
（2021年度 直方市地域包括支援センター）

令和３年度
直方市地域ケア会議について
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本日の説明内容

介護保険法の理念及び

地域ケア会議の位置づけ

地域ケア会議の目的

地域ケア会議の経過

令和3年度の地域ケア会議の流れ

各担当別資料

事例提供者・助言者等
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介護保険法の理念①

介護保険法 第１条(目的)

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。
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介護保険法の理念②

介護保険法 第2条（介護保険）

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。
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。
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介護保険法の理念③

介護保険法 第４条(国民の努力及び義務)

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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介護保険法 第百十五条の四十八（会議）

市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の効果的な実施のために、介護

支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、

関係機関及び関係団体（以下この条において「関係者等」という。）により構成される会

議（以下この条において「会議」という。）を置くように努めなければならない。

2 会議は、厚生労働省令で定めるところにより、要介護被保険者その他の厚生労働省令で

定める被保険者（以下この項において「支援対象被保険者」という。）への適切な支援を

図るために必要な検討を行うとともに、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。

3 会議は、前項の検討を行うため必要があると認めるときは、関係者等に対し、資料又は

情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

4 関係者等は、前項の規定に基づき、会議から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必

要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。

5 会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、会議の事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が定める。

地域ケア会議の位置づけ
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１）介護支援専門員による自立支援に
資するケアマネジメント支援

地域ケア会議の目的

2）地域包括支援ネットワークの構築

個別ケースの
支援内容の
充実に向けた
会議

社
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3）地域課題の把握

地域ケア会議の目的 成果
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直方市のケア会議の経過

年度 事例数

平成２７年 ・地域ケア会議開始（自立支援型）
要支援の新規利用対象者

119件
（25回）

平成２８年 ・毎週３～６事例検討 232件
（４９回）

平成２９年 ・毎週３～６事例検討 235件
（４７回）

平成３０年 ・月2回 ６事例/回
月一回は専門職による学習会開催

130件
（２４回）

平成３１年
（令和元年）

・平成31年１月からサービスC開始
＊サービスC新規対象者全件

（H３１年１月からR2年３月まで）

193件
（３３回）

令和２年 ・サービスC全件を除外
・生活支援コーディネーターより

事例提供者に地域資源を提供

（コロナの影響）
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平成30年度

直方市のケア会議の取り組み

コラボレーション

地域ケア会議×企業・団体

❶近くに店がなく、買い物に行くこと
ができない

❷掃除機が重くて掃除できない

❸難しい食事の用意ができない
❹低栄養である
など

グリーンコープ
（移動販売車）

ベスト電器

明治 大塚食品
（柔らか食・高カロリー食）

地域ケア会議ででてきた課題を
企業とともに解決

スズキ自動車販売・セブンイレブンジャパン・キューピー・吉野家・ヤクルト・九州電力など（順不同）
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令和2年度

生活支援コーディネーターによる地域資源の発掘
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直方市のケア会議の取り組み



地域ケア会議の課題

①地域ケア会議の件数が多くケアマネの負担と
なっている

（開始後、約100～240事例/年）

②地域ケア会議のみで終了している。
助言を聞くのみで止まっている場合が多く、
その後の状況・変化等を把握していない

地域ケア会議を会議室のみで終わらせず、
専門職の積極的な介入により利用者様の個々の問題解決に
より目を向ける
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令和３年度の地域ケア会議

・ルール
・概要
・日程
・時間配分
・会議の流れ
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令和3年地域ケア会議のルール

☆ 質疑応答について
・興味本位の質問はしない。
・自分の職種の立場からの質問をする。

☆ 助言について
・自分の職種の立場からの専門的な意見を

具体的に述べる。
・意見がない場合は、無理に発言しなくてもよい。
・簡潔に、箇条的に述べる。

※ケアプランを否定・変更するような会議ではないことを

理解しての助言をお願い致します。

13



地域ケア会議の概要

項目

開催日時 第3水曜日（原則） 午前 9：00～

開催場所 直方市役所 503.504会議室

参加者 ・事例提供者 （別紙参照）
・事例提供者が利用している事業所
・助言者（OT.PT/ST.歯科衛生士/管理栄養士/薬剤師）

・生活支援コーディネーター
・庁内関係者 等

事例対象者 直方市在住の高齢者（介護度は問わない）
自立支援に向けて取り組めそうな利用者
専門職等の関与が必要である利用者
困難事例 （生活・金銭等）
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地域ケア会議（タイムスケジュール）

