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介護ケア推進課では，ケアマネジメント支援事業を居宅介護支援（平成 20年開始）およ

び介護予防支援（区役所・支所で平成 18 年開始，平成 29 年から当課にて開始）において行

っております。 

これまでのケアマネジメント支援事業の中で得られたケアプランの傾向や気が付いた点， 

また，介護予防ケアマネジメント支援事業における多職種が参加した事例検討で，リハビリ

や管理栄養士等の専門職の助言の中から居宅介護支援にも共通するもの，当課で歯科衛生

士の助言を得て調べた情報などをまとめましたので，参考にしてください。（居宅介護支援

ケアマネジメントの手引き＜本編＞「ケアマネジメントの実施手順」の記載内容と重複する

部分もあります。） 

 

１．ケアプラン作成に関して 

１）現状の記載 

様々な情報を把握し，それらの情報が帳票類やケアプランに記載されています。

せっかく把握された情報ですので，ご本人の「強み」や「地域との繋がり」など，

多角的視点で具体的な記載がなされると，その人らしさ（個別性）がプランの前面

に出てくると思います。  

 ２）目標設定 

   ① 目標は，ご本人の「このような自立した生活をしたい」という「ありたい姿」や

「望む生活」を設定します。 

     「〇〇のサービスを利用したい」という要望は，その方の「望む生活」のために

ご自身やご家族が集めた情報の中で考えだされた「手段」かもしれません。その「手

段」等を聞き取った場合，その先に求める生活がどのようなものかを確認し，「あ

りたい姿」や「望む生活」を共有することが大切です。その実現のために解決する

べき課題が何であるかを検討し，必要な支援についてセルフケアや家族支援，イン

フォーマルサービスなども含めた，総合的なアセスメントを行い，その結果がケア

プランに「見える化」されると「自分のケアプラン」として，よりご本人の意欲に

つながります。 

 

② ①に記載されているようなことは十分理解しているけれども実際の場面では

「なかなか本人から引き出すことが難しい」「『目標は何もない』と言われる」「男

性は特に自分のことを話そうとしない」「目標設定に悩む」等々，これまで多くの

声をお聞きしてきました。しかし，ある方々からは 

「雑談の中から拾うことが出来ます」 
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「昔，何が好きだったか，何をすることが楽しかったかをお聞きする中から，ど

うありたいのか（ありたい姿），一緒に考えるようにしています」 

「お部屋の中を観察して，写真などがあれば，そこから話を拡げるようにしてい

ます」 

というように，工夫されていることもお聞きしています。是非さりげない普段の会

話の中から，きらりと光るエピソードを見つけ出してください。 

 

③ 介護保険最新情報（平成 30 年 10 月 9日 Vol.685）「2.2.1 自立に向けたケアプ

ラン」の中に，次のような一文がありますので参考にご紹介します。 

 本人の自己決定だからとすべてを受け入れることが，自立に向けたケアプラ

ンではないことに注意が必要です。（中略）自立において本人の意欲が重要な要

因であることを考えると，消極的・否定的な意向の場合は特に留意する必要が

あります。「できる能力があるのに，していないことは何か」「かつてはしてい

たのに，しなくなったことは何か」「それはどうしてなのか」等の視点から，自

立に向けての意欲が喪失している理由を解明し，本人の想いを引き出し，意欲

を高める方法等を検討することが必要になります。 

                          ※下線は介護ケア推進課による 

      たとえ介護度が高い方であっても，「生活における意欲」は大変重要であり， 

     小さな楽しみや，ささいなことであっても，「存在意義」や「自己肯定感」等に

繋がります。 

 

 ④ 長期目標の期間が延長されるなど，目標が長期化しているケースが見受けられ

ます。このような場合に限りませんが，普段のモニタリング等においても，利用者

の状態やサービス変更の有無を聞き取るだけでなく，短期目標も含めて【目標の達

成度】について確認することが大切です。 

目標が達成できなかった場合，なぜ達成できなかったのか，どうすれば達成でき

るのか，「評価」をすることが重要となります。そのためには，「何で評価するか」

も含めた目標設定の方法や具体的表現などを検討し，実現による達成感が得られ，

次のステップへの意欲に繋がるよう，ご本人・ご家族だけでなく，ケアチーム全体

で共有をすることが重要になります。 

 

 ⑤ 介護保険サービスは，設定された目標を達成するための一つの手段であること

にもご留意ください。厚生労働省の「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準」第 13条第 4号及び第 6号の中に次のように記載されています。  
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 介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成に当たっては，利用者の日常生

