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第１章では、研修会で実際に行った模擬地域ケア会議を理解するための前提として、確認

しておくべき地域ケア会議のポイントとなる点について整理をします。

さらに、地域ケア会議の理解を深めるためには、以下の資料や文献を参考にしてください。

本報告書も、それらを参考にしながら構成されています。

○社会福祉法人岡山県社会福祉協議会〔在宅福祉開発推進委員会〕／岡山県地域包括・在

宅介護支援センター協議会「地域ケア会議 岡山モデル part2-地域包括ケアシステムの

あり方と社会福祉協議会、地域包括支援センターの果たす役割について-」

2007年 6月

○長寿社会開発センター「地域包括ケア推進のための地域診断に関する調査等事業報告書」

2010年 3月

○長寿社会開発センター「地域包括支援センター業務マニュアル」2011年 6月

○長寿社会開発センター「地域包括支援センター運営マニュアル 2012」2012年 3月

○社会福祉法人山口県社会福祉協議会「小地域における地域包括ケアシステムの構築に関

する検討委員会報告書」2012年 3月

○厚生労働省「地域ケア会議Q&A」（事務連絡）2013年 2月

○厚生労働省「地域包括支援センターの設置運営について」（通知）2013年 3月

○長寿社会開発センター「地域ケア会議運営マニュアル」（運営マニュアル）2013年３月

○やまぐち発！ みんなで創る老後の暮らし－地域力を生かす「地域包括ケア」－

2013年 3月

１．地域ケア会議の背景と位置付け

国は、2011（平成 23）年６月の改正介護保険法第 115条の 46第 5項の規定に、関係

者との連携努力義務を明記しました。そしてそれを具現化し、多職種協働のもと、フォーマ

ルのみならずインフォーマルな資源やサービスも活用しながら、個別ケースの支援内容の検

討を行い、その積み重ねを通し関係者の課題解決能力の向上や地域包括支援ネットワークを

構築するための有効な手法として、地域ケア会議を位置づけました。地域ケア会議は、①高

齢者個人に対する支援の充実と、②それを支える社会基盤の整備とを同時に推進し、「地域包

括ケアシステム」を実現させるための重要な一手法として期待されています。

なお、通知＊に位置づけられた地域ケア会議は、従来から取り組まれている様々な会議を否

定するものではなく、同様の目的を持って実施されている会議と置き換えて開催することも

できます。 ＊厚生労働省通知「地域包括支援センターの設置運営について（2013年 3月）」（以下、通知）
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２．地域ケア会議の目的

地域ケア会議の目的については、以下の通り通知に記載されてあります。

ア 個別ケースの支援内容の検討を通じた、

（１）地域の介護支援専門員の、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケア

マネジメントの支援

（２）高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築

（３）個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握

イ その他地域の実情に応じて必要と認められる事項

３．地域ケア会議の機能

地域ケア会議の機能は、5 つあります。この機能については、「地域ケア会議運営マニュア

ル」に詳しく説明されています。ここでは図として示します（図１）。

特に、個別ケースの検討を行う地域ケア会議では、個別課題解決機能、ネットワーク構築

機能及び地域課題発見機能を果たすこととなります。また、地域課題の検討を行う地域ケア

会議では、地域づくり・資源開発機能及び政策形成機能を果たすことになります。

図１．地域ケア会議の 5 つの機能

               

厚生労働省「地域ケア会議 Q&A」2013.2.14より引用
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４．地域ケア会議の準備から終了までの標準的な流れ  

 

 地域ケア会議の準備段階を含めた開始から終了までの標準的な流れについて、地域ケア会

議運営マニュアルを参考に図２のように整理しました。 

 

図２．個別ケースの検討を行う地域ケア会議 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                     

 

 

 

 

STEPⅠ 地域ケア会議前の準備 

①対象とするケースの選定と選定理由の共有化 

②検討すべき課題の明確化と優先順位の整理 

③課題解決に向けた支援の方向性の仮説 

④参加者の選定と召集 

⑤会議で示す資料の準備（可視化・集約化したアセスメントシートの作成） 

STEPⅡ 会議開催（事例のポイント説明） 

①ケースの概要の簡潔明瞭な報告（事例概要の説明） 

 情報（客観的事実/主観的事実の切り分け）アセスメント/支援方針・内容（仮説） 

②状況説明だけに終わらないように 

③配布資料の有効活用 

④検討すべき課題の明確化 

STEPⅢ 会議進行（事例の多角的検討と成果の共有） 

①事実確認と情報の整理 

②ケースの人間像・生活像、地域概況の把握（事例概要の共有化） 

③課題の検討 

④支援方針の確認と参加者の役割分担の明確化 

⑤ネットワーク形成、地域課題発見、地域づくり・資源開発、政策提言へつながる 

 まとめ 

STEPⅣ 会議終了（支援・取組み・モニタリング） 

①支援方針・実施内容（仮説）の検証 

②新たなニーズや課題の発見 

③今後の対応策。善後策の協議 

④支援方針の確認と参加者の役割分担の明確化 

⑤ネットワーク形成、地域課題発見、地域づくり・資源開発、政策提言へつながる 

 モニタリング 

⑥次回の地域ケア会議の備え 
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５．地域ケア会議の進行手順 

 

 上記の地域ケア会議の準備から終了までの標準的な流れに基づいて、実際の地域ケア会議

の進行手順の骨格を、運営マニュアルを参考に図３のように整理しました。 

 

 

図３．地域ケア会議の進行手順 
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会議の目的・流れを説明 

参加者 進行役 

個人情報保護の確認・誓約 

事例提供者 

事例報告 

事例についての情報の整理と共有 

検討課題の整理・確認 

検討課題（個別ニーズ）の共有 

個別支援の方針・内容・モニタリング方法の多角的検討 

明確な役割分担 

地域課題へ視野を拡大し、地域課題も検討 
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の
検
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エ
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ー
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検討課題にそって決定事項の整理・確認 

