交野市自立応援会議の手引き
＜２０２２年（令和４年）度版＞

交野市福祉部高齢介護課

交野市が目指す自立像
「本人の能力・意欲を最大限に引き出し、その人らしいいきいきとした生活を送ること」
１．「自立応援会議」とは
自立応援会議は、介護保険法に記載されている理念に基づき、自立支援に向けたケアプラン作成のた
めの課題抽出と課題解決に向け、各専門職からのアドバイスを通じて、高齢者の「自立支援」に資する
よう、ケアマネジメントの質の向上（＝アセスメント能力やマネジメント能力の向上）につなげるため
の会議です。

資料：介護保険法
（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。
（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。
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２．自立応援会議で目指したい目標
①従来の「保護型介護」・「お世話型介護」から脱却し、「自立支援介護」・「予防介護」という視点に
立って、
「ケアの標準化」を図ること
（保護型介護）
掃除ができない⇒ヘルパーによる掃除支援の導入
家で入浴ができない⇒デイサービスでの入浴の提案
体重が急激に減少⇒デイサービスや配食サービスによる食事の確保
ご飯をたべるとむせる⇒ヘルパーや家族による見守り

本 質 的 な課 題解 決 には
なっていない

（自立支援介護・予防介護）
なぜできないのか、どうすればできるようになるのか
原因・下肢筋力低下のために、立ち上がりや跨ぎ動作不安定
・食事内容が偏り、必要なエネルギーが足りていない
・歯周病や飲み込み機能が低下している
対応・立ち上がりや跨ぎ動作ができるように下肢筋力訓練を行う。
・バランスの良い食事を摂るために管理栄養士の栄養指導
と共に、ヘルパーと一緒に調理を行う。
・誤嚥を防止しスムーズな飲み込みを目的に、嚥下体操や

要因を改善することで生活
課題が解消する

口腔ケアを行う。
【解消した生活課題を再燃させない取り組みへのつなぎ】
・運動や食生活、口腔ケアを自宅などで継続し、身体機能の低下を防止する。
・できるようになったＡＤＬやＩＡＤＬを継続しやすい環境調整を行う。
・定期的な通院や適切な生活習慣によって疾病の再発や悪化を予防する。
・地域の元気アップ体操やサロン等への参加、目的をもった外出交流、趣味活動などを継続する
など
②ケアマネジャー自身が、対象者や家族の意向を尊重するだけでなく、自立支援に向けた目的指向型
のケアプランを作成し、利用者や家族の合意を形成していく能力の向上（＝合意形成能力）
⇒アセスメント能力（課題分析）
・マネジメント能力

３．自立応援会議の対象者
※令和４年６月より①②については、必須となります。
①新規に介護予防サービス又は総合事業サービスを利用するケース（※初回加算の算定要件を
満たしているケース・新規ケース）
（要支援１・２・事業対象者に対するケアプランを新規に作成した場合は、必須となります）
②自立応援会議終了後、概ね３か月（評価期間）を経過した①のケース（継続ケース）
③①及び②以外で、ケアマネジャーが会議でのアドバイスを希望するケース（希望ケース）
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なお、以下のケースについては、自立応援会議のエントリーは不要です。
①末期がんの方
②認知症疾患の方
③進行性疾患のため、ケアプラン作成時点でサービス利用による継続的なケアが必要と明らかに判
断されるもの
④医師から運動や動作を制限されているため、サービスを利用する以外に対応が困難なもの
※これらについては主治医が作成した書面（主治医意見書、資料情報提供書等）により確認をお願い
します。また、確認後はケアプランの「健康状態について」欄に医師への確認方法（主治医意見書
から 等）と内容を記載してください。

４．自立応援会議の実施方法
実施体制
実施主体

高齢介護課

開催頻度及び日程

通年 火曜日（毎週）

時間

１３時から１６時までのうち以下の時間
①１３時００分から１３時２０分

②１３時２０分から１３時４０分

③１３時４０分から１４時００分

④１４時００分から１４時２０分

⑤１４時２０分から１４時４０分

⑥１４時４０分から１５時００分

⑦１５時００分から１５時２０分

⑧１５時２０分から１５時４０分

⑨１５時４０分から１６時００分
場所

保健福祉総合センター（ゆうゆうセンター）１階 審査会室１
※変更の場合あり、その際は受付時に伝達します

参加者

【アドバイザー】
理学療法士または作業療法士 １名
管理栄養士 １名
歯科衛生士 １名
地域包括支援センター専門職 １名
【事例提供者】
担当ケアマネジャー １名
その他、介護サービス事業所の担当者及び担当ケアマネジャーと同事業所のケア
マネジャー 最大２名まで
【事務局】
高齢介護課 ２名（司会、書記）

●開催の中止について
次のいずれかに該当する場合は、開催を中止させていただきます。
中止の場合は、高齢介護課から担当ケアマネジャーに対して、受付期限後に電話連絡をいたします。
①エントリー受付期限時点で対象者が２名以下の場合
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②天災事変等及び緊急事態宣言等により、やむを得ず会場の使用ができない場合

●自立応援会議のエントリー方法
（１）エントリー期間
原則、会議開催日の１４日前の火曜日１２時４５分から７日前の火曜日１２時まで
例）自立応援会議開催日 令和４年６月７日（火）
⇒エントリー期間 令和４年５月２４日（火）１２時４５分から
令和４年５月３１日（火）１２時まで
（２）エントリー方法
次のいずれかの方法によりエントリーを行ってください。
①高齢介護課窓口で直接申込し、エントリー書類を提出
②高齢介護課に電話予約の上、エントリー期間内にエントリー書類を郵送また窓口に持参
※郵送の場合は期間内に必着。期間内に到着しない場合は、キャンセル扱いとします。
（３）エントリー件数
１回につき最大９件まで
（４）エントリー書類の提出
（高齢介護課で複写し原本をその場で返却します。ただし⑧は原本を回収します。）
【必須提出物】エントリーの際に必ず提出が必要です。
①利用者基本情報
②基本チェックリスト
③介護予防サービス・支援計画表（ケアプラン）
④口腔機能アセスメント用紙
⑤食生活アセスメントシート
⑥生活機能評価票
⑦生活課題のまとめとアドバイザーに聞きたいことシート
⑧要支援２相当限度額適用報告書（必要時）
【任意提出物】初回エントリー時の提出は不要ですが、初回の際にアドバイザーからより細かなアセス
メントのために提出を求められた場合は、継続ケースの際に提出を必須とします。
①課題分析票
②興味・関心チェックシート
（５）地域包括支援センターへ全ての書類一式及びサービス利用票及び別表を併せて提出し、自立応援
会議にエントリーしたことを報告します。
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●エントリー件数について
ケアマネジャー１名につき、年間２事例（計４回）のエントリーが必要です。
ただし、介護予防サービス等の利用者がいない場合（＝ケアプランがない場合）はこの限りではありま
せん。
●エントリー時期について
原則、半期（４月～９月／１０月～３月）ごとに１事例（初回ケース・継続ケース）エントリーして
ください。ただし、次の場合は半期を過ぎてのエントリーが可能です。
ただし、希望ケースについては、この限りではありません。
※エントリーの例
（通常の場合）
１事例目 初回 ５月 ・継続 ７月

／ ２事例目 初回 １０月 ・継続 １２月

（継続ケースのエントリーが半期を過ぎる場合）
継続ケースのエントリーは半期を過ぎてもできます。
１事例目 初回 ８月 ・継続 １０月 ／ ２事例目 初回

２月 ・継続 ４月

（前半期に新規ケースがなく、後半期に新規ケースが２事例以上あった場合）
後半に２事例のエントリーができます。
１事例目 初回 １０月 ・継続 １２月 ／ ２事例目 初回 １月 ・継続