活全般を支援する観点から，介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス

又は福祉サービス，当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利

用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。（第

4 号） 

介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成に当たっては，適切な方法によ

り，利用者について，その有する能力，既に提供を受けている指定居宅サービ

ス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明

らかにし，利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で

解決すべき課題を把握しなければならない。（第 6 号） 

 ※下線は介護ケア推進課による 

    利用者の持っている「強み」（能力）をいかしたセルフケア，家族支援や地域

資源（インフォーマルサービス）など，総合的に検討することが大切です 

 

 ３）転倒 

    転倒しそうになったことで不安がある方，転倒の既往がある方，転倒を繰り返して

いる方等，転倒のリスクを抱えておられる方が多いと思います。また，ケアプランに

も「転倒予防」に関すること等がよく記載されています。 

    リハビリ専門職の方が参加された事例検討では，転倒について「いつ」「どこで」

「どのように」という質問が重ねられることがよくありました。これは「転倒の分析」

に繋がるものです。 

   ・「いつ」・・・昼間なのか，夜間なのか，何かをしようとした時なのか等 

   ・「どこで」・・・外出先なのか，屋内なのか，どのような所だったのか（人混みのあ

るところか，敷物があったのか，どのような段差のあるところか）等 

   ・「どのように」・・・ふらついてなのか，振返る時にバランスを崩したのか，尻もち

をつくようだったのか等 

    これらのことを通して分析すると，何が要因であるのか（環境や身体状況等）が明

確になり，どのようなことに留意した支援があれば良いのか，ご自身でどう気を付け

ればよいかが解ってくるので，ケアプランにおける支援内容や，セルフケア・家族支

援に位置付けることが可能になります。また，ケアチーム全体で留意点が共有できる

と共に，場合によっては医療連携の必要性が見いだされることも考えられます。 

 

 ４）健康管理 

   健康管理は，高齢者にとって非常に重要なことです。疾病の重症化防止のためには，

毎日の取り組みがとても大切です。健康管理における視点について，参考に高齢者の特

性と共にまとめています。 
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①内科的疾患 

     整形外科的疾患は ADL に影響を及ぼすことが多く，着目しやすいですが，内科的な

疾患は，定期通院，服薬管理ができていると安心してしまうことはないでしょうか。 

そこに全身機能低下のリスクが潜んでいることがあります。 

多くの方が高血圧や糖尿病等に罹患されています。このような生活習慣病をはじ

めとした疾病の重症化予防は重要です。悪化すると ADL・IADL や QOL 低下に繋がる危

険性があります。そのため，日頃の健康管理が非常に大切で，栄養や口腔ケアなどに

も着目する必要があります。 

最近は「フレイル」（虚弱状態）や「サルコペニア」（筋量減少，筋力低下）といっ

た言葉をよく耳にします。その概念について，ぜひご本人やご家族を含め，ケアチー

ムメンバーで共有してください。日常生活における療養上の健康管理は，とても重要

なことです。 

なお，厚生労働省の平成 30 年 10 月 1 日「高齢者の保健事業のあり方検討ワーキ

ンググループ（第６回）」の資料から一部抜粋したものを紹介しますので，参考にし

てください。 

 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000362865.pdf  
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②栄養 

    栄養面は重症化防止の上でとても大切です。日頃どのような食事をされているの

かを把握することは，リスク管理における検討材料にもなります。事例検討等におい

て専門職の方から高齢者の食事の傾向について助言がありましたので紹介します。 

   （１）食べやすいもの 

       食べやすいものとは，柔らかいものです。そうすると食材が限られてくるた

め，栄養のバランスが偏ります。また，顎の力も弱まります。 

       統計的に，高齢者は柔らかいものを好むため「炭水化物」の摂取が多くなる

傾向があります。 

   （２）好きなもの 

       栄養の偏りに繋がり，生活習慣病の改善も難しくなると考えられます。また，

筋力低下のある方は，運動だけでなくタンパク質の摂取も重要です。 

   （３）簡単なもの（手間がかからないもの） 

       身体機能低下や意欲低下，気候による条件（夏の猛暑），など要因は色々考

えられますが，調理するのではなく総菜を買ってきたり，外食をしたりするこ

と等が多くなるケースがあります。総菜や外食は味付けが濃い場合が多く，塩

分や糖分の多いことが考えられます。また野菜が少ない等，栄養バランスの問

題もあります。 

    食事内容に関してどのような状況か，把握して分析することで，セルフケア，家族

支援，インフォーマルサービス，介護保険サービスなど様々な支援の検討が可能にな

ります。 

   （例）・缶詰めや保存食を活用し，野菜を加える調理で工夫をする 

・区役所・支所や地域介護予防推進センターの栄養教室等を利用 

（民間の教室含む） 
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・配食サービスの利用（一定期間利用し，量や減塩などの味付けに慣れる等） 

