居宅サービス計画書作成マニュアル（平成 24 年度改定版）

編集

南雲健吾

１． はじめに
介護保険法では、その目的として要介護高齢者の自立を支援することが定められています。
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。

◆1970 年アメリカ障害者自立生活運動
・「人の助けをかりて 15 分で衣服を着、仕事に出かけられる障害者は、自分で衣服を着るのに２時間
かかるため家にいるほかはない障害者より自立している。」（カリフォルニア大学エド・ロバート）
・身辺介助を他人に依存することがスティグマ（汚名）となるのではなく、むしろ他人の支援を獲得
することによる自立＝依存による積極的自立も成り立つことを明示。
・ADL の自立や職業的自活を重視する自立観を批判。
・QOL を高めることを自立として重視する自立観を確立。
◆1960 年ノーマライゼーション
デンマークのバンク・ミケルセンが提唱。
介護保険法第 2 条（介護保険）第 4 項には、保険給付は「利用者が要介護状態になった場合でも可能な限り、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」とされています。
これらの保険給付を受けるためには居宅サービス計画が必要であり、この計画書の作成とサービスの実施および変更のプロ
セスはケアマネジメントと呼ばれています。
介護支援専門員の定義（介護保険法第 7 条５）
介護支援専門員とは、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービ
ス、地域密着サービス、（中略）等との連絡調整を行うものであって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに
必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして・・・・

ケアマネジメント過程の概略
ケアプラン作成依頼
アセスメント実施
・生活機能の把握
・意向の確認
・ニーズ分析
・意欲への転換

インテーク（初回・受理面接）

ケアプラン原案作成
・意向の設定
・ニーズ・目標の設定
・援助内容の設定
（サービス内容・種類・頻度、等）

第１・２・３表

モニタリングの実施
・生活機能ならびにニーズの変化の把握
・サービス実施状況の継続的な把握
・目標達成程度の把握と期間の変更
・再アセスメントの必要性の検討

第４表
サービス担当者会議

ケアプラン確定
・要介護者等の同意

利用者

第５表

第１・２・３表
交付
サービス実施

居宅サービス事業者
個別サービス計画
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無断転載を禁ず

1

ケアマネジメントの定義
利
用
者
主
導
型

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
主
導
型

多様なニーズをもった人びとが、自分の機能を最大限に発揮して健康に過ごすことを目的として、フォーマル
な支援と活動のネットワークを組織し、調整し、維持することを計画する人（もしくはチーム）の活動。（デイ
ビッドPマクスリー）
「社会関係、機会、資源などの外的資源および熱意、能力、自信などの内的資源」など「いろいろな資源を探
り出し、それを確保し、維持することによって利用者を援助すること」であり、「サービスを必要とする個人のそ
れぞれのニーズにあわせて組み立て」、「人びとが自身のために設定した目標に達成するのを援助する」も
の。 （チャールズAラップ）
自立した日常生活を営むうえで、複合的な活の課題をもつ人に対して、保健、医療およ福祉の分野にまたが
るさまざまなサービスを果的に組み合わせ、利用する（提供する）ことより、生活の目標の実現を図ること。
（平見隆）
保健・医療および福祉の分野にまたがる多様な在宅サービスを効果的に組み合わせて提供することにより、
継続的で一貫性のあるニーズ充足を図ること。（冷水豊）
要援護者やその家族がもつ生活課題（ニーズ）と社会資源を結びつけることで在宅生活を支援すること。（白
澤政和）
専門ソーシャルワーカーがクライエントとクライエントの家族のニーズを評価し、適切な場合にはサービスを
提供し、また特定のクライエントの複雑なニーズを充足するために、複数のサービスの組み合わせを考え、
連絡調整を行い、監視し、評価し、代弁する方法。（全米ソーシャルワーカー協会）
複雑で複数の問題点を抱える利用者が、その機能や能力を最大限に生かしうる生活を継続できるように、利
用者のニーズに合ったネットワークをコーディネートすることにより、希望する適切なサービスを必要なときに
利用可能となるよう援助していく活動。（高良麻子）
複合的なサービスニーズを持つ利用者が、安全で安定した自分らしい日常生活を自宅で可能な限り長期に
維持できるよう、利用者一人ひとりのためのケア体制をマネジメントする地域ケアの技術である。（橋本泰子）
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無断転載を禁ず

地域リハビリテーションを、厚生省地域リハビリテーションシステム委員会は｢地域に存在するさま
ざまな社会資源を、障害者本人、家族、地域社会が使い、またはつくり出し、地域社会の主流に障害者
が再び主体的に融合できるためのリハビリテーション｣と定義づけている。他の定義も同似したもので
あるが、地域リハビリテーションは単に直接の在宅リハビリテーション活動を行うだけではなく、障害
を持っている人のニーズに合わせた社会資源の提供も１つの活動領域となる。これは、障害を有してい
る人を総合的・継続的に援助していくことである。
ケアマネジメントはこの地域リハビリテーションの考え方を類似しており、ある意味では地域リハビ
リテーションを実行する方法であるともいえる。（白澤政和）

２． アセスメント（参考資料⑤：（７）－６を参照）
参考：課題分析標準項目
平成 11 年 11 月 11 日第厚生省老人保健福祉局企画課長通知 29 号「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示
について」より抜粋
Ｉ．基本的な考え方
介護サービス計画作成の前提となる課題分析については、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われて
はならず、要介護者等の有する課題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切な方法を用いなけれ
ばならない。
この課題分析の方式については、
「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」
（平成１１年７月２
９日老企第２２号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「基準解釈通知」という。）第２の３（運営に関する基準）の（７）
[3]において、別途通知するところによるものとしているところであるが、当該「基準解釈通知」の趣旨に基づき、個別の課
題分析手法について「本標準課題分析項目」を具備することをもって、それに代えることとするものである。
課題分析標準項目
基本情報に関する項目
No．

標準項目名

項目の主な内容（例）

1

居宅サービス計画作成についての利用者受付情報（受付日時、受付対応者、受付方法等）、利用者の基
基本情報（受付、利
本情報（氏名、性別、生年月日・住所・電話番号等の連絡先）、利用者以外の家族等の基本情報について
用者等基本情報）
記載する項目

2

生活状況

3

利用者の被保険者 利用者の被保険者情報（介護保険、医療保険、生活保護、身体障害者手帳の有無等）について記載する
情報
項目

利用者の現在の生活状況、生活歴等について記載する項目

2

4

現在利用している
サービスの状況

5

障害老人の日常生
障害老人の日常生活自立度について記載する項目
活自立度

6

認知症老人の日常
認知症老人の日常生活自立度について記載する項目
生活自立度

7

主訴

利用者及びその家族の主訴や要望について記載する項目

8

認定情報

利用者の認定結果（要介護状態区分、審査会の意見、支給限度額等）について記載する項目

9

課題分析（アセスメ
当該課題分析（アセスメント）の理由（初回、定期、退院退所時等）について記載する項目
ント）理由

介護保険給付の内外を問わず、利用者が現在受けているサービスの状況について記載する項目

課題分析（アセスメント）に関する項目
No.

標準項目名

項目の主な内容（例）

10 健康状態

利用者の健康状態（既往歴、主傷病、症状、痛み等）について記載する項目

11 ＡＤＬ

ＡＤＬ（寝返り、起きあがり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等）に関する項目

12 ＩＡＤＬ

ＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する項目

13 認知

日常の意思決定を行うための認知能力の程度に関する項目

14

コミュニケーション能
意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーションに関する項目
力

15 社会との関わり

社会との関わり（社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等）に関する項目

16 排尿・排便

失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度などに関する項目

17 じょく瘡・皮膚の問題 じょく瘡の程度、皮膚の清潔状況等に関する項目
18 口腔衛生

歯・口腔内の状態や口腔衛生に関する項目

19 食事摂取

食事摂取（栄養、食事回数、水分量等）に関する項目

20 問題行動

問題行動（暴言暴行、徘徊、介護の抵抗、収集癖、火の不始末、不潔行為、異食行動等）に関する項目

21 介護力

利用者の介護力（介護者の有無、介護者の介護意思、介護負担、主な介護者に関する情報等）に関する
項目

22 居住環境

住宅改修の必要性、危険個所等の現在の居住環境について記載する項目

23 特別な状況

特別な状況（虐待、ターミナルケア等）に関する項目

３． 計画書の基本的理解
居宅サービス計画書（ケアプラン）は、利用者の自立支援のためのサービスを効果的・計画的に提供するために作成される
もので、標準様式は下記のとおり分類されています。
①
②
③
④

居宅サービス計画書は第１～７表で構成されています。
第１～３表については利用者および計画に組み込まれた居宅サービス事業者に交付することが義務付けられております。
第５表は、利用者・家族ならびに関係者の求めがあった場合には開示する必要があります。
第６・７表は利用票・利用票別票として使用します。

居宅サービス計画書は利用者が自立への意欲をもち、自らが介護サービスを利用しながらどのような生活を送っていくのか
を書式・文書化したものであり、介護支援専門員は専門家としてのアセスメントにもとづき、自立支援の観点から計画の作成
をサポートすることが役割となります。
ここでいう自立とは、「自らの行為を自らの意思で行うこと」であり、身の回りのことをすべて自分で行えるといった状態
でなければならないというものではありません。
計画書の新規作成にあたっては、利用者が計画に主体的に関わっていただくためにも、記載内容や表現はできる限り利用者
の言葉で記載することが望ましいといえます。
計画の作成は利用者主体で行うことを基本とし、たとえ介護支援専門員が主導的に関わるといった場合においても、利用者
の立場に立ってサービスを組み上げるといった視点が大切となります。
（参考資料①：老企 29 号）
老企 29 号（平成 11 年 11 月 12 日） 厚生省老人保健福祉局企画課長通知
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」別紙３
Ｈ１５／３／２８改正（老振発第０３２８００１号）・平成 20 年 7 月 29 日改正
介護サービス計画書の様式について
Ⅰ．様式の基本的な考え方
介護サービス計画書の様式は、単なる記録用紙ではなく、介護支援専門員が課題分析の結果を踏まえて介護サービス計画（ケ
アプラン）を作成する思考の順序や要点を表したものである必要がある。
このような要件を備えた様式は、介護支援専門員に対する教育的な効果を持つものであり、その様式を活用することにより、
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一定水準の介護サービス計画を作成することができることを意味する。また、適切な様式は、介護支援専門員にとつて、介護
サービス計画が作成し易く、サービス担当者会議（ケアカンファレンス）)に使い易いものとなる。
上記の観点から、ここに介護サービス計画の標準的な様式及び記入要領を示し、もつて介護サービス計画の作成方法の理解
及びサービス担当者間の共通の視点での議論に資するものである。
Ⅱ．介護サービス計画書の定義
介護保険法上の区分に基づき、以下のとおりに区分することとする。
１．「居宅サービス計画書」
介護保険法第 7 条箏 18 項に規定する「居宅サービス計画」の作成に用いる様式
２．「施設サービス計画書」
介護保険法第 7 条第 20 項に規定する「施設サービス計画」の作成に用いる様式
３．「介護サービス計画書」
「居宅サービス計画」と「施設サービス計画」の両者の作成に用いる様式の総称
Ⅲ．様式を作成するに当たっての前提(順不同)
○利用者及びその家族からの開示請求がなされた場合には開示することを前提に考える。
○サービス担当者会議に提出するものであることを前提に考える。
○同一用紙に介護サービス計画の変更を継続して記録していくものではなく、介護サービス計画の作成（変更）の都度、別の
用紙（別葉）に記録する、時点主義の様式を前提に考える。
[記載要領]
本様式は、当初の介護サービス計画原案を作成する際に記載し、その後、介護サービス計画の一部を変更する都度、別葉を使
用して記載するものとする。但し、サービス内容への具体的な影響がほとんど認められないような軽微な変更については、当
該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙に継続して記載することができるものとする。
４． 第１表

居宅サービス計画書（１）
第１表

居宅サービス計画書（１）
作成年月日
年
月
初回・ 紹介・ 継続

利用者名

殿

年齢

日
認定済

・

申請中

歳

居宅サービス計画作成者氏名
居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地
居宅サービス計画作成（変更）日
認定日

年

要介護状態区分

月

年
日

要支援

月

日

初回居宅サービス計画作成日

認定の有効期間
・

要介護１

・

年

要介護２

月
・

日～

要介護３

年
・

年

月

要介護４

月

日

日
・

要介護５

利用者及び家族の
生活に対する意向

介護認定審査会の
意見及びサービス
の種類の指定

総合的な援助の
方
針

生活 援助中心型の
算 定 理 由

１．一人暮らし

２．家族等が障害、疾病等

３．その他（

）

この第１表は、居宅サービス計画全体の概要を現すものとなります。
第２表で記載する「目標」や「サービス内容」も、第１表の「利用者及び家族の生活に対する意向」や「総合的な援助の
方針」を反映したものとなる必要があります。
（参考：老企 29 号）
Ⅳ．「居宅サービス計画書」の記載項目について
５． 第１表：「居宅サービス計画書（１）」
①「利用者名」
当該居宅サービス計画の利用者名を記載する。
②「生年月日」
当該利用者の生年月日を記載する。
③「住所」
当該利用者の住所を記載する。
④「居宅サービス計画作成者氏名」
当該居宅サービス計画作成者（介護支援専門員）の氏名を記載する。
⑤「居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地」
当該居宅サービス計画作成者の所属する居宅介護支援事業者・事業所名及所在地を記載する。
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⑥「居宅サービス計画作成（変更）日」
当該居宅サービス計画を作成または変更した日を記載する。
⑦「初回居宅サービス計画作成日」
[理由]
当該様式は、基本的には初回の居宅サービス計画作成後、変更の都度に別葉に更新することを前提とするため、当該利用者
が、いつの時点から継続して居宅介護支援を受けているか（いつからケアマネジメント関係にあるか）を明示する必要がある。
これによって、当該居宅サービス計画作成者である介護支援専門員はもとより、各種のサービス担当者に、サービス提供上
の経過的な変化を観察するための動機が働き、モニタリングの不足による漫然とした不適切な処遇の継続を防止し、利用肴及
びその家族の介護に関する意向や介護の必要性の変化が常に居宅サービス計画に反映されることとなる。
[記載要領]
当該居宅介護支援事業所において当該利用者に関する居宅サービス計画を初めて作成した日を記載する。
⑧「初回・紹介・継続」
[理由]
当該利用者が、他の居宅介護支援事業所（同一居宅介護支援事業者の他の事業所を含む。）または介護保険施設から紹介さ
れたものであるか、当該居宅介護支援事業所において初めて介護支援サービスを受けるものであるかを明らかにすることによ
り、例えば、サービス担当者会議の場において、紹介利用者であるにも関わらず、それまで居宅介護支援を行ってきた居宅介
護支援事業所等における支援記録を参考としないような事態を防止できる。また、既に当該居宅介護支援事業所によって居宅
介護支援を受けていることを明示するために「継続」を設ける。
[記載要領]
当該利用者が、当該居宅介護支援事業所において初めて居宅介護支援を受ける場合は「初回」に、他の居宅介護支援事業所
（同一居宅介護支援事業者の他の事業所を含む。以下同じ。）又は介護保険施設から紹介された場合は「紹介」に、それ以外
の場合は「継続」に○を付す。
なお、「紹介」とは、当該利用者が他の居宅介護支援事業所又は介護保険施設において既に居宅介護支援等を受けていた場
合を指す。
また、「継続」とは、当該利用者が既に当該居宅介護支援事業所から居宅介護支援を受けている場合を指す。
おって、当該居宅介護支援事業所において過去に居宅介護支援を提供した経緯がある利用者が一定期間を経過した後に介護
保険施設から紹介を受けた場合には、「紹介」及び「継続」の両方を○印で囲むものとする。
⑨「認定済・申請中」
[理由]
認定により要介護状態区分が確定しているか、初回申請中又は変更申請中で要介護状態区分が変動する等の可能性があるか
を明らかにしておく必要がある。
[記載要領]
「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○を付す。それ以外の場合は「認定済」に○を付す。
⑩「認定日」
[理由]
当該居宅サービス計画作成に係る要介護状態区分が、いつから継続しているかを把握することにより、例えば、長期間にわ
たり要介護状態区分に変化がないような事例の点検に資する。
[記載要領]
「要介護状態区分」が認定された日（認定の始期であり、初回申請者であれば申請日）を記載する。
「申請中」の場合は、申請日を記載する。認定に伴い当該居宅サービス計画を変更する必要がある場合には、作成日の変更
を行う。
⑪「認定の有効期間」
[理由]
当該居宅サービス計画作成に係る要介護状態区分の有効期間が、いつまで継続するのかを把握することにより、例えば、長
時間にわたり要介護状態区分に変化がないような事例の点検に資する。
[記載要領]
被保険者証に記載された「認定の有効期間」を転記する。
⑫「要介護状態区分」
[記載要領]
被保険者証に記載された「要介護状態区分」を転記する。
⑬「利用者及び家族の生活に対する意向」
[理由]
利用者とその介護を行う家族は不即不離の関係にある。介護や支援を受けつつ、利用者や家族が、家庭や地域社会の構成員
として自立した主体的・能動的な生活を送ることが重要である。このため、利用者はもとよりその家族が、介護や支援を受け
つつ、どのような生活をしたいと望んでいるのかについて、明確に把握する必要がある。
このような主体的な生活への欲求と対応するサービスが一体となり初めて効果的な援助が可能となる。
また、時として、このような意向が消極的な場合があるが、そのような場合には自立意欲を高め、積極的な意向が表明でき
るよう援助する必要がある。
[記載要領]
利用者及びその家族が、どのような内容の介護サービスをどの程度の頻度で利用しながら、どのような生活をしたいと考え
ているのかについて課題分析の結果を記載する。
なお、利用者及びその家族の生活に対する意向が異なる場合には、各々の主訴を区別して記載する。
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（１） 利用者及び家族の生活に対する意向
利用者及び家族の生活に対する意向の確認は、「生活」を「介護サービスを利用しての自立した生活」ととらえ、以下の手
順で行っていきます。
①
②
③