時間 所要時間

９：００
会議出席者の健康チェック
（検温・健康状態の確認）

９：００ ～ ９：３０ 1事例目 ３０分

９：３０ ～ ９：４０ （休憩 換気） １０分

９：４０ ～１０：１０ 2事例目 ３０分

１０：１０ ～１０：２０ （休憩 換気） １０分

１０：２０ ～１０：５０ 3事例目 ３０分

１０：５０ ～１１：００ 訪問先の決定
（R３年度から追加：訪問事例と職種の検討）

※事例提出者は可能な限り参加

10分
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項目 所要時間 ポイント

① 事例提供者の
概要説明

３分

・ 現在の状況（生活機能の低下）に至った個人因子・環境因子を簡潔に
説明して下さい（自立を阻害している背景を洞察することが重要）

・ 課題整理総括表及び支援計画を解説して下さい
→ 改善可能な機能や重要なポイントを中心に説明して下さい

・ 助言者に対して尋ねたいことや苦労していることがあれば盛り込んで
説明して下さい

② サービス事業所の説明 2分 ・現在のサービス中の状態

③ 生活支援コーディネータ 2分 ・居宅周囲の環境 地域資源の紹介

④ 資料の読み込み ５分

・ 司会者はポイントを絞って資料に目を通し、おおよその状態像をイメー
ジします

・ 参加者は、自らの専門分野を中心に内容を確認して下さい。例えば保
健師・看護師は医療リスクの高い人の生活上の注意点等に対して支
援計画が妥当かどうか、という視点です

・ 助言者は、自らの専門分野を中心に内容を確認して下さい

⑤ 助言者からの
質問・助言

16分

・ 司会者が課題を整理して状態像を絞り込んだ上で進行します
ケースの本質（自立を阻害している要因）やケアプラン

の注意点などについて、端的に言語化してまとめ、共通認識（抽出した
課題）に漏れが生じないようにしましょう

・ ＯＪＴの場であることを意識して、参加者の発言を促しましょう

⑥ まとめ・
事例提供者の感想

2分
（合計30分）

・ 今後参考となる意見やケアマネジャーや事業者が当面必要がある自課題には、
その漏れがないよう最後に確認しましょう。

地域ケア会議（タイムスケジュール）



令和3年地域ケア会議の流れ

書類の準備

CM:事例提出者

〆切：地域ケア会議２週間前

書類の作成
包括支援センター主任CMに

・必要書類の提出

提出書類については
🌸スライド28ページ
以降を参照

日程通知

・助言者：
今年度３月末
・事例提出事業所：

🌸21ページ参照

直方市

地域ケア会議

・第3水：9：00～
・3事例/日
・1事例：30分程度

直方市
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R３年度 地域ケア会議（訪問例①）

18

介護支援専門員としては、普通に会話はできていると思うけど、
飲み込むときにむせがあるともいうし・・・・？？

・疾患に伴う嚥下の問題？？
・本人が声が出ていないと感じている？

（不安感が強い）
・会話機会の減少によるもの？？

・生活状況の確認
・専門職が関与して口腔・嚥下のアセスメント
・必要に応じての助言・指導・評価

専門職

利用者様が
脳梗塞後で声が以前のように出ない出したいと思っている

がどうしたらよいかわからない？？？
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R３年度 地域ケア会議（訪問例②）

歩いてほしいけど本人は、痛みが強く運動できないと
言っている。ますます、歩行状態が悪くなりADL低下
が見込まれる・・・・。
リハビリの必要性を伝えているけど、伝わっていない
のかしら？
このままで、いいの？？？