・家族支援（曜日を決めるなど負担のないやり方，冷凍する工夫） 

・訪問型サービスのヘルパーによる支援 

    なお，ご家族が「もう年だから，好きなものを食べさせてあげたい」と思い，好き

なもの，食べやすい柔らかいものを用意する傾向がある場合，栄養の偏りや噛む力が

弱くなる可能性があります。 

 

③口腔 

   （１） 口腔の状態は，食事への影響があります。美味しく食べて食事を楽しむため

にも，口腔ケアは大切です。 

   （２） 飲み込む力が弱くなると，誤嚥する可能性も出てきます。また，口腔衛生の

状況が肺炎に繋がる場合もあります。（誤嚥性肺炎等） 

   （３） 加齢に伴い，唾液の分泌が少なくなると共に，薬の影響で唾液分泌の低下が

起こる場合もあります。唾液の分泌が悪くなると，口腔内の環境が悪くなる傾

向があります。（歯周病細菌が増える等） 

   （４） 顎の力や噛み合わせは，立ち上がりの時の踏ん張る力などにも影響がありま

す。（義歯の場合でも，使用するのが良い。） 

    これらのことから，普段からの口腔ケアが重要で，最近では施設やデイサービスな

どで食事前に口腔体操や唾液腺マッサージを行うところが増えています。これは「食

事前に本人の意識を覚醒」すると共に，口腔内を「食事をする準備を整えた環境」に

することに繋がります。 

口腔体操や唾液腺マッサージなどは，セルフケアで毎日行うことがとても有効で

あるため，パンフレットを用いるなどして取り組むことをお勧めします。 

 

④医療連携 

    「医療連携」の重要性については十分に認識していただいていますが，単に「主治

医の意見を聞く」だけでなく，日頃の状況について伝えることも大切です。実際のと

ころ，時間的な制約など「連携の難しさ」はあると思いますが，「想い」を同じよう

に持ってくださるドクターも増えてきています。「同じケアチームの一員」として連

携を意識してくださると，より良い支援に繋がると考えます。 

    主治医との連携が，実質的に医療系サービスの担当者にお任せになっている場合

も見受けられますが，主治医は，医療的ケアの場面だけでなく，生活の場面，つまり

生活全体におけるケアマネジャーが把握している情報を待っておられることが多い

です。是非情報提供をお願いします。 

 

※ サービス担当者会議に関することですが，厚生労働省の「指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準」第 13 条第 9 号に次のように記載されていま
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す。    

介護支援専門員は，サービス担当者会議の開催により，利用者の状況等に関する

情報を担当者と共有するとともに，当該居宅サービス計画の原案の内容について，

担当者から，専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

                          ※下線は介護ケア推進課による 

この「専門的見地からの意見」に「主治医の意見」が含まれ，支援者で共有す

ると共に，ケアプランに反映することが大切です。医療系サービスを利用する場

合に限りません。 

 

５）地域との繋がりについて 

    「近所付き合いは挨拶程度」「人との交流はあまり好まない」というような方もお

られますし，外出が困難な場合もあると思います。しかし，今後も住み慣れた地域で

の生活を続けたいという望む生活を実現するためには，人や地域との関わりにおけ

る可能性を検討することはとても大切です。それらの可能性を是非実現していただ

き，「存在意義」や「自己効力感」を感じ，いきいきとした生活を送ることができる

よう，暖かい支援の継続をお願いします。また，緊急時対応だけでなく災害時対応な

ども含め，いざという時の対応の検討も重要であり，ご本人，ご家族共に「安心でき

る生活」に繋がります。 

 