④

⑤

介護支援専門員は専門的な観点から、知識と経験を活用し、常に利用者および家族の意向の変化を予測しながらケア
マネジメントを進めていかなければなりません。
導入の初期にあたっては面接の時間を十分にとり、利用者がどのような生活を送ることを望んでいるのかを確認する
必要があります。利用者の意思を尊重し、これからの生活を一緒に考えて行くといった介護支援専門員の姿勢は使用
者との信頼関係の構築を促進します。
意向の確認は課題分析（以下、アセスメント）を行いながら、利用者および家族が意欲的になるよう進めることが望
まれます。たとえば、要介護状態にある利用者は極端に自信を失っている場合があります。意向の確認ならびにアセ
スメントは、利用者にできないことばかりでなく、自分でできることなどプラスの面を意識してもらうよう進めてい
く必要があります。また、実際にできる活動であっても実生活においてほとんど行っていない行為については、なぜ
行っていないのかその理由を利用者と共に考え、明確にしていく作業が大切となります。このような取り組みを継続
していくことは利用者の自信を回復させ、生活機能の改善や家族システムの再構築などさまざまな効果が期待できま
す。
介護サービスや地域の社会資源などの情報提供を行うことは、今後の生活の意向を決めていく上で大変重要となりま
す。利用者や家族は利用できるサービスの内容と効果ならびに費用などを知ることで、自分の生活に選択の幅を持て
るようになります。言葉では分かりにくい説明もパンフレット等の視覚的情報を積極的に活用することで理解しやす
いものになります。また、通所など施設で提供されるサービスは実際に見学を行い、自分がどのようなサービスを受
けるのかをイメージしてもらうことも大切です。
利用者・家族の意向は変化してくものです。特に介護サービスが導入されることで、意向の変更や新たな希望の表出
がなされる場合もあります。意向の変化を把握するためにも常にモニタリングに努め、居宅サービス計画を見直して
いくことが大切です。

●記載は以下のように行っていきます。
①
②
③
④
⑤

利用者と家族の意向は区別して記載します。
専門用語や略語等の使用は控えます。
ケアマネジャーの意向と利用者ならびに家族の意向との間に乖離がみられる場合でも、信頼関係が構築されるまでは利
用者や家族が発した意見をできる限りそのまま記載するようにします。利用者の意向を認めることで、サービス計画書
の確認ならびに交付の際に利用者の理解を得られやすくなります。
面接とアセスメントを進めていくなかで、利用者の意向が生活機能の向上に意欲的に取り組むものに変化していくこと
が望まれます。そのような変化がみられるときは積極的にこの欄を活用し、意向を明確にしていくことが大切です。
ひとり暮らしの場合など、緊急時の対応方法などあらかじめ決めておいたほうがよい事項もあります。利用者の同意を
得た上で親族や親類などにも意向を確認する方法もあります。

●利用者と家族の意見に相違がある場合には以下のように対処します。
①
②
③
④

双方が違いを認識していることは、そのまま記載します。
双方が互いに知られたくないと思っていることは、適切な時期まで記載を保留にして、その旨も含めて第５表の介護支
援経過記録表に記載しておきます。ただし後に開示を求められてもトラブルの生じないような表現を用いることが望ま
しいといえます。
利用者がサービス事業者には伝えたくないと希望する事柄については、第５表に記録していきます。
利用者や家族が認識していない事実に関しても、第５表を活用して記載していきます。

（２） 認定審査会の意見及び指定
認定審査会が居宅サービス計画に対する意見およびサービスの種類を指定したときには、介護保険被保険者証よりその内容
を転記し、利用者および家族に説明する必要があります。
この内容に対して、サービスの供給不足や利用者のサービス拒否などの理由で居宅サービス計画に意見等が反映できない場
合は、第５表にその旨を記載しておきます。
（参考：老企 29 号）
⑭「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」
[理由]
法第 80 条第 2 項により、「指定居宅介護支援事業者は、被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、その意
見に配慮して、指定居宅介護支援を提供するよう努めなければならない」こととされている。
また、法第 73 条第 2 項により、「指定居宅サービス事業者は、被保険者証に認定審査会意見（指定居宅サービスの適切
かつ有効な利用等に関し被保険者が留意すべき事項）が記載されているときは、その意見に配慮して、指定居宅サービス
を提供するよう努めなければならない」こととされている。
このため、介護支援専門員は、利用者について、法第 27 条（要介護認定）第 8 項第 1 号、第 2 号及び法第 32 条（要支
援認定）第 4 項第 1 号、第 2 号に係る認定審査会意見が付されているか否かを被保険者証により確認し、
「認定審査会の意
見及びサービスの種類の指定」が付されている場合には、これを転記し、これに沿った居宅サービス計画を作成するとと
もに、サービス担当者間の共通認識として確認しておく必要がある。
[記載要領]
被保険者証を確認し、「認定審査会意見及びサービスの種類の指定」が記載されている場合には、これを転記する。
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（３） 総合的な援助の方針
総合的な援助の方針は、利用者および家族の意向をふまえ、第２表の「長期目標」を総合した内容となるよう記載します。
利用者がどのような援助を必要としているのかはアセスメントによって明らかにされている必要があります。またそれらの
援助に関わるサービスの内容は利用者および家族にも十分に説明されていることが前提となります。
●利用者が意欲を持ちながら自立した生活を送るためには、環境的要因も含めどのような援助を必要としているのかを、ケア
に関わるチーム全体が共通認識できるよう、一定の方向性を持った内容を記載する必要があります。
①
②
③
④

利用者および家族が自ら目標をもって意欲的に取り組むことができるよう、分かりやすく記載します。
援助方針はサービス担当者会議を経て決められることが望ましいといえます。
サービス担当者会議は利用者を意欲づけるための場であり、利用者および家族の参加を原則とします。
援助方針は利用者および家族の意向を十分に反映させる必要がありますが、サービス内容や介護保険制度の規定につ
いて理解が得られない場合はサービス担当者会議にて説明を行うことで納得が得られやすくなります。またチームメ
ンバーから代替案が出されるなど、チーム全体が意欲的となる効果が期待できます。

●進行性疾患や病状が不安定な利用者ならびに、主たる介護者の健康状態に不安があるなどの理由により、緊急事態が発生し
やすいと予測される場合には下記のように対処します。
①
②
③

あらかじめどのような事態が発生しやすいのか、またその際にどのような手段をとればよいか、利用者ならびに家族
とよく相談しておきましょう。必要に応じて緊急通報システムなどの介護保険外サービスを紹介しておくことも必要
です。
関係機関名の電話番号などを明記し、緊急時の対応方法についても記載しておきます。
サービス提供事業者に対しても記載内容の把握を促し、緊急時に適切な対応がとれるよう努めます。

（参考：老企 29 号）
⑮「総合的な援助の方針」
[理由]
課題分析により抽出された、「生活全般の解決すベき課題（ニ一ズ）」に対応して、介護支援専門員をはじめ各種のサー
ビス担当者が、利用者の自立を援助するために、どのようなチームケアを行おうとするのか、ケアチーム全体が共有する
理念を含む援助の指針を具体的に明らかにする必要がある。
ここでは、利用者及びその家族の自立を阻害する要因や、問題の所在、自立に至る道筋を明らかにし、
「生活全般の解決
すベき課題（ニ一ズ）」の解決のための目標、具体策を示した上で、総合的な援助の方針が記される必要がある。
なお、
「総合的な援助の方針」及び以下の「目標（長期目標・短期目標）」
、
「援助内容（サービス内容、サービス種別等）」
などは、利用者及びその家族の状況の変動によって随時見直される必要があることは当然である。
さらに、あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定されている場合には、対応機関やその連絡先等について記載
することが望ましい。
[記載要領]
課題分析により抽出された、「生活全般の解決すベき課題(ニ一ズ)」に対応して、当該居宅サービス計画を作成する介護
支援専門員をはじめ各種のサービス担当者が、どのようなチームケアを行おうとするのか、総合的な援助の方針を記載す
る。
あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定されている場合には、対応機関やその連絡先等について記載すること
が望ましい。
（４） 生活援助中心型の算定理由
（参考：老企 29 号）
⑯「生活援助中心型の算定理由」
[記載要領]
介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付けることが必要な場合に記
載する。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成 12 年 2 月 10 日厚生省告示第 19 号）別表の 1 の注 3
に規定する「単身の世帯に属する利用者」の場合は、
「１．一人暮らし」に、
「家族若しくは親族（以下「家族等」という。）
と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者または当該家族等が家事を行うこ
とが困難であるもの」の場合は、
「２．家族等が障害、疾病等」に○を付す。また、家族等に障害、疾病がない場合であっ
ても、同様のやむをえない事情により、家事が困難な場合等については、
「３．その他」に○を付し、その事情の内容につ
いて簡潔明瞭に記載する。
（参考資料②）
※作成年月日と利用者同意の日付は一致させること。
（書式変更の履歴）
変更その１：平成 15 年９月 26 日（老振発第 0926001 号）「『介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示につ
いて』の一部改正について」（厚生労働省老健局振興課長通知）
○ 改正点
１．本通知中「介護に対する意向」を「生活に対する意向」に改める。
２．
「居宅サービス計画書」の「第１表」～「第８表」、
「施設サービス計画書」の「第１表」～「第７表」の上段右側に「作
成年月日」欄をそれぞれ追加する。
※ 改正の主旨
・「生活に対する意向」について
介護サービス計画は、利用者及びその家族が介護を受けながらどのように生活したいかという意向を確認した上で、介護
保険制度の理念である利用者の自立した生活を支援するためのものであり、その作成に当たっては、あくまで利用者を主体
に、自立生活の全体像を明らかにする必要があるという主旨から、平成 15 年３月の「介護保険法施行規則」（平成 11 年厚
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生省令第 36 号）の改正により「利用者及びその家族の生活に対する意向」とされたところである。
今般、同様の主旨に則り所要の改正を行ったものである。
・「作成年月日」欄の追加について
改正前の標準様式では、各表の内容について、利用者（家族）と介護支援専門員等（援助者）との間で共通認識がどの時
点でなされたのかがわかりにくいとのご意見があったため、共通認識された日（作成日）を一見して確認できるよう、各表
の共通した位置に欄を追加したものである。
○ 介護サービス計画書（ケアプラン）様式の一部改正についてのＱ＆Ａ
Ｑ１：「作成年月日」とは、何の日付を記載するのか。
Ａ：利用者（家族）と介護支援専門員等（援助者）との間で、介護サービス計画原案について説明・同意（共通認識）がな
された日である。
なお、居宅サービス計画「第４表」、
「第５表」及び施設サービス計画「第５表」、第６表」については、介護支援専門員
が作成（記録）した日である。
また、居宅サービス計画「第６表」及び施設サービス計画「第７表」については、介護支援専門員が作成（記録）を開
始した日である。
Ｑ２：居宅サービス計画・施設サービス計画「第１表」と居宅サービス計画「第７表」にも改正通知に基づく作成年月日を
記載するのか。
Ａ：他表と同じ位置に「作成年月日」欄を設けることによって、管理上の利便性が高まることを想定している。
なお、そのような必要がない場合には、あえて記載する必要はない。
変更その２：平成 18 年３月 31 日老振発第 0331008 号「『介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について』
等の一部改正について」（厚生労働省老健局振興課長通知）
1 別紙 1 を次のように改める。
(1)第 1 表の「要介護状態区分」欄中、「要支援・」を削る。
(2)第 2 表中、「援助目標」を「目標」に改める。
(3)第 6 表及び第 7 表の上段右側の「作成年月日 年 月 日」を削る。
(4)第 7 表の「要介護状態区分」欄及び「変更後要介護状態区分変更日」欄中、「要支援」を削る。
(5)第 8 表の「サービス種類」の欄に、
「夜間対応型訪問介護」、
「認知症対応型通所介護」及び「認知症対応型共同生活介護」
を加える。
(6)居宅サービス計画書記載要領 2 の②中、「援助目標」を「目標」に改め、同記載要領に次のように加える。
「③ 福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のサービスを必要とする理由
福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を居宅サービス計画に位置付ける場合においては、「生活全般の解決すべき課題」'「サ
ービス内容」等に当該サービスを必要とする理由が明らかになるように記載する。
なお、理由については、別の用紙(別葉)に記載しても差し支えない。」
(7)同記載要領 6 中、「援助目標」を「目標」に改める。
（中 略）
「③ 福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のサービスを必要とする理由
[理由]
福祉用具については、利用者の心身の状況に合わない福祉用具が提供されることで自立を妨げてしまうおそれもあり、自立
支援の観点から、適切な福祉用具が選定され利用されるように、福祉用具を必要とする理由を把握することが重要である。
[記載要領]
福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を居宅サービス計画に位置付ける場合においては、
「生活全般の解決すべき課題」口「サ
ービス内容」等に当該サービスを必要とする理由が明らかになるように記載する。なお、理由については、別の用紙(別葉)
に記載しても差し支えない。」（以下、略）
第１表 記載例
第１表

居宅サービス計画書（１）
作 成 年 月 日 １７ 年
５月
初 回 ・ 紹 介 ・ 継続

利用者名

殿

C

居宅サービス計画作成者氏名

年齢

居宅サービス計画作成（変更）日
暫定

年

要介護状態区分

月

・

申 請中

歳

K.N.

居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地

認定日

７７

１６日
認定済

平成 １７ 年５月１６日

日

要支援

T居 宅 介 護 支 援 事 業 所

認定の有効期間
・

要介護１

・

要介護２

年

初回居宅サービス計画作成日

月
・

日～

要介護３

年
・

月

要介護４

平成１７年５月１６日

日
・

要 介 護 ５ 利用者と家族の意向は
分けて記載します。

利用者：自分の身の回りのことは自分で行っていきたい。

利用者及び家族の
生活に 対 す る 意 向

家族（長女）：一人で暮らしており、最近は外出も少ないので何かあったときが心配。
体力も落ちてきているので、ホームヘルパーによる家事の援助などを受けさせたい。

①利用者及び家族の生活に対する意向に対応して、仮に記載しておきます。
介護
認定審査会の
意見
及びサービス
②第２表の長期目標を総合化した内容となるよう、①の記載を修正していきます。
の種類の指定

外出の機会が少なくなってきているので、ホームヘルパーとの買い物などを通じて近隣地域との交流の継続を図っていく。
利用者の希望である、身の回りのことはできるだけ自分で行うことが継続できるよう支援していく。

総合的な援助の
方
針
緊急連絡先：長女 ０４２－XXX－XXXX
A訪問介護事業所 ０３－XXXX－XXXX
生活援助中心型の
算
定
理
由

１．一人暮らし

２．家族等が障害、疾病等

３．その他（
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）

ケアプラン評価委員からのアドバイス－第 1 表－
１．全体
・利用者家族に分かりやすい表現で書くこと。
・本人家族に提示することを念頭に丁寧な表現とすること。
２．「意向」欄
・本人の意向を確認し記載すること。
・本人と家族の意向は分けて記載すること。
・できるかぎり利用者家族の言葉で記載すること。
・（認知症などで）本人との意思疎通が難しい場合でも、生活状況からできるだけ多くのことを読みとって記
載すること。
３．「審査会」欄
・審査会意見がないときは「なし」と記載すること。
４．「援助方針」欄
・第 2 表の長期目標を総合した内容を記載すること。
・「・・していきたい。
」といった曖昧な表現ではなく「・・していく。」や「・・する。」あるいは「・・して
いきます。」など分かりやすい書き方を心がけること。また「・・に共に取り組んでいく」など、利用者の
意欲が向上するよう表現を工夫すること。
・緊急時の連絡先、対応方法の記載をすること。
・医療機器・携帯酸素などの業者の連絡先を記載すること。
５．その他
・生活援助中心型を利用する場合は算定理由を忘れず記載すること。