３月

●エントリーのタイミングについて
アドバイス内容をケアプランに反映できるようにするため、できるだけサービス利用開始前に
エントリーをしてください。
・既に要支援及び事業対象者の認定を受けているケース
⇒ケアプラン原案を作成した時点でエントリーをしてください。
・要支援認定（新規・更新・区分変更）結果が判明する前にサービスを利用したいケース
⇒暫定で介護予防のケアプラン原案を作成した時点でエントリーをしてください。
（書類一式を地域包括支援センターに提出する際に、暫定ケアプランによるサービス利用開始で
あることを伝えてください）
なお、暫定ケアプランでエントリーする場合には、ケアプランの介護度欄の「申請中」に○を付
けてください。
（利用者基本情報については、作成時点での要介護度の標記で可）

●アドバイザーへの資料送付について
提出された資料のうち、継続ケースについてはアドバイス票を加え、個人情報、医療機関、事業所名を
削除（マスキング）した資料を、会議開催日の概ね７日前に、事務局から担当のアドバイザーに向けて
送付します。
各アドバイザーは資料に目を通し、対象者の全体像を把握し、当日確認したい質疑やアドバイスを行い
たい内容について確認しておきます。
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※個人情報の取り扱いについて
参加者全員には介護保険法に基づき、個人情報の守秘義務が課せられていることを認識する必要が
あります。また事前送付資料は紛失のないよう、取扱いに十分ご注意ください。
（個人情報保護法には
罰則規定有）
●会議終了後について
会議終了後の概ね１週間以内に、ケアマネジャーにＦＡＸにて「自立応援会議アドバイス票」を送付
します。

５．自立応援会議の進行について
【タイムスケジュール】
項目

時間の目安

内容

①事務局から対象者の紹介

約１分

事務局から、検討する事例の年齢、性別、要介護度を伝える。

②ケアマネジャーから

約３分

事前に提出している資料について、補足的に説明したい場合には、ケア

提出資料に関する補足説明

マネジャーから説明を行う。また、ケアマネジャー等から聞きたいこと
があれば、アドバイザーに伝える。
継続ケースの場合は、初回からの変化（改善状況）について説明を行う。

③事例検討

約１０分

アドバイザーとケアマネジャーが対話をしながら事例検討を行う。
アドバイザーは必要に応じてケアマネジャーへ質問を行い、ケアマネジ
ャーは、質問へ対応すると共に、検討の流れでアドバイザーへ必要な確
認や質問などを行う。

④アドバイスの実施

約４分

ケアプランの内容や課題の整理、アセスメントの漏れや抜けている視
点、各専門性を活かし、生活課題の解消に向けた具体的なアドバイスを
実施する。

⑤まとめ

約２分

事務局が、各アドバイザーから得られたアドバイス内容を集約する。

【内容について】
①事務局から対象者の紹介（約１分）
事務局から、検討する事例の年齢、性別、要介護度を伝え、事例の概要を確認します。
②ケアマネジャーから提出資料に関する補足説明（約３分）
ケアマネジャーから、配布資料に記載しきれなかった内容や、強調しておきたいこと、アドバイザー
にあらかじめ聞きたいことなどを伝えます。
また、継続ケースについては、初回の自立応援会議終了時点から現在の変化（改善状況）について、
簡単に説明を行います。なお、アドバイス内容が実施できなかった場合は、その理由についても説明を
行います。
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【継続ケースの説明（例）
】
・浴槽のまたぎの際に転倒リスクが高く一人で入浴ができなかったが、アドバイスにあった、デイケ
アのセラピストに自宅環境を確認してもらった上で、入浴動作訓練とリハビリを行ったことで動作
が安定した。あと３か月以内には１人で入れるようになり、デイケアを終了できそう。
・義歯の不適合によって食事量の減少や食事内容が偏り低栄養状態となっていたが、アドバイスに
あった、口腔ケア方法の実施、歯科受診、簡単にできる調理方法や食材の選択方法などを実践した
ことで、食事がしっかりとれるようになり、BMI も 18.5 を超えて、外出機会も増えてきている。
・脳梗塞の既往があり、アドバイスを受けて、定期的な口腔ケア、野菜を取り入れた調理、週２回程度
の運動の導入を試みた。運動や口腔ケアについては、デイサービスでの運動や朝晩のブラッシングの
効果がみられるが、調理は野菜嫌いのため本人が行わず、市販の野菜ジュースで対応している。
③事例検討（約１０分）
アドバイザーとケアマネジャー間で対話をしながら事例を検討します。双方の対話や質疑応答など
を通じて、アドバイスを行うための情報収集、課題の整理や疑問の解消などを通じて、後のアドバイス
につなげます。
※アドバイザーは、事前送付資料によって対象者の全体像、課題、ケアマネジャーが聞きたいことを
把握できるため、資料のみでは把握が困難であったり、内容を掘り下げたいものについて聞き取り
ます。また、ケアマネジャーなどからの質問に対し、できる限り簡潔に、求めている質問に対して、
その根拠も含めて回答を行うようにします。
④アドバイスの実施（約４分）
各アドバイザーから、それぞれの専門性に基づき、生活課題の抽出に必要なアセスメントの漏れや
抜けている視点のポイントを示したり、それぞれの生活課題の解消や改善につながる具体的なアドバ
イスを行います。
具体的には、問題となっている生活課題を明らかにすることや、生活課題の改善可能性（見通し）に
ついて言及した上で、具体的な解消につながるアプローチ方法を伝えます。また、優先順位が高い課題
や新たに明らかとなった課題があれば、それらも示した上で、アドバイスを実施します。ただし、専門
的視点からみてもアドバイスが不要な場合には、アドバイスがない場合もあります。
また、アドバイザーが初回ケースにおけるアセスメント不足を補うために、課題分析票及び興味・
関心チェックシートの利用を勧奨した場合は、継続ケースのエントリーの際に提出を必須とします。
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⑤まとめ

事務局からケアマネジャーに対して、各アドバイザーが実施したアドバイスの振り返りを行うとと
もに、ケアプラン修正が必要と思われる意見があった場合は、修正個所や内容を伝えます。
【会議終了後について】
ケアマネジャーは、会議で受けたアドバイスや後日送付する「アドバイス票」を参考に、作成した
ケアプランが対象ケースにとって「自立支援に資するケアプラン」となるよう、必要に応じて見直し等
を行ってください。

●自立応援会議参加後のケアプランの取扱いについて
ケアマネジャーは、自立応援会議で受けたアドバイスを踏まえケアプランの本案を作成します。
アドバイス内容は、各専門的な視点から生活課題の解消や改善のために提案した内容であるため、
可能な限りアドバイス内容を取り入れたケアプランを作成し、対象者に対し合意形成を図るようにし
てください。
また、アドバイス内容とは別に、生活課題の解消につながる支援方法をケアマネジャーから提案でき
る場合のみ、ケアプランにアドバイス内容を取り入れないことや、アドバイス内容の一部のみを含めた
ケアプランを作成していただくことは差し支えありません。
ただし、そのケアプランに基づく支援の結果、生活課題の解消につながらなかった場合は、継続ケー
スの検討の際、アドバイス内容を取り入れなかった事情等について説明を求めることとします。
ケアマネジャーは、対象者やその家族に対し、多職種で検討した自立支援に向けた目的指向型のケア
プランであることをわかりやすく説明の上、合意を得るため働きかけに努めてください。
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参考【参加者の役割について】
（参考資料 厚生労働省老健局作成 介護予防活動普及展開事業専門職向け手引き Ver.1）

●理学療法士
理学療法士は、主に基本動作能力（立ち上がり、立位保持、歩行等）の回復・改善や維持、悪化の防
止の観点からの助言を行います。
ステップ
事例の理解と確認

専門職としての視点、具体的な確認や推察の内容
・ 身長・体重・BMI等の身体組成を確認する
・ 疾病・障害の要因、分類を確認する
・ 移動動作レベル・ADL・運動中止基準を確認する
・ 立位に支障を及ぼす関節可動域制限・拘縮の有無・程度を確認する
・ 起立できるかどうか、立位保持が何分間できるかどうか、歩行や寝返りの状況、
実際の移動手段を確認する
・ 振戦・固縮・無動・姿勢反射障害を確認する
・ 認知・精神機能障害の程度を確認する
・ 障害や生理的退行変化が進行しているかどうか、予備力・残存機能を確認する
・ 住環境・自宅周辺の環境を確認する