６）ケアプランの記載について 

せっかく情報をよく把握されてアセスメントしておられるのに，ケアプランにうま

く落とし込めていない場合が見受けられます。現在出来ておられること（強み）を継続

するというセルフケアはもちろんのこと，負担感を与えないよう表現には配慮が必要

ですが，家族による支援やインフォーマルサービスなども記載をされると，その方を取

り巻く支援全体がわかりやすくなると思います。そして個別性のあるケアプランとな

ります。 

なお，これまで確認させいただいたケアプランの多くに見受けられたことで，留意点

についてお伝えします。  

①訪問介護について 

記載においては，サービス内容と，どのような方法で支援がなされるのか，アセス

メントの結果をもとに具体的に記載していただくようにお願いします。 

特にサービス行為ごとの区分で身体介護に該当とされる「自立支援・重度化防止のた

めの見守り的援助」について，主に 3 つのポイントを確認してください。 

（ⅰ）利用者の状態像 

（ⅱ）目標（どのような事が出来るようになることを目指すのか） 

（ⅲ）その状態にはどのような支援が必要か（具体的サービス内容および支援方法） 

これまで身体介護に該当するかどうか，考え方の混乱の一因と思われる「自立支援」
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や「共同実践」という言葉ですが，「自立支援」は本来介護保険の基本理念（第 1 条）

ですので，各サービスの目的とも言えます。そのため，この言葉のみをもって身体介

護とは言い切れません。また，「共同実践」という言葉は，介護保険の訪問介護に関

する厚生労働省の通知である老計第 10号の中には出てきません。 

         「自立支援」≠「身体介護」≠「共同実践」 

    また，ケアプランでの記載においては，上記（ⅰ）～（ⅲ）の３つのポイントが客

観的にわかるように記載されると良いです。（どのような支援の仕方が身体介護に該

当するかを明記し，スペースの関係で記載しきれない場合は，別紙にまとめておく方

法もあると考えます。） 

 

    なお，平成 30年 3月 30 日の「介護保険最新情報 vol.637」にも「自立支援・重度

化防止のための見守り的援助」について記載されています。例示の中には「安全確認

の声かけ，疲労の確認を含む」「一緒に手助けや声かけ」などの表現もあります。そ

のように記載されているケースもあります。しかしながら，「１－６自立支援・重度

化防止のための見守り的援助」の後に，（  ）書きで「自立支援，ＡＤＬ，ＩＡＤ

Ｌ，ＱＯＬ向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等」と

いう，根本的な考え方が記されています。（この前提となる重要な部分が，サービス

事業所も含めて見落とされている場合が見受けられます。）また，厚生労働省のＱ&Ａ

では「単なる見守り・声かけは含まない」となっておりますので，ご確認ください。 

 

  ②期間について 

ケアプランにおける期間とは，目標の達成時期のことであり，評価時期になります。

厚生労働省の解釈通知「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に

ついて」第 13条第 8 号の中に次のように記載されています。 

 その長期的な目標及びそれを達成するための短期的な目標並びにそれらの達

成時期等を明確に盛り込み，当該達成時期には居宅サービス計画及び各指定居

宅サービス等の評価を行い得るようにすることが重要である。 

                         ※下線は介護ケア推進課による 

 

７）目標志向型ケアプランについて≪参考≫ 

   厚生労働省の「指定介護予防支援等の事業の人員および運営並びに指定介護予防支

援事業等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」（運営基準）及び

「指定介護予防支援等の事業の人員および運営並びに指定介護予防支援事業等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について」（解釈通知）の第 4章（第

29 条～第 31 条）において，「目標志向型のケアプラン」や「自立支援・重度化防止」

に関する考え方等が示されています。これらは介護予防支援におけるものですが，「目

標志向型ケアプラン」の考え方として居宅介護支援にも通じるところがありますので，
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支援をしていただく際の参考にしてください。（「自立支援・重度化防止」は，最近の考

え方というものではなく，介護保険法第一章総則第 2 条に，医療連携の重要性と共に示

されていますのでご確認ください。） 

 

   なお，居宅サービス計画書第 1 表の「総合的な援助の方針欄」などに「状態の変化や

サービスに変更がなければ，目標と期間を延長します。」というような文言が見受けら

れることがあります。この文言は近年，市内で多くなってきた印象ですが，客観的に見

た時，この文言の意味が「このケアプランは目標志向型のケアプランではありません。」

と，示しているようにも受け止められます。なぜなら，文言から読み取れる「評価や検

討の視点」が，「状態の変化」や「サービスの変更の有無」に向いており，「目標の達成

度」ではないからです。そして目標が達成できていない場合，なぜ達成できなかったの

か，達成できるようにするためには，どうすればよいかを検討し，場合により新たな目

標設定を行うことが大切だからです。（目標志向型ケアプランの考え方については後述

します。） 

   また，この文言が書いてあるからと言って自動更新が認められるわけではありませ

ん。理由は，自動更新ができる法的根拠がないからです。「軽微な変更」であると判断

された場合は，その根拠を必ず記録に残してください。厚生労働省の解釈通知「指定居

宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」第 13 条第 8号には，次の

ように記載されています。 

※下線は介護ケア推進課による 

 