４．第２表

居宅サービス計画書（２）
第２表

居宅サービス計画書（２）
利用者名

殿
援

生活全般の解決す
べき課題（ニーズ）

長期目標

助
(期 間 )

作成年月日
目

標
短期目標

援
(期 間 )

サービス内容

※１

助

年
内

サービス種別

月

日

容
※２

頻度

期間

※１「保険給付の対象となるかどうかの区分」について、保険給付対象内サービスについては○印を付す。
※２「当該サービス提供を行う事業所」について記入する。

第２表は居宅サービス計画全体の中核になるものです。
作成にあたっては、利用者が主体的かつ積極的に生活・人生へ参加ならびに挑戦できるよう働きかけを行っていく必要があ
ります。
アセスメントの結果、利用者および家族とともに導き出した「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」（以下、「ニーズ」と
いう）に対し、何を目標として、どのようなサービスを利用するのかといった具体的内容を記載していきます。この際、先に
サービスを決めてしまうと、ニーズや目標が不明確になるばかりか、利用者がどのような生活を送りたいのかという事柄も分
かりにくくなるので注意が必要です。
（１）生活全般の解決すべき課題（ニーズ）
介護支援専門員の役割は利用者の自立支援です。利用者および家族が今後どのような生活を送りたいと考えているか、ニー
ズならびにそれらを解決していくための介護サ－ビスの利用について、利用者が自ら導きだせるような支援を行っていく必要
があります。したがってニーズは介護支援専門員のアセスメントによって得られるものではありますが、ひとりの専門家のみ
の判断で決められるものではないことに注意が必要です。
自立支援を目的とした計画にするためにも、ニーズの欄には「○○できない。」「○○できないので困る。」という表現は避
け、
「○○できるようになりたい。
」
「○○したい。
」というように利用者が主体的・意欲的に取り組めるような記載の仕方が良
いといえます。
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●ニーズの整理の方法は下記のように行います。
①
②
③

利用者が主体的に計画に取り組めるよう、ニーズに関してもできるかぎり利用者の発した言葉を用いるように努めま
す。
アセスメントの結果をもとに、介護支援専門員は専門的な立場から、介護サービス等を利用することで解決可能なニ
ーズについて利用者ならびに家族の理解を深めていくよう助言していきます。
アセスメントから得られたニーズは、利用者のニーズ、家族のニーズ、介護支援専門員を含むサービス提供者のニー
ズのうちどれに該当するかを明確にする必要があります。

（参考）ニーズの３領域
本 人：ひとりでトイレに行けるようになりたい。
家 族：ひとりでトイレに行けるようになってもらいたい。
援助者：ひとりでトイレに行けるようになるために、下肢筋力を強化し、立ち上がりや歩行能力を向上させたい。また、
ズボンと下着の上げ下げや後始末ができるよう上肢・手指の機能を向上させたい。
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨

それぞれのニーズは、その発生要因である生活上の問題点とその原因に分けて考えます。
生活上の問題点と原因をそのままニーズとして記載した場合、「○○のため○○できない。」などの表現となり、計画
書を確認した利用者および家族のニーズ解決に向けた意欲を低下させる場合があります。
また発生要因を
併記すると上述のようなネガティブ（消極的）な表現となりやすいことから、「○○したい。」というポジティブ（積
極的）な表現で、できるだけ簡潔に書くことが望まれます。
ニーズのポジティブ転換に当たっては、介護支援専門員は相談面接ならびにアセスメント、およびモニタリングを進
めていくなかで、利用者が自ら「○○したい」といったニーズを表出できるよう支援に努める必要があります。
専門的な用語や表現で表記する必要性が生じた場合においては、利用者および家族の理解を得るよう努めます。
介護支援専門員が解決すべきと判断したのに関わらず、利用者の理解が得られなかった事柄については第５表に記載
しておき、その後もニーズとして了解が得られるよう働きかけを行っていきます。
ニーズの優先順位は利用者とともに相談しながら決めていきますが、健康状態のみならず、閉じこもりなどにおける
廃用性の活動低下を予防する観点から、WHO 国際生活機能分類における「活動と参加」の項目を意識するとよいでしょ
う。

ここで表されたニーズは、次の「目標」につながっていくものとなります。
●利用者が自覚していないニーズの取り扱いについて。
①
②

悪性腫瘍の未告知や認知症で判断がつかない状態など、利用者が事実を知りえていないことについては、自覚してい
る範囲内で記載します。
利用者と家族のニーズ認識に差がみられる場合には、利用者と家族が合意できる範囲内で書きます。

なお、相違点については第５表の居宅介護支援経過に書きとめ、少しでも共通認識ができるよう継続して働きかけを行なっ
ていきます。
（参考：老企 29 号）
２．第２表：「居宅サービス計画書（２）」
①「生活全般の解決すベき課題(ニ一ズ)」
[理由]
「生活全般の解決すべき課題(ニ一ズ)」を明確にすることは、居宅介護支援の最初の段階である。様式としては、「総合
的な援助の方針」が先に掲げられているが、この「生活全般の解決すべき課題(ニ一ズ)」を明確にせずには、「総合的な援
助の方針」が立たないことは当然である。
なお、「「生活全般の解決すベき課題(ニ一ズ)」については、次の 2 点が重要である。
○生活全般にわたるものであること。
居宅サービス計画は、その達成により、介護や支援を受けながらも家庭や地域社会において可能な限り自立した生活を
営むことができることを目的として作成するものであり、利用者及びその家族の解決すベき課題は、介護の問題のみにと
どまらないこともある。
介護保険給付以外の社会的な制度やその他のサービス、私的な援助などにより解決されるベき課題についても、居宅サ
ービス計画に位置付けるよう努めることが大切である。
○自立の阻害要因と利用者及びその家族の現状認識が明らかにされていること。
利用者の自立を阻害する要因等を分析し、解決すベき課題を設定するとともに、利用者及び家族の現状認識を明らかに
する。また、多くの場合、解決すベき課題は複数の連動した相互関係を持つため、全体の解決を図るためには緻密なプロ
グラムが必要となる。利用者の自立を阻害する要因等の相互関係を構成する個々の解決すベき課題について明らかにし、
それを解決するための要点がどこにあるかを分析し、その波及する効果を予測して優先順位を付した上で、解決すべき課
題をとりまとめ、対応するサービスとしてどのようなサービスが、どのような方針で行われる必要があるかが思考されな
ければならない。ただし、この優先順位は絶対的なものではなく、必要に応じて見直しを行うべきものであることに留意
する。
[記載要領]
利用者の自立を阻害する要因等であって、個々の解決すベき課題(ニ一ズ)についてその相互関係をも含めて明らかにし、
それを解決するための要点がどこにあるかを分析し、その波及する効果を予測して原則として優先度合いが高いものから
順に記載する。
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※ニーズとは
○ケアマネジメントにおけるニーズとは、要援護者やその家族の生活の質（QOL)を高めたり生活をしていくうえで生じる問
題や課題であり、さらにこの問題点や課題をどのように解決していきたいかという目標である。（白澤政和）
○ニーズの領域は多面的であり、有機的に関連している。（野村豊子）
○より具体的に表現すれば、ニーズとは、その人（家族）が“自立と QOL の向上”を得るために必要な事柄、というべきで
ある。（竹内孝仁）
○クライエントは自分の人生に関する選択と決定を自ら行いたいとするニードを持っている。
彼らは選択や決定の押し付け、監督、命令ではなく援助を求めているのである。（F．P．バイスティック）
○ニーズとは、人が生活していくために必要な要素のうちで欠けたものである。（野中 猛）
○「ニーズ」とは、適切な生活様式に至るために欠かせない資源を失っていることである。（デイビット・P・マクスリー）

ヒーマンニーズヒエラルキー（Ａ．Ｈ．マズロー）

Need（s） 必要性・必要なこと・欲求
①顕在的（activational）⇔潜在的（potentiality・latency）
②規範的（normative）⇔生理的（本能的）
③体感的(felt)⇔非体感的
④真の（real）

自己実現のニーズ
（正義、真理、有意義性を求める）
Needs for selfactualization
(inculdes specific metaneeds)

自尊のニーズ Esteem needs

Hope 希望
Demand（s） 要望
Want（s） （価値観的）要求
Motivation 動機・意欲・欲求
Request 要望・要求
Desire 願う, （強く）望む, 欲する
Wish 願い・願望
Instinct 本能
Frustration 欲求不満

所属、愛情のニーズ
Belongingness & love needs

安全のニーズ Safety needs

生理的なニーズ（飢え、乾きなど） Physiological
needs
出典：R.Ｂ.Eｄｗｅｎ, An Introduction to Theories of personality, Academic

無断転載を禁ず

ヒーマンニーズヒエラルキー（Ａ．Ｈ．マズロー）

※疾病利得
病いであることから得られる利益。フロイトによれば、心的な苦痛を回避するために内的葛藤を抑圧し、その結果神経症の
ような症状へ逃避する第一次疾病利得（primary gain）と、疾病であることで周囲の者や社会から得られる同情・慰め・補償
などを得る第二次疾病利得（secondary gain）とに分けられる。精神療法では、これら疾病利得に由来する抵抗を解決し、
患者の自我がふたたび現実に立ち戻れるようにすることが治療目標とされる。

（２）目標（長期目標・短期目標）（参考資料⑤：（７）－８を参照）
利用者が自らの生活に目標をもち、またその実現のために活動していくよう働きかけることは介護支援専門員の大きな役割
です。
介護支援専門員と利用者ならびに家族の目標が一致するよう、利用者および家族にどのような生活を送りたいかについて具
体的なイメージをもってもらいながら、共同で目標を設定するよう心がけます。
ケアマネジメントにおいては、ケアを受けながらも自分らしく積極的な生活や人生を設計することが目標となります。した
がって心身機能に関して、今よりもよくなることにこだわる必要はありません。年齢とともに機能が低下することが予測され
る要介護者では、現状を維持することが、在宅でターミナルケアを受ける利用者にとっては、できるかぎり苦痛のない生活を
送るといったことが目標になるといえます。このような視点に立った目標づくりを利用者や家族とともに進めていきます。
●目標の記載方法は下記のように行います。
①
②
③
④
⑤

長期目標・短期目標ともに期間を想定しながらニーズごとに立てます。
短期目標は長期目標を段階かつ計画的に達成するための目標であり、直接的にサービスにつながることが多いため、で
きる限り具体的な内容を記載します。
短期目標は、サービス事業者がそれぞれのサービス計画を作成する際の目標となりうるものです。必要に応じてサービ
ス担当者に意見を求めるようにします。
利用者および家族が「実現可能な生活」をイメージできるよう援助するためにも、目標を見直ししていくことは重要で
す。その際、第１表の「利用者及び家族の生活に対する意向」や「総合的な援助の方針」についても見直される場合が
あります。
疾患により健康状態が不安定なために、目標の設定が困難な場合は、今後どのような経過をたどるのかについて医師等
の専門家の意見を聞くことも大切となります。

（参考：老企 29 号）
②「目標(長期目標・短期目標)」
[理由]
「目標」は、「生活全般の解決すベき課題(ニ一ズ)」に対応して設定されるベきものである。
通常において、解決すベき課題の達成は、段階的に行われるものと考えられ、綿密な計画的支援の積み重ねが必要とな
る。「目標」を、「長期目標」と「短期目標」に区分するのはこのためである。
したがって、
「長期目標」を達成するための各段階を「短期目標」として明確化し、計画的支援に結びつけるのがこの「目
標」のねらいである。
すなわち、必要な「サービス内容(→④参照)」は、主として「短期目標」に対応して導き出されるものであり、明確な「短
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期目標」が設定されなければ必要な「援助内容」やその援助方針を明確にできないこととなる。
[記載要領]
「長期目標」は、基本的には個々の解決すべき課題に対応して設定するものである。ただし、解決すベき課題が短期的
に解決される場合やいくつかの課題が解決されて初めて達成可能な場合には、複数の長期目標が設定されることもある。
「短期目標」は、解決すベき課題及び長期目標に段階的に対応し、解決に結びつけるものである。
緊急対応が必要になった場合には、一時的にサービスは大きく変動するが、目標として確定しなければ「短期目標」を
設定せず、緊急対応が落ち着いた段階で、再度、「長期目標」・「短期目標」の見直しを行い記載する。
なお、抽象的な言葉ではなく誰にもわかりやすい具体的な内容で記載することとし、かつ目標は、実際に解決が可能と
見込まれるものでなくてはならない。
（３）（長期目標及び短期目標に付する）「期間」
長期目標の期間はニーズを解決することで、できる限り自立した生活を送ることが可能となる時期を利用者とともに予測し、
それに応じた期間を記載します。記載の方法は原則として開始時期と終了時期を記入することになっています。
●期間の設定は以下のように進めていきます。
①
②
③

目標は漠然としたものにならないよう、いつまでに達成するといった期限を設定することが大切です。
できる限り利用者ならびに家族が期間を決められるよう援助します。
モニタリングや再アセスメントを行う時期ならびに認定の有効期間などを目安にします。

●期間には下記のパターンがあります。
①
②
③

第１表の「利用者及び家族の生活に対する意向」を最終的な目標としてとらえ、その目標に向かって長期目標を積み
上げていくことから長期目標の期間がそれぞれ異なるもの。
いくつかの短期目標を積み上げることで長期目標となる場合で、長期目標と短期目標の期間が異なるもの。
長期目標と短期目標の期間が一致するもの。

これらの目標の期間は利用者や家族のみならず、サービスを提供しているケアチームのメンバーの間でも十分に協議する必
要があります。
「目標」は次の「サービス内容」につながっていきます。
（参考：老企 29 号）
③(「長期目標」及び「短期目標」に付する)「期間」
[理由]
「長期目標上「短期目標」のいずれにも、
「期間」を設定することにしている。目標は達成するために立てられるもので
あり、目標を達成するために居宅サービス計画があるものである。
この「期間」を設定する理由としては、計画的に支援するということと、期間の終期に目標の達成が図られているか居
宅介護支援の評価を行うことにより、例えば、長期間にわたって漫然とした支援を行うようなことを防止するという二つ
がある。
[記載要領]
「長期目標」の「期間」は、「生活全般の解決すべき課題(ニ一ズ)」を、いつまでに、どのレべルまで解決するのかの期
間を記載する。
「短期目標」の「期間」は、
「長期目標」の達成のために踏むべき段階として設定した「短期目標」の達成期限を記載す
る。
また、原則として開始時期と終了時期を記入することとし、終了時期が特定できない場合等にあっては、開始時期のみ
記載する等として取り扱って差し支えないものとする。
なお、期間の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。
（４）サービス内容
サービス内容は、短期目標を達成するために利用する介護サービスや家族を含むインフォーマルサービスがどのような内容
でサービスを提供するのかを具体的に記載するものです。利用者にとってはどのようなサービスを提供してもらいたいかとい
う希望も記載される欄となることから、各種サービスについての情報提供が十分になされる必要があります。
計画を立案する以前よりニーズを満たすために利用しているサービスがある場合には、そのサービスについても記載するこ
ととなっています。
●サービス内容の記載は以下のように進めていきます。
①
②
③
④
⑤
⑥

短期目標ごとに、次の欄にある「サービス種別」を想定しながら内容を記載していきます。また、ひとつの短期目標
に複数のサービス内容が対応する場合もあります。
短期目標を解決するためにはどのようなサービス内容が必要かを利用者とともに考えながら書き進めていきます。利
用者が後で確認しやすいよう、できる限り簡潔に書き、また専門用語や略語の使用は控えるように心がけます。
サービス事業者が作成する、それぞれのサービス計画の立案に役立つよう、通所や短期入所サービスにおける食事・
入浴・送迎などのサービス項目についても記載します。
家族や隣人が行うインフォーマルサービスについては、実行性を確認しながら無理のないよう計画に組み込むように
します。
開示請求などで主治医意見書等を閲覧した際に、
「サービス提供上の留意事項」が確認できた場合は、サービス内容の
条件として転記します。
サービス担当者会議で専門的な視点から示された留意点についても、サービス内容の条件として記入するよう心がけ
ます。
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（参考：老企 29 号）
④「サービス内容」
〔理由]
「短期目標」の達成に必要な最適のサービスの内容とその方針を明らかにする必要がある。
この際、同種の居宅サービスであっても、そのサービスの特性や利用者の希望などにより、いずれの居宅サービス事業
者のサービスが最も相応しいかを評価・選択し、「サービス種別」欄に記載していく順番となる。
なお、この際、できるだけ家族が行う援助の内容も明確に記載し、外部サービスと併せて、全体として、どのようなサ
ービス体制が組まれているかを明らかにすることが重要である。
また、特にインフォーマルなサービスや他の制度等に基づくサービス等においては、当該居宅サービス計画作成時にお
いて既に行われているサービスがあり、そのサービスがニ一ズに反せず、利用者及びその家族に定着している場合には、
これに配慮し、調和のとれた居宅サービス計画とする必要がある。ただし、介護支援専門員は、必要性が少ない居宅サー
ビスの漫然とした延長等については当該居宅サービスの意義等を十分説明し、理解を得る必要がある。
[記載要領]
「短期目標」の達成に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明らかにし、適切・簡潔に記載する。
この際、できるだけ家族による援助も明記し、また、当該居宅サービス計画作成時において既に行われているサービス
についても、そのサービスがニ一ズに反せず、利用者及びその家族に定着している場合には、これも記載する。
なお、生活援助中心型の訪間介護を必要とする場合には、その旨を記載する。
（５） 保険給付の対象かどうかの区別
（参考：老企 29 号）
⑤「保険給付の対象かどうかの区分」
[理由]
「サービス内容」には、保険給付の対象となる居宅サービスのみならず、市町村が実施する一般老人保健福祉施策、家
族や近隣などのインフォーマルなサービスを含むため、保険給付対象内サービスのみを対象とする給付管理票への転記を
容易にするため、本欄を設ける。
[記載要領]
「サービス内容」中、保険給付対象内サービスについて○印を付す。
（６）サービス種別
短期目標を解決するために、複数のサービス内容が記載されている場合や、ひとつのサービス内容に複数のサービス種別が
対応する場合は、対象となるサービス内容のどの部分にいずれのサービス種別が関係するのかが明確となるよう記載のしかた
を工夫する必要があります。
例として対応するサービス内容とサービス種別に番号をつけることや、お互いを線で結ぶなどが挙げられます。
例）
サービス内容
①血圧測定
②通院介助および移送
③緊急時の対応。