新たな個別・地域課題の整理・確認 

残された課題の整理・確認 

地域ケア会議全体の成果と今後の取り組みを共有 
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６．地域ケア会議におけるアセスメント 

 

 地域ケア会議に提出するアセスメントシートは、どのようなものを作成すればよいのでし

ょうか。これは特に定められた様式があるわけではありませんので、各地域包括支援センタ

ーやその地域ごとに作成してもよいのです。むしろその作成過程が重要なのかもしれません。 

 第 2 章で紹介する模擬地域ケア会議で用いられたアセスメントシートは、「地域包括ケア

推進指導者養成研修」（以下、中央研修）の資料に準拠しています。 

 個人の生活の実態は、個人と個人をとりまく環境との関係性で把握することが重要です。

個人のさまざまな生活課題は「個人の力」と「環境の力」の関係に何らかの不具合や不均衡

がある場合に生じることから、「個人の力」と「環境の力」を強め、個人と環境との関係を調

整していくという考え方が必要です。 

 したがって、個人の生活課題の解決には、個人を取り巻く環境としての地域がどのような

地域であるかも同時に描くことが重要となります。その地域に何らかの課題があれば、同時

に解決していく必要が生じてきます、地域ケア会議に、地域課題発見機能が求められている

理由の一つがここにあります。地域、つまり本人を取り巻く環境を視野に入れておかないと、

その解決方法がすべて個人の行動変容に帰結してしまうことになりかねません。 

 また、個人のできないことにのみに着目するのではなく、できること、環境として整備さ

れていることに着目し、その強さ（ストングス）を引き出し、それを活用する支援を展開し

ていこうとする考え方が必要です。 

 

７．地域ケア会議における留意点 

 

（１）地域を視野に入れた会議 

 地域ケア会議を実施していく中で、個別ケースの支援内容の検討に終始することなく、地

域課題の発見、その解決へとつなげていくためには、市町（保険者）と地域包括支援センタ

ーが連携を取ることが必要です。発見された地域課題や地域の実情などの情報、課題認識を

保険者と共有し、連携強化を図ることが大変重要になります。 

 

（２）地域ケア会議を行う環境の整備 

 市町（保険者）には、介護保険制度の運営責任者として、地域の実情に合った地域ケア会

議の全体像の構想や地域ケア会議の目的等の周知を行う必要があります。行政が管理する情

報などを地域包括支援センターに提供するなどの、地域ケア会議を開催するうえで必要な環

境を整備することも必要です。 

 

（３）ほかの会議との関係 

 地域包括支援センターまたは市町（保険者）以外が実施している会議に、協議を行いたい

参加者が集っている場合、その会議の時間を区切り、地域ケア会議として活用するなどの工

夫を行うことが、参加者の負担軽減の側面から重要となります。ただし、その際はあくまで
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1つの会議を切り分けることが重要であり、別の会議を地域ケア会議と置き換えてしまわな

いことが必須となります。他の会議を地域ケア会議として活用するためには、地域に既存す

る会議の目的と機能を整理・把握したうえで、どの会議を地域ケア会議のどの機能として活

用するのかということを明確にすることが求められます。活用を行う会議の例としては、地

域包括支援センター運営協議会や民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会等の定例会議が

あげられます。

（４）会議の時間

地域ケア会議を行う時間については、個別ケースの支援内容の検討にかかる会議は、「地域

包括ケア推進のための地域診断に関する調査等事業報告書」では、和光市の例をもとに、20

分としています。①プラン作成者より概要説明…約 4分、②事業者から評価、今後の支援方

針…約 4分、②全参加者から質問、意見…約 10分、まとめ…約２分となっています。要領

よく、会議を進めていくには、事例提供者の事前の準備が必要です。

まずは、時間にとらわれず、参加者の合意形成を図ることを基本に、どれくらいの時間を

要したのか、何を割愛すればよかったのかをその都度振り返って、精度を高めていく工夫が

必要です。
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１．ケースの選定

今回は、地域包括支援センターの主任介護支援専門員が担当しており、支援に困難を感じ、

かつ支援が必要だと判断されるが、サービスにつながっていないケースについて、地域ケア

会議で検討することとしました。

≪ケースの概要≫

「サービス拒否のある 1人暮らし高齢者（Aさん）の支援について」

Aさんが受診している整形外科から、地域包括支援センターに相談があったことから、

Aさんへの支援が開始。

Aさんの衣服は汚れ、入浴した形跡がない。部屋は、衣類や食べ物、腐ったものなど

が散乱。以前訪問介護を利用していたが、本人の希望により、利用中止。隣の知人がし

かたなく洗濯や買い物の支援をしているが、近隣とのトラブルがあるなど、知人も対応

に困っている。

Aさんの状況からみると、認知症が疑われるが、受診には、結びついておらず、サー

ビス拒否をしている。隣市に住むAさんの妹に連絡を取るが、なかなか連絡がつかず、

家族の支援を受けることも困難な状況である。また、金銭管理ができず、被害妄想もみ

られ、本人の不安となっていることも考えられる。

２．会議参加者

参加者は、表１のとおりです。

表１．地域ケア会議の出席者

所属機関等 職 種 備 考

Ｚ地域包括支援

センター

Ｂ主任介護支援専門員

（Ｂ主任ケアマネ）

事例提供者

Ｃ保健師 Ｂ主任介護支援専門員と連携をしな

がら担当Ｄ社会福祉士

Ｙ居宅介護支援事業所
Ｅ介護支援専門員（Ｅ

ケアマネ）

過去に担当経験あり
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Ｘ訪問介護事業所 
Ｆ訪問介護員（Ｆヘル