 

※ 厚生労働省「指定介護予防支援等の事業の人員および運営並びに指定介護予防支 

援事業等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について」（解釈

通知）の第 4 章（第 31 条）に次のように記載されていますのでご紹介します。 

   【目標志向型ケアプラン】を考える上で，参考になります。 

  介護支援専門員は，居宅サービス計画を変更する際には，原則として、基準第 13

条第 3号から第 12号までに規定された居宅サービス計画作成に当たっての一連の

業務を行うことが必要である。 

なお，利用者の希望による軽微な変更（例えばサービス提供日時の変更等で，介

護支援専門員が基準第 13 条第 3 号から第 12 号までに掲げる一連の業務を行う必

要性がないと判断したもの）を行う場合には，この必要はないものとする。ただし，

この場合においても，介護支援専門員が，利用者の解決すべき課題の変化に留意す

ることが重要であることは，同条第 13号（⑬居宅サービス計画の実施状況等の把

握及び評価等）に規定したとおりであるので念のため申し添える。 
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① 基準第 31 条第 1 号については，介護予防が単に運動機能や栄養状態，口腔機能

といった利用者の特定の機能を向上させることを目的とするものではなく，これ

らの心身機能の改善や環境調整などを通じて，利用者ができる限り要介護状態に

ならないで自立した日常生活を営むことができるよう総合的に支援することを目

的として行われるものである。担当職員は、支援を行うことによって利用者がど

のような生活を営むことができるのかということを常に留意しながら，支援を行

う必要があることを規定したものである。 

② 同条第 2 号については、介護予防の取組は，あくまでも利用者が自ら主体的に

取り組むことが不可欠であり，そうした主体的な取組がなければ介護予防の十分

な効果も期待できないおそれがあることから，担当職員は，介護予防支援の提供

を通じて，利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじめ，様々

な工夫をして，適切な働きかけを行う必要があることを規定したものである。 

③ 同条第 3 号については，利用者の状態に応じた目標を設定し，利用者が介護予

防に意欲を持って主体的に取り組んだり，支援を受けることによってどのような

生活を営めるようになるのかを理解することが重要である。また，介護予防サー

ビス事業者等が設定された目標を共有することにより，その目標を達成するため

に適切な支援を行うことが重要であることを規定したものである。この場合，利

用者が主体的に目標の達成に取り組めるよう，利用者と一緒に目標を設定するこ

とが重要である。 

④ 同条第 4 号については，介護予防の取組が利用者のできる行為を増やし，自立

した生活を実現することを目指すものであることから，利用者の自立の可能性を

最大限引き出す支援を行うことが基本であり，利用者のできる能力を阻害するよ

うなサービスを提供しないよう配慮すべきことを規定したものである。 

⑤ 同条第 5 号については，介護予防においては利用者の生きがいや自己実現のた

めの取組も含めて利用者の生活全般を総合的に支援することが必要であり，介護

予防支援の提供に当たっては，介護予防サービスのみで利用者を支援するのでは

なく，利用者自身の取組や家族の支援，様々な保健医療サービスや福祉サービス，

地域における住民の自発的な活動など多様な主体によるサービスがサービス担当

者会議等の機会を通じてそれぞれ連携して提供されるよう配慮すべきことを規定

したものである。 

⑥ 同条第 6 号については，地域支援事業及び介護給付との連続性及び一貫性を持

たせることを規定したものである。具体的には、要支援者の心身の状態が改善し

たり，悪化することにより，地域支援事業における二次予防事業の対象者となっ

たり，要介護者と認定されることがある。また，二次予防事業の対象者の心身の状

態が悪化したり，要介護者の心身の状態が改善することにより要支援者と認定さ

れることもある。このような場合に，利用者に対する支援が連続性及び一貫性を

持って行われるよう，指定介護予防支援事業者が地域包括支援センター及び居宅

10



介護支援事業者と連携を図るべきことを規定したものである。 

⑦ 同条第 7 号については，利用者が要支援に至る過程やその状態は様々であり，

また，利用者の意欲や生活の状況等によって，その取組の方法についても利用者

によって様々であることから，一人ひとりの利用者に応じて，効果的なサービス

が提供されるよう支援すべきことを規定したものである。 

⑧ 同条第 8 号については，介護予防支援の提供を通じて利用者の機能が改善した

場合には，その機能が維持できるように，利用者自らが継続的に意欲を持って取

り組めるよう支援すべきことを規定したものである。 

※下線は介護ケア推進課による 
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