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１．ケアプラン作成の視点

自立支援に繋がる支援
ケアマネジメント



課題整理表が提示される背景とポイント
背景：高齢化に伴う独居・老老世帯の増加に向き合う

H25年：介護支援専門員の資質向上と今後のあり方検討会での指摘

①適切な課題把握が不十分

②サービス担当者介護で他職種協働が機能していない

③ケアマネジメントのモニタリング、評価が不十分

⇒ 利用者の状態、情報整理、分析から課題を導く課程を多職種協

働の場面で説明するための「課題整理表」

⇒短期目標の達成度合いを評価することで効果的ケアプラン作成に

つなげるための「評価表」

H27年：地域法包括ケアシステム：医療・介護・介護予防・住まい・生活支援

H３０年自立支援のケアマネジメントの推進が提案⇒その具体化



課題整理表・評価表の位置づけ

アセスメント⇒課題整理表⇒ニーズ（課題）に落とす

ニーズ：２表の「生活全般の解決すべき」に具体化・長期目標⇒短期
目標の達成のサービス内容・次期を明らかにする⇒サービス担当者
会議で多職種の意見を求める・・・ケアプラン修正・・利用者合意⇒配
布

モニタリング⇒評価：短期目標ごと、利用者の満足、達成状況と根拠

評価表：具体的なサービスごとに目標達成評価

⇒プラン見直し



アセスメントから課題整理表に落とす

•厚生労働省の課題分析標準項目（９項目）

１．基本情報、２．生活状況 ３．被保険者情報 ４．利用しているサービ
ス ５．障害自立度 ６．認知症自立度 ７．主訴 ８．認定情報 ９．アセ
スメント理由

・厚生労働省のアセスメント項目（１４項目）

１０．健康状態 １１．ADL.１２．IADL １３．認知 １４．コミュニケーション
能力 １５．社会との関わり １６．排尿排便 １７．褥瘡・皮膚の問題

１８．口腔衛生 １９．食事接収 ２０．問題行動（認知症に伴う周辺症状）
２１．介護力 ２２．居住環境 ２３．特別な状況（虐待・ターミナル等）

これらが情報入手・現状把握・聞き取り・できていることが全体で課題整理
に入る



課題整理表：状況の事実
４段階（又は支障の有無）を記入しその根拠を
絞る⇒自立した日常生活の阻害要因
ADL：移動(室内移動 ・屋外移動）食事（内容・摂取・調理）排泄（快尿

排泄と排泄動作に別れる）・口腔（口腔衛生・口腔ケア）

・着脱（更衣）・服薬・入浴）IADL（掃除・洗濯・整理物品の管理・買物・
調理・金銭管理・認知症・コミニケーション力・社会とのかかわり

・褥瘡・皮膚の問題・行動心理症状（BPSD）・介護力・居住環境

阻害要因は疾患名だけはなく、糖尿病で食事感できないやインスリン注射
の管理できない等具体的に記載する。

６ケまでに原因を絞る。番号は便宜的で優先順位ではない



課題整理表：改善・維持の可能性は３段階

• ４段階で「自立」又は「支障なし」を選択した以外のみ対象

•改善・維持・悪化の３段階で「改善/維持の可能性」を記載する

•備考欄の状況と支援内容を記載する



課題整理表：見通し⇒利用者及び家族の生活に
対する意向⇒生活全般の解決すべき課題

•前項の「自立した日常生活を妨げている要因」の解決に向けて、介
護支援専門員の「仮説」として「どのような援助を実施することで」
「状況がどのように変化することが見込まれるか」を記載する