食事を食べないと薬は飲まないと言って
頑なに 食べてない時は薬を飲んでくれない
残薬は多いし、ご飯も食べてないみたいだ



令和3年地域ケア会議の流れ

地域ケア会議

・第3水：9：00～
・1回3事例
・1事例：30分程度
・会議後の訪問の希望

直方市

令和3年度から追加

20

日程通知

・助言者：
今年度３月末

・事例提出事業所：
🌸スライド21ページ
参照

直方市

CM：事例提出者

訪問

助言・指導

助言者・生活支援コーディネータ

利用者様の
・現状把握
・助言
・指導

訪問

評価（3か月後）

3か月後、

前回指導した
内容の確認し
評価を行う

事業所

書類の準備

CM:事例提出者

〆切：地域ケア会議２週間前

書類の作成
包括支援センター主任CMに

・必要書類の提出

提出書類については
🌸スライド28ページ
以降を参照



地域ケア会議日程表

※評価の下の日付は1回目の訪問日

４月 ５月 ６月 １月 ２月 ３月

21 19 16 19 16 16

五月園
(4/7)

医師会
(5/6)

すこやか
(6/2)

はぴあ
(1/5)

すみの苑・

GRAND

(2/2)

報告会

28 26 23 26 23
訪問 訪問 訪問 訪問 評価

4/28
訪問 評価

5/26
訪問 評価

6/23
訪問 評価

7/28
評価
10/27

20 17 15

なごみ
(11/4)

24第4水曜日
訪問・評価

（いつの事例の評価）

28

８月

長光園
(8/4)

25
訪
問

会
議

第3水曜日
担当事業者

（書類の締め切り日）

21 18

トータル
(7/7)

７月

しおり
(9/1)

９月

22

１０月

こころ
(10/6)

27

１１月 １２月

直方病院
(12/1)

22
評価
8/25

評価
9/22

15

※ 原則：地域包括支援センター：2事例 居宅介護支援事業所：1事例
※ 緊急にケア会議をかける事例がある時や諸事情で

変更の可能性はあります。
※ 訪問・評価は原則午前中に実施
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※（ ）内の日付は資料提出締切日

訪問の３か月後



１ 地域ケア会議 ：第３水曜日

訪問先の決定 （１会議に１事例程度の予定）

１）助言者： 事例シートの「訪問の必要・不要」をチェック
２）３事例後に助言者自身が上記 １）に関しての挙手を行う

※他職種に関しての訪問推薦ではありません。
※訪問する助言者は２名程度

R3年地域ケア会議（訪問）
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訪問することによって
改善の見込みを勘案し判断