課題の明確化と

・ 「心身機能」、「機能的制限」、「活動」、「参加」の構造に沿って本人の障害

背景要因の確認

構造を明確化する
・ 特に生活行為や生活範囲を妨げている要因を探り出し、必要以上に大事にしすぎ
ていないか、リスクを過剰に捉えていないかを検討する
・ リスクに応じた生活動作や環境調整を明確化する
・ 介助者や家族による介助方法等により、症状を増悪させていないかを確認し、適
切な支援方法を検討する

目標と支援内容の確

・ 短期目標の具体的レベル、設定期間について「心身機能」、「機能的制限」、「活

認

動」、「参加」の構造ごとに妥当性や過不足を検討する
・ 現在のサービスやその支援内容を具体的に確認し、より効果的な支援内容・プロ
グラムを検討・提案できる準備をする
・ 介護負担を増さないような支援内容になっているか確認する

実践につながる

・ 規則正しい生活や散歩などの運動、通いの場などへの社会参加が虚弱や廃用の予

助言のポイント

防となることを助言する
・ サービスの関与や杖などの移動補助具が自立支援につながっているかを確認した
上で助言する
・ 疾患特異的か、生理的退行変化なのか、廃用症候群なのかの視点を意識した助言
を行う
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●作業療法士
作業療法士は、主に応用的動作能力（食事・排泄等）、社会的適応能力（地域活動への参加・就労等）の
心身両面から回復・維持、悪化の防止の観点から生活行為向上の助言を行います。
ステップ
事例の理解と確認

専門職としての視点、具体的な確認や推察の内容
・ 具体的に介護・支援が必要になっているADLやIADLの状況を確認する
・ 認知・精神機能障害の程度を確認する
・ 家屋や自宅周辺の環境状況を確認するどのような生活を送っているか（閉じこ
もり傾向があるか）を確認する
・ 交流の機会の有無や多寡を確認する
・ 趣味活動や地域活動は行っていたのかなど、一日の余暇時間の過ごし方につい
て確認する

課題の明確化と

・ ADLは「できる」動作なのか「している」動作なのか、またIADLの状況はどうな

背景要因の確認

のか確認する
・ 出来ない動作は「何で」できないのかが明確にされているかを確認する
・ 認知症の症状はあるのか、ある場合は生活に影響を与えているのかを確認する
・ 家族や地域の協力が得られるかを把握する
・ 福祉用具や住宅改修等の環境調整で、生活行為の課題の改善が可能かを検討す
る

目標と支援内容の確

・ 目標が心身機能に関する項目に偏っていないかを確認する

認

・ 「活動」・「参加」への目標設定が設定されているかを確認する

実践につながる

・ サービスの関与が心身機能に関する項目に偏っておらず、「活動」・「参加」

助言のポイント

も含まれているか確認した上で助言する
・ 本人の残存機能を引き出すよう助言する

・ 日中の役割の再獲得や確保、本人の趣味などから社会参加に向け必要な社会資
源などについて助言する。
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●管理栄養士
管理栄養士・栄養士は、日常生活を営む上で基本となる食事について、適切な栄養摂取といった観点か
ら、助言を行います。
ステップ
事例の理解と確認

専門職としての視点、具体的な確認や推察の内容
・ 食事摂取状況、排泄状況、服薬状況、病識の有無、自立意欲、家事能力と意
欲、身体状況と機能向上、介護者の状況、生活歴と生活状況、金銭面等について確
認する
・ かかりつけ医による栄養上の意見や、病院での栄養指導の内容を確認する
・ 栄養に関わるキーマンを確認する
・ 食事環境で支障はないかを確認する（孤食による食欲低下、衛生環境、台所の
機能性、買物の状況、家族関係、支援者等）
・ 閉じこもり傾向や活動低下がみられる場合に食生活の状況を確認する

課題の明確化と

・ 本人の状態・状況に合わせた食事摂取がおこなわれているかを確認する（病

背景要因の確認

状、服薬状況、食習慣、認識、身体状況、摂食状況等）
・ 低体重だけではなく、疾病の重症化予防、過体重や栄養の偏り、不足による活
動性低下の予防も検討する
・ 栄養面だけでなく、生活全般からみて、活動性の向上につながる項目をみつけ
る

目標と支援内容の確

・ 栄養状態が改善することにより、意欲向上につながる可能性を検討する

認

・ プラン作成担当のプラン目標に合った個別プランが立てられているか、栄養状
態の改善につながる目標になっているかを確認する
・ 栄養及び食生活の視点から、介護予防や疾病の重症化予防につながるかを確認
する
・ 本人が実行可能な短期目標を設定しているか確認する
・ 他職種が関わるサービスに、食に関する支援の項目がある場合、本人の状態に
合わせた内容になっているか確認する
・ 本人の意思を踏まえ、負担にならないよう食生活の設定を検討する

実践につながる

・ かかりつけ医だけでなく歯科医師や薬剤師等とも連携し、栄養面だけでなく、

助言のポイント

生活全般を踏まえた視点で助言する
・ 食事や体調のコントロールを本人や家族で行うことができるよう助言する
・ 目標達成に向けた行動変容を導くためにも、短期間で出来る目標を設定し、達
成感を得られる工夫をする
・ 本人や家族に、栄養改善の必要性が受け入れられなかった場合、本人や家族が
理解できそうなポイントを助言する
・ 栄養士の介入がない場合、他職種の介入時に行ってほしい助言を提案する

・ 栄養支援に関する地域資源が近隣にない場合、地域課題として検討する
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●歯科衛生士
歯科衛生士は、口腔衛生や咀嚼等の食べ方を支援する観点からの助言を行います。
ステップ
事例の理解と確認

専門職としての視点、具体的な確認や推察の内容
・ 現在の口腔及び口腔衛生の状態を確認する
・ 栄養摂取をする上で、食べ方や咀嚼など口腔内に問題がないか確認する
・ 本人や家族の食事や口腔に関する意向を確認する

課題の明確化と

・ 口腔の課題に対し、何が問題であるかを分析する

背景要因の確認

・ 生活機能の課題に口腔の問題が影響していないか推察する（例：歯がなく、噛
めない為に繊維質がとれず便秘になる等）
・ 体重減少や栄養摂取等、全身に関する問題が、咬合や咀嚼等の口腔の問題と関
連している可能性について推察する（例：飲み込みにくいことから水分を制限す
る、噛み合う歯がなく早食いで過体重である等）
・ 口腔衛生管理の観点から、歯科疾患や口腔内の細菌によるリスク等が高まって
いないか推察する

目標と支援内容の確

・ 目標に対し口腔関連の支援内容が不足していないか、また妥当か確認する

認

・ 設定されている目標を達成することができる支援内容になっているか、具体的
で継続可能か確認する
・ 歯科疾患や、口腔内の細菌によるリスク等の全身への問題が想定される事例に
は、その具体的な予防策を検討する

実践につながる

・ 口腔衛生に対し、実践可能な改善策について助言を行う

助言のポイント

・ 生活機能の向上のために必要な改善すべき口腔に関する助言を行う
・ 必要に応じ歯科受診を勧める

●地域包括支援センター
地域包括支援センターは、地域における社会資源（保健医療福祉その他インフォーマルも含む）等に関す
る情報の提供、介護支援専門員と地域との連携に対するアドバイス、自立支援につながるようなケアプラ
ンの記載にかかる加筆・修正に対するアドバイスを行います。

●事務局（高齢介護課）
会議全体の議事進行の他、エントリーの受付、アドバイザーに対する事前資料の作成・送付、アドバイス
票の作成など自立応援会議に係る事務全般を行います。
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使用する様式の紹介