• アセスメントの「利用者及び家族の生活に対する意向」で課題を抽
出するのに重要な項目を記載する

• 「見通し」欄の内容から「生活全般の解決すべき課題」を整理する。
その際に利用者の望む生活をかなえる」ことが前提である。

• ⇒希望しない項目はプランにはならない⇒優先順位で反映できない
課題は「ー」を入れる



ニーズの捉え方：アセスメントの視点

•生活全体を把握する

•訪問し・見て・聞いて・観察して・分析する

•介護者は誰が、どのように介護に関して考えているか

•介護者と利用者の関係性

• キーパーソンは誰か

•基本情報

•標準項目

• アセスメントシートの活用



ニーズの捉え方：アセスメントの方法

• ケアマネのバックグランドは様々

•自分の判断⇒多職種の意見を聞く

• その利用者のニーズを多職種（医療・看護・リハビリ・用具など）が他
捉ええいる現状の課題を把握する

•他の専門職は何をニーズとして捉えているか

•主治医の意見書・訪問調査の７４項目は不可欠

• これを元に主治医に課題に関して意見を求めることも大切



利用者は何が困っているか⇒掘り下げる

•困り事とニーズは異なる

•困り事の原因、要因を「なぜ」出てきたのかを掘り下げる



ニーズからプランへ

•生活歴や価値観を尊重する

• どのような支援方法が妥当か検討する

•介護保険以外の地域資源、インフォマルなサービスでの対応を健人
する⇒介護保険は最後の対応

•優先課題を明らかにする

•多職種の意見をきく・・サービス担当者会議

•期間を決めて目標を明確にする

•短期目標は達成可能な目標でステップアップする



ケアプランから明らかになった課題①
•通院・服薬把握が不十分

→通院方法・回数は主治医との連携で不可欠

→薬内容、副作用、服薬状況は不可欠

•日常生活のスケジュールが記載もれ

→やればできるが意味が理解でていない

→聞くと、見ていない夜や朝の状況がつかめる

•課題と優先順位が不十分、課題の重複

→生命に関わる事が最優先

•～したいとの表現にとらわれている



ケアプランから明らかになった課題②
短期目標が期間で評価できるほど具体化されていない

→実現可能な目標を、計画→実施→確認→次の短期目標を設定
する・・・確実に目標に近づける

•認知症、廃用症候群の事例で状態像に応じたサービスの整理が
不十分

→やっていない理由を明確にする

→優先順位との関係で検討課題にする



ケアプランから明らかになった課題③
•改善可能性が高いが、リハビリ利用少ない

→リハビリの課題を明確にする・・・医師、理学療法士の意見を聞く

→訪問リハビリの数が少ない、自宅訪問の可能性をあたる

→通所リハビリ利用の可能性の検討

→通所介護の個別機能訓練の具体化

•通所介護のサービスと課題の整合性がない

→パターン化になりがち（レスパイト、交流、外出機会、手作業）在
宅の個別性に対応する



問題解決に向けた提言（日本総研）
１．研修等によるケアプラン記載方法の定着化

•地域包括による相談支援の強化

•事業所内の主任介護支援専門員による指導

•研修会の演習、実習の強化

２．ケアプラン様式の見直し

３．ケアプラン運用方式の見直し

４．情報収集とアセスメントを確実にするためのルール化

５．ケアプラン点検の拡充

６．ケアプランと個別サービス計画の連携強化



居宅サービス計画書の新様式

•第１表：総括表（現行１表の修正）

•第２表：課題整理表（新）

•第３表：サービス計画表（現行２表）

•第４表：週間サービス計画表（現行３表）

•第５表：モニタリング表（新）

•第６表：サービス担当者会議の要点（現行４表）

•第７表：支援経過（現行５表）



第２表（課題整理表）

ADL(室内移

動 ・屋外移
動・食事・排泄・着

脱・入浴）
IADL（掃除・洗濯・
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し・通院・服薬・金
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身体機能
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介護力
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個別評価
判断し
た根拠

予後予測
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決すべきニーズ





質の向上のため
１．課題抽出のシート活用

地域ケア会議はこのシートのみで行う。

２．モニタリングシートの活用・・別紙

３．入院しても地域の関係者との調整・連携役を

ケアマネジャーが果たす。

この様式によりサービス担当者会議が多職種協働を促進する
早い段階から医療機関の適切な助言が得られる



アセスメント⇒ニーズ⇒ケアプランの見直し
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２．平成３０年度の居宅介護支援の
運営基準の変更