パー） 

過去に訪問経験あり 

Ｗ医院 Ｇ医師 認知症の疑いがあるため参加を要請 

地区担当民生委員 Ｉ民生委員 A さんの見守りをしている 

Ｖ社会福祉協議会 
Ｈ専門員 地域の課題を解決していく専門機関

として出席 

Ｕ大学 Ｊ教員（司会者）  

 

３．会議の時に配布された資料 

 

 会議時に配布された資料は、地域ケア会議アセスメントシート（表２）、ジェノグラム・エ

コマップ（図４）、支援計画と役割分担（案）（表３）です。これらの様式は、中央研修で示

されたものに準拠しています。事前にＺ地域包括支援センターの 3職種で協議し、検討すべ

き課題を明確にし、提出されました。 

 なお、実際の事例を基に、個人が特定できないように、架空の事例として仕上げてありま

す。 

 

  表２．アセスメントシート 

氏名 Ａさん 性別 女性 住所   

要介護度 要介護１ 有効期限   

個人因子 

健康状態やＡ

ＤＬ・ＩＡＤ

Ｌ、のポイント 

（生活支障を

きたす要因に

対する因子及

び本人の持つ

強み＝ストレ

ングス） 

【普段の体調管理（水・栄養・運動・排便）】 

○水分補給・食事は、自分で確保。調理は、全く行わず、惣菜や弁当を 

 利用。 

○賞味期限を過ぎたものを食べることも多い。 

○移動について、室内は這って移動。屋外は車いす。介護タクシーを利 

 用。歩行はできない。 

○排泄は、紙パンツ使用。失禁があり衣服の汚れがある。本人は「トイ  

 レに行っている」と言うが不明。 

【疾患・服薬、通院】 

○両膝痛のため薬物療法および理学療法中（週３回）。 

○難聴 

○認知症の症状著明で、長谷川式＝12 点（H24.7）、日常生活自立度

判定は、Ⅳ。 

○処方：カトレップ・ジクロフェナクローション・ノルバスク・ムコス

タ・レバミピド・ロキソニン 

○服薬については、飲んでいるかいないか不明。 

－ � －



 

【ＡＤＬ・ＩＡＤＬ】 

○掃除、洗濯、調理は、自分で行えず、洗濯は隣人に頼んで行っている。 

○買い物は、通院の帰りにタクシーで行くほか、隣人に頼んで近くの商 

 店へ行ってもらう。 

○移動について、室内は這って移動。屋外は車いす。介護タクシーを利 

 利用。歩行はできない。 

○入浴は、していない。 

【その他】 

○自分が困ったときには、ＳＯＳが出せる。 

○妹、介護タクシー、隣人に電話をかけられるが、会話というより、一 

 方通行になっている。 

環境因子 

（生活支障を

きたす要因に

対する因子及

びサポート因

子） 

【家族環境】 

○結婚歴なく独居。 

○隣市に妹が住んでおり時々訪問してくれている。他市に甥が住んでい 

 るが、関係はあまりよくない。 

【住環境】 

○市営住宅の１階部分に居住。入り口に階段がある。 

○窓やカーテンは、閉めきったまま。ゴミ屋敷ほどではないが、物が散 

 乱している。 

○ゴミ出しは隣人がたまにしてくれる。 

【近隣環境等】 

○近隣住民との交流はほとんどなく、異臭などの苦情が民生委員や自治 

 会長に寄せられている。 

○隣に住む夫婦（主に奥さん）が唯一支援をしてくれている。本人が電 

 話をかけてくるため、洗濯や買い物などを支援しているが、仕方なく

やっているという感じ。時間の感覚がなくなってきたようで、夜中に

も電話がかかってくるため、関係を切りたいと言われている。 

○民生委員はときどき様子を見に行っている。 

経済的環境 

（本人及び家

族） 

【本人の状況】 

○年金は、２か月２３万円程度。以前は貯蓄もあったが、現在は貯蓄が 

全くない。何百万というお金が短期間のうちになくなっており、その

用途は不明。 

【家族の状況】 

○経済的な支援は望めない。 
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現   況 

○月に１～２回様子を見に行っているが状況は変わらず、最近は物忘れ 

 や思い込み、被害妄想などの症状がみられており認知症の進行が考え

られる。妹さんにも連絡をするが、ほとんどつながらない状況。受診

には結びついていない。 

○介護タクシーの運転手が通帳の残高を確認しては、利用回数を調整し 

 ている。 

○隣人も負担が大きく、近所の人からも苦情を言われたりするので、面 

 倒見きれない。関わりたくないと言っている。 

問 題 点 

課   題 

【個人因子からの課題】 

○認知症の進行が疑われるが、専門医の受診に結びついていない。 

○金銭管理ができなくなっている。 

○退院後、入浴した形跡はなく、尿臭や衣服の汚れも目立つ。 

【環境因子からの課題】 

○本人と関わりがあるのは、妹、介護タクシー、隣人が主であり、他の 

 近隣住民との関わりはほとんどない。介護タクシーや隣人は、仕方な

く支援しているという状況であり、いつ支援が切れてもおかしくな

く、負担が大きい。 

地域における

課  題 

○異臭や被害妄想による暴言などにより、近隣住民との関係はよくな 

 く、地域で支え合う体制にはなっていない。 

介入チーム 
○居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、民生委員、近隣住民、家族、 

 地域包括支援センター職員、医師、社会福祉協議会 

支援計画 

短 期： 

１～３か月 

中 期： 

３～６か月 

長 期： 

６か月～１年 

（短期目標・支援内容） 

・専門医の受診 

・隣人の負担軽減 

（中期目標・支援内容） 

・介護サービス利用 

・権利擁護事業利用 

（長期目標・支援内容） 

 