13

●必須提出物
利用者基本情報
検討ケースの全体像を把握する情報として、性別、年齢、要介護度、自立度、家族構成、既往歴等を
記載します。

厚生労働省「介護予防活動普及展開事業市町村向き手引き Ver.2」
14
より

15

基本チェックリスト
基本チェックリストは、対象者の全体像を大きく把握するために有効なツールです。
問１～５は日常生活関連活動（ＩＡＤＬ）、６～１０は運動器機能、１１・１２は低栄養、１３～１
５は口腔機能、１６・１７は閉じこもり、１８～２０は認知症、２１～２５はうつ の計２５問のチェ
ックで構成されています。
また、現状の把握にとどまらず、そのままにしておくと将来的に要介護につながる「危険な老化の兆
し」を示すものとなっており、特に各項目で事業対象者の判定基準に該当している項目については、課
題分析表での精査やケアプランへの反映が必要となります。

特に転倒は、優先順位が高い生活課題であることを認識した上
で、課題の精査やケアプランへの反映が必要です。

体重減少もしくは過多や、口腔機能の低下についても、その支
援の必要性や方法を検討する必要があります。

デイサービスに行くことだけで外出機会を満たすのではなく、
できるだけ利用者の生活環境下での活動や参加につなげてい
くことを意識します

認知面やうつに対する支援についても、運動器等と同様に、
その支援の必要性や方法を検討する必要があります。
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※基本チェックリストによる「事業対象者」要件
下記のいずれかに該当した場合、
「事業対象者」要件に該当します。
・総合（ＮＯ．１～２０）で１０点以上
・運動（ＮＯ．６～１０）で３点以上
・栄養（ＮＯ．１１～１２）で２点以上
・口腔（ＮＯ．１３～１５）で２点以上
※令和４年６月分より新たに使用するもの
口腔機能アセスメント用紙
口腔内の清潔保持、嚙み合わせの状態、固いものの摂取、飲み込み、口渇、水分及び口呼吸の状況、
歯科受診の状況を確認することで、口腔に関する課題を見つけるためのツールです。
食生活アセスメントシート
食生活アセスメントシートは、低栄養や肥満によって介護が必要な状態になることを予防するため、栄
養状態の改善の必要性を判断し、必要な場合に食生活のどこに課題があるかを見つけるためのツールで
す。
生活機能評価票
利用者のＡＤＬ・ＩＡＤＬの項目ごとの現状をまとめ、３か月間のケアプラン実施期間に目指す（予測
される）変化（改善）について記入し、３か月経過時の状況と当初目指していた変化について可視化する
ツールです。
初回ケースについては、ケアマネジャー等によるアセスメントや主治医からの情報提供などを元に、
「現状」とその「根拠」
、
「予後予測（３か月後）
」についてそれぞれ記入します。
次に、
「３か月後の結果」に３か月後の状況を記入し、当初の予後予測との違いを比較します。特に予
測どおりとならなかった際には、その要因について検討すると共に、必要に応じて目標設定や支援方法な
どの見直しにつなげます。
生活課題のまとめとアドバイザーに聞きたいことシート
ケアプランの実施期間内に改善を目指す生活課題をまとめるとともに、ケアマネジャーの他、本人、
家族、支援者からアドバイザーに聞きたいことについて記入するシートです。
「生活課題のまとめ」では、①自立を阻害している主な生活課題、②生活課題に対して考えた対応
方針、③ケアプランを実施することで生活課題に対して見込んでいる変化（改善内容）、についてそれ
ぞれ記載します。
「アドバイザーに聞きたいこと」では、ケアマネジャーが支援を行うにあたり悩んでいることや質問
などのみならず、対象者本人や家族、本人を支える介護職の方から、各アドバイザーに対して聞きたい
ことがあればまとめてもらうことで、限られた時間内でアドバイザーが効率的なアドバイスを実施でき
るようにします。
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公益社団法人 大阪府歯科衛生士会

口腔機能アセスメント用紙

手引き

口腔内が清潔に保たれているかを確認します。
就寝中は唾液の分泌量が減り、細菌が増殖しやすくなります。高齢者にとって起床
時・就寝前の歯みがきは誤嚥性肺炎を予防するために重要であり、食後の歯みがき
は、むし歯・歯周病・口臭を予防します。歯みがきの習慣をつけることで生活リズ
ムが整いやすくなります。
かみ合わせの状態を確認します。転倒、認知症、フレイルのリスクを推測します。
①ご自身の歯があり、義歯は必要ない。
②歯のないところはあるが、その部分は義歯を使用している。
③以前に義歯をつくり、持っているが使用していない。この場合使用していない
期間、保管方法などがわかると対応を検討しやすくなります。
④歯のないところがあるが、義歯を作っていない。歯がないままでは、食べづら
いだけでなく転倒リスクも上がるため、生活に影響があります。
固いものを食べられるかを確認します。たくあんなど漬物を食べる習慣がない方は、
ステーキ肉や唐揚げなど固い食材について聞いてください。
自由記入してください。好みがわかるだけでなく、メニュー、食品から固いものを
食べられるかどうか推察することができます。その方の栄養摂取状態を知る方法の
一つです。
飲み込みづらさについて確認します。飲み込む力が低下するとむせこみを回避する
ために、錠剤を1錠ずつ飲むようになることがあります。薬が口腔内に残るなども
飲み込む力の低下が考えられます。（飲み方の指示を受けている場合を除く）姿勢
が崩れてきていないかも確認してください。
口渇の有無を確認します。
通常会話時は(夜間とは異なり)唾液分泌が促進されます。会話中に水分が必要とな
る方は口腔乾燥傾向にあると推測されます。
発声状態（声のかすれやガラガラ感があるかどうかなど）も確認してください。
水分の不足の有無と口呼吸の有無を確認します。
水分不足は唾液の分泌量を低下させます。水分不足や口呼吸は口腔内の乾燥をおこ
し、唇が乾燥しやすくなります。
歯科で歯のクリーニングや歯・義歯の点検を定期的に行うことは、美味しく食べら
れる口腔機能を維持し、歩行や運動ができる身体づくりのために重要なことです。
全身の健康維持に繋がります。
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食生活アセスメントシート

このシートはケアマネジャーが聞き取って記入し
ていただいても、もし可能であれば、対象者やその

あなたの食生活についてお尋ねします。 ご家族に記入していただいても結構です。無理の
選択肢、（はい、いいえ等）に〇をつけ ない範囲で記入してください。
記入日
（令和
年
てください。

月

日）

理由 ・食欲不振
・消化器系の問題

①過去3か月間で食事量が減少しましたか はい

・そしゃく・嚥下困難

いいえ

・その他（
）
①の食事量減少の理由については支援の方向を考
①の食事量減少の理由については支援の方向を
②1日に3食、食べていますか
③毎食、ごはん・パン・麺、いずれかを
食べていますか

える際に有効なので出来れば聞いてください。
考える際に有効なので出来れば聞いてください。
はい
いいえ （
食）

朝 食
はい

④毎食、魚類・肉類・卵・大豆製品、い

昼 食

いいえ はい

朝 食

いいえ

昼 食

夕 食
はい

いいえ

夕 食

③～⑥は食生活のバランスについてお尋ねするも
はい 無理のない範囲で聞いてきいてください。
いいえ はい いいえ はい いいえ
のです。

ずれかを食べていますか
⑤毎食,野菜のおかず（煮物、和え物、酢
の物、生野菜など）を食べていますか
⑥毎日、牛乳か乳製品（ヨーグルト、

朝 食
はい

昼 食

いいえ はい

いいえ

夕 食
はい

はい

いいえ

⑦水分をとるよう心がけていますか

はい

いいえ

⑧医師による食事の指示はありますか

はい

いいえ

チーズなど）を食べていますか

いいえ

その他気になることがあれば自由にお書きください

（公益社団法人大阪府栄養士会 交野市自立応援会議アドバイザー作成）
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生活機能評価票（記入例）
要介護度

