物の世話 ダンス・踊り

友達とおしゃべり・遊ぶ 野球・相撲観戦

家族・親戚との団らん 競馬・競輪・競艇・パチンコ

デート・異性との交流 編み物

居酒屋に行く 針仕事

ボランティア 畑仕事

地域活動
（町内会・老人クラブ） 賃金を伴う仕事

お参り・宗教活動 旅行・温泉

<一般社団法人日本作業療法士協会作成>

手引き ２０ページ
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使用様式・資料について④

■自立支援・介護予防のための地域ケア個別会議全体像シート

手引き ２１ページ

た立川市作成参照
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使用様式・資料について⑤

■記録シート、アンケート（本人以外の参加者対象）

手引き ２２，２３ページ
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ケア会議の様子・本人に渡す記録シート

せせらぎ
多摩川苑

手引き ２４，２５ページ
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主催する側の役割を理解①

■司会者の役割

司会者が行うこと
①会議の進行をコントロール

②意見に対する双方向な関係・交流への介入

③会議内容・結論へのコントロール

■司会者の必要な視点

①見立て「本人の望む生活を阻害している要因はどのように生じているか？」

②高齢者本人の意向による検討事項
「高齢者本人の望む生活を踏まえて、どのようにすれば自立を阻害している要因に対処できるか？」

③高齢者・事例提供者への動機づけ

手引き ２６～２９ページ
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主催する側の役割を理解②

■司会者が行うべきこと（会議前）

①目的と目標を明確にする

②ケースを見立てる

③事例提供者のサポート

④個人情報の取り扱いについて確認する

⑤会議の流れをイメージする

手引き ２９ページ



26

主催する側の役割を理解③

■司会者が行うべきこと（会議中）

①開始のあいさつをする

②参加者が自己紹介をする

③会議の目的を確認する

④全体の流れと個人情報取り扱い、会議でのルール
を共有する

⑤高齢者本人の自立を阻害している要因と背景を明
確にする

手引き ２９ページ
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主催する側の役割を理解④

⑥目標を確認する

⑦目標を達成するための方法
（自立を阻害している要因への対処等）について検
討する

⑧提案内容および提案方法を決める

⑨地域課題や自立促進要因を確認する

⑩全体のまとめ・アンケートを実施し終了する

手引き ２９～３５ページ
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主催する側の役割を理解⑤

■事例提供者の役割

１事例提供者からみた会議の目的の理解

①包括的・継続的ケアマネジメント支援の一環として

・地域ケア個別会議は事例提供者である介護支援専門員と行政、地域包括支
援センターが双方向に確認できる機会

②地域課題を検討する上での事例提供者の役割として

・事例提供者には個別ケースの支援で得られた地域課題の提案や検討など、
より一層の役割が求められている
・事例提供者である介護支援専門員（及び包括職員）の領域、日頃の実践の
中で提案できる地域課題とは何かを考える

③自立支援型（自立に資する）ケアマネジメント力の向上

~自立支援型（自立に資する）ケアマネジメントの再確認~

手引き ３５～３７ページ
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主催する側の役割を理解⑥

■事例提供者の役割

２ 事前準備①

①介護予防のための地域ケア会議の目的の確認
②事例の選定方針
③会議当日の流れ、タイムスケジュールの理解
④会議出席者の構成や役割の理解

事前準備②

①検討事例のアセスメント
②各種フォーマットの確認・記載
「基本情報シート」「介護予防アセスメントシート」
「ICF課題分析シート」「興味・関心チェックシート」

③個人情報の取り扱い
事例提出の承認、個人情報の取り扱いに留意
⇒本人へ「会議の趣旨」を渡し、会議の目的など具体的に説明
⇒個人情報の誓約書に記入していただく

手引き ３７、３８ページ
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主催する側の役割を理解⑦

■事例提供者の役割

２ 会議当日

①第1部で本人の情報をプレゼンテーション
②第2部で質問・提案
③検討された内容をまとめ、今後のケアプランに反映

役割のまとめ
① 対象者の強みや自己決定を尊重した自立支援型（自立に資する）ケアマネジ
メントやアセスメントの視点の再確認をする。

②軽度者の事例を検討することが、中～重度者の支援に繋がる事を理解する。

③事例提供者だからこそ知りえる対象者の状態（像）や地域の実情を伝える代弁者
として会議に臨み、専門職からの有効な意見を吸収し、プランに生かす。

また、支援チームとの共有を行う。

④個別ケースの検討が地域課題の抽出、新たな資源の開発にまで繋がる事を意識する。

手引き ３８～４０ページ
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助言者としての専門職の役割を理解①

これからの介護予防は 

単に高齢者の運動機能や栄養状態といった心身機能の改善だけを目指すのでは

なく、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけ

ることで、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促す。 

➡一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援し、ＱＯＬ

の向上を目指す 

 

ここが大事！ 

         【目的】      【重点的な取組】 

これまで   心身機能の改善   ➡  機能回復訓練 

今後    活動的な状態の維持 ➡ 多様な通いの場の創出 

手引き ４０ページ



助言者としての専門職の役割を理解②

日野市における「自立支援」の考え方について＞”の定義＞

○「自立」とは、「必要なサービスや資源について、ご本人の意思で選択でき、地
域とつながり、人と支え合いながら、自らが“こうありたい”と望む暮らしをおく

ること。」と定義づけている。

○つまり、何らかの援助を受けながらも、自分らしく生きていくことが「自立」
において何より重要な要素であり、そのための支援が「自立支援」である。

〇よって、本人の意思を無視して「サービスありき」の支援や「状態の改善」を
強要する支援を行うことは適切ではない。

■「自立支援」の考え方の共有

ここが大事！

手引き ４１ページ
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■質問する場合の留意点

①一度の質問は1項目

②非言語メッセージに注意を払う

③受け止めているというメッセージを伝える（頷き・相槌）

④開いた質問と閉じた質問の使い方を工夫する

⑤関心の中心を相手に向ける

⑥相手の沈黙に寄り添う

⑦結論を急がない

助言者としての専門職の役割を理解③

手引き ３３ページ
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■助言のポイント

① 相手が受け入れやすい有効な助言のポイント
相手が「納得」できること

② すべての参加者にわかりやすい表現を心がける。専門用語はできる限り避
ける。実行可能な助言をする。威圧的にならない。

①ウェルビーイングを高める視点

②人と環境の交互作用の視点

③アセスメントの視点

④エンパワメントアプローチ

助言者としての専門職の役割を理解④

■参加者で共通認識しておきたい４つの視点

手引き ４１～４３ページ
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（１）令和3年度について

・年度計画を地域包括支援センター連絡会（ 3月23日）にて説明

・令和３年度は包括ごとに１回以上実施

（２）モニタリングの検討

①会議で抽出された地域課題の検討をどのように会議体にあげていくか

②ご本人のモニタリングをどのようにするか

（３）R3年度以降の地域ケア個別会議のあり方の検討

・本人参加とするのか

・年何回とするか など

今後の取組み

手引き ４３ページ