  表３．支援計画と役割分担（案） 

 課 題 目 標 何を・どのように 担当者 期間 

１ 認知症の進行が疑

われるが、専門医の

受診に結びついて

いない。 

受診の理解が得ら

れるように本人に

働きかける。 

専門医を受診する。  短期 

２ 隣人夫婦の負担が

大きく、負担を軽減

する必要がある。 

隣人の負担を減ら

し、近隣住民の理解

を得る。 

①地域の中で見守 

 りをしてくれる 

 人を探す。 

 短期 
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②介護サービス利 

 用を検討する。 

３ 退院後、入浴した形

跡はなく、尿臭や衣

服の汚れも目立つ。 

衛生面の改善をす

る。 

①訪問介護を利用 

 し、入浴する。 

②ショートステイ 

 の利用を検討す 

 る。 

 長期 

４ 金銭管理ができな

くなっている。 

適正な金銭管理を

行うことにより、本

人の不安を和らげ

る。 

①介護タクシーと 

 の関係を継続さ 

 せる。 

②権利擁護事業の 

 利用を検討する。 

 長期 

 

図４．ジェノグラム・エコマップ 
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４．会議の実際 

 

 研修会当日の会議の実際の言葉をもとに、表現の統一や分かりやすく加筆修正したものを

示しています。またその際の様子についてのコメントを記載しました。出席者の表記につい

ては、表１の職種欄の（ ）の表現を用いています。 

 

出 席 者 発 言 内 容 と コ メ ン ト 

司 会 者 
【会議開催】 

(1)ただいまから地域ケア会議を始めます。本日の司会進行を務めますＪで

す。よろしくお願いいたします。まずは、今回検討するＡさんの概況に

ついて、Ｚ地域包括支援センターのＢさんより説明をお願いいたします。 

 

★コメント★ 

 いよいよ会議の開始です。今回は研修会でしたので、本研修会担当事務

局より、出席者の紹介をしていただき、また会議の目的についても、「個別

ケースの検討を通して、支援策を検討し、またその地域の潜在的な課題を

発見すること」と説明していただきました。 

 

(2)なお、本日お配りしております資料につきましては、会議終了後回収さ

せていただきます。 

 

★コメント★ 

 個人情報保護の問題です。これについては、「地域ケア会議運営マニュア

ル」ｐ47-48 に詳しく記載されていますので、参考にしてください。地

域によっては、地域ケア会議の出席者全員に知りえた情報を外部に漏らさ

ない旨の誓約書にサインをいただいている場合もあります。 

Ｂ主任 

ケアマネ 
【ケースの概要と課題についての説明】 

(3)「地域ケア会議アセスメントシート」にもとづいて説明します。 

 

※表２、図４を参照してください。 

 

★コメント★ 

 今回使用されたアセスメントシートは、中央研修の資料に準拠していま

す。必ずこのシートを用いる必要はありません。独自のシートでもよいの

です。しかしこのシートの背景にある理論モデルを理解しておくことが重

要です。これについては、第２章の６を参考にしてください。 
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ケース概要の説明は、さまざまな情報を取捨選択して、漏れなく、過剰