※1
○
○
○

サービス種別
家族①②③
訪問介護①②③
C 脳神経外科無料送迎②
訪問診療③
緊急時訪問看護加算③

※2
本人と妻
G 訪問介護
C 脳神経外科
B 循環器ｸﾘﾆｯｸ
G 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

サービス種別は正式な名称で記載します。この際、利用者が分かりにくいと感じているようであれば、適宜説明を行ってい
きます。
例）訪問介護
通所介護
配食サービス
緊急通報システム
家族や地域のボランタリーサービスならびに近隣の方々による支援などを受けている場合で、特に正式な名称がないサービ
スについてはサービス提供者と相談の上、具体的な名称を記載するようにします。
例）民生委員による、声掛けならびに見守り
家族によるサービス提供がなされる場合には、誰が中心になって行っていくのかを明記しておきます。
例）妻・次男・嫁・姪など
地域のボランタリーサービスならびに近隣の方々による支援などを受けている場合には、協力を得ている方の同意のもと氏
名等を記載する方法もあります。
（参考：老企 29 号）
⑥「サービス種別」
[理由]
「サービス内容」及びその提供方針を適切に実行することができる居宅サービス事業者を選定する必要がある。
なお、家族が担う介護部分については、介護者を特定して明らかにしておく必要がある。
[記載要領]
「サービス内容」及びその提供方針を適切に実行することができる居宅サービス事業者等を選定し、具体的な「サービ
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ス種別」及び当該サービス提供を行う「事業所名」を記載する。
家族が担う介護部分についても、誰が行うのかを明記する。
（７）＊２サービス事業者
サービス事業者は介護保険サービスのみならず、その他の制度についても、できる限り利用者および家族の選択のもと決定
するようにします。介護支援専門員は利用者のニーズや目標を捉えながら、中立公平な立場に立ちつつ、もっともふさわしい
と思われる事業者について情報提供を行うよう努めます。
（８）頻度
頻度は支給限度額やサービスの供給量との兼ね合いも考慮しながら、ニーズ解決ならびに短期目標の達成期間もふまえた上
で設定します。
サービス提供時間および時間帯について利用者の生活リズムを考慮しながら記載します。
（９）期間
サービス利用の期間は実際にサービスを利用する開始日と終了日を記載します。終了時期が特定できない場合等は、開始時
期のみ記載します。ここの期間は「短期目標の期間」と連動している必要があります。
なお、居宅サービス計画に盛り込まれたサービスは、同時に始まるものとは限りません。利用者および家族が何かしらの事
情により利用を見送っているサービスがある場合などは、サービスを利用するおおよその開始時期を記載します。
（参考：老企 29 号）
⑦「頻度」・「期間」
[理由]
「サービス内容」に掲げたサービスを、どの程度の「頻度」で実施するかを明らかにする必要がある。
「サービス種別」、
「頻度」及び「期間」は給付管理に直結しており、
「頻度」を明らかにすることによって、居宅サービ
ス計画の内容を、利用者及びその家族、各種サービス担当者間で定期的に合意・確認することに役立つのみならず、支給
限度額内外おいて如何に効果的にサービスを組み合わせるかを考える要点が明らかとなる。
[記載要領]
「頻度」は、「サービス内容」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
を記載する。
「期間」は、「サービス内容」に掲げたサービスをどの程度の「期間」にわたり実施するかを記載する。
なお、「期間」の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。
⑧ 福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のサービスを必要とする理由
福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を居宅サービス計画に位置付ける場合においては、「生活全般の解決すべき課題」・
「サービス内容」等に当該サービスを必要とする理由が明らかになるように記載する。
なお、理由については、別の用紙（別葉）に記載しても差し支えない。」
第2表

記載例

第２表

居宅サービス計画書（２）
利 用者名
生活全般の解決す

C

殿
目

作成年月日

標

援

助

平成１７年
内

５月

１６日

容

長期目標
( 期間 )
短期目標
( 期間 )
サービス内容
べき課題（ニーズ）
住み慣れた自宅で 自宅での生活の H17.5.16 ホームヘルプ H17.5.16 ホームヘルパーによる
の生活を続けたい。 継続。
～10.15 の利用に慣れ ～8.15
生活援助（掃除・洗濯
る。
買い物・調理 など）

※１
サービス種別
○
訪問介護

※２
頻度
期間
A訪問介護 週２回 H17.5.16
事業所
～8.15

出来る限り身の回
りのことは、自分
できりるようにし
ておきたい。

○

A訪問介護 週２回 H17.5.16
事業所
～8.15

身の回りのこと H17.5.16 家事をホーム H17.5.16 利用者と共に家事を行
をできるだけ自 ～10.15 ヘルパーと一 ～8.15
う。
分でおこなう。
緒に行う。
（利用者の家事への
参加の促進と継続）

訪問介護

※１「保険給付の対象となるかどうかの区分」について、保険給付対象内サービスについては○印を付す。
※２「当該サービス提供を行う事業所」について記入する。
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立川市ケアプラン評価委員からのアドバイス－第２表－（１）
１．全体
・本人家族への交付を前提とした丁寧で分かりやすい表現で記載すること。
２．課題（ニーズ）欄
・ニーズは十分なアセスメントから導きだすこと。
・ニーズは優先順位を意識して記載すること。
・ニーズならびに目標はできるかぎり具体的な内容を記載すること。
・家族のニーズは（家族）、（妻）などの注釈を記載すること。
３．「目標」欄
・目標は「・・できる。」「・・する。」あるいは「・・できるようになる。」などの表現を用いて記載すること。
・期間はいつからいつまでを年月日で記載すること。
４．その他
・家族のケアは「サービス種類」欄へ「家族」と記載すること。
・介護保険以外のサービスも記載すること。

（参考）ニーズと目標の整理
（１）「ＩＣＦ領域分類整理」

（２）「長期目標の統合整理」

目 標
長期目標
（期間）
短期目標
（期間）
健康的な生活の H20.3～ 健康状態の自己 H20.3～
健康状態
継続。
H20.9
チェックを行 H20.6
う。
たむしの治癒。 H20.4～ たむしの早期治 H20.3～
健康状態
H20.5
癒と原因の究 H20.4
明。
外出や友人との H20.3～ トイレ動作の安 H20.3～
交流に参加す
H20.9
定を図り、外出 H20.6
参加
る。
に対し自信をも
てる。
気疲れせず会話を楽し 楽しく会話がで H20.3～ 介護スタッフや H20.3～
活動＜参加 みたい。
きるようにな
H20.9
友人と世間話を H20.6
る。
楽しむ。
歩けるようになりた 入院前のよう
H20.3～ 部屋の中を見守 H20.6～
りで歩く。
H20.9
い。
に、部屋の中を H20.9
活動
部屋の中を一部 H20.3～
歩けるようにな
介助で歩く。 H20.6
る。
ICF領域
分類

活動

環境因子

活動

生活全般の解決すべき
課題（ニーズ）
入院前の状態に戻りた
い。健康的に暮らして
いきたい。
早く背中のたむしを治
したい。なぜ罹ったの
かも知りたい。
外出や、友人との付き
合いに参加したい。

活動

環境因子

環境因子

心身機能
・構造

個人因子

目 標
長期目標
健康的な生活の
継続。

気疲れせず会話を楽
しみたい。

統合

歩けるようになりた
い。

入院前のよう
に、部屋の中を
歩けるようにな
る。

ひとりでトイレにいけ ひとりでトイレ H20.3～
るようになりたい。 に行くことがで H20.9
きる。
つたって歩けるよう、 部屋の中を安全 H20.3～
家具の配置を変更した に移動できる。 H20.9
い。

できるだけトイ H20.3～
レで排泄する。 H20.6

身体をきれい保ちた
い。

身体を洗うこと H20.3～
をひとりで行う H20.9
ことができる。

身体を洗うこと H20.3～
を見守りで行え H20.6
る。

身体をきれい保ちた
い。

気持ちよくお風呂に入 浴槽の出入りを H20.3～
りたい。
見守りで行うこ H20.9
とができる。

浴槽の出入り動 H20.4～
作をほぼ見守り H20.6
で行える。

気持ちよくお風呂に
入りたい。

部屋の中をつか H20.3～
まって歩くため H20.4
に家具などを活
用する。

統合
外出や友人との
交流に参加す
る。

ひとりでトイレにい
統合
けるようになりた
い。
つたって歩けるよ
う、家具の配置を変
更したい。
「環境因子」と

（３）「ニーズの統合整理」
目 標
生活全般の解決すべ
き課題（ニーズ）
長期目標
入院前の状態に戻り 健康的な生活の
たい。
継続。
健康でいたい。
背中のたむしを治し
たい。
会話が楽しめるよう
になって、外出や、
友人との付き合いに
参加したい。

外出や友人との
交流に参加す
る。

歩けるようになって
ひとりでトイレに行
きたい。
つたって歩けるよ
う、家具の配置を変
更したい。

入院前のよう
に、部屋の中を
歩けるようにな
る。

気持ちよくお風呂に
はいって、身体をき
れい保ちたい。

入浴がひとりで
行える。

「活動」を統合

入浴がひとりで
行える。

統合変形

浴槽の出入り動 H20.3～
作を一部介助で H20.4
行える。

活動

活動

生活全般の解決すべ
き課題（ニーズ）
入院前の状態に戻り
たい。健康的に暮ら
していきたい。
早く背中のたむしを
治したい。なぜ罹っ
たのかも知りたい。
外出や、友人との付
き合いに参加した
い。

浴室の出入りを H20.3～
見守りで行うこ H20.9
とができる。

浴室の出入り動 H20.3～
作を一部介助で H20.6
行える。

着替えと身支度ができ 着替えと身支度 H20.3～
るようになりたい。 ができるように H20.9
なる。

着替えと身支度 H20.3～
が見守りででき H20.6
るようになる。

着替えと身支度がで
きるようになりた
い。

着替えと身支度
ができるように
なる。

着替えと身支度がで
きるようになりた
い。

着替えと身支度
ができるように
なる。

おいしく食事がした
い。

H20.3～
H20.9

塩分やカロリー H20.3～
を取り過ぎな H20.6
い。

おいしく食事がした
い。

おいしく食事がした
い。

H20.3～
H20.9

介護者の健康維 H20.3～
持と体調悪化の H20.6
防止。

妻にも体調よく過ご
してもらいたい。あ
まり迷惑はかけたく
ない。
妻の家事の負担を軽
くしたい。

健康に注意をは
らった食事を摂
ることができ
る。
妻と二人の暮ら
しを今の住まい
で続けていく。

健康に注意をは
らった食事を摂
ることができ
る。
妻と二人の暮ら
しを今の住まい
で続けていく。

健康に注意をは
らった食事を摂
ることができ
る。
妻にも体調よく過ごし 妻と二人の暮ら
てもらいたい。あまり しを今の住まい
迷惑はかけたくない。 で続けていく。

妻の家事の負担を軽く 妻が行う家事を H20.3～
したい。
あまり負担と感 H20.9
じない。
しっかりと合っている 口腔衛生に注意 H20.3～
入れ歯を使っていた をはらい生活が H20.9
い。虫歯にならないで できる。
いたい。
気持ちよく介護サービ 介護ｻｰﾋﾞｽを利 H20.3～
スを利用したい。
用しながら、今 H20.9
の生活を継続し
ていく。

妻が家事に過度
な負担を感じな
い環境をつく
る。
口腔ケアを継続
し、齲歯や歯肉
炎などの歯周病
を予防する。

H20.3～
H20.6

妻にも体調よく過ご
してもらいたい。
介護や家事のことな
どあまり迷惑はかけ
たくない。

統合

H20.3～
H20.6

しっかりと合ってい
る入れ歯を使ってい
たい。虫歯にならな
いでいたい。

口腔衛生に注意
をはらい生活が
できる。

しっかりと合ってい
る入れ歯を使ってい
たい。虫歯にならな
いでいたい。

口腔衛生に注意
をはらい生活が
できる。

介護サービスに H20.3～
ついての理解を H20.4
深める。

気持ちよく介護サー
ビスを利用したい。

介護ｻｰﾋﾞｽを利
用しながら、今
の生活を継続し
ていく。

気持ちよく介護サー
ビスを利用したい。

介護ｻｰﾋﾞｽを利
用しながら、今
の生活を継続し
ていく。
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６． 第３表：「週間サービス計画表」
第３表

週間サービス計画表
利用者名

殿
月

火

作成年月日

水

木

金

土

年

日

月

日

主な日常生活上の活動

4:00
深
夜
早
朝
午

6:00
8:00
10:00

前

12:00

午

14:00
16:00

後

18:00
夜

20:00
間

22:00

深

24:00
2:00

夜

4:00

週単位以外
のサービス

（参考：老企 29 号）
３．第３表：「週間サービス計画表」
①「主な日常生活上の活動」
[理由]
利用者の起床や就寝、食事、排泄など主要な日常生活に関する活動を明らかにし、対応するサービスとの関係がわかる
ようにする。
[記載要領]
利用者の起床や就寝、食事、排泄などの平均的な一日の過ごし方について記載する。
なお、当該様式については、時間軸、曜日軸の縦横をどちらにとってもかまわない。
記載例
第３表
利用者名
深
夜
早
朝
午
前

4:00

月

火

水

木

金

平成16年3月15日

日

主な日常生活上の活動

起床
朝食

10:00

14:00

9：00～10：00訪問介護

11：00～12：00訪問看護

（生活援助）

（理学療法士）

11：00～12：00訪問看護

9：00～11：00訪問介護
11：30～12：00訪問介護

（理学療法士）

（通院介助）
昼食

（C脳神経外科通院送り出し）

14：00～14：30訪問入浴

16:00

16：00～17：00訪問看護

（入浴）
夕食

20:00
22:00

深
夜

土

8:00

18:00
夜
間

作成年月日

殿

6:00

12:00

午
後

週間サービス計画書
Ａ

就寝

0:00
2:00
4:00

週単位以外 緊急時訪問看護体制加算・毎月１週目の金曜日、福祉用具貸与（特殊寝台、移乗バー、電動車椅子） 自費購入（六輪車椅子）
のサービス 訪問診療（B循環器クリニック：第1・3火曜午前）、通院（D内科クリニック：第1土曜、E病院整形外科：第3土曜、F皮膚科クリニック第2・4土曜日）

立川市ケアプラン評価委員からのアドバイス－第 3 表－
・「主な日常生活上の活動」欄の記載を忘れずすること。
・「週単位以外のサービス」欄の記載を忘れずすること。
・家族が提供しているケアがあれば記載すること。
・介護保険以外のサービスがあれば記載すること。
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７． サービス担当者会議の要点
第４表

サービス担当者会議の要点
利用者名
開催日

殿
年

会議出席者

月

日

作成年月日

年

月

日

居宅サービス計画作成者（担当者）氏名
開催場所

所属（職種）

開 催時間
氏

名

所属（職種）

開催回数
氏

名

所属（職種）

氏

名

検討した項目

検討内容

結論

残された課題

（ 次回の開催時期 ）

（参考：老企 29 号）
４．第４表：「サービス担当者会議の要点」
①「利用者名」
第 1 表から転記する。
②「生年月日」
第 1 表から転記する。
③「住所」
第 1 表から転記する。
④「居宅サービス計画作成者氏名」
第１表から転記する。
⑤「開催日」
当該会議の開催日を記載する。
⑥「開催場所」
当該会議の開催場所を記載する。
⑦「開催時間」
当該会議の開催時間を記載する。
⑧「開催回数」
当該会議の開催回数を記載する。
⑨「会議出席者」
当該会議の出席者の「所属(職種)」及び「氏名」を記載する。本人又はその家族が出席した場合には、その旨について
も記入する。
⑩「検討した項目」
当該会議において検討した項目について記載する。
⑪「検討内容」
当該会議において検討した項目について、それぞれ検討内容を記載する。
⑫「結論」
当該会議における結論について記載する。
⑬「残された課題(次回の開催時期等)」
必要があるにもかかわらず社会資源が地域に不足しているため未充足となった場合や、必要と考えられるが本人の希
望等により利用しなかった居宅サービスや次回の開催時期、開催方針等を記載する。
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記載例
第４表