R3年地域ケア会議（訪問）

2 利用者宅訪問・書類：第４水曜日

・訪問者：担当介護支援専門員・助言者・生活支援コーディネーター
サービス提供事業所

・方法： 利用者の現状把握し、個別の課題解決に向けた助言・指導

・書類の提出（情報共有）
・助言者（専門職）

＊「地域ケア会議後の訪問及び評価（助言者用）」⇒介護支援専門員
＊「地域リハビリテーション活動支援事業 活動日誌」

⇒当日地域包括支援センター主任介護支援専門員に提出
・介護支援専門員：

＊「地域ケア会議後の訪問及び評価（介護支援専門員）（助言者用）」
⇒地域包括支援センターの主任介護支援専門員に訪問後一週間内提出

＊サービス事業所が参加できない場合、介護支援専門員・助言者が事業所に
情報提供（助言内容・指導内容）を伝達

・サービス提供事業所（助言を受けた）：
毎月のモニタリング時に担当介護支援専門員に助言・指導内容の経過を報告

★訪問後の指導内容がその場限りならないよう情報共有
23



地域ケア会議（訪問・評価票）
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助言者⇒介護支援専門員

地域ケア会議後の訪問及び評価（助言者用） 事例提出日：令和 年 月 日

タイトル： 利用者名(イニシャル）：

訪問の目的（選出理由）：

記載者： （薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・歯科衛生士・管理栄養士）

実施日 （令和 年 月 日） 評価日 （令和 年 月 日）

助言
指導内
容

達成・一部達成・未達成

今後の方針：

※訪問後、介護支援専門員に渡してください。
介護支援専門員⇒包括主任

地域ケア会議後の訪問及び評価（介護支援専門員用） 事例提出日：令和 年 月 日

タイトル： 利用者名(イニシャル）：

訪問の目的（選出理由）：

記載者：

実施日 （令和 年 月 日） 評価日 （令和 年 月 日）

助言
指導内容

達成・一部達成・未達成

今後の方針：

※訪問・評価一週間内に直方市地域包括支援センター主任宛て（FAXでも可：0949-24-7320）

助言者（訪問した）が、介護支援専門員に提出

直方市地域包括支援センター：
主任介護支援専門員に提出

（訪問1週間後まで）

※サービス事業所と、十分な情報交換を行い
毎月の状況を介護支援専門員に報告。



R3年地域ケア会議（評価）
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3 評価・書類：訪問３か月後の第４水曜日

・訪問者：担当介護支援専門員・助言者・生活支援コーディネーター
サービス提供事業所

・方法 ：助言指導後の評価を行う

・書類の提出
・助言者（専門職）：

＊「地域ケア会議後の訪問及び評価」（助言者用）⇒介護支援専門員に提出
＊「地域リハビリテーション活動支援事業 活動日誌」

⇒当日地域包括支援センター主任介護支援専門員に提出
・介護支援専門員 ：

＊「地域ケア会議後の訪問及び評価」（介護支援専門員）（助言者用）
⇒地域包括支援センターの主任介護支援専門員に評価後一週間内提出

・サービス事業所 ：助言・指導内容が3か月後にどうなったか経過を報告
⇒介護支援専門員に提出



R3年地域ケア会議（期待と効果）

利用者宅訪問による期待と効果

26

介護支援専門員

・個々の問題の解決にきっかけ
・専門的な視点を学べる
・一人で悩まなくてよくなる

・地域ケア会議での助言が生きたものになる
・在宅での利用者の問題に直接触れられる

助言者（専門職）

・多職種と連携しやすい環境

・多職種との連携による個々の問題解決

利用者：自分らしい生活を続ける



R３年地域ケア会議（サービス提供事業所）

＊ＳＴ/歯科衛生士のいない通所系に関しても、
介護職員等に関して食事介助方法
口腔ケア指導（スタッフ教育・

かみかみ百歳体操等）を行う

【専門職不在の事業所のスキルアップ】

＊通所系サービス事業所（PT/OT不在）へ
出張して頂き 効果的な運動方法を指導

(いきいき百歳体操等)
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地域ケア会議（事例提供者向け）
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□：基本情報と基本チェックリストに記載されている
個人が特定されるすべての情報