にならず行うことが必要です。事実としての状況ばかり説明すると時間が

取られてしまいます。事前に何を情報として説明すればよいか、十分仕込

んでおくことが必要です。

(4)包括内で課題を検討し、４つの課題をあげました。その中でも本日は、

２つの課題について検討をお願いしたいと思います。

課題１：認知症の進行が疑われるが、専門医の受診に結びついていない。

課題２：隣人夫婦の負担が大きく、負担を軽減する必要がある。

※表３を参照してください。

★コメント★

通常、ケースの課題は複数考えられます。それらの課題を限られた時間

の中ですべて解決していくことは困難が予想されます。最も優先度の高い

課題に焦点をあて、絞りこんでいく作業が必要です。優先度の見極めです

が、マズローの欲求説にしたがって、生理的欲求レベルの課題から優先順

位をつけるという方法もあります。一方で、その課題を解決したら、連鎖

的に解決していくだろうという見立てをすることが重要です。つまり課題

解決のためのきっかけを見つける作業です。最初のドミノを見つけるとい

ったらよいかもしれません。

説明の時間ですが、本模擬地域ケア会議では、１０分を要しました。和

光市では、１ケースについて、最初から終了まで約２０分を目安としてい

ます。うち、ケースの概要説明は約４分としています。時間の管理を厳格

に行い、集中力を持って効率よく会議を進行していくための工夫といえま

す。なかなか４分というのは慣れないと困難と思われます。何を検討すれ

ばよいか、何を結論として出せばよいかを明確にする事前準備が必要です。

司 会 者 (5)今、提示いただいた２つの課題について、同じ包括の保健師のＣさん、

社会福祉士のＤさんより、それぞれ説明をお願いいたします。

Ｃ保健師 (6)Ａさんの専門医の受診について説明します。医師の意見書にもあるよう

に、長谷川式が１２点で、認知症の進行が疑われます。物忘れ、被害妄

想による攻撃的な行動などが、Ａさんの地域での生活のしづらさにつな

がっていると思われます。

本人の受診拒否もあり、専門医の受診に結びついていませんが、今後、

専門医の診断を受けることで、攻撃的な行動の予測や内服薬でのコント

ロール、効果的なケアができるのではないかと考えられます。

－ �� －



平成２３年１月に転倒し入院され、骨折はなかったのですが、その後

歩行困難が続いています。歩行困難の原因は不明ですが、歩けるのか歩

けないのか不明な点でもあります。本人いわく、「もうすぐ歩けると医者

から言われた」とのことですが、確かではありません。

★コメント★

課題 1についての説明です。Ａさんの事前のアセスメントにおいて、４

つの解決すべき課題があげられていました。どれも解決すべき妥当な課題

ですが、衛生面の課題、金銭管理の課題は認知症が原因となっているさま

ざまな現象ととらえることが可能です。認知症の専門医の受診により、本

当に認知症なのか、どのような治療が必要なのかを明らかにした上で、そ

の支援策を考える方が、優先度が高いという判断があったと思われます。

下線部のようなケースが語った重要な言葉などは、主観的情報として、

説明したほうが効果的な場合もあります。

Ｄ

社会福祉士

(7)隣人の負担軽減について説明します。Ａさんと関わりがある方は、Ａさ

んの妹、通院時に介護をしてくれる介護タクシー、隣の夫婦です。他の

近隣住民との関わりはほとんどないという状況です。介護タクシーの運

転手と隣の方は仕方なく支援をしている状況です。最近、時間の感覚が

なくなってきているせいか、昼夜問わず電話がかかるようになり、特に

隣の方は、このことを負担に感じておられ、「面倒みきれない」とおっし

ゃり、いつ支援が切れてもおかしくない状況にあります。

★コメント★

隣人夫婦の負担が大きく、Ａさんだけではなく隣人夫婦のストレスも解

決することも必要です。Ａさんの課題が、環境としての隣人夫婦にも影響

をもたらしています。少なくとも、Ａさんが在宅生活を続けていくには、

この関係を良いものに保つことが必要と考えられます。

しかし、ご近所さんの支えとしての互助力の限界も見えてくる事例です。

ここに一つの地域課題が浮かび上がってきます。Ａさんは市営住宅で暮ら

しています。市営住宅という性格から、どこまで互助力に期待できるのか

という問題も投げかけられています。まさに地域課題の発見という機能が

発揮されなければならない場です。

また、介護タクシーの運転手さんもＡさんを支援していく上での支援者

の一人ととらえるとも可能です。

司 会 者
【支援策について質問や意見、助言など】

(8)今後、Ａさんをどう支援していくか。支援策について検討していきたい
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 と思います。まずは、包括から提示していただいた課題について、質問

や意見はありませんか？ 

  ないようですので、１つめの課題である専門医の受診について取り上

げます。現在Ａさんは、受診拒否があるとのことですが、どのような方

法で認知症の専門医に受診していただいたらよいか、受診拒否がある方

への対応の仕方について共有していきたいと思います。また、歩けない

ということですが、医師の立場からお気づきの点やご意見等、専門的知

見からお願いいたします。 

 

★コメント★ 

 司会者は、第 1 章「５．地域ケア会議の進行手順」で示したように、「検

討課題の整理・確認」をした上で、「検討課題（個別ニーズ）の共有」を行

い、「個別支援の方針・内容」について、多角的検討を行うステージへの導

入を図っています。 

 認知症専門医の受診について、医師にその方法を確認しています。しか

し、この前提として、なぜ受診を拒否しているかという検討が最初に必要

であったかもしれません。 

Ｇ医師 (9)受診拒否について、強制的に行かせるのはやはり難しいと思います。ヘ

ルパーさんやケアマネさんでは難しい面もあると思うので、Ａさんの場

合は、妹や隣人の方など普段から接している方から、「診てもらったら？」

と誘導してもらうのがいいと思います。 

  また、この方の場合は、整形外科の先生を信頼しておられるようなの

で、整形外科の先生から「専門のよい先生を紹介するから受診してごら

ん」というような形でアドバイスしてもらい、紹介状を書いてもらうと

いう方法もあります。また、高齢者健診というものがあり、受診率とい

うものが県や市町行政には課せられています。「あなたが健診を受けない

と県や行政の人が困るみたいだよ」というように誘う方法もあるかもし

れません。いろいろな方法で誘導していく必要があるかもしれません。 

  歩けないということについて。本当に歩けないのか？ 歩く気がない

のか？ 原因を探る必要があります。整形外科的には問題ないと思われ 

ますが、脳血管性の麻痺があるのか？うつ病からくるものなのか？いろ

いろな背景があると思います。 

  認知症にも治るものと治らないものがあります。転んで頭に血腫がで

きて、それが原因となって物忘れがある場合は、血腫を取り除けば、緩

和されるということもあります。認知症専門医は、あまりいらっしゃら

ないので、精神科になると思いますが、最近は、認知症サポート医がい

らっしゃるので、そういう先生に相談してみてもいいかもしれません。 
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★コメント★ 

 認知症専門医の受診について、医師から具体的な提言がなされています。 

 また、Ｃ保健師の発言にもあった「本人いわく、「もうすぐ歩けると医者

から言われた」ということですが、そのあたりは、確かではありません。」

に対する問題の整理を「本当に歩けないのか？ 歩く気がないのか？ 原

因を探る必要があります。」と整理し、今後のアセスメントの方向性も示し

ています。 

 ケース検討のポイントは、単にその行動や現象にどのように対処するか

ではなく、なぜそのようなことになっているのかその原因を検討し、共通

理解を深めることです。 

司 会 者 (10)受診拒否や歩けないといった状態について、Ｇ医師からご意見、アド

バイスをいただきましたが、それについて、Ｂ主任ケアマネさん、何か

ご意見はありますか？ 

Ｂ主任 

ケアマネ 

(11)Ａさんは、整形外科以外は受診拒否というか、どこも悪くないからと

いうことで受診の必要性を感じていないと思われます。妹さんの言うこ

とも耳を貸さない状態です。 

司 会 者 (12)いろいろアプローチはされているが、なかなか難しいという状況であ

ることが分かりますが、やはり受診は必要ということだと思います。で

すが、そうは言っても無理やりＡさんを病院に連れて行くということは

できないので、どうして、Ａさんが受診拒否されているのか。Ａさんが

どういう状況なのか少しときほぐす必要があると思います。どのように

理解したらよいでしょうか？ 受診拒否されるのは、本人の意向です

か？ 

 