サービス担当者会議の要点
利用者名
開催日

A
平成

殿

20年

3月

3日

所属（職種）
会議出席者

検 討した項目

検 討内容

G訪問介護事業所
I訪問入浴介護事業所
J居宅介護支援事業所

作成年月日 平成

20年

3月

4日

居宅サービス計画作成者（担当者）氏名
開催場所
氏

利用者宅
名

開催時間 10：00～11：30
所属（職種）

K(訪問介護員)
H訪問看護ステーション
N(介護福祉士)
本人
XX(介護支援専門員) P福祉用具事業所

氏

開催回数
名

3

所属（職種）

回
氏

名

L(看護師)
H訪問看護ステーション M(理学療法士)
A
家族
O(妻)
Q(福祉用具専門相談員)

入院以前と比べて、廃用性と思われる体力と活動性の低下がみられる。このため起居・移動・移乗に介護を要するようになり、訪問介護
を増やし通院介助や、週２回の訪問入浴を導入するなどで、要介護２の支給限度額を大きく超える介護費用がかかってきている。１０月
１日付けで変更申請を行ったが、要介護３になったとしても多くの自費が発生することから、各介護サービス事業所からの意見を参考に
サービス内容を見直し、ご本人ならびに妻に確認をとりながら、居宅サービス計画（ケアプラン）を再検討した。
①訪問介護のサービス内容ならびに提供時間を再検討。
②自宅浴室での入浴が可能かを検討し、週２回の訪問入浴を再検討。
③訪問リハ（ＰＴ）による週２回の訪問リハビリテーションを再検討。
④貸与を受けている福祉用具のうち、代替品で対応可能かを検討。

①訪問介護の生活援助を可能な限りを妻の居宅サービス計画に位置づけることとする。
②自宅浴室での入浴が可能と判断。しかし長くつきあいのあるヘルパーに裸を見せるのは抵抗があるとのことから、週２回の訪問入浴の
うち週１回を訪問看護の時間に行うことに決定。シャワーチェアーを肘かけのあるものに変更（訪問ＰＴによる再検討）。
結論
③週２回の訪問リハは本人の希望から継続。Ｃ脳神経外科の外来リハについても紹介し今後検討していただくこととする。
④六輪車椅子でないと、室内の移動は困難であり、特殊寝台に関しても特別な移乗バーを使用しているため変更ができない。電動車椅子
も外出時に介護者に負担をかけたくないという考えから利用していたものであり、変更はしたくない。比較的低価格な六輪車椅子を自費
で購入することに決定。
①全てを妻の居宅サービス計画に位置づけるわけには行かない。
②入浴介助と健康状態の観察を１時間のサービスで終わらせることが出来るかが課題。
残 された課題
③介護タクシーは車椅子のまま乗車できるものは少なく、また費用負担も助長させるため、外来リハ利用に関する移送手段の確保が困難。
④六輪車は購入したため、本人の状態が変化した場合に、変更・処分に新たな費用が発生する可能性がある。
（ 次回の開催時期 ） 次回開催時期
平成20年6月5日

立川市ケアプラン評価委員からのアドバイス－第４表－
・特別な事情がないかぎり利用者本人にも参加してもらうこと。
・認知症がある場合でも、できる限り本人の意見を聞き取ること。
・検討項目ならびに検討内容および結論は番号つけて対応するように記載すること。
（検討項目を①～③とした場合、
検討内容と結論も①～③でまとめる）
・医師の参加が難しいようであれば、積極的に照会をすること。
・残された課題を記載すること。
・次回開催時期を記載すること。

８． 「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」
サービス担当者に対する照会(依頼)内容
利用者名

殿

作成年月日 年

居宅サービス計画作成者（照会者）氏名

サービス担当者会議を開催しない理由
ないし会議に出席できない理由

照会（依頼）先

照会(依頼)年月日

照会（依頼）内容

回答者氏名

※サービス担当者会議を開催しない場合や会議に出席できない場合などに使用すること。
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回答年月日

回答内容

月

日

19

2

心
身
の
状
態
に
関
す
る
意
見

3

日生（

84

歳）

年

月

○

□ 内科
□ 婦人科

○

日

□ 精神科
□ 眼科

咽喉科

□ 外科
□ 耳鼻
ﾃｰｼｮﾝ科

高血圧症
うっ血性心不全
アルツハイマー型認知症

□安定

年

18

（昭和 ・ 平成

発症年月日

□
□

火の不始末

□無 □有

［症状名：

(4)その他の精神 ・ 神経症状

□無 □有

幻視・幻聴

□
□

不潔行為

妄想

□
□

異食行動

昼夜逆転

□

性的問題行動

専門医受診の有無

□
□
暴言

□有（

暴行

□

□具体的要求に限られる

□いくらか困難

□伝えられる

見守りが必要

□

□問題あり
□いくらか困難

□問題なし
□自立

日

回

頃）

○ 日

○ 月

その他

（

）

□無］

□ 徘徊

□伝えられない

□判断できない

□Ｃ2

□酸素療法

）

頃）

○ 日
○ 日
頃）

）

○ 月
○ 月

□介護への抵抗

□Ｃ1
□M

□ストーマの処置
□経管栄養
□褥瘡の処置

(3)認知症の周辺症状（該当する項目全てチェック：認知症以外の疾患で同様の症状を認める場合を含む）

・短期記憶
・日常の意思決定を
行うための認知能力
・自分の意思の伝達能力

0

3

□ 泌尿器科

1

0

BNP：心臓に負担がかかった際、心室
部分から分泌されるホルモン。BNPの血
液検査における基準値は18.4以下、
100以上では心不全の疑いがあります。

□A1 □A2 □B1 □B2
□Ⅱｂ □Ⅲa □Ⅲｂ □Ⅳ

(2)認知症の中核症状（認知症以外の疾患で同様の症状を認める場合を含む）

□自立 □J1 □J2
□自立 □I □Ⅱa

□透析
□中心静脈栄養
□点滴の管理
□疼痛の看護
□気管切開の処置
□レスピレーター
□モニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度 等）
□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

(1)日常生活の自立度等について
・障害高齢者の日常生活自立度
（寝たきり度）
・認知症高齢者の日常生活自立度

失禁への対応

特別な対応

処置内容

(過去14日間以内に受けた医療のすべてにチェック）

メマンチン塩酸塩は、NMDA受容体拮抗薬として作用し、過剰な
グルタミン酸からの神経細胞の障害を防止し、記憶形成で発生
する不要なシグナルを減少させ、記憶の定着を補助します。

うっ血性心不全に関しては、利尿剤、遮断薬投与するもBNP数値500以上である。
認知症に関してはメマリーを投与。

［最近（概ね６ヶ月以内）介護に影響のあったもの及び特定疾病についてはその診断の根拠等について記入］

□不明

年

12

（昭和 ・ 平成

発症年月日

□不安定

年

2

（昭和 ・ 平成

発症年月日

(3)生活機能低下の直接の原因となっている傷病または特定疾病の経過及び投薬内容を含む治療内容

（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入）

(2)症状としての安定性

3 .

2 .

1 .

□ 皮膚科
□ その他（

月

0 0

□ ２回目以上

□ 整形外科 □ 脳神経
□ 歯科
□ ﾘﾊﾋﾞﾘ

□初回

年

0

調査回目

□同意しない

(1)診断名（特定疾病または生活機能低下の直接の原因となっている傷病名については１.に記入）及び発症年月日

有の場合

○

FAX

□有
□無

電話

東京都立川市○○町

（２）意見書作成回数
(2)意見書作成回数

2 0 0

0 0 0 0 0

□同意する

○△クリニック

の有無

特
別
な
医
療

月

医療機関所在地

(3)他科受診

傷
病
に
関
す
る
意
見

年

男
・
女

〒

医療機関名

医師氏名

(1)最終診察日

1

明 ・大 ・昭

Ｂ氏

上記の申請者に関する意見は以下の通りです。
主治医として、本意見書が介護サービス計画作成に利用されることに

申請者

（ふりがな）

日

記入日

月

2 0 0

申請日

年

医師番号

1 3

0 0 0 0 0

管理市町村
コード

対象者番号

1 3

主治医意見書①

市区町村
コード

特
記
す
べ
き
事
項

5

ビ
ス
に
関
す
る
意
見

生
活
機
能
と
サ

4

心
身
の
状
態
に
関
す
る
意
見

3

1

3
0 0

2

記入日

年

0 0 0 0

0

対象者番号

主治医意見書②
月

日

□ 介助があればしている
□ 主に自分で操作している
□ 屋外で使用

→対処方針（

□ 摂食・嚥下機能低下

□ 脱水

通所リハビリテーション

訪問リハビリテーション

訪問診療

□ 訪問看護
□ 短期入所療養介護
□ その他の医療系サービス
□ 特になし
□ 特になし
□ 特になし

□ あり
□ あり
□ あり

・運動
・その他
）
（
無

□ 有（

□ 特になし
□ 特になし

）

□ 不明

□ あり（
□ あり（

）

）

）

）

）

）

□

□

Ｉ度：心疾患があるが、身体活動には特に制約がなく日常労作により、特に不当な呼吸困難、狭心痛、疲労、動悸などの愁訴が生じないもの。
ＩＩ度：心疾患があり、身体活動が軽度に制約されるもの。
安静時または軽労作時には障害がないが、日常労作のうち、比較的強い労作（例えば、階段上昇、坂道歩行など）によって、上記の愁訴が発現するもの。
ＩＩＩ度：心疾患があり、身体活動が著しく制約されるもの。
安静時には愁訴はないが、比較的軽い日常労作でも、上記の主訴が出現するもの。
ＩＶ度：心疾患があり、いかなる程度の身体労作の際にも上記愁訴が出現し、また、心不全症状、または、狭心症症候群が安静時においてもみられ、労作に
よりそれらが増強するもの。

心不全状態は薬物による改善は困難であり、現在NYHAⅠであるが、Ⅱ～Ⅲと進行するものと思われる。買い物、身の回りの世
話をするサービスが必要と思われる。長谷川式簡易テストでは１２／３０であった。
直近のBNPは994.0と高値である。

膝に負担を かけなければ問題なし

近距離の移動は可能

□ 訪問薬剤管理指導
□ 訪問栄養食事指導

□ 不明

要介護認定及び介護サービス計画作成時に必要な医学的なご意見等を記載して下さい。なお、専門医等に別途意見を求めた
場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いても結構です。）

□

・移動
）

）

（

□ 訪問歯科診療
□ 訪問歯科衛生指導

（

（

(7) 感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

・嚥下

・摂食

・血圧

□ 期待できない

□ 易感染症

（特に必要性の高いものには下線を引いて下さい。予防給付により提供されるサービスを含みます。）

(6) サービス提供時における医学的観点からの留意事項

□
□
□

(5) 医学的管理の必要性

□ 期待できる

(4) サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し

□低栄養

□ 全面介助
□ 不良

□ していない
□ 主に他人が操作している
□ 屋内で使用

□閉じこもり □意欲低下 □徘徊
□その他（
□ がん等による疼痛

□ 自立ないし何とか自分で食べられる
□ 良好

□ 自立
□ 用いていない
□ 用いていない

(3) 現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針
□移動能力の低下 □褥瘡 □心肺機能の低下
□ 転倒・骨折
□尿失禁

→栄養・食生活上の留意点（

現在の栄養状態

食事行為

(2) 栄養・食生活

歩行補助具・装具の使用（複数選択可）

車いすの使用

屋外歩行

(1) 移動

ｋｇ （過去６ヶ月の体重の変化 □増加
ｃｍ 体重＝
身長＝
□維持 □減少）
□右 □左）
）
（部位 ：
□四肢欠損
（程度：
□中 □重）
□軽
□右上肢 （程度： □軽 □中 □重） □左上肢
□麻痺
（程度：
□中 □重）
□軽
□右下肢 （程度： □軽 □中 □重） □左上肢
程度：
（部位：
□中 □重）
□軽
□その他
程度：
（部位：
□中 □重）
□軽
□筋力の低下
程度：
（部位：
□中 □重）
□軽
□関節の拘縮
程度：
左右膝関節
（部位：
□中 □重）
□軽
□関節の痛み
上肢 □右 □左 ・ 下肢□右□ 左・体幹 □右 □左
□失調・不随意運動
程度：
（部位：
□中 □重）
□軽
□褥瘡
程度：
□中 □重）
□軽
□その他の皮膚疾患 （部位：

利き腕（

(5） 身体の状態

市区町村ｺｰﾄﾞ

参考：主治医意見書

（参考資料③）
・健康状態の把握について
◆運営基準等に係るＱ＆Ａ (平成 13 年３月 28 日厚生労働省老健局振興課事務連絡)
サービス利用前の健康診断の扱い
１【サービス利用前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否について】
サービスを提供する前に利用者に健康診断を受けるように求めることはできるか｡
また, 健康診断書作成に係る費用の負担はどのように取り扱うべきか｡
(答)
１ 施設系サービス並びに認知症対応型共同生活介護および特定施設入所者生活介護の場合の取り扱いについて
介護老人福祉施設, 介護老人保健施設, 認知症対応型共同生活介護, 特定入所者生活介護については, 利用者が相当期
間以上集団的な生活を送ることが想定されることから,健康診断書の提出等の方法により利用申込者についての健康状態
を把握することは必要と考えられ, 主治医からの情報提供等によっても必要な健康状態の把握ができない場合には, 別途
利用者に健康診断書の提出を求めることは可能であり, その費用については原則として利用申込者が負担すべきものと考
えられる｡また, こうした求めに利用申込者が応じない場合はサービス提供拒否の正当な事由に該当するものと考えられ
る｡
２ １以外のサービスの場合の取り扱いについて
その他の居宅サービス(訪問介護, 訪問入浴介護, 通所介護, 短期入所生活介護および介護老人保健施設における短期入
所療養介護) については, 通常相当期間以上にわたって集団的な生活を送るサービスではないことから, 必ずしも健康診
断書の提出等による事前の健康状態の把握が不可欠であるとは言えないが, サービス担当者会議における情報の共有や居
宅療養管理指導による主治医からの情報提供等によっても健康状態の把握ができない場合に事業所として利用申込者に
健康診断書の提出を求めることは可能であり, その費用の負担については利用申込者とサービス提供事業者との協議によ
るものと考える｡しかし, そうした求めに利用申込者が応じない場合であっても, 一般的にはサービス提供拒否の正当な
事由に該当するものではないと考えられる｡
なお, 短期入所生活介護, 介護老人保健施設における短期入所療養介護については,集団的なサービス提供が相当期間以
上にわたる場合も考えられるが, 居宅サービスとして位置づけられ, 利用者からの緊急な申込みにも対応するという役割
を担うべきことから, 利用申込者からの健康診断書の提出がない場合にもサービス提供を拒否することは適切ではない｡
３ 現行制度の活用について
事業者が利用申込者に関する健康状態を把握する場合には, 利用申込者の負担軽減の観点からも, 第一にサービス担当
者会議における情報の共有や居宅療養管理指導による主治医からの情報提供といった現行制度の活用に務めることが望
ましい｡
なお, 事業者が安易に健康診断書の提出を求めるといった取り扱いは適切でない｡
また, 以上のことは市町村等において健康診断および健康診断書作成に係る費用の肩代わりや補助を妨げるものではな
い｡

（参考資料④）

（医科診療報酬点数表より抜粋）
診療情報提供書（Ⅰ）２５０点
（平成 18 年診療報酬改定により「診療情報提供料（Ａ）２２０点」を改定）
保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第４
６条第１項の規定により都道府県知事が指定する居宅介護支援事業所等（※）に対して、診療状況を示す文書
を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者１人につき月１回に限り算
定する
（介護予防）居宅療養管理指を算定している場合は、算定不可。
※ 介護老人保健施設・保険薬局・精神障害者社会復帰施設、老人性認知症センターなど
退院時の加算：２００点
別の医療機関、老人保健施設などに退院時に退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他必
要な情報を添付。
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診療情報提供書（Ⅰ）外来のみ
紹介先