医療・介護の役割分担と連携強化
公平中立性

ケアプランの適正化
診療報酬との関係で混乱が出ている



平成３０年から都道府県⇒市町村指定へ
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従来 H３０年から



医療・介護の役割分担と連携強化ー１

入院時に担当ケアマネの氏名等を入院先に提示
するよう依頼することが義務化
１．目的・・・退院支援に繋げる

２．診療報酬との連携：病棟で在宅復帰が困難の理由を明らかにする

３．方法：服部提案

①利用者への説明・同意（記録に残す）・・ケアマネの支援は在宅か

ら、入退院支援まで幅広いことを説明

②介護保険証に名刺を入れるだけでは不十分

③医療保険に入れるほうが効果的

④医療機関の皆さまへ：ケアマネジャー〇〇です、入院時は連絡く

ださい。



医療・介護の役割分担と連携強化ー２

入院時情報連携加算

①３日以内に情報提供（方法問わない） ２００単位

②７日いないに情報提供（方法問わない） １００単位

FAX場合には受け取り確認・・記録に残す



医療・介護の役割分担と連携強化ー３

退院退所加算 以下の1回限り
Ⅰ－イ 医院・施設職員から情提供を受ける ４５０単位

１－ロ イの情報をカンファレンスで受ける ６００単位

Ⅱーイ カンファレンス以外の方法で情報提供を２回以上

受ける ６００単位

Ⅱ－ロ ２回以上の報提供のうち、１回はカンファレンス

により受ける ７５０単位

Ⅲ イの情報提供が３回以上、うち、１回はカンファレンス

で受ける ９００単位

★カンファレンス参加者の条件はない



退院時連携に係る介護・診療報酬の一覧
介護報酬加算＜ケアマネ側＞ 診療報酬加算＜病院側＞

入院入院時情報連携加算

退院

退院退所加算 以下の1回限り
Ⅰ－イ ４５０単位

医院・施設職員から情提供を受ける
１－ロ ６００単位

イの情報をカンファレンスで受ける
Ⅱーイ ６００単位

カンファレンス以外の方法で情報提
供を２回以上受ける

Ⅱ－ロ ７５０単位
２回以上の報提供のうち、１回はカ
ンファレンスにより受ける

Ⅲ ９００単位
イの情報提供が３回以上、うち、１
回はカンファレンスで受ける

★カンファレンス参加者の条件はない

緊急時等居宅ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ加算

①退院支援スクリーニング

②退院支援計画書作成

③退院支援計画の遂行

⑤退院支援加算１ 算定

⑥退院後訪問指導料（１回につき）
訪問看護同行加算

④退院時共同指導（退院時ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ）

総合評価加算
100点

介護支援連携指導 初回
400点 介護支援専門員と連携して本人・家族に支援実施

退院時共同指導料１
１.在宅医療支援診療所の場合 1,500点
２.１以外の場合 900点

退院時共同指導料２ 400点

介護支援連携指導 ２回目

（Ⅰ）200単位 3日以内
（Ⅱ）100単位 7日以内
情報提供方法は問わない

400点

600点 ＋地域連携診療計画加算300点（退院時１回）
＋地域連携診療計画加算50点

580点 加算20点 入院医療機関を退院した日から起算して1月以内の
期間に限り、5回を限度として加算する。ただし、退院日は除く。

1月に2回を限度 200単位
医師の求めで利用者宅でする

退院
移行期

在宅
移行期

生活期

在宅
準備期

導入期



医療・介護の役割分担と連携強化ー４

利用者が医療系サービスの希望をした場合に主治医の意見
を求める場合は主治医にケアプラン交付が義務化

①ケアマネが医療系サービスの必要性を感じた場合も

②利用者の同意が必要・・記録に残す

③主治医に意見を求めた場合はケアプランを主治医に交付
する



医療・介護の役割分担と連携強化ー５

訪問介護から伝達された口腔に関する問題や、服薬状況・モ
ニタリングで把握した状態を、ケアマネから主治医に情報伝
達が義務化

１．訪問介護のサ責には伝えることが義務化された

２．主治医や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行うこと
が義務化

３．薬剤師は、伝達された情報を踏まえ適切な対応を取るこ
とが求められている



医療・介護の役割分担と連携強化ー６

• ターミナルケアマネジメント加算 ４００/月

•がん末期限定

•死亡日、死亡前１４日以内に２回以上訪問している

• ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者に２４時間
連絡体制を確保在宅で死亡した利用者

•本人か家族の了解を得て、在宅の状況を主治医、サービス事業者
に報告している

• ケアプラン医師に送付、サービス担当者会議省略）



公平中立性ー１

利用者・家族にケアプランのサービスは複数の事業所の紹介が可能
であることの説明が義務化

重要事項説明に追加してはどうか