・氏名 （包括でイニシャル表記にします）
・生年月日（年齢は必要）
・電話番号
・住所の番地

□：来所者（相談者）の氏名・住所（住所は○○市○区を残す）

電話番号（本人が相談者の場合は、上記に準ず）

□：緊急時の連絡先
（家族等の氏名・電話番号等 続柄・住所は○○市○区を残す）

⚠提出時の注意点：個人情報データ
なお、提出される際は個人情報データーを削除し提出してください。

（修正テープ等で可能）

書類提出時注意点

29



提出書類について①

□：1.地域ケア会議 提出用書類 表紙

30

提出書類一覧

訪問に関すること

1. 地域ケア会議 事例提出書類 表紙

居宅介護支援事業所

事例提出者氏名

事例発表日 令和 年 月 日

※書類〆切は会議の２週間前

事例のタイトル

提出理由

（困っていること
解決したいこと等）

サービス事業所名
及び

出席有無
（介護保険法第１１５条48

規定）

事業所名

（ 出 ・欠 ） 欠席理由：

事業所名

（ 出 ・欠 ） 欠席理由：

事業所名

（ 出 ・欠 ） 欠席理由：

※欠席される事業所は計画書等の提出をお願いいたします。

地域ケア会議後 訪
問

訪問理由や訪問にあたっての注意点や配慮すべき点等があれば記載

※地域ケア会議後の訪問は会議一週間後の水曜日、評価は３か月後の水曜日の予
定

提出書類

□ 1,地域ケア会議 提出用書類

□ 2.基本情報（フェイスシート）

□ 3.基本チェックリスト（総合事業・予防給付のみ）

□ 4.アセスメントシート（要介護：事業所使用の物）

□ 5.口腔問診票

□ 6.薬の情報（薬効も含む）

□ 7.課題整理総括表

□ 8.ケアプラン

□

9.サービスC（利用されている方）
□：サービスC及び非該当の理由の記された書類 □：興味・関心チェックシート
□：生活行為アセスメント □：介護予防メニューアセスメント
（運動機能向上・簡易栄養状態・嚥下機能）

□
10.住宅改修（現プランのなかで住宅改修をされてる方）
住宅改修の見取り図

R3.4.1 直方市地域包括支援センター

サービス事業所
の出欠に関する
こと

タイトルや
事例提出理由



提出書類について①

□：2.基本情報（フェイスシート）
□：3.基本チェックリスト（総合事業・予防給付のみ）
□：4.アセスメントシート（要介護：事業所使用の物）
□：5.口腔問診票
□：6.薬の情報（薬効も含む）
□：7.課題整理総括表
□：8.ケアプラン
□：9.サービスC（利用している場合）

□：サービスC及び非該当の理由の記された書類
□：興味・関心チェックシート
□：生活行為アセスメント
□：介護予防メニューアセスメント（運動機能向上・簡易栄養状態・嚥下機能）

□：10.住宅改修（現プランで住宅改修されてる方は見取り図）
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□：1.地域ケア会議 提出用書類 表紙



事例提供者（事例の紹介例）

⚠事例提供者は以下の内容を組み込んで
事例の紹介（3分）を行ってください。

□：担当期間
□：タイトル及び

地域ケア会議に出した理由（困り事等）
□：利用者様の生活
□：サービス利用状況

等

32



介護支援専門員⇒包括主任

地域ケア会議後の訪問及び評価（介護支援専門員） 事例提出日：令和 年 月 日

タイトル： 利用者名(イニシャル）：

訪問の目的（選出理由）：

記載者： （薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・歯科衛生士・管理栄養士）

実施日 （令和 年 月 日） 評価日 （令和 年 月 日）

助言
指導内容

達成・一部達成・未達成

今後の方針：

※訪問・評価一週間内に直方市地域包括支援センター主任宛て（FAXでも可：0949-24-7320）

地域ケア会議（訪問・評価票）
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主任介護支援専門員記載

訪問：
介護支援専門員が記載

評価：
介護支援専門員が記載



地域ケア会議

（助言者向け）

34



理学療法士・作業療法士

訪問の視点

① 生活不活発病（転倒）
・転倒による骨折の既往歴がある場合は、必ず転倒の場所、原因を確認する。
・転倒の原因が内因性によるものなのか外因性（環境）によるものなのか見極める。
・廃用症候群の高齢者に対するサービス事業所での機能訓練の具体的な助言

② 脳梗塞片麻痺
・身体機能の改善のみでなく生活機能（生活行為）の向上を目指す助言
・環境面（補装具、補助具）に対する助言も忘れない事

③ 疾患の症状
・疾患の主な症状、注意すること
・運動機能向上訓練をする場合の注意事項、リスク管理等

④ 体験事例の紹介
・成功・失敗の事例を具体的に紹介しながら話す。

⑤ 利用者が具体的に取り組む運動や活動への助言
・利用者が今後の目標を達成できるようにサービス事業者等への助言も行なう。

助言者（専門職に期待すること）

対象者
＊筋骨格系の疾患が有り筋力や体力を低下させている
＊精神的問題・環境的問題により一時的に機能が低下している
＊リハビリの必要性は感じていないが早期に運動習慣をつけることで