年

月

日

３か月

年

月

日

備考
※現状の評価根拠を記入
介助方法や困っている部分を簡潔に記入

現状

A
D
L

現状
調査日

氏名

室内歩行

〇２

バランスを崩すことがあり、壁などを支えにする
ことが多い

屋外歩行

〇２

連続して10分歩くと膝が痛くなる

外出頻度

〇２

買い物 １回／週のみ

予後予測
（３か月後）

３か月後
の結果

〇１

〇１

〇１

〇１

〇１

〇１

排泄現状欄に記載した評価の根拠について、
〇１
具体的に記入してく

ださい。（特にケアプランで改善を位置付けているものにつ

食事

〇１

いては必ず記入してください）
入浴

〇２

着脱衣

〇１

湯船に入ると立ち上がりやまたぎに労作苦があ
る

ＡＤＬとＩＡＤＬの各項目について、判定基準に該当するも

掃除

△１

膝の痛みで屈めないので、床の雑巾がけやトイ
のを記入します。
レ、お風呂の掃除ができない

洗濯

〇２

洗濯物を運ぶ際にふらつきあり

買物

〇２

押し車を使用。膝が痛くて休むことあり

〇２

△１

〇１

〇２

調理 ケアプランを実施することで３か月後に見込んでいる変化
〇１
I
A
D
L

整理

（予後予測）について、判定基準に基づき記入します。
〇１

ごみ出し

〇２

ゴミ置き場まで押し車を使用

通院

〇２

１回／月 約700Ｍ先の内科に通院しているが、
膝が痛くなることあり

ケアプラン実施後３か月の状況を、判定基準に基づき記入
服薬

〇１

金銭管理

〇１

電話

〇１

社会参加

〇２

し、当初の予後予測との比較を行います。

買い物と通院以外で、外に出ることがない

〇１

〇１

【判定基準】
全介助

一部介助

自立

自立度
困難度と
改善可能性

楽にできる

少し難しい

判定

○１

○２

改善可能性 改善可能性 改善可能性 改善可能性
低い
高い
低い
高い
△１
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△２

×１

×２

生活課題のまとめとアドバイザーに聞きたいことシート（記入例）
【生活課題のまとめ】
自立を阻害している

膝の曲げ伸ばしの際に痛みが出るようになり、床や風呂の掃除が

主な生活課題

難しくなった。
対象者の自立を阻害している主な生活課題、生活課題に対する対応方

ケアプランを実施することで見込まれる変化について、
具体的に
生活課題に対して考針、
下肢の筋力強化を通じて膝痛の緩和を図りつつ、
膝に負担がかか
えた対応方針

記入します。
（ここに記入することで、会議開始時の説明は省略しま
らない掃除の方法を身につける。
す）

ケアプランを実施す

掃除のできる範囲が増えて、最終的には床や水回りの掃除が一人

ることで生活課題に

でできるようになる。

対して見込んでいる
変化（改善内容）

【アドバイザーに聞きたいこと】
（聞きたいことがあれば、具体的に記入してください）
ケアマネや介護職から聞きたいこと

セラピスト

本人・家族から聞きたいこと

週 何 回 位運 動を す ればよ い
か。運動をすることで痛みが
軽減する見込みはあるか

管理栄養士

肉をほとんど食べない

（本人）

タ ン パ ク質 不足 が 心配な の

周りは量を増やした方がいい

で、どのようにすればタンパ

というが、食べる気がしない。

ケアマネジャー及び支援に携わる介護職の方及び対象者本人及び家
ク質を補えるか
どうすれば食べられるように
族から事前に聞きたいことかあれば、
アドバイザーごとに聞きたいこ
なるか
歯科衛生士

とを記入します。（アドバイザーが事前に確認した上で、事例検討や
（家族）
アドバイスを行います）

口のにおいが気になるので
消すための方法はないか

地域包括支援センター

近隣に運動ができる通いの場
はあるか
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●任意提出物
課題分析表
課題分析表は、ＡＤＬやＩＡＤＬに関わる生活動作のどこに課題があるのかを分析するために作成し
た交野市オリジナルのツールです。
課題分析表を活用することで、課題が浮き彫りになり、効果的な支援につなげられます。
生活の質の向上に向けては、身体機能の向上だけでなく、家事や外出といった生活動作の向上が必要と
なります。そのため、生活動作や自立できていない生活状況の要因を整理・評価することが重要です。
（使用方法）
初めてケアプランを作成する場合は、まずは初回のみ記入し現在の生活課題を把握します。
項目は「運動・移動について」
「日常生活（家庭生活について）」
「コミュニケーションについて」
「健康
管理について」
「物忘れ等について」
「出来る事について」で構成されており、それぞれの生活動作の状況
を解答番号から選択します。
課題分析表の解答番号が①の場合は、現状では課題がないと判断できますが、質的な問題（時間がかか
る、痛みが生じている、など）がある場合には、改善が必要な課題となることがあるため「特記・課題等」
にその状況を記入する必要があります。
解答番号②～④については、その生活動作に課題があるということになります。抽出された課題につい
ては、
「特記・課題等」にその状況を記入します。
ケアプランが開始したら、３ヵ月目、６ヵ月目にそれぞれ評価を実施し、その改善状況を確認すること
で、支援の検証や方向性の変更などに活用します。６ヵ月の間支援を実施の上、引き続き支援が必要だと
判断された場合は、再び初回から記入し同様のプロセスを行います。（６ヵ月経過していない場合でも、
生活課題が解消されたと判断できる場合には、支援を終了してください）
抽出された課題は、３ヵ月目、６ヵ月目で比較し、変化が見られないもしくは低下している状況が見受
けられる場合には、生活課題へのアプローチ方法を再考します。
※令和４年６月分より新たに使用するもの
興味・関心チェックシート
興味関心チェックシートは、日常生活動作（ADL）や家事動作（IADL）
、趣味・余暇活動、スポーツ、社
会参加などの項目から、高齢者のニーズを把握するためのシートです。介護予防サービス計画の立案のた
めに本人の希望や要望を聴取し、興味がわく目標設定に活用できます。
（使用方法）
表の生活行為について、現在しているものには「している」の列に、現在していないがしてみたいもの
には「してみたい」の列に、する・しない、できる・できないにかかわらず、興味があるものには「興味
がある」の列に○を付けてください。また、どれにも該当しないものは「している」の列に×をつけてく
ださい。リスト以外の生活行為に思いあたるものがあれば，空欄を利用して記載します。
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ニ
つ
ケ
い
ー
て
シ
ョ

コ
ニ
ュ

）

活

て 庭
生

つ （
い 家

常
生
に 活

日

い
て

動
に
つ

・
移

運
動

④ できない

①指示通り飲める

①できる

①できる

①硬いものが食べにくい

頻度（

23 服薬管理の状況

24 一人で洗身

25 一人で浴槽をまたぐ

26 口腔機能の状況

27 歯の手入(義歯含む)

③ 普通

33 今、出来ていること

出

て

い

つ

に

事

る

来

36 元気になればやってみたいこと

35 出来るのにやっていないこと

①なし

①なし

34 以前はできていたが、今できていないこと ①なし

①なし

①注意している

32 悪徳商法への注意

て

い

①心配ない

①できる

31 火の始末は心配ですか

30 電気機器類の操作が出来る

・

無）

③できない

③できない

③できない

②ある

②ある

②ある

②ある

）

③被害経験あり

③消忘れの経験あり

②注意していない

②心配している

②迷う

②はい

29 物忘れが気になる

①いいえ

②はい

方法（

28 役所や保険等の書類を手続きが出来る ①いいえ

回/ 日・週・月） ・

②よくむせる

②何とかできる

有

③口が渇く ④義歯が合わない

②指示があれば飲める

⑤ よくない

②受けていない

②注意を受けている

②運動を制限されている

②一人になることが不安である

②情緒が不安定になることがある

②気にならなくなった

④ あまりよくない

②何とかできる

③行けない

② ほとんど外出しない
②ほとんどない

分

③行けない

② ほとんど一人で過ごす

②眠れないことがある（睡眠薬使用

① よく眠れる

22 睡眠の状態

① ない

① よい ② まあよい

21 現在の健康状態

20

年1回の健康診査の受診

① ない

18 一人きりになることへの不安

① ない

① ない

17 情緒が不安定になることの有無

① ない

① 気にしている

16 身の回りの乱れ・汚れへの配慮

その他医師からの注意

① ない

15 親戚・友人と会う・連絡とる頻度

医師からの運動制限

①

14 外出する頻度(通院以外)