★コメント★ 

 司会者は、受診を前提として、受診拒否の理由をさらにアセスメントす

る方向に導いています。また、受診拒否という現象について、それは本人

の意向であるのかどうかも確認しています。 

Ｂ主任 

ケアマネ 

(13)いいえ、妹さんのお話です。妹さんに、Ａさんの認知症が進行してい

るようなので専門医を受診してはどうかとすすめると、「本人は納得しな

いでしょう」と言われました。妹さんの言うことも全く聞かないので、

妹さんも困っておられるという状況です。 

 

★コメント★ 

 Ｃ保健師が、「本人の受診拒否もあり、専門医の受診に結びついていませ

ん」と発言したことによって、これまでの会議の中では、本人が受診拒否

をしていると考えてきましたが、実は受診拒否は、妹さんの「（受診は）納

得しないでしょう」ということが根拠であることがこの時点でわかりまし
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た。 

 また、受診に限らず、もっとも近しい関係である妹さんの言うこともな

かなか聞かないという問題もあることがわかってきました。 

司 会 者 (14)妹さんからのお話であり、Ａさんの本当の意向は、よくわからないと

いうことですね。実際のところ、Ａさんはどうなんでしょうか？ 

 

★コメント★ 

 再度、受診拒否については、必ずしも本人の意向ではなく、状況からの

推測であることを整理し、共有しています。 

Ｃ保健師 (15)Ａさんは、受診の必要性を理解できていないのだと思われます。Ａさ

んは、難聴であり、会話がうまくできません。こちらの言うことはあま

り聞いてもらえず、Ａさんは、自分の思いだけを主張され、会話も一方

通行になっている状況です。 

 

★コメント★ 

 受診拒否について、受診の必要性を理解できないこと、難聴であり、会

話が円滑に進まないことが背景にあるのではないかと整理することができ

ました。やはり、その原因を探るところが支援方針を立てるポイントです。 

司 会 者 (16)難聴であるということは、補聴器などは使っておられないのですか？ 

Ｂ主任 

ケアマネ 

(17)補聴器は使っておられないです。お金がかかるから、いらないと言わ

れ、お金については執着があります。 

司 会 者 (18)誰かＡさんに、受診も含めて話をして聞いてくれる人はいませんでし

ょうか？ そのあたり、地域のことを詳しく知っておられる民生委員さ

んはいかかですか？ 

 

★コメント★ 

 受診については、必ずしも拒否ではなく、会話も困難であることから、

その意味がよく理解してもらっていないからだろうという共通認識を得る

ことができました。その上で、顔見知りなどの方から受診を勧めていただ

く方法はないかと、地区担当の民生委員に質問し、Ａさんの環境としての

地域に視野を拡大した検討に入っています。 

Ｉ民生委員 (19)Ａさんは、昔は親しい方がご近所にいらっしゃったので交流がありま

した。しかし、退院後は、親しい方が転居されていなくなってしまい、

そのことを知ってから、新しい方と付き合うということもされずに、閉

じこもりがちになってしまいました。Ａさんのところへは、時々見守り

で訪問していますが、あまり会話ができない状態です。今お話を聞いて、

やっぱりそうだったのかと思いました。最初は、「何しに来たの？」と怖

い顔つきでしたが、最近は、少しずつ受け入れてくださっているのかな
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と感じています。また、この市営住宅では、孤立しておられる人が多い

ということもわかってきています。

★コメント★

民生委員の発言のより、さらにＡさんのこれまでの生活と現在の様子が

浮かび上がってきました。さらに、Ａさんのみならず、孤立している高齢

者が増加しているという地域の課題も明らかになってきました。

司 会 者 (2０)市営住宅の様子も昔とは変わってきて、Ａさんも孤立しているという

状況が分かりました。今では、隣人の奥さんとも関係があまり良くない

みたいですね。

★コメント★

以上を踏まえて、課題 2について、検討を開始しています。

Ｉ民生委員 (21)隣人の奥さんに電話をして、洗濯や買い物をお願いしていらっしゃる

みたいです。どのような経緯で頼むようになったのかは分かりませんが、

先ほどの包括のＤ社会福祉士さんからのお話にもありましたが、最近は、

夜中に電話があるというので神経的に疲れておられます。ご主人も何で

自分たちが面倒をみないといけないのかと最初は民生委員だけへの苦情

でしたが、最近は市役所の方にも苦情を言っておられるようで、だんだ

ん関係がよくなくなってきているという不安はあります。

★コメント★

さらに、近隣との関係も含めてＡさんの生活の様子がわかってきました。

Ｄ

社会福祉士

(22)隣人の方以外の他の近隣住民からも、本人は、思い込みが激しいこと

もあって、あいさつをしても「あの人が私のお金を取った」と怒鳴られ、

「何とかしてほしい」という苦情があがってきています。昔から顔を知

っていて、あいさつをしていた人にそういうことをするようになってし

まっています。隣人の方がいらっしゃるので、何とか生活できています

が、このような方がどんどん離れていってしまうと困るなという感じが

しています。

★コメント★

Ａさんの認知症と思われる症状についても、さらにわかってきました。

Ａさんの認知症と思われる症状により、隣人との関係も悪化しており、医

療機関、タクシー運転手以外とは関係性はほぼなく、Ａさんが今後さらに

孤立してく可能性を確認しています。
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司 会 者 (23)このあたりで、地域という視点で考えていきたいと思いますが、この