能力の維持・改善の必要性がある。
＊通所系サービスや訪問リハビリなどの介護サービスを利用されていない利用者

方法
＊利用者宅訪問し現状の把握及び生活動線の確認・

適切な運動・サービスの提案
＊生活リハビリ・ADL向上

地域ケア会議に
おける

助言者としての視点



地域ケア会議における専門職としての視点等

地域ケア会議に
おける

助言者としての視点

① 口腔ケアの必要性についての一般的な助言のみでなく、対象者によってどの程度のケア
指導が必要なのか見極めること

② 継続的、或いは抜本的なケアが必要な場合にはケアプランに盛り込むことを助言
・その際、歯科受診や訪問歯科診療等について確認

③ 予後予測として、例えば構音障害の場合どこまで改善が見込まれるか、維持なのか、
悪化の遅延化なのか、多少は改善の見込みがあるかどうか

④ 誤嚥性肺炎の危険性が予見できそうな事例については、
その具体的な予防策を助言する事
・例えば年齢から推測し「老嚥」ではないかや、脳血管等の疾患の特徴として助言する

⑤ 口腔機能の重要性を伝える
・咀嚼・嚥下機能低下 → 栄養障害 → ＡＤＬ低下 → ＱＯＬ低下

助言者（専門職に期待すること）

言語聴覚士・歯科衛生士

訪問の視点

対象者：
＊咀嚼に問題があるも定期的な口腔の手入れ・

食事（食事介助）が行われていない利用者
＊言語聴覚士による訓練にて改善の見込みがある利用者
＊内科疾患が有り口腔内の環境を整える必要がある方で

歯科受診をされず放置している
方法

＊嚥下状態の確認・食形態の指導や調理方法の指導・
口腔マッサージ・適切な食事状況の確認・食事介助等

＊利用者宅訪問し口腔内の状況把握と手入れ及びの提案



職種 地域ケア会議における専門職としての視点等

地域ケア会議に
おける

助言者としての視点

① 永年の生活習慣をみる
・習慣を改善させた成功例等の助言に心がけること。

例えば、カロリー制限の必要な事例に対しては、お茶碗や箸の選択など
・食事のアセスメントの必要度の見極め（特に栄養面に問題がなければスルーする。）

② 低栄養
・タンパク質摂取は解るが、どのような調理、どのような素材を選択したらいいか伝える

例）肉×の人「卵」、「納豆」、「豆腐」等 肉〇の人
１日のタンパク質摂取量の目安〇ｇ等

・効果的なカルシウム摂取の方法（高齢者に適した食材の紹介）
・嚥下機能が低下してる人に適した食材（言語聴覚士や歯科衛生士と要相談）
・必要カロリーを摂取する工夫（食べ方：おにぎり、ゆで卵等手で掴んで食べれるなど）

③ 糖尿病
・具体的な成功例の助言を心がけること
・少量でも満腹感が得られる食べ方の紹介等

④ 高血圧
・減塩する方法（具体的な方法の提示） 食べ合わせ等の紹介

⑤ 標準的なメニューの紹介
・コンビニ、スーパーでのメニュー（食材選び）づくり
・電子レンジレシピ、電磁調理器レシピ、炊飯器レシピ等の紹介

助言者（専門職に期待すること）
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対象者
＊食事管理が上手く行われておらず、今後悪化する可能性がある利用者

方法
＊献立の提案・食事上の注意点の提案

訪問の視点

管理栄養士



助言者（専門職に期待すること）

地域ケア会議に
おける

助言者としての視点

① お薬が食事・睡眠・排泄等に与える影響を加味して、飲み方や、副作用等で日常生活で
気をつけた方がいい事を確認する。

② 医療機関を複数かかっている場合、重複するお薬がないか、飲み合わせで
気をつける薬がないか等の確認

③ 服薬状況等悪い場合、内服方法の助言や、内服回数の検討が可能かどうか助言。
（かかりつけ医やかかりつけ薬局へどのように伝えたらいいか助言して頂く。）

④ 経験事例を通しての具体的な助言
・在宅へ訪問して良かったケース
・内服管理をするための環境助言など （服薬カレンダーの活用など）

38

訪問の視点

対象者：
＊自宅での内服管理方法が不明瞭
＊複数の病院を受診 病院間の内服の情報交換ができていず、

同作用の内服や、相互作用にての副作用がある方

方法
＊複数の病院から処方されている内服の整理
＊薬効や副作用・禁忌の説明
＊管理方法の提案

薬 剤 師



地域ケア会議に
おける

情報提供の視点

助言者（専門職に期待すること）
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生活支援コーディネーター