回/週

① 家族・友人等

13 1日誰と過ごすことが多いか

② できない

④ できない

① できる

11 金銭管理 ① できる ② 行っていないが能力はある ③ 一部できる

12 電話で相談はできますか

④ できない

① できる ② 行っていないが能力はある ③ 一部できる

買い物

9 ごみ出し ① できる ② 行っていないが能力はある ③ 一部できる

10

④ できない

① できる ② 行っていないが能力はある ③ 一部できる

洗濯

8

④ できない

① できる ② 行っていないが能力はある ③ 一部できる

掃除

7

④ できない

食/日 )

②誰かに頼む

②誰かに頼む

③できない

③できない

③できない

① できる ② 行っていないが能力はある ③ 一部できる

④ その他(

題
③できない

調理

③ １食/日

）

）

②つかまれば可

②つかまれば可

②つかまれば可

②つかまれば可

課

6

② ２食/日

①行ける（手段

病院等に行くときは

つ

に

等

れ

忘

物

つ
い
て

理
に

康
管

健

ン
に

外出手段

5 食事回数 ① ３食/日

4

①行ける（手段

日用品を買う店まで

①できる

①できる

信号が変わる前に横断歩道を渡りきる

3 片足立ち（1秒）

2

①できる

①できる

担当者：

何かにつかまらずに歩く（5m）

1 (イスからの)立ち上がり
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氏名：
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表
/

）
特記・課題等

３ヵ月（

/

）

特記・課題等

特記・課題等

特記・課題等

特記・課題等

しておく必要があります。

特記・課題等

抽出された課題のうち、解消すべき優先順位についても意識

特記・課題等

に連動させていきます。

「目標」
「領域における課題」
、
セスメント領域と現在の状況」

それぞれの項目で抽出された課題は、ケアプランにおける「ア

特記・課題等

なのかを見極めることも重要です。

抽出された課題は「できないこと」なのか「していないこと」

特記・課題等

等、どの部分に起因する問題なのかを把握します。

「環境面」
、
「意欲面」
、
「認知機能」
、
課題の要因が「身体機能」

（予後の見通しを把握しておきましょう）
おく必要があります。
特記・課題等
特記・課題等

確認された課題は改善が可能かどうかをあらかじめ確認して

特記・課題等

初回（

析

特記・課題等

特記・課題等

特記・課題等

特記・課題等

特記・課題等

特記・課題等

６ヵ月（

/

）

興味・関心チェックシート
氏名：

年齢：

歳 性別（男・女）記入日：

年

月

日

表の生活行為について，現在しているものには「している」の列に，現在していないがしてみたいものには
「してみたい」の列に，する・しない，できる・できないにかかわらず，興味があるものには「興味がある」
の列に○を付けてください．どれにも該当しないものは「している」の列に×をつけてください．リスト以外
の生活行為に思い当たるものがあれば、空欄を利用して記載してください．

生活行為

し
て
い
る

し
て
み
た
い

興
味
が
あ
る

生活行為

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
書道・習字

自分で食べる
歯磨きをする
身だしなみを整える
好きなときに眠る
掃除・整理整頓
料理を作る
買い物

各項目ごとに

し
て
い
る

し
て
み
た
い

興
味
が
あ
る

絵を描く・絵手紙
・現在していることは「している」へ
パソコン・ワープロ
・現在はしていないが、してみたいことは「してみたい」へ
写真
・する・しない、できる・できないに関わらず興味があるもの
映画・観劇・演奏会
は「興味があるもの」へ
お茶・お花
・どれにも該当しないものは、
「している」に「×」を
歌を歌う・カラオケ

洗濯・洗濯物たたみ

それぞれ記入してください。
音楽を聴く・楽器演奏
リスト以外の生活行為に思いあたるものがあれば，空欄を利用
将棋・囲碁・麻雀・ゲーム

自転車・車の運転

して記載します。 体操･運動

家や庭の手入れ・世話

電車・バスでの外出

散歩

孫・子供の世話

ゴルフ・グラウンドゴルフ・
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・相撲等観戦

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）
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アドバイス記入票
自立応援会議で、各アドバイザーが行ったアドバイスをまとめたものです。自立応援会議終了後にケ
アマネジャーが所属する事業所へＦＡＸで送付します。ケアプランを作成する際に活用してください。
また、次回の自立応援会議へのエントリー時期を記載しますので、エントリーを行う際の参考にしてく
ださい。
自立応援会議

アドバイス記入票

対象者

担当CM

日時

歳

【アドバイス内容】
（セラピスト）

（管理栄養士）

（歯科衛生士）

（地域包括支援センター）

次回の自立応援会議

不要

・

必要（時期：平成

年

月頃）

介護予防サービス・支援計画書（ケアプラン）
利用者が掲げる生活イメージを大切にしながら、抽出された生活課題の解消や改善に努めるため、
その具体的な支援方法について記載をします。
目標を設定する際のポイントとしては、支援を実施することによって達成可能な目標であり、しか
も本人の意欲を引き出せるような目標を設定することです。
そのためには、
（１）かつて本人が生きがいや楽しみにしていたこと（しかし今はできなくなったこ
と）で、
（２）介護予防に一定期間（例：３か月）取り組むことにより実現可能なこと、そして（３）
それが達成されたかどうかが具体的に分かることを目標とします。（例えば、いきいき～、元気に～、
和やか～、おだやかに～、などは、達成状況の評価が客観的に困難）
より本人にあった目標設定にするためには、本人の趣味活動、社会的活動、生活歴等も聞き取りなが
ら、
「～できない」という課題から、
「～したい」
「～できるようになる」というような目標に変換して
いく作業が必要です。
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【参考】介護予防ケアマネジメントにおける課題と目標の例
課

題

目

セルフケア

標

健康：毎年健診に行く、体にいいと思う食事や運

清潔・整容、排せつの自立、TPO に応じた更衣、 動を日々続ける、自分で服薬管理する
服薬管理、健康に留意した食事・運動など

日常生活：起床から就寝まで規則正しい生活リズ
ムで過ごす、TPO に応じた身支度をする

家庭生活

家事：炊事・掃除・洗濯などを自分でする

日常の買い物、食事の準備、掃除・洗濯・ゴミ捨

用事：買い物や銀行の用事を自分ですます

てなどの家事、簡単な家の修理・電球の交換・水
やり・ペットの世話など
対人関係

関係：家族と仲良く過ごす、近所の人といい関係

家族や友人への気配り・支援、近所の人・友人・ で過ごす
同僚との人間関係づくりと保持、夫婦・親密なパ 役割：庭の草むしりや孫の世話など家族の用事や
ートナーとの良好な関係保持など

世話をする
他者への支援：誰かの手助けをしたり、相談者に
なる

主要な生活領域（仕事と雇用、経済生活）

仕事：店番や畑仕事など自営業の手伝いを続ける

自営業の店番・田んぼの見回りなどの仕事、

活動：地域の奉仕活動に参加

ボランティアや奉仕活動など人の役に立つ活動、 経済生活：預貯金の出し入れや管理
預貯金の出し入れ
コミュニケーション

家族や友人との会話や電話、手紙やメールのやり

家族や友人への手紙やメール、家族や友人

とりを続ける

との会話、電話での会話
運動と移動

外出：週に 2 回は買い物に行く、展覧会、公園な

自宅内・自宅以外の屋内、屋外を円滑に移

ど行きたいところに外出する

動、移動にバス･電車・他人が運転する自動

旅行：家族や友人と 2 泊 3 日の旅行に行く

車を使用、自分で自動車や自転車を使って
移動
知識の応用（判断･決定）

何か起こったら自分で判断する、自分のことは自

日常生活に関する内容について、自分で判

分で決める

断・決定
コミュニティライフ・社会生活・市民生活

交流・参加：自治会のお祭りに参加、老人会の行

友人との行き来、趣味や楽しみの継続、候補者を 事に参加、候補者を決めて投票
決めて投票、自治会や老人会の年行事・お祭りへ 楽しみ：趣味の会に参加する、週に 1 回外出する、
の参加など