所定点数

加算

保険医療機関

留意点
紹介先ごとに月１回算定

市町村・居宅介護支援事業者等
保険薬局

在宅患者訪問薬剤管理指導のため

精神障害者施設・老人保健施設

入所者が対象

老人保健施設
認知症疾患医療センター等

『認知症状態』の患者の鑑別診断等の必要性
１００点 『認知症の疑い』の患者の鑑別診断等の必要性
認知症専門医療機関連携加算

認知症専門医療機関

２５０点

『認知症の確定診断』のある患者の症状増悪・療養方
５０点 針の再検討が必要な場合に、その診断をした認知症専
門診断管理料算定医療機関へ紹介
精神科医連携加算

精神科を標榜する保険医療機関

精神科以外を標榜する医療機関で、うつ病等の精神障
害の患者を紹介。予約が必要
肝炎インターフェロン治療連携加算
２００点

肝炎インターフェロン治療計画料算定医療機関との連
５０点 携において、治療計画に基づく診療の状況を示す文書
とともに当該医療機関に紹介した場合

肝疾患に関する専門医療機関

ハイリスク妊産婦共同管理料Ⅰ
届出医療機関

２００点

紹介元も同様の届出
検査結果、画像情報、その他必要な書類

９． 第５表：「居宅介護支援経過」
第５表

居宅介護支援経過
利用者氏名
年月日

殿
内

居宅サービス計画作成者氏名
容

年月日

内

容

（参考：老企 29 号）
６．第５表：「居宅介護支援経過」
モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サー
ビス計画の変更の必要性等について記載する。
漫然と記載するのではなく、項目毎に整理して記載するように努める。
立川市ケアプラン評価委員からのアドバイス－第５表－
・小見出しやタイトルをつけて、時系列にわかりやすく記載すること。
・本人の様子や状態を記載すること。
・利用者の発言ならびに反応を記載すること。
・発言が本人のものか家族のものか明確にすること。
・介護支援専門員自身の判断ならびに見解を記載すること。
・介護支援専門員としてどのように判断して支援を行ったのかを記載すること。
・本人ならびに家族の負担感や心情の変化があった場合、それらに対する介護支援専門員の考えや支援の方針など
を記載すること。
・サービスに対する満足感などを記載すること。
・前任者からの引継ぎ事項がある場合は、その内容を記載すること。
・事実だけを記載するのではなく、利用者や家族の意向や要望、訴えなどの意思の表明、情報のやり取りなども記
載すること。
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（参考）モニタリング表
サービス利用者氏名

A

生活全般の解決
援助目標
すべき課題
長期目標
（期間）
短期目標
（期間）
サービス内容
（ニーズ）
入院前の状態に 健康的な生活の H20.3～ 健康状態の自己 H20.3～ ①血圧測定
戻りたい。健康 継続。
H20.9
チェックを行 H20.6
②通院介助および
的に暮らしてい
う。
移送
きたい。
③緊急時の対応。

早く背中のたむ たむしの治癒。 H20.4～
しを治したい。
H20.5
なぜ罹ったのか
も知りたい。

たむしの早期治 H20.3～
癒と原因の究 H20.4
明。

外出や、友人と 外出や友人との H20.3～
の付き合いに参 交流に参加す
H20.9
加したい。
る。

トイレ動作の安 H20.3～
定を図り、外出 H20.6
に対し自信をも
てる。

①外出支援
②通院介助
③買物付添い

介護スタッフや H20.3～
友人と世間話を H20.6
楽しむ。

①ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝと会
話

気疲れせず会話 楽しく会話がで H20.3～
を楽しみたい。 きるようにな
H20.9
る。

歩けるようにな 入院前のよう
H20.3～
りたい。
に、部屋の中を H20.9
歩けるようにな
る。

ひとりでトイレ ひとりでトイレ H20.3～
にいけるように に行くことがで H20.9
なりたい。
きる。

訪問介護①
訪問看護①
訪問入浴①
訪問看護（PT）
①

部屋の中を一部 H20.3～
介助で歩く。 H20.6

①トイレまでの歩 訪問看護（PT)
行の介助。
①②
②歩行練習
外来リハ①

できるだけトイ H20.3～
レで排泄する。 H20.6

①トイレ誘導
訪問介護①②③
②トイレ動作の練 訪問看護（PT)
習。
①②③
③家族への介助指
導。

身体をきれい保 身体を洗うこと H20.3～
ちたい。
をひとりで行う H20.9
ことができる。

身体を洗うこと H20.3～
を見守りで行え H20.6
る。

浴槽の出入り動 H20.4～
作をほぼ見守り H20.6
で行える。
浴槽の出入り動 H20.3～
作を一部介助で H20.4
行える。
浴室の出入り動 H20.3～
作を一部介助で H20.6
行える。

どこからもらったのか
は分からないが、かゆ
みはだいぶ治まってい
るので安心している。

訪問看護（PT) トイレに行けるように
①
なってきたので、外出
訪問介護②③ にも自信が持てるよう
になってきた。友達に
会いに行ってみようか
と思っている。

①トイレまでの歩 訪問看護（PT)
行の見守り。
①②
②歩行練習
外来リハ②

部屋の中をつか H20.3～
まって歩くため H20.4
に家具などを活
用する。

浴室の出入りを H20.3～
見守りで行うこ H20.9
とができる。

①通院介助および 訪問介護①
移送
皮膚科②
②診療・治療・薬
剤処方

部屋の中を見守 H20.6～
りで歩く。
H20.9

つたって歩ける 部屋の中を安全 H20.3～
よう、家具の配 に移動できる。 H20.9
置を変更した
い。

気持ちよくお風 浴槽の出入りを H20.3～
呂に入りたい。 見守りで行うこ H20.9
とができる。

モニタリング内容
サービス種別
本人・家族
CM・ｻｰﾋﾞｽ事業所
方向性
家族①②③
血圧が高いのは気にな 血圧はやや高めだが、 長期目標
訪問介護①②③ るが、鼻血などななく 安定はしているような H20.6～H20.12
C脳神経外科無 過ごせている。
のでこのまま様子をみ
料送迎②
ていく。
短期目標
緊急時訪問看護
訪問看護の方針も同様 H20.6～H20.9
加算③
とのこと。

介護の人たちとお話す
るのは楽しい。
食べることが好きなの
で料理のことなどをよ
く話す。
友人との電子メールで
のやり取りも盛んに
なってきた。
トイレまで歩いていけ
るようになってきた
が、転ぶと一人では起
き上がれないので、誰
かがそばにいてくれな
いと不安。
病院のリハビリでは、
歩行器を使って歩く練
習をしている。
手すりにつかまれば、
はじめはトイレに乗り
移ることもできなかっ
たが、今は誰かに見て
いてもらえれば大丈夫
になってきた。
妻の負担とならないよ
う、もう少しうまく乗
り移れるようになりた
い。

本人は当初、訪問入浴
からの感染を疑ってい
たが、いまはそれほど
気にしておらず、入浴
も継続している。
完治にはもう少し時間
がかかる様子。
ヘルパーとデパートに
買物に行くことができ
ているので、もう少し
歩けるようになれば、
奥様の付き添いで、友
人との食事などもでき
ると思われる。
介護スタッフ以外との
交流も出てきたので、
友人とはメールだけの
やり取りではなく実際
に会って話す機会を持
つよう勧めていく。

長期目標
H20.7～H20.8

居室内の歩行は伝いな
がらであるが、ほぼ自
立してきている。
訪問のPTより、転倒の
リスクはあるとのこと
なので、もうしばらく
見守りは必要と考え
る。

長期目標
H20.6～H20.12

万一のためにリハビリ
パンツを使用している
が、トイレでの排泄が
できているので、普通
の下着にすることを今
後検討していく。

長期目標
H20.6～H20.12

①生活導線の再検 訪問看護（PT) 訪問のリハビリで歩く 転んでも頭などをぶつ
討。
①②
ときにつかまるところ けないように、あらか
②家具等の再配
訪問介護①② の目印をつけてくれた じめ角にクッション材
置。
ので、助かっている。 を貼るなど工夫を訪問
何回か転んでしまって PTに依頼。
いるので、しっかりと
つかまるようにした
い。
①入浴介助
訪問入浴介護① 訪問入浴は気に入って 訪問入浴だと自分で身
②身体を洗う
②
いる。ヘルパーさんの 体を洗うことは少ない
訪問看護①② 入浴介助はどうしても ようなので、訪問看護
気兼ねしてしまうの
のときにできるだけ自
で、このまま利用した 分で洗ってもらう。
い。手の届くところは
自分で洗っている。

短期目標
H20.6～H20.7

長期目標
H20.6～H20.12
短期目標
外出先でのトイ
レの自立。
H20.6～H20.9
長期目標
H20.6～H20.12
短期目標
友人と会話を楽
しむ。
H20.6～H20.9

短期目標
部屋の中を転ば
ずに歩く。
H20.6～H20.9

短期目標
リハビリパンツ
をはずす。
H20.6～H20.9

解決終了

長期目標
身体を洗うこと
の自立。
H20.6～H20.12

短期目標
できるだけ自分
で体を洗う。
H20.6～H20.9
①入浴介助
訪問看護①② 浴室の出入りは見てい 浴室の出入りは殆ど自 長期目標
②浴槽出入り動作 訪問看護（PT） てもらえれば大丈夫に 立しているが、転倒の 入浴を見守りで
の練習。
①②
なってきた。
リスクもあるので、見 行うことができ
る。
①入浴介助
訪問看護①② 浴槽へは手伝いがない 守りは必要。
浴槽の出入りはバス
H20.6～H20.12
②浴槽出入り動作 訪問看護（PT） と出入りできない。
滑って転ばないように ボードの利用も検討し
の練習。
①②
注意している。
ていく。
短期目標
①入浴介助
訪問看護①②
浴槽の出入りを
②浴槽出入り動作 訪問看護（PT）
見守りで行うこ
の練習。
①②
とができる。
H20.6～H20.9

（参考資料⑤）
平成 11 年 7 月 29 日厚生省老人保健福祉局企画課長通知 22 号「指定居宅介護支援専門員の事業の人員及び運営に関する基
準について」－平成 20 年 9 月 1 日最終改正－
※平成 11 年厚生省令第 38 号「指定居宅介護支援専門員の事業の人員及び運営に関する基準」に対応し、「解釈通知」と
呼ばれている。
（以下抜粋）
(７)