地域は、住民同士で支え合うといった機運が高いところですか？ 社協

ではどのように地域の課題を把握しておられますか？

★コメント★

高齢者のニーズは個人と環境との関係性の中で生じてきます。環境とし

てのＡさんの生活する地域はどのような地域であるのかを確認すること

で、Ａさんを支援する方法やＡさんに限らずこの地域の課題を発見してく

作業が必要となります。地域の様子や課題を把握する技術をもつ専門機関

の一つが社会福祉協議会です。地域ケア会議には、社会福祉協議会の職員

の参加が必要に応じて求められます。

Ｈ専門員 (24)実は、集合住宅では、住民同士のつながりが難しく、課題と感じてい

ました。日頃から社協においては、地域で支えあうしくみづくりを考え

ており、住民の意識を高める研修会をしたり、協力者（担い手）を養成

したりしています。例えば、自治会長さんなどと老後の暮らしをどのよ

うに支えていくか、座談会などの開催を投げかけてみたりしています。

それから、住民の方に認知症を理解していただく機会なども設けてい   

ます。民生委員さんなど、地域では早い段階で異変に気づかれていると

思います。そういった気づきを他の地域でも活かしていけたらいいなと

思います。

★コメント★

社会福祉協議会の普段の取り組みが紹介されています。これらの活動が

社協のみで完結するのではなく、このような地域ケア会議の場で、それぞ

れの取り組みを確認し、地域住民を支援していくネットワークを形成する

機会としていくことが必要です。

司 会 者 (25)そうですね。隣人だけではなく、他の近隣住民の意識も高めていく必

要があります。しかし、Ａさんを支えていくには、住民の力だけでは、

難しいかもしれません。そこには、やはり専門職の力も必要かと思われ

ます。Ａさんは、以前訪問介護を利用していましたが、本人の希望によ

り中止になったということですが、そのときの経緯を教えて下さい。

★コメント★

地域住民の 互助力を確認しつつ、その限界を見極め、専門的なサービ

スを検討していかなければなりません。かつて訪問介護を利用していた事

業所にも参加を要請した理由はここあります。
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自助、互助、共助、公助でどのように支えていくかが地域包括ケアシス

テム構築の課題です。

Ｆヘルパー (26)Ｈ２３年８月から１週間に１回、掃除というサービスを利用していた

だいていました。最初は、整形外科の看護師から、お風呂に入っていな

いようなので、お風呂に入れてほしいという要望があり、支援が始まっ

たそうです。しかし、本人は、自分で入っていると主張され、掃除のみ

のサービスとなりました。初回の訪問のときは、家に入れてもらえない

状況で、何日かその状況が続き、何度か訪問した後に入れてもらえまし

た。

家の中はゴミだらけで、本人の指示したところだけ、Ａさんがいざっ

て歩く通り道になっているところしか掃除をさせてもらえませんでし

た。近所の方からも臭いがするから、何とかしてくれと言われたことも

ありましたが、なかなかできない状況でした。目に見える成果が現れぬ

まま日々が過ぎていきました。

また、Ａさんは、耳が遠く、大きい声で話さないと伝わらない。ヘル

パーが大きい声で話をすると、声を荒げられ、「触るな」と言われること

も多々ありました。しだいに「物が取られた」「お金がなくなった」「ヘ

ルパーが取った」と近隣の方に言われるようにもなりました。ヘルパー

が来ても、「結局何もしてもらえない、お金を払うだけ」と思われるよう

になり、あれよあれよというまに中止ということになってしまいました。

★コメント★

Ｆヘルパーの発言からも、今まで以上にＡさんの様子がわかってきまし

た。また、サービス利用が中止された経緯もわかりました。

司 会 者 (27)Ａさんは、要介護１です。隣人の負担軽減をするためにも、一旦は中

止になってしまいましたが、介護サービスの利用は、必要かと思います

が、Ｅケアマネさんはどのように思われますか？

Ｅケアマネ (28)サービス利用は、必要だと思います。もし、サービスを導入するとい

うことになると、関係づくりが必要なので、民生委員さんなどが一緒に

訪問してくださると心強いです。

★コメント★

今後のＡさんの支援内容の検討に入っています。しかし、認知症も疑わ

れ、サービスに対する抵抗も考えられるという見立てから、今関係のある

民生委員と一緒に訪問し、サービス導入を図っていくことも確認されまし

た。これもネットワーク構築機能の一環としてとらえることができます。
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Ｉ民生委員 (29)私でよければ協力したいと思います。

★コメント★

民生委員から、一緒に訪問しましょうという趣旨の発言がありました。

お互い顔の見える場での会議は、このように自発的な活動を展開していく

機会にもなります。

司 会 者
【支援計画の検討】（５分）

(30)それでは、これから、Ａさんをどのように支援していけばいいでしょ

うか？ 地域でどのようにＡさんを支えていけばよいでしょうか？

今までの意見を踏まえて、Ｂ主任ケアマネさん、整理していただけま

すでしょうか？

★コメント★

Ａさんの状況把握について、共通認識し、再度最初の課題についての解

決策を整理します。会議における成果を確認する段階です。

Ｂ主任

ケアマネ

(31)専門医の受診について、Ａさんに受診の理解をただきたいと思いま

す。認知症なのか、精神疾患なのか症状をはっきりさせる必要がありま

す。攻撃的な症状を和らげることができるのか。受診の必要性を理解し

ていただけるように働きかけていきます。これには、妹さんの協力は欠

かせないと考えています。

整形外科的には、大丈夫であるのに、なぜ歩けないのか原因を突き止

めていく必要もあります。整形外科の医師とも話しながら、アドバイス

や協力をいただきながら進めていきます。

次に、隣人の負担軽減について、周りの状況は、厳しいかもしれませ

んが、隣人だけではなく、民生委員さんや福祉員さんを中心として地域

での見守り体制を強化します。近隣住民でお互いに支え合おうという機

運づくりを今一度考え、認知症に対する理解を得ます。社協と協力しな

がら、働きかけていく必要があると感じます。フォーマルなサービスも

必要だと思うので、訪問介護などを利用し、衛生面の改善を図ることも

検討します。

司 会 者
【まとめ】（５分）

(32)では、再度、まとめをしたいと思います。２つの検討課題について、

これからの支援を考えていくにあたって、誰が何の役割を担うか。各職

種の役割分担とどのように支援していくかを確認します。
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専門医の受診については、親しい人、顔が分かる人が進めていくのが