訪問の視点

利用者が地域で生活するための社会資源の提案
① ご本人宅の住宅周囲環境の確認

外出を阻害している因子を綱領
② 公共機関の把握
③ 病院（歯科も含む）の把握
④ 買い物場所
⑤ 地域の通いの場所

各個人の社会資源を集約して、各地区毎または、各趣味活動毎にまとめる。

利用者にお会いし実際の状況を勘案した外出方法の提案
必要な地域資源の把握と資源の構築



直方市地域ケア会議 助言シート

実施日： 令和 年 月 日 氏名： .

助言者職種： 薬剤師・主任介護支援専門員・訪問看護・管理栄養士・歯科衛生士・言語聴覚士・精神保健福祉士・理学療法士・作業療法士 氏名：

事例番号

助言が必要となる現状
(病名・環境・精神面等）
・リウマチ
・在宅環境
・本人が困っていない

助 言 内 容
(事例提出者が気が付いてない視点等）

期待される改善内容
・外出機会の増加
・自宅での調理ができる

備考
・今回の情報以外に必要なアセスメント内容等
・ご本人の生活感の聴取や今後の生活をどう考えているか

1

＊訪問：必要・不要 （最後に訪問の必要性を確認します）

2

＊訪問：必要・不要 （最後に訪問の必要性を確認します）

3

＊訪問：必要・不要 （最後に訪問の必要性を確認します）

このシートは、地域ケア会議でいただいた助言により全体の課題整理や評価、ケアマネジメントの向上等の資料として活用します

訪問先の決定時に参考にしてください。

①自身の職種が
訪問の必要性については、
「訪問：必要・不要」 をチェック
②３事例後に挙手にて訪問を決定

地域ケア会議（助言シート）
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助言者⇒介護支援専門員

地域ケア会議後の訪問及び評価（助言者用） 事例提出日：令和 年 月 日

タイトル： 利用者名(イニシャル）：

訪問の目的（選出理由）：

記載者： （薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・歯科衛生士・管理栄養士）

実施日 （令和 年 月 日） 評価日 （令和 年 月 日）

助言
指導内容

達成・一部達成・未達成

今後の方針：

※訪問後、介護支援専門員に渡してください。

地域ケア会議（訪問・評価票）
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主任介護支援専門員記載

訪問：
助言者（訪問した）記載

評価：
助言者（評価した）記載



地域ケア会議

（サービス事業所向け）

42



サービス提供事業所

□ 介護（介護予防）計画書やモニタリングの報告書
□ 利用者の個別のサービス計画及び経過がわかるもの

その時点で保有している計画書や報告書などの写しの提出

□ サービス提供内容等
例）デイサービスでの過ごし方、具体的なリハビリ支援の方法、家族関係

ホームヘルパー派遣時の様子や具体的な支援の箇所、日中の様子など。

※上記２点以外にも、利用者の支援を検討する際に必要と思われることなどがあれば、
資料による説明、または口頭での説明によりお知らせください。

【地域ケア会議】

〇提出書類：事例提供者に提出

〇地域ケア会議での説明
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【地域ケア会議後の訪問・評価】
□ 訪問から評価までの間の利用者の状況確認と指導内容の継続
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介護サービス係よりお知らせ
地域密着型サービス・総合事業の指定を受けている事業所様へお願い

指定更新の手続きや各加算等の変更届は忘れずに提出ください
（提出期限に十分、気を付けてください）

直方市地域包括支援センター
令和3年度にサービスCの公募型プロポーザルを実施します

お 知 ら せ



ご静聴ありがとうございました。

直方市地域包括支援センター

FAX：0949-24-7320
※ご意見・質問等があれば、3/23までにホームページ上に

添付されている質問票に記載しFAXください