指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
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基準第１３条は、利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催、居宅サービス計画の作成、居宅サービス計画の実施状
況の把握などの居宅介護支援を構成する一連の業務のあり方及び当該業務を行う介護支援専門員の責務を明らかにしたもの
である。
① 介護支援専門員による居宅サービス計画の作成 (基準第１３条第１号に対応)
指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成に関する業務の主要な過程を介護支援専門員に担当させる
こととしたものである。
② 指定居宅介護支援の基本的留意点 (第２号)
指定居宅介護支援は、利用者及びその家族の主体的な参加及び自らの課題解決に向けての意欲の醸成と相まって行われる
ことが重要である。このためには、指定居宅介護支援について利用者及びその家族の十分な理解が求められるものであり、
介護支援専門員は、指定居宅介護支援を懇切丁寧に行うことを旨とし、サービスの提供方法等について理解しやすいように
説明を行うことが肝要である。
③ 継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用 (第３号)
利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うためには、利用者の心身又は家族の状態等に応じて、継続的かつ安定的
に居宅サービスが提供されることが重要である。介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たり、継続的な
支援という観点に立ち、計画的に指定居宅サービス等の提供が行われるようにすることが必要であり、支給限度額の枠があ
ることのみをもって、特定の時期に偏って継続的が困難な、また必要性に乏しい居宅サービスの利用を助長するようなこと
があってはならない。
④ 総合的な居宅サービス計画の作成（第４号）
居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要である。このため、居宅サー
ビス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給付等対象サービス以外の、例えば、
市町村保健師等が居宅を訪問して行う指導等の保健サービス、老人介護支援センターにおける相談援助及び市町村が一般施
策として行う配食サービス、寝具乾燥サービスや当該地域の住民による見守り、配食、会食などの自発的な活動によるサー
ビス等、更には、こうしたサービスと併せて提供される精神科訪問看護等の医療サービス、はり師・きゅう師による施術、
保健師・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能訓練なども含めて居宅サービス計画に位置付けることに
より総合的な計画となるよう努めなければならない。
なお、介護支援専門員は、当該日常生活全般を支援する上で、利用者の希望や課題分析の結果を踏まえ、地域で不足して
いると認められるサービス等については、介護給付等対象サービスであるかどうかを問わず、当該不足していると思われる
サービス等が地域において提供されるよう関係機関等に働きかけていくことが望ましい。
⑤ 利用者自身によるサービスの選択 (第５号)
介護支援専門員は、利用者自身がサービスを選択することを基本に、これを支援するものである。このため、介護支援専
門員は、当該利用者が居住する地域の指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者
又はその家族に対して提供するものとする。したがって、特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏した情報を提供するよ
うなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のサービスのみによる居宅サービス計画原案を最初から提示す
るようなことがあってはならないものである。
⑥ 課題分析の実施 (第６号)
居宅サービス計画は、個々の利用者の特性に応じて作成されることが重要である。このため介護支援専門員は、居宅サー
ビス計画の作成に先立ち利用者の課題分析を行うこととなる。
課題分析とは、利用者の有する日常生活上の能力や利用者が既に提供を受けている指定居宅サービスや介護者の状況等の
利用者を取り巻く環境等の評価を通じて利用者が生活の質を維持・向上させていく上で生じてい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することであり、利用者の生活全般
についてその状態を十分把握することが重要である。
なお、当該課題分析は、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならず、その者の課題を客観的
に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切な方法を用いなければならないものであるが、この課題分析の
方法については、別途通知（※）するところによるものである。 （※平成 11 年 11 月 12 日老企 29 号介護サービス計画書
の様式及び課題分析標準項目の提示について）
⑦ 課題分析における留意点 (第７号)
介護支援専門員は、解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当たっては、必ず利用者の居宅を訪問し、
利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、利用者やその家族との間の信頼関係、協働関係
の構築が重要であり、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければなら
ない。なお、このため、介護支援専門員は面接技法等の研鑽に努めることが重要である。
また、当該アセスメントの結果について記録するとともに、基準第２９条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保
存しなければならない。
⑧ 居宅サービス計画原案の作成 (第８号)
介護支援専門員は、居宅サービス計画が利用者の生活の質に直接影響する重要なものであることを十分に認識し、居宅サ
ービス計画原案を作成しなければならない。したがって、居宅サービス計画原案は、利用者の希望及び利用者についてのア
セスメントの結果による専門的見地に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される
体制を勘案した上で、実現可能なものとする必要がある。
また、当該居宅サービス計画原案には、利用者及びその家族の生活に対する意向及び総合的な援助の方針並びに生活全般
の解決すべき課題を記載した上で、提供されるサービスについて、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。
さらに、提供されるサービスの目標とは、利用者がサービスを受けつつ到達しようとする目標を指すものであり、サービ
ス提供事業者側の個別のサービス行為を意味するものでないことに留意する必要があある。
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⑨ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取（第９号）
介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするため、各サービスが共通の目標を達成するた
めに具体的なサービスの内容として何ができるかなどについて、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の
担当者からなる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当該担当者と共有するとともに、専門的
な見地からの意見を求め調整を図ることが重要である。また、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に
対する照会等により意見を求めることができるものとしているが、この場合にも、緊密に相互の情報交換を行うことにより、
利用者の状況等についての情報や居宅サービス計画原案の内容を共有できるようにする必要がある。なお、ここでいうやむ
を得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が
得られなかった場合、居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の
場合等が想定される。
なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容について記録するとともに、基準第２９条第２項の規
定に基づき、当該記録は、２年間保存しなければならない。
⑩ 居宅サービス計画の説明及び同意 (第１０号)
居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス等の選択は、利用者自身が行うことが基本であり、また、当該計画は利
用者の希望を尊重して作成されなければならない。利用者に選択を求めることは介護保険制度の基本理念である。このため、
当該計画原案の作成に当たって、これに位置付けるサービスについて、また、サービスの内容についても利用者の希望を尊
重することとともに、作成された居宅サービス計画の原案についても、最終的には、その内容について説明を行った上で文
書によって利用者の同意を得ることを義務づけることにより、利用者によるサービスの選択やサービス内容等への利用者の
意向の反映の機会を保障しようとするものである。
また、当該説明及び同意を要する居宅サービス計画原案とは、いわゆる居宅サービス計画書の第１表から第３表まで、第
７表及び第８表（「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」（平成１１年１１月１２日老企第２９
号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）に示す標準様式を指す。）に相当するものすべてを指すものである。
⑪ 居宅サービス計画の交付 (第１１号)
居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者及び担当者に交付しなければならない。
また、介護支援専門員は、担当者に対して居宅サービス計画を交付する際には、当該計画の趣旨及び内容等について十分
に説明し、各担当者との共有、連携を図った上で、各担当者が自ら提供する居宅サービス等の当該計画における位置付けを
理解できるように配慮する必要がある。
なお、基準第２９条第２項の規定に基づき、居宅サービス計画は、２年間保存しなｋればならない。
⑫ 居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等(第１２号)
指定居宅介護支援においては、利用者の有する解決すべき課題に即した適切なサービスを組み合わせて利用者に提供し続
けることが重要である。このために介護支援専門員は、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り、居宅
サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニ
タリング」という。）を行い、利用者の解決すべき課題の変化が見られる場合等必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定
居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
なお、利用者の解決すべき課題の変化は、利用者に直接サービスを提供する指定居宅サービス事業者等により把握される
ことも多いことから、介護支援専門員は、当該指定居宅サービス事業者等のサービス担当者と緊密な連携を図り、利用者の
解決すべき課題の変化が認められる場合には、円滑に連絡が行われる体制の整備に努めなければならない。
⑬ モニタリングの実施（第１３号）
介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、主治の医
師、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サービス事業者等の担当者との連携により、
モニタリングが行われている場合においても、特段の事情のない限り、少なくとも１月に１回は利用者の居宅で面接を行い、
かつ、少なくとも１月に１回はモニタリングの結果を記録することが必要である。
また、
「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主とし
て指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。
さらに、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくことが必要である。
なお、基準第２９条第２項の規定に基づき、モニタリングの結果の記録は、２年間保存しなければならない。
⑭ 居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取（第１４号）
介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合には、サービス担当者会議
の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、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。た
だし、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとす
る。なお、ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サー
ビス担当者会議への参加が得られなかった場合等が想定される。
当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容については記録するとともに、基準第２９条第２項の規定に
基づき、当該記録は、２年間保存しなければならない。
また、前記の担当者からの意見により、居宅サービス計画の変更の必要がない場合においても、記録の記載及び保存につ
いて同様である。
⑮ 居宅サービス計画の変更（第１５号）
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１１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（サービス提供日時の変更等）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
１２号（⑫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。
⑯ 介護保険施設への紹介その他の便宜の提供（第１６号）
介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者
がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望す
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る場合には、介護保険施設はそれぞれ医療機能等が異なることに鑑み、主治医の意見を参考にする、主治医に意見を求める
等をして介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
⑰ 介護保険施設との連携（第１７号）
介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から居宅介護支援の依頼があった場合には、
居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅での生活における介護上の留意点等の情報を介護保険施設等
の従業者から聴取する等の連携を図るとともに、居宅での生活を前提とした課題分析を行った上で居宅サービス計画を作成
する等の援助を行うことが重要である。
⑱ 主治の医師等の意見等(第１８号・第１９号)
訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導及び短期入所療養介護については、主
治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)等がその必要性を認めたものに限られるものであることから、介護
支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合にあっては主治の医師等の指示があることを確
認しなければならない。
このため、利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、介護支援専門員は、あらかじめ、
利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
なお、医療サービス以外の指定居宅サービス等を居宅サービス計画に位置付ける場合にあって、当該指定居宅サービス等
に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、介護支援専門員は、当該留意点を尊重して居宅介
護支援を行うものとする。
⑲ 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の居宅サービス計画への位置付け（第２０号）
短期入所生活介護及び短期入所療養介護（以下「短期入所サービス」という。
）は、利用者の自立した日常生活の維持のた
めに利用されるものであり、指定居宅介護支援を行う介護支援専門員は、短期入所サービスを位置付ける居宅サービス計画
の作成に当たって、利用者にとってこれらの居宅サービスが在宅生活の維持につながるように十分に留意しなければならな
いことを明確化したものである。
この場合において、短期入所サービスの利用日数に係る「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えない」という目安
については、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基
づき、在宅生活の維持のための必要性に応じて弾力的に運用することが可能であり、要介護認定の有効期間の半数の日数以
内であるかについて機械的な適用を求めるものではない。
従って、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、この目安を超えて短期入所サービスの利用が特に必要と
認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能である。
⑳ 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映（第２１号・２２号）
福祉用具貸与及び特定福祉用具販売については、その特性と利用者の心身の状況等を踏まえて、その必要性を十分に検討
せずに選定した場合、利用者の自立支援は大きく阻害されるおそれがあることから、検討の過程を別途記録する必要がある。
このため、介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を位置付ける場合には、サービス
担当者会議を開催し、当該計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。
なお、福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後少なくとも６月に１回はサービス担当者会議を開催して、利用
者が継続して福祉用具貸与を受ける必要性について専門的意見を聴取するとともに検証し、継続して福祉用具貸与を受ける
必要がある場合には、その理由を再び居宅サービス計画に記載しなければならない。
また、福祉用具貸与については以下の項目について留意することとする。
ア 介護支援専門員は、経過的要介護又は要介護１の利用者（以下「軽度者」という。）の居宅サービス計画に指定福祉用具
貸与を位置付ける場合には、「厚生労働大臣が定める者等」（平成１２年厚生省告示第２３号）第１９号のイで定める状態像
の者であることを確認するため、当該軽度者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」
（平成１２年厚生省告示第９１号）別
表第１の調査票について必要な部分（実施日時、調査対象者等の時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回
答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分）の写し（以下「調査票の写し」という。）を市町村から入手しなければならな
い。
ただし、当該軽度者がこれらの結果を介護支援専門員へ提示することに、あらかじめ同意していない場合については、当
該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それを入手しなければならない。
イ 介護支援専門員は、当該軽度者の調査票の写しを指定福祉用具貸与事業者へ提示することに同意を得たうえで、市町村
より入手した調査票の写しについて、その内容が確認できる文書を指定福祉用具貸与事業者へ送付しなければならない。
なお、介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第７７号）第３条の施行の日（以下「施行日」という。）前に
対象外種目に係る指定福祉用具貸与を受けていた者については、軽度者で「厚生労働大臣が定める者等」
（平成１２年厚生省
告示第２３号）第１９号のイで定める状態像の者でなくとも、施行日から起算して６月を超えない期間において、対象外種
目に係る指定福祉用具貸与を受けることができることとされている。
(21) 認定審査会意見等の居宅サービス計画への反映（第２３号）
指定居宅サービス事業者は、法第７３条第２項の規定に基づき認定審査会意見が被保険者証に記されているときは、当該
意見に従って、当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努める必要があり、介護支援専門員は、利用者が提
示する被保険者証にこれらの記載がある場合には、利用者にその趣旨（法第３７条第１項の指定に係る居宅サービス若しく
は地域密着型サービス種類については、その変更の申請ができることを含む。）について説明し、理解を得た上で、その内容
に沿って居宅サービス計画を作成する必要がある。
(22) 指定介護予防支援事業者との連携（第２４号）
要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者が当該利用者の介護予防サービ
ス計画を作成することになるため、速やかに適切な介護予防サービス計画の作成に着手できるよう、指定居宅介護支援事業
所は、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図ることとしたものである。
(23) 指定介護予防支援業務の受託上限（第２５条）
指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の２１第３項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援
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の業務の委託を受けることができるが、当該委託を受けることができる利用者の数は、常勤換算方法で算定した介護支援専
門員１人につき８人を限度とする。この場合、事業所全体でこの上限を下回っていれば、適切な範囲で、介護支援専門員同
士で役割分担を行うことは差し支えない。なお、指定居宅介護支援事業者は、その業務量等を勘案し、当該上限の範囲内で
あっても指定介護予防支援業務を受託することによって、当該指定居宅介護支援事業者が本来行うべき指定居宅介護支援業
務の適正な実施に影響を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。
９．第６・７表「サービス利用票（兼居宅サービス計画）および利用表別表」について
省略
（参考資料⑥）
※ 介護保険最新情報 vol.155「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について（抜粋）
３ ケアプランの軽微な変更の内容について（ケアプランの作成）
「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（平成１１年７月２９日老企２２号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）」（以下、「基準の解釈通知」という。）の
「第Ⅱ 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」の「３運営に関する基準」の「
（７）指定居宅介護支援の
基本取扱方針及び具体的取扱方針」の「⑯居宅サービス計画の変更」において、居宅サービス計画を変更する際には、原則
として、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚令３８、以下「基準」という。）の第１
３条第３号から第１１号までに規定されたケアプラン作成にあたっての一連の業務を行うことを規定している。
なお、「利用者の希望による軽微な変更（サービス提供日時の変更等）を行う場合には、この必要はないものとする。」と
しているところである。
◆サービス提供の曜日変更
利用者の体調不良や家族の都合などの臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更のような場合には、
「軽微な変更」
に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、
「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第１３条第３号（継続的
かつ計画的な措定居宅サービス等の利用）から第１１号（居宅サービス計画の交付）までの一連の業務を行う必要性の高い
変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
◆サービス提供の回数変更
同一事業所における週１回程度のサービス利用回数の増減のような場合には、
「軽微な変更」に該当する場合があるものと
考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、（以下同文）
◆利用者の住所変更
利用者の住所変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、（以下同文）
◆事業所の名称変更
単なる事業所の名称変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、（以下同文）
◆目標期間の延長
単なる目標設定期間の延長を行う場合（ケアプラン上の目標設定（課題や期間）を変更する必要が無く、単に目標設定期
間を延長する場合など）については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これらはあくまで例示であり、（以下同文）
◆福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合
福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更については、
「軽微な変更」に該当する場合があるものと考
えられる。
なお、これはあくまで例示であり、（以下同文）
◆目標もサービスも変わらない（利用者の状況以外の原因による）単なる事業所変更
目標もサービスも変わらない（利用者の状況以外の原因による）単なる事業所変更については、
「軽微な変更」に該当する
場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、（以下同文）
◆目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合
第一表の総合的な援助の方針や第二表の生活全般の解決すべき課題、目標、サービス種別等が変わらない範囲で、目標を
達成するためのサービス内容が変わるだけの場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、（以下同文）
◆担当介護支援専門員の変更
契約している居宅介護支援事業所における担当護支援専門員の変更（但し、新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当
者と面識を有していること。）のような場合には、
「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、（以下同文）
４ ケアプランの軽微な変更の内容について（サービス担当者会議） 基準の解釈通知のとおり、
「軽微な変更」に該当する
ものであれば、例えばサービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知した方が良いと判断されるような場合などについて、サ
ービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、
やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
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◆サービス利用回数の増減によるサービス担当者会議の必要性
単なるサービス利用回数の増減（同一事業所における週１回程度のサービス利用回数の増減など）については、
「軽微な変
更」に該当する場合もあるものと考えられ、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではな
い。
しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知した方が良いと判断されるような場合などについて、サ
ービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、
やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
◆ケアプランの軽微な変更に関するサービス担当者会議の全事業所招集の必要性
ケアプランの「軽微な変更」に該当するものであれば、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならな
いものではない。
ただし、サービス担当者会議を開催する必要がある場合には、必ずしもケアプランに関わるすべての事業所を招集する必
要はなく、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定
される。
◆訪問介護員による散歩の同行について
「訪問介護員による散歩の同行については、適切なケアマネジメントに基づき、自立支援、日常生活活動の向上の観点から、
安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものについては、利用者の自立した生活の支援に資するものと考えられることか
ら、現行制度においても、介護報酬の算定は可能である。」
（介護保険制度に関する質問主意書に対する平成 20 年 12 月 2 日付け内閣総理大臣の答弁書第 91 号 6）

◆平成 21 年 3 月 31 日東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長通知
「訪問介護員による散歩の同行」と適切なケアマネジメントの確認
～「ケアプラン点検支援マニュアル」（平成 20 年 7 月 11 日厚生労働省老健局振興課）の活用～
１、 課題分析（アセスメント）
・厚生労働省令 38 号 13 条
「適切な方法により、利用者が抱える問題点を明らかにして、解決すべき課題を把握する」
・課題分析に必要な利用者の情報収集⇒課題の整理・分析⇒意欲的な取り組みへの働きかけ
２、居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等（モニタリング）
・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１２
「介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメ
ントを含む）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等の連絡調整その他の便宜の提供を行
うものとする。
３、確認項目
帳 質 問 質問内容
票 番号
1
２
「課題」の整理はできましたか、
表 P20
またそれらの「課題」は「利用
者 及 び 家 族 の 生 活 に対 す る 意
向」とに関連性はありますか。
４
P24

2
表

１
P32

４
P38

利用者及び家族の「生活に対す
る意向」はアセスメントをすす
め、課題が明確になっていく過
程において、面接当初と比べて
どのような変化が生まれました
か？
「 生 活 全 般 の 解 決 すべ き 課 題
（ニーズ）」の背景や原因を教え
てください。

利用者・家族の「困りごと」に
対してどのような働きかけを行
いましたか。

目 的

確認ポイント

「課題（ニーズ）」と「利用者及び家
族の生活に対する意向」との間に関
連性があるかを振り返り、アセスメ
ントが適切に行われていたかを確認
する。
利用者及び家族からの要望をそのま
まサービス計画に反映させているだ
けではないかを確認する。

標準課題分析項目等を活用し、課題の
抽出ができている。

それぞれの課題（ニーズ）が導き出
された経緯（原因や背景）を振り返
ることで自立支援に向けた適切なア
セスメントが行われていたかを確認
する。

介護サービスを利用するためだけの
課題抽出になっていない。

① 状態（状況）の改善・維持・悪化
防止など、自立支援に向けたアセスメ
ントの視点をもとにそれぞれの課題
（ニーズ）が導き出されたか、確認す
る。
② 介護サービスを利用するための課
題抽出となっていない。
③ それぞれの課題（ニーズ）が導き
だされた原因や背景を押さえている。
① 利用者及び家族の「困りごと」に ① 利用者及び家族の要望をそのまま
対して、原因や背景を十分に分析す 受け止め、十分アセスメントを行うこ
ることなく、サービス提供のみを目 となく、サービス提供することへのリ
的とした計画書を立てていないかを スクについて理解し、利用者及び家族
確認する。
に対し説明できている。
② 困りごとの原因や背景に何があ ② 利用者及び家族の困りごとを受け
るのかを、一緒に探していく作業を とめ、その原因や背景に何があるのか
通じ、利用者自身が求めている生活、 を把握分析した上で、居宅サービス計
大切にしたいものが何かを把握した 画に反映している。
上で、専門職として積極的な働きか
けができているかを確認する。
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５
P41

７
P45

８
P47

９
P49

分
析
表

１
P63

２
P65

長期目標はどのように設定しま
したか？利用者自身が、課題（ニ
ーズ）ごとに支援を受けながら、
自分自身も努力する到達点とし
て、具体的にわかりやすく記載
できていますか？
課題を解決するための「単なる
サービス内容」の記載だけでは
なく、どのような点に注意する
べきか、どういったことを大切
にすべきか等の視点も含めた具
体的な記載内容となっています
か？
（補足質問）介護サービスを検
討する場合に実現可能な方法は
介護サービス以外にはないか、
検討してみましたか？
計画したサービス内容を適切に
提供する為に、サービス種別は
どのような資源を検討し、決定
しましたか？

サービスの利用頻度と期間の見
直しはいつ頃、どのように行い
ますか？

介護支援専門員として、アセス
メントを行う理由についてどの
ように理解していますか。また
アセスメントを行う専門職とし
て、その役割を十分に果たせて
いると感じていますか？
アセスメントに必要な情報をど
のような方々から得ましたか？

６
P73

現在利用しているサービスにつ
いて、その利用状況・満足度等
を把握していますか。また、そ
の上で介護給付以外のサービス
についても把握ができています
か。

２２
P109

プランを作成する上で、特別に
配慮したほうが良いと思われた
ことがあれば教えてください。

長期目標は、短期目標が一つずつ解
決できたゴール（結果）として利用
者及び家族が具体的にイメージでき
るような表現での記載ができている
か確認する。

① 誤った目標設定になっていない。
（例）支援者側の目標設定、サービス
内容を目標に設定等
② 単にサービスの利用が目標になっ
ていない。

① 目標を達成するために必要な援
助内容（サービス内容・種別・頻度・
期間）かを確認する。
② サービスを利用することが目的
ではなく、課題（ニーズ）を解決す
るための手段の一つとしてサービス
があることを理解できているかを確
認する。

① 短期目標達成に必要なサービス内
容となっている。
② 家族を含むインフォーマルな支援
の記載がある。

① 短期目標達成のために、必要なサ
ービス（フォーマル・インフォーマ
ル含む）を検討されてきたかを確認
する。
② 検討した結果、資源として不足し
ているサービス等がある場合は、介
護支援専門員として状況を把握し、
行政等に働きかけていく視点が求め
られていることを認識しているかを
確認する。
① サービス内容と種別ごとに、どの
ような根拠で利用頻度と期間を設定
したのかを確認する。
② 利用期間については、モニタリン
グを行うことを意識して、必要な期
間設定ができているか確認する。

① 特定のサービスによる偏りがな
い。
② サービス導入の目的が、目標と合
っている。
③ 家族支援やインフォーマルサービ
スなども必要に応じて記載されてい
る。