趣味を持つ
介護予防マニュアル改定委員会（2011.3）「介護予防マニュアル改訂版」三菱総合研究所
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動や動作の制限、および介護予防型訪問サービス費を算

（自立応援会が不要となる）末期がん、進行性疾患、運

【参考「介護予防サービス・支援計画書（ケアマネジメント結果等記録表）
」の記入方法】

ます

（訪問型、通所型サービスの類型選択にも気を付けます）

通所サービスの

受け入れ事業所がない場合に、そのことを記載します

目標や改善見込みに対して適切なサービス内容を記載します

状態像ではなく抽出された課題を記載します

総合的課題の欄に書かれている内容は、あくまでも

課題に対して、具体的な目標を設定します

すべての事業所に確認の上、生活援助型訪問サービス事業所及び緩和型

まれる」状況について、主治医に確認した内容を記載し

定するに当たり、「退院直後で状態に大きな変化が見込
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（Ｈ27.6.5 厚生労働省老健局振興課長通知「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマ
ネジメント（第１号介護予防支援事業）の実施及び介護予防手帳の活用について」より）
①「NO．
」利用者の整理番号を記載する。
②「利用者名」
当該介護予防サービス計画等の利用者名を記載する。
③「認定年月日」
当該利用者の要支援認定の結果を受けた日を記載する。
④「認定の有効期間」
当該利用者の認定の有効期間を日付で記載する。
⑤「初回・紹介・継続」
当該利用者が、当該地域包括支援センター、指定介護予防支援事業者又は当該委託を受けた居宅介護
支援事業者において初めて介護予防ケアマネジメント及び予防給付を受ける場合は「初回」に、介護
予防ケアマネジメントを受けていたが、予防給付を受けるように紹介された場合、又は、予防給付を
受けていたが、介護予防ケアマネジメントを受けるよう紹介された場合は「紹介」に、介護予防ケア
マネジメントを受けており、今後も介護予防ケアマネジメントを受ける予定、あるいは予防給付を現
在受けており、今後も予防給付を受ける予定の場合は「継続」に〇を付す。
⑥「認定済・申請中」
要支援認定について「新規申請中」
（前回「非該当」となり、再度申請している場合を含む。）、
「区分
変更申請中」
、
「更新申請中であって前回の認定有効期間を超えている場合」は、
「申請中」に〇を付
す。それ以外の場合は「認定済」に〇を付す。認定を受けていない場合は、○を付さない。
⑦「要支援１・要支援２・地域支援事業」
被保険者証に記載された「要介護状態区分」あるいは基本チェックリストの結果から総合事業におけ
る介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）を『利用する場合は「地域支援事業」
に〇を付す。
⑧「計画作成者」
当該介護予防サービス計画等作成者（地域包括支援センター担当者名）の氏名を記載する。なお、介
護予防支援業務及び介護予防ケアマネジメントを委託する場合には、担当介護支援専門員名もあわ
せて記載する。
⑨「委託の場合：計画作成事業者・事業所名及び所在地（連絡先）」
介護予防支援業務及び介護予防ケアマネジメントを委託する場合は、当該介護予防サービス計画等
作成者の所属する介護予防支援事業者・事業所名及び所在地（住所と電話番号）を記載する。
⑩「担当地域包括支援センター」
介護予防支援業務及び介護予防ケアマネジメントを委託する場合に、当該利用者が利用する地域包
括支援センター名を記載する。
⑪「計画作成（変更）日（初回作成日）
」
当該地域包括支援センター若しくは介護予防支援事業者又は当該委託を受けた居宅介護支援事業者
において当該利用者に関する介護予防サービス計画等を作成した日を記載する。また、
「初回作成日」
には、二回目以降の計画作成の場合、初回作成日を記載する。
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⑫「目標とする生活」
利用者が今後どのような生活を送りたいか、利用者自身の意思意欲を尊重し、望む日常生活のイメー
ジを具体的にすることで、利用者が介護予防へ主体的に取り組む動機付けとなる。
この欄には、必要に応じて計画作成者が前記のような支援を行いつつ、利用者にとっては介護予防へ
の最初の取り組みである「目標とする生活」のイメージについて記載する。
具体的にどのような生活を送りたいかは、一日単位でも、一年単位でも、よりイメージしやすい「目
標とする生活」を記述する。漠然としていて、イメージできない場合は、毎日の生活の中でどのよう
なことが変化すればよいのか、イメージしやすい日常生活のレベルでともに考える。計画を立て終わ
った時点では、全体像を把握した上で、再度利用者と修正するのは差し支えない。一日及び一年単位
の両方記載しなければならないものでなく、また、両者の目標に関係がなければならないものではな
い。
「一日」は、大きな目標にたどり着くための段階的な目標である場合や、健康管理能力や機能の向
上・生活行為の拡大・環境改善など、様々な目標が設定される場合もあり得る。また、利用者が達成
感自己効力感が得られるような内容が望ましい。
「一年」は、利用者とともに、生きがいや楽しみを話し合い、今後の生活で達成したい目標を設定す
る。あくまでも、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントや利用者の取り組みによって達成可能
な具体的な目標とする。計画作成者は利用者の現在の状況と今後の改善の可能性の分析を行い、利用
者の活動等が拡大した状態を想像してもらいながら、その人らしい自己実現を引き出すようにする。
⑬「健康状態について」
「主治医意見書」
（要支援者のみ）
、
「生活機能評価」
「基本情報」等より健康状態について、介護予防サービス計画等を立てる上で留意
すべき情報について記載する。
⑭「アセスメント領域と現在の状況」
各アセスメント領域ごとに、日常生活の状況を記載する。
各アセスメント領域において「現在、自分で（自力で）実施しているか否か」
「家族などの介助を必
要とする場合はどのように介助され実施しているのか」等について、その領域全般について聴取。ア
セスメントは、基本チェックリストの回答状況、主治医意見書、課題分析表の結果も加味して行う。
聴取するにあたって利用者と家族の双方に聞き、実際の状況と発言していることの違い、利用者と家
族の認識の違いなどにも留意する。利用者・家族からの情報だけでなく、計画作成者が観察した状況
についても記載する。
「運動・移動について」欄は、自ら行きたい場所へ様々な手段を活用して、移動できるかどうか、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に
ついて確認する必要がある。
「日常生活（家庭生活）について」欄は、家事（買い物調理掃除洗濯ゴミ捨て等）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について確認する必要がある。
「社会参加、対人関係コミュニケーションについて」欄は、状況に見合った適切な方法で、人々と交流
しているか。また、家族、近隣の人との人間関係が保たれているかどうか。仕事やボランティア活動、
老人クラブや町内会行事への参加状況や、家族内や近隣における役割の有無などの内容や程度はど
うかについて確認する必要がある。
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「健康管理について」欄は、清潔・整容・口腔ケアや、服薬、定期受診が行えているかどうか。また、
飲酒や喫煙のコントロール、食事や運動、休養など健康管理の観点から必要と思われた場合、この領
域でアセスメントする。特に、高齢者の体調に影響する、食事・水分・排泄の状況については、回数
や量などを具体的に確認する必要がある。
⑮「本人・家族の意欲・意向」
各アセスメント領域において確認をした内容について、利用者・家族の認識とそれについての意向に
ついて記載する。例えば、機能低下を自覚しているかどうか、困っているかどうか、それについてど
のように考えているのか等。
具体的には、
「〇〇できるようになりたい」
「手伝ってもらえば〇〇したい。
」と記載し、その理由に
ついても確認する。ただし、利用者と家族の意向が異なった場合は、それぞれ記載する。否定的ない
し消極的な意向であった場合は、その意向に対し、ただちに介護予防サービス計画等を立てるのでは
なく、その意向がなぜ消極的なのか、否定的なのかという理由を明らかにすることが介護予防支援及
び介護予防ケアマネジメントでは大切である。これは、具体策を検討する際に参考情報となる。
⑯「領域における課題（背景・原因）
」
各アセスメント領域において生活上の問題となっていること及びその背景・原因を「アセスメント領