これをしていないと減算される・・５０％減算 ２け月以上継続でケアプ
ラ料は無料

・特定事業所加算取り消し



公平中立性ー２

•居宅管理者は主任ケアマネジャー（経過期間あり３
年後）



特定加算にⅣの新設と項目追加



ケアマネジメントの見直しー２

•集中減算は見直し：訪問介護、通所介護、福祉用具のみ継続

訪問回数の多い利用者

自立支援・重度化防止、地域資源の活用の観点から、市町村が確認
し、是正促す：統計的に通常より回数の多い生活援助を位置づける場
合には市町村にケアプランを届出が義務化：１０月実施

ケアプランはその利用者の年齢、要介護の原因、心身の状況、他の疾患、家族の関
係性、今までの生活歴、生活する地域の特性に対応して個別に立てられる。

全国平均の回数で妥当性決めるものではない。また、サービスは利用者の選択に基
づき利用者が決定できることに反している



生活援助の多い（以下より２０％）プランは市町
村に事前ケアプラン届出⇒地域ケア会議検討

生活援助 月回数事前届出
要介護１ 26
要介護２ 33
要介護３ 42
要介護４ 37
要介護５ 31

出典：厚生労働省介護保険総合データベースH28年９月実績（平均より標準偏差）

３０年4月に新たな全

国の平均生活援助回
数を発表⇒10月から

市町村に２０％多いケ
アプランは事前届出



要介護１・２が生活援助が多い
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３．ケアプラン作成動向

５回の法律改正
６回の報酬改定

地域包括ケアは「医療」⇒「介護」への
移行、居宅生活支援が基本
⇒地域包括ケア強化法



介護保険一人あたり受給額の推移
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出典：厚生労働省介護給付費実態調査の概要（４月審査分）



出典：厚生労働省介護事業状況報告（H28年度）



第７期６５歳以上の介護保険料は６．３％アップ

埼玉県 ６期 ４８３５円⇒７期 ５０５８円 東京都 ６期 ５５３８円⇒７期 ５９１１円
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地域包括ケアの法的根拠

この法律において、「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に
応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に
応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防
（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若
しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、住まい及び自
立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。

第４回介護保険

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
２０１４年６月制定（H27年実施）



平成28年6月2日
「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定
・



介護離職の増加
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平成29 年2 月7 日
厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定

１．地域共生社会とは：地域の多様な主体が「我がこと」として分野を
超えてつながる、住民ひとり一人が地域を創る

２．公的支援の「縦割り」⇒丸ごと 住民の支え合い

３．H29年度：包括的相談体制・地域包括ケアに生活困窮者支援

H29年介護保険法：共生社会⇒H３０年 共生型サービス報酬改定

社会保障の枠を超え、地域資源と地域循環、福祉の共通資格、基

礎課程創設

４．H３１年移行制度見直し⇒２０２０年代から全面展開



地域共生社会の具体的な政策

• 地域包括支援センター、社会福祉協議会、地域に根ざした活動を行うNPOなどが中心となって、
小中学校区等の住民に身近な圏域で、住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体
制づくりを支援し、2020年～2025年を目途に全国展開を図る。

• 多様な活躍、就労の場づくりを推進するため、公共的な地域活動やソーシャルビジネスなどの
環境整備を進める。

• 共助の活動への多様な担い手の参画と活動の活発化のために、寄附文化の醸成に向けた取
組を推進する。

• 高齢者、障害者、児童等の福祉サービスについて、設置基準、人員配置基準の見直しや報酬
体系の見直しを検討し、高齢者、障害者、児童等が相互に又は一体的に利用しやすくなるよう
にする。