介護支援専門員として、アセスメン
トを行う理由を理解し、その役割が
十分果たせているかを確認する。

アセスメントに必要な情報を、どの
ような関係者・関係機関から得なが
ら、アセスメントに活かすことがで
きたかを確認する。
① 毎月行う利用状況の確認（モニタ
リング）以外にも改めてプランを作
成する時に、現在利用しているサー
ビスの利用状況（頻度やその内容）、
目標の達成度や満足度を確認するこ
とは、適切なサービス利用ができて
いるかの評価につながることを確認
する。
② 介護支援専門員が介護給付サー
ビスのみでなく、介護保険以外の他
の福祉サービスや社会資源をどの程
度把握しているかを確認し、地域の
インフォーマルな社会資源などにつ
いての活用を含めたプラン作成を意
識し、必要に応じて活用しているか
を確認する。
① 利用者の「特別に配慮すること」
で把握している内容と今後どのよう
なことが予測されるかを確認する。
② 介護者等の「特別に配慮するべき
こと」で把握している内容と今後ど
のようなことが予測されるかを確認
する。
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① サービス導入後の変化を予測でき
ている。
② モニタリングでの評価も参考に
し、必要に応じた
期間での援助内容（サービス内容・種
別・頻度・期間）の見直しを行ってい
る。
① 利用者及び家族に必要な情報収集
を包括的に行い、主観的事実と客観的
事実の両方を押さえ、アセスメントに
活かすことができた。
② 現状に関する予後予測とサービス
導入後の予後予測を行った。
どのような方々から情報を得たかを
確認する。
① 介護保険給付に限らず、利用者が
現在受けているサービス全般の状況
について把握している。
② 利用者の居住地である市町村の福
祉サービスや地域の社会資源が把握
されている。

□
□
□
□
□
□

本人の事情 □ 家族の事情
家計の事情 □ 近隣との関係
介護者の事情 □ 家族の介護力
認知症 □ 精神疾患
終末期 □ 虐待
介護スタイル □ 宗教

◆平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.1）
（問３８）理学療法士等の訪問については、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回
数を上回るような設定がなされてもよいのか。
（答）
リハビリテーションのニーズを有する利用者に対し、病院、老人保健施設等が地域に存在しないこと等により訪問リハビリテ
ーションを適切に提供できず、その代替えとしての訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問が過半を占めることもあ
ることから、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定もあると考える。
◆平成 18 年 11 月 1 日東京都福祉保健局介護保険課「かいてき便り」No28
Ｑ：屋外でのリハビリは訪問看護のサービスとなるの？
A: 訪問系サービスは要介護者の居宅において行われるものであり、要介護者宅以外で行われるものは算定できません(平成
12 年老企第 36 号)。よって、訪問看護のサービスとして､屋外で歩行訓練などのリハビリテーションを行った場合､すべての場
合について報酬算定できるものではありません。
利用者の居宅から屋外にかけて実施するリハビリテーションが下の要件を満たす場合のみ､例外的に訪問看護サービスとし
ての算定が可能となります。
①自立支援として利用者の生活機能の維持･向上を図ることを目的として実施するものであること。
②医師の具体的指示等､医学的判断に基づくものであること。
③適切なケアマネジメントのもとで作成された訪問看護計画に位置づけられていること。
◆平成 19 年 6 月 1 日東京都福祉保健局介護保険課「かいてき便り」No35
Ｑ：介護保険リハビリテーションに移行後は医療保険のリハビリテーションを利用できないの？
Ａ：原則として､介護保険におけるリハビリテーション(介護リハ)に移行した日以降は、同一の疾患等について医療保険におけ
る疾患別リハビリテーション料(医療リハ)は算定できません。
ただし､当該リハビリテーションに係る疾患等について､手術､急性増悪等により医療リハを算定する患者となった場合には､
新たに医療リハを算定できます。
また､移行当初に医療リハと介護リハの併用が必要な場合は､診療録及び診療報酬明細書に｢医療リハが終了する日｣を記載
し、当該終了する日前の 1 月間に限り、同一の疾病等について､介護リハ実施日以外の日に医療リハを算定することが可能で
す。
さらに､言語聴覚療法が必要な利用者の場合、介護リハの事業所に言語聴覚士がおらず、言語聴覚療法が実施できない場合
には、介護リハに移行した日以降であっても医療保険における言語聴覚療法を利用することができます。
◆平成 22 年４月 28 日厚生労働省老健局振興課
訪問介護における院内介助の取扱いについて
標記については、
「『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』及び『身体介護が中心である場合』の適用関係に
ついて」
（平成 15 年５月８日老振発第 0508001 号、老老発第 0508001 号）において、
「基本的には院内のスタッフにより対応
されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされているところです（ただし、「通院等のための乗車又は降車が
中心である場合」の院内介助については、「通院のための乗車又は降車の介助」として包括して評価されます。）。
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院内介助が認められる場合については各保険者の判断となりますが、院内介助について、一部で、一切の介護報酬上の算定を
拒否されているとの指摘もあり、院内介助であることをもって、一概に算定しない取扱いとすることのないよう願います。
当課では、この度、院内介助の判断に資するべく、別添のとおり各都道府県・保険者が作成・公表している対応事例を取りま
とめました。各都道府県・保険者においては、①適切なケアマネジメントを行った上で、②院内スタッフ等による対応が難し
く、③利用者が介助を必要とする心身の状態であることを要件としているところが多く見られ、また、利用者が介助を必要と
する心身の状態である場合の例としては、以下のような事例が挙げられておりましたので、参考として活用していただきます
よう願います。
【利用者が介助を必要とする心身の状態である場合の例】
・ 院内の移動に介助が必要な場合
・ 認知症その他のため、見守りが必要な場合
・ 排せつ介助を必要とする場合 等
別添
訪問介護における院内介助の取扱いに
係る各都道府県・保険者の対応事例について
【福島県】
○ 通院介助の算定において、アセスメントやサービス担当者会議において院内介助の必要性が明確にできれば、算定できる
か。（認知症による徘徊がない場合でも、他の周辺症状のため見守りが必要と判断した場合等）
→ 可能です。
【横浜市】
○ 質問内容
身体介護の通院・外出介助及び通院等乗降介助を行う場合の院内介助について、介護報酬が算定できるのはどのような場合か。
○ 回答
院内介助は、原則、病院のスタッフが行うべきですが、病院のスタッフが対応することができない場合で、ケアマネジャーが
ケアプランに必要性を位置付けて実施する場合については、例外的に算定できます。その場合は、ケアマネジャーが単独で判
断するのではなく、主治医等の意見を踏まえ、サービス担当者会議で協議するなど、その必要性については十分に検討すると
ともに、検討した内容を記録等に残しておく必要があります。
なお、院内介助を病院のスタッフが対応できるかどうかの確認については、病院の地域連携室等に相談するなど、適切な方法
をとるようにしてください。医師等からは文書を出してもらう必要はありませんが、確認した内容は必ず記録に残してくださ
い。
【神奈川県藤沢市】
○ 院内介助は医療保険で提供されるべきサービスです。サービスを提供する前に病院側と院内介助の必要性について調整し
てください。
なお、調整の結果として病院の医師等に院内介助の依頼書等を書いていただく必要はありません。
調整の結果、例外的に「単なる待ち時間」を訪問介護としてケアプランに位置づける場合には、次の①、②を満たす場合にあ
くまでもケアマネの判断により、位置づけることになります。
①利用者の心身の状況を勘案して…。
・そのヘルパーが訪問介護を実施しないと利用者が精神的に不穏になる。
・目が不自由、耳が不自由等
→ケアマネとして、心身の状況を十分に把握している。
→いわゆるケアプランにその理由付けがされている。
②利用者の自立生活支援に繋がる。
・サービス担当者会議等で設定（確認）している「自立生活支援」に繋がる目標等に院内介助がどういう役割を果たすか、明
確になっている。
【大阪市】
○ 以下の確認ができた場合に対応が可能とします。
１ 院内介助が必要な状態であることを確認する。
利用者の状態とどのような内容のサービスが必要であるかを明確にすること。
２ 院内介助が必要な状態である場合、受診先の医療機関に院内介助の体制があるか否かを確認する。
院内介助の体制がない場合、その旨を居宅介護支援経過に記録する
（対応できない理由、必要なサービス内容。「院内介助が必要」だけの記録では不十分）
３ １、２の状況をもって、サービス担当者会議で検討した結果、利用者の状態等から院内での介助が必要であることの判断
がなされた場合、サービス担当者会議の記録にその旨を明記すること。
【大阪府羽曳野市】
○ 通院介助についての留意事項
※ 通院介助における院内介助については、原則、院内スタッフにおいて行われるべきものです。通院介助において、他科受
診等があり、その移動に介助が必要な利用者であり、医療機関に院内スタッフでの対応の可否を確認した上で、院内スタッフ
での対応が出来ない場合のみ、実際に介助を行った時間（他科受診がある場合等の移動における介助、トイレ介助等）を算定
します。（院内スタッフでの対応が出来ないからといって、身体介護を算定できるものではありません。あくまでも利用者の
状況によって必要かどうかを判断した上で、院内スタッフでの対応が出来ない場合についてのみ実際介助を行った時間につい
て算定するというものです）。
【大阪府枚方市】
○院内介助について
原則として、医療機関のスタッフで対応すべきものですが、適切なケアマネジメントを通じて、具体的な院内介助の必要性が
確認されている場合には例外的に算定となります。
≪必要なプロセス≫
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①利用者の心身の状況から院内介助が必要な理由の把握
②具体的な介助内容（移動介助等）と所要時間
③当該医療機関等においては、当該医療機関のスタッフによる病院内の介助が得られないことが確認された経緯（何時、誰に、
確認した内容）
…必ずしも医師への確認は必要ありません。（医事課・看護部等で可）
これらを居宅サービス計画に記載してください。
【宮城県柴田郡柴田町】
○院内の介助は、介護保険の対象となりません。しかし、個々の身体・精神状況により、どうしても必要と判断した場合は、
アセスメントシートに課題分析をした上でサービスを提供します。課題分析の内容は、①医療機関の院内介助の体制の有無、
②精神・身体状況（介助や見守りが必要か）、③家族等の介護体制（家族等の援助があるか）の３点です。居宅サービス計画
書には、必要と判断した理由を記入してください。

※参考資料
「介護保険施設等実地指導マニュアル（改訂版）について介護保険最新情報 Vol.145」より抜粋
ケアマネジメント導入の趣旨
（ケアマネジメントの現状）
○ 介護保険制度の根底にある理念は自立支援及び利用者本位であり、それを具現化していくための手法として、新たに導入
されたものにケアマネジメントがある。
これは、高齢者の状態像を適切に把握し自立支援に資するサービスを総合的、計画的に提供するための仕組みであり、介護保
険制度の中核となるものである。
このケアマネジメントとは、個々の要介護者の心身の状況やおかれている環境や希望などを把握分析した上で、状態の悪化を
できるだけ防止する視点に立って、適切なケアを総合的かつ効率的に提供するための仕組みであり、ケアマネジャーが中心と
なって、以下の手順により実施さ
れる。
① 要介護高齢者の状況を把握し、生活上の課題を分析（アセスメント）した上で、
② 総合的な援助方針、目標を設定するとともに、①に応じた介護サービス等を組み合わせる（プランニング）。
③ ①及び②について、ケアカンファレンス等により支援にかかわる専門職間で検証・調整し、認識を共有した上で（多職種
協働）、ケアプランを策定し、
④ ケアプランに基づくサービスを実施するとともに、継続的にそれぞれのサービスの実施状況や要介護高齢者の状況の変化
等を把握（モニタリング）し、ケアの内容等の再評価・改善を図る。
○ しかしながら、制度施行後の状況を見れば、このケアマネジメントは必ずしも十分にその効果が発揮されていない。十分
な効果を得るためには、ケアマネジメントの各過程が着実に実施されることが最低限の条件となるが、ケアマネジャーの中に
は、これらの過程を適切に実施してい
ない者も少なくなく、高齢者に内在している、真に解決すべき課題（ニーズ）を洞察できないまま、場当たり的にサービスが
提供されている事例も見受けられる。
例えば、アセスメントを十分に実施せず、高齢者の要望のみを聴取してサービスを組み立てる傾向、ケアカンファレンスを実
施せず、サービス担当者がケアの総合的な方針の統一認識等がないまま各サービスが提供されている傾向、サービス提供期間
中のモニタリングを実施せず、
漫然とサービス利用を続けさせていく傾向も見られる。
また、特に初回時のケアマネジメント（アセスメント）は極めて重要であり、この段階で適切かつ十分なアセスメントが行わ
れないと、それ以降のプロセス全体がうまく機能せず、利用者の心身状態に合致したケアを提供することができない。
○ したがって、このようなケアマネジメントに必要な視点・知識・力量がなければ、次項以降に記載されている高齢者虐待
防止、身体拘束廃止、適切な認知症ケアの手がかりとなる情報収集及び分析が適切になされないということを認識しておく必
要がある。
※以下、施設ケアマネジメント
◆ アセスメント（課題分析）◆
① 情報収集
利用者の自立支援、尊厳の保持につながるサービスの提供が適切かつ効果的に行われるように、利用者が抱える生活課題（ニ
ーズ）を明確にする必要があります。そのためには、利用者及びその人を取り巻く環境について多方向からの客観的な情報収
集を、適切な方法で行うことが必
要です。
健康状態、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ、認知、コミュニケーション能力、社会との関わり、排尿・排便、褥瘡・皮膚の問題、口腔衛生、
食事（1,500Kcal/1 日）摂取、水分（1,300ml/1 日）摂取、行動・心理症状、介護力、居住環境、特別な状況 等など、アセ
スメントのための課題分析標準項目２３項目（Ｐ94 参照）
を参考にして、総合的な視点での情報収集が必要です。
◎ 情報収集の方法におけるヒアリングの視点→ 適切な方法を用いて行っているか等を確認します。
「誰が何を情報収集するか」について、担当のケアマネジャーだけでなく、医師や看護師などの専門職による視点からの観察
情報をも加味することが必要です。また、対象として、利用者だけを観察するのではなく、利用者の生活歴や家族状況（介護
力・家族背景等）など、その人を取り巻
く環境全般について見ていく必要があります。できないことだけを見るのではなく、利用者本人ができること（ストレングス）
をアセスメントする視点が大切です。
◎ ヒアリングのポイント
→ 施設・事業所で作成している、アセスメント表等を確認しながら、自立支援に向けたケアプランを作成する上で、本当に
必要な利用者情報が適確に引き出されているかをヒアリングします。
標準項目を網羅するだけのアセスメントではなく、収集した情報から、まず利用者の全体像を捉えることが大切です。次に、
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利用者が今どのような状況にあり、何故サービスを必要としているのか、自立支援に必要な本当の支援は何かを分析した上で、
ニーズを引き出しているかを確認します。
単に要望とサービスを結び付けるだけにならないよう配慮する必要があります。また、一連のケアマネジメントプロセスを常
に振り返りながら、ケアマネジメントに必要な知識の習得や向上を意識してアセスメントに臨んでいるかを確認することが重
要です。
◆ 課題分析 ◆
② 分析
アセスメントの結果を多方面から検討し、入手した情報の分析から、生活課題（ニーズ）を把握する。
課題・分析にあたっては、次の点に十分留意することが必要です。○ 表面に現れている現象を「問題」として捉えるのでは
なく、問題を引き起こしている原因や背景を明らかにしていくことで、「真の課題」をつかんでいるか。
○ 目に見えている問題は、相互に関連し合って、１つの現象を示しているため、その相互関連を明らかにしていく視点があ
るか。
○ 利用者に起こりうる危険性を予測することなどにより、潜在化している課題を発見し、課題の見落としを防ぐことに配慮
しているか。
○ 利用者本人や家族が希望するニーズのみに対応するのではなく、専門職として知識と技術を基に分析を行う努力をしてい
るか。
○ 利用者本人の支援だけでなく、主たる介護者を支援する視点を忘れていないか。
○ 緊急事態の予測、リスクマネジメントに配慮する視点をもっているか。
◎ 課題分析におけるヒアリングの視点
→ アセスメントから得られた情報の分析により、利用者の状態を改善するための課題やニーズの把握が行われているかを確
認します。
→ 利用者の状態の悪化の防止又は悪化のスピードを遅らせることへの有効策の模索が行われているかを確認します。
障害のある部分・状態に対して、サービスで補っていくだけでなく、自立に向けた支援、利用者のＱＯＬを高めるという視点
で分析することが重要です。
また、単に情報収集しただけでアセスメントが終わっていないかを常に振り返る視点をもち、専門職として判断した根拠の説
明ができることが重要です。
◆ ケアプランの作成（個別性に応じた計画作成）◆
ケアプランの作成にあたっては、アセスメントに基づき抽出された生活課題（真のニーズ）の改善をめざすために、次の点に
配慮することが大切です。
○ 利用者自身は、どのような生活をめざしたいと考えているか。
○ 利用者の意向を踏まえた上で、どこまでの改善が可能か。という目標設定を明確にする。
また、課題を解決し、目標を達成するための具体策・方法として具体的なサービス内容の設定（必要に応じてリハビリテーシ
ョン計画などの個別計画の策定）を行いますがサービス内容の設定にあたっては、次の点に留意する必要があります。
○ 目標を達成する手段として適切な内容となっているか。
○ 個別のサービス内容については、
「誰が、いつまでに、どのような方法で、どのくらいの