よいという結論です。キーパーソンとしての妹さんに、包括の職員がＡ

さんに受診を理解していただくよう働きかけます。またＡさんとのコミ

ュニケーションをどのようにとっていくか、民生委員、包括などが中心

となり、再度検討していいきます。主治医と現在の状況や今後の治療方

針について確認します。 

隣人の負担軽減については、訪問介護を導入することにより隣人の方

の負担も軽減されると思います。そして、隣人の方の思いを聞く必要が

あります。これは民生委員さんなどが訪問するなどして、気持ちを受け

止めることができればよいと思われます。 

地域の状況として団地などお互いの関係が希薄化し、孤立死や孤独死

など、無縁社会といわれる状況が他にもあると思われます。団地を含め、

地域全体をアセスメントしていく必要があります。社協では、座談会、

研修会などを開催しながら、具体的に地域での支え合いについて機運を

高める仕掛けをしていただきます。民生委員や福祉員による重層的な見

守り体制づくりが必要です。認知症のみならず、こういう方を地域でど

う支援していくか、社協と包括が連携して、考えていく必要があります。 

  以上、それぞれの役割を確認することができました。次回はその後の

経過状況について検討したいと思います。 

  本日は、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございました。 

 

★コメント★ 

 司会者は、事例提供者であるＢ主任ケアマネの今後の支援方針を再度確

認しながら、参加者の今後の支援の役割を確認しています。これは口頭で

はありますが、支援チームとしての一種の契約作業とも言えるかも知れま

せん。 

 最終的には、最初にＢ主任ケアマネから示された支援計画と役割分担を

表４のように整理することが可能です。 

 課題１については、当初の計画の中の「認知症専門医を受診する」は目

標に当たるものですので、「目標」と「何を・どのように」を入れ替えまし

た。具体的な働きかけについては、主治医から、「なかなか回復が難しいの

は何か他に原因があるかもしれないから、紹介状を書くのでそこで検査を

してみて下さい。」など妹さんに同席してもらって、受診を促すのがよいか

もしれません。 

 また、新たに確認された地域の課題についても記載してあります。課題

３は、課題２が解決された上での検討課題となりますが、衛生上の問題は

早く解決すべきと考えられます。この課題を、隣人が担うのは、互助力の

限界と考えた方がよいと思われます。 
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 課題４については、社協にも参加してもらいましたので、会議の中では

確認できませんでしたが、今後視野に入れるべき課題と認識してもらう必

要があります。 

  

 

 表４．確認された支援計画と役割分担 

 課 題 目 標 何を・どのように 担当者 期間 

１ 認知症の進

行が疑われ

るが、専門

医の受診に

結びついて

いない。 

Ａさんと円滑

なコミュニケ

ーションを図

ることによっ

て、Ａさんが

受診の必要性

について理解

した上で受診

する。 

①受診の理解が得られるよ 

うに妹さんや整形外科の

主治医を通じて本人に働

きかける。 

②Ａさんとの円滑なコミュ

ニケーション方法につい

て検討する。 

包括職員（Ｂ主

任ケアマネ） 

 

 

包括職員（Ｂ主

任ケアマネ） 

民生委員 

妹さん 

 

２ 隣人夫婦の

負担が大き

く、負担を

軽減する必

要がある。 

隣人の負担を

減らし近隣住

民の理解を得

る。 

①民生委員が隣人を訪問し 

て、状況について話を聞

く。 

②訪問介護の利用を検討す

る。 

 

民生委員 

 

 

Ｅケアマネ 

Ｆヘルパー 

包括職員 

 

３ 地域の状況

として団地

などお互い

の関係が希

薄化し、孤

立死や孤独

死などの可

能 性 が あ

る。 

孤立している

高齢者を発見

する。 

①住民対象の地域包括ケア

や認知症等に関する研修

会や住民座談会を開催

し、地域住民の意識啓発

を図り、支えあいの地域

づくりに向けた活動を行 

 う。 

②包括職員、民生委員、福

祉員と協力してく仕組み

を検討する。 

社協職員（Ｈ専

門員） 

 

 

 

 

 

包括職員 

社協職員（Ｈ専

門員） 

民生委員 

福祉員 
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５．会議をふりかえって

みなさん、紙上での模擬地域ケア会議いかがでしたでしょうか。これが必ずしもベストと

いうことではなく、模擬地域ケア会議を参考に、各市町での地域ケア会議の参考にしていた

だければと思います。

別の成果の出し方もあったかもしれません。ここで確認された「支援計画と役割分担」は、

あくまでも仮説です。この仮説を検証していくプロセスこそが、地域包括ケアシステム構築

のプロセスでもあります。そして、状況の変化に応じて、新たな視点でのアセスメントを行

い、ケースの自立が図られ、みんなが住みやすい地域になっていくものと思われます。

この模擬地域ケア会議についても、このようにアセスメントできる、支援計画はこうすべ

きだというご意見がございましたら、事務局までお寄せください。

≪模擬地域ケア会議の様子≫
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今回、模擬地域ケア会議に参加いただいた方から、会議に参加しての感想や地域ケア会議

に対するご意見をいただきましたので、紹介いたします。
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