• 育児、介護、障害、貧困、さらには育児と介護に同時に直面する家庭など、世帯全体の複合
化・複雑化した課題を受け止める、市町村における総合的な相談支援体制作りを進め、2020
年～2025年を目途に全国展開を図る。

• 医療、介護、福祉の専門資格について、複数資格に共通の基礎課程を設け、一人の人材が複
数の資格を取得しやすいようにすることを検討する。

• 医療、福祉の業務独占資格の業務範囲について、現場で効率的、効果的なサービス提供が
進むよう、見直し



H30年４月１１日財政制度等審議会
要支援～要介護２は総合事業へ

•保険者によるケアプランチェック、ケアプラン点検の実績も踏まえ、
利⽤者の状態像に応じたサービスの利⽤回数や内容等について
の標準化

•標準的な内容と異なる部分についてはケアマネージャー
が保険者に対し説明責任を持つ。

• 保険者機能を強化し、在宅サービスについても総量規制や公募制などのサービスの供給量
を⾃治体がコントロールできる仕組みを導⼊

• 訪問介護・通所介護等の居宅サービスについては、総量規制や公募制などの⾃治体がサー
ビス供給量をコントロールする仕組みが不十分：ケアマネジメントに自費導入

＜標準的な介護サービスの⽅法（イメージ）＞
利⽤者の状態像︓要介護度、認知症の状況独居か否かなど
標準的なサービス例︓週〇回訪問介護 （⾝体介護＋⽣活援助）

週〇回通所リハ⽉
〇回訪問看護

総量規制がないサービス
訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問リ
ハ ・通所介護 ・通所リハ ・短期入

所生活介護



2040年頃を見据え、全世代型の社会保障制度を構築
• 勤労者が広く被用者保険でカバーされる勤労者皆保険制度の実現を目指して
検討を行う。

• 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める

• ＡＩの実装に向けた取組の推進、ケアの内容等のデータを収集・分析するデータ
ベースの構築、

• 従事者の業務分担の見直し・効率的な配置、介護助手・保育補助者など多様な
人材の活用、事業所マネジメントの改革等を推進する

• 介護の経営の大規模化・協働化により人材や資源を有効に活用する。

• 保険者努力支援制度の評価指標への追加などインセンティブの一層の活用、

• 自立支援・重度化防止等に資するＡＩも活用した科学的なケアプランの実用化に
向けた取組を推進するとともに、ケアマネジャーの質の向上の観点から、その
業務の在り方を検討する。

• 高齢者医療制度や介護制度において、所得のみならず資産の保有状況を適切
に評価しつつ、「能力」に応じた負担を求めることを検討する

• 介護のケアプラン作成、多床室室料、介護の軽度者への生活援助サービスに
ついて、給付の在り方を検討する

• かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬剤師の普及を進めるとともに、
外来受診時等の定額負担導を検討する。

平成３０年経済財政運営と改革の基本方針2018



AIによる自立支援のケアプラン作成
•厚生労働省を連携し市町村で取り組みモデル

１．居宅介護支援の国保給付管理データをAIに取り込む

（８年間位、１０万件位）

２．居宅のケアマネが主治医の意見書、訪問調査７４項目を入力し取

り込む

３．要介護の改善につながった事例を抽出：そのケアプランのサービ
ス内容から⇒介護度、疾患、などでどのようなサービスのプランが改
善につながった

４．AIのケアプラン（サービス項目）とケアマネのケアプラの突き合わ
せ



障害者総合支援法の改正（平成２５年⇒３０
年改正）

•平成１８年障害者自立支援法（応能負担⇒応益負担）⇒改
正して実質応能負担へ⇒平成２５年障害者総合支援法

• ３障害＋難病（３３２疾病）

•全ての国民が障害の有無で分け隔てされない＝共生社会
の実現

•地域社会で他の人と共生する

•地域移行支援の拡大（入院⇒退院、施設⇒退所 地域暮ら
しへ移行）