域と現在の状況」
「本人・家族の意欲・意向」に記載した内容や、実際の面談中の様子、利用者基本
情報、主治医意見書、生活機能評価の結果等の情報をもとに健康状態、心理・価値観・習慣、物的環
境・人的環境、経済状況等の観点から整理し、分析する。その際、基本チェックリストのチェック結
果についても考慮する。ここには、現在課題となっていることあるいはその状態でいると将来どのよ
うなことがおこるかなど課題を予測して記載する。結果として、その領域に課題があると
考えた場合に「□有」に■印を付す。
⑰「総合的課題」
前項目で分析した各「領域における課題」から、利用者の生活全体の課題を探すため、直接的な背景・
原因だけでなく、間接的な背景・原因を探り、各領域における課題共通の背景等を見つけ出す。そし
て、利用者にとって優先度の高い順で課題を列挙する。また、課題とした根拠を記載する。例えば、
複数の領域それぞれに課題があったとしても、その課題の原因や背景などが同一の場合、統合して記
述したほうが、より利用者の全体像をとらえた課題となる。ここには、支援を必要とすることを明確
にするために課題だけを記載し、意向や目標、具体策などは記載しない。
ここであげる総合的課題に対して、これ以降の介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントのプロ
セスを展開するため、優先度の高い順に１から番号を付す。
⑱「課題に対する目標と具体策の提案」
「総合的課題」に対して、目標と具体策を記載する。この目標は、利用者や家族に対して専門的観点
から示す提案である。したがって、本人や家族の意向は入っておらず、アセスメントの結果が現れる
部分である。適切にアセスメントがされたかどうかは、この項目と意向を踏まえた目標と具体策を比
較すると判断できるため、地域包括支援センターでの確認は、この項目をひとつの評価指標とするこ
とができる。このため、目標は漠然としたものではなく、評価可能で具体的なものとする。具体策に
ついても、生活機能の低下の原因となっていることの解決につながる対策だけでなく、生活機能の低
下を補うための他の機能の強化や向上につながる対策等、様々な角度から具体策を考える。
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具体的な支援やサービスは、サービス事業や一般介護予防事業、介護保険サービスだけではなく、生
活機能の低下を予防するための利用者自身のセルフケアや家族の支援、民間企業により提供される
生活支援サービス、地域のインフォーマルサービスなどの活用についても記載する。
今後、次の項目である「具体策についての意向本人・家族」欄で同意が得られた場合は、ここで提案
した目標と具体策が介護予防サービス計画等の目標と支援内容につながっていく。
計画作成者はアセスメントに基づき、専門的観点から利用者にとって最も適切と考えられる目標と
その達成のための具体的な方策について提案することが重要である。
⑲「具体策についての意向本人・家族」
計画作成者が提案した「課題に対する目標と具体策」について、利用者や家族の意向を確認して記載
する。ここで、専門家の提案と利用者の意向の相違点が確認できる。
ここでの情報は、最終的な目標設定を合意する上での足がかりとなる。合意が得られた場合は、
「〇
〇が必要だと思う」
「〇〇を行いたい」等と記載する。合意が得られなかった場合には、その理由や
根拠等について、利用者や家族の考えを記載する。
⑳「目標」
前項目の利用者や家族の意向を踏まえ、計画作成者と利用者・家族の三者が合意した目標を記載す
る。当初から「課題に対する目標と具体策」について合意を得られていた場合には、
「同左」あるい
は「提案どおり」などを記載してもよい。
㉑「目標についての支援のポイント」
前項目の目標に対して、計画作成者が具体的な支援を考える上での留意点を記入する。ここには、目
標達成するための支援のポイントとして、支援実施における安全管理上のポイントやインフォーマ
ルサービスの役割分担など、様々な次元の項目が書かれることがある。
㉒「本人等のセルフケアや家族の支援、インフォーマルサービス（民間サービス）」
「介護保険サービスま
たは地域支援事業（総合事業のサービス含む）」
「本人等のセルフケアや家族の支援、インフォーマル
サービス（民間サービス）
」欄には、本人が自ら取り組むことや、家族が支援すること、地域のボラ
ンティアや近隣住民の協力、民間企業により提供される生活支援サービスなどもインフォーマルサ
ービスとして記載する。誰が、何をするのか具体的に記載する。
「介護保険サービスまたは地域支援事業（総合事業のサービス含む）
」欄には、予防給付、総合事業
のサービス事業や一般介護予防事業等含めた地域支援事業のサービスの内容を記載し、どのサービ
ス・事業を利用するかわかるように〇印で囲むものとする。
具体的なサービス内容について、利用者・家族と合意し、目標を達成するために最適と思われる内容
については本来の支援として、そのまま記載する。
しかし、サービス内容について利用者・家族と合意できない場合や地域に適当なサービスがない場合
は、利用者・家族が合意した内容や適切なサービスの代わりに行う地域の代替サービスを当面の支援
として括弧書きで、サービス内容を記載する。本来の支援の下に、当面の支援を記載する。
㉓「
【本来行うべき支援ができない場合】妥当な支援の実施に向けた方針」
本来の支援が実施できない場合で、利用者や家族の合意がとれない場合は、本来の支援をできるよう
に働きかける具体的な手順や方針を書く等、その内容の実現に向けた方向性を記載する。また、本来
必要な社会資源が地域にない場合にも、地域における新たな活動の創設などの必要性を記載する。
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㉔「サービス種別」
「本人等のセルフケアや家族の支援、インフォーマルサービス（民間サービス）
」
「介護保険サービスまたは地域支援事業（総合事業のサービス含む）」の支援内容に適したサービス種
別を具体的に記載する。
㉕「事業所（利用先）
」
具体的な「サービス種別」及び当該サービス提供を行う「事業所名（利用先）」を記載する。また、
地域、介護保険以外の公的サービスが担う部分についても明記する。
㉖「期間」
「期間」は、
「支援内容」に掲げた支援をどの程度の「期間」にわたり実施するかを記載する（「〇か月」
「〇月〇日～〇月〇日」など記載する）
。なお、
「期間」の設定においては要支援者の場合は「認定の
有効期間」も考慮するものとする。
また、
「支援内容」に掲げたサービスをどの程度の「頻度（一定期間内での回数、実施曜日等）
」で実
施するか提案があれば記載する。
㉗「総合的な方針（生活不活発病の改善・予防のポイント）
」
記載された「目標とする生活」や「目標」について、利用者や家族、計画作成者、各サービス担当者
が生活不活発病の改善・予防に向けて取り組む共通の方向性や特別に留意すべき点、チーム全体で留
意する点などを記載する。
㉘「必要な事業プログラム」
基本チェックリストの該当項目数から、プログラム毎のチェックリストの項目数を分母、該当した項
目数を分子として枠内に記入する。また、専門職による短期集中予防サービスを利用する場合は、
その判断基準から参加することが望まれると考えられるプログラムの枠内の数字に〇印を付す。
㉙「地域包括支援センターの意見・確認印」
居宅介護支援事業者が地域包括支援センターからの委託を受けて行う場合に本欄を使用する。この
場合、その介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの最終的な責任主体である当該地域包括支
援センターは、介護予防サービス計画等が適切に作成されているかを確認する必要がある。
このようなことから、委託された居宅介護支援事業者は、介護予防サービス計画原案等を作成し、介
護予防サービス計画書について当該地域包括支援センターの確認を受ける必要があり、その際に、本
欄に確認をした当該地域包括支援センターの担当者がその氏名を記載する（当該地域包括支援セン
ターの担当者がサービス担当者会議に参加する場合には、サービス担当者会議の終了時に介護予防
サービス計画原案等の確認を行っても差し支えない）。この確認を受けた後に、利用者に最終的な介
護予防サービス計画原案の説明を行い、同意を得ることとなる。
（ただし、総合事業における介護予
防ケアマネジメントの場合は、そのプロセスによっては、ケアプラン原案としての作成や、サービス
担当者会議を省略することもある。
）
㉚「計画に関する同意」
介護予防サービス計画原案等の内容を当該利用者・家族に説明を行った上で、利用者本人の同意が得
られた場合、利用者に氏名を記入してもらう。この場合、利用者名を記入した原本は、事業所におい
て保管する。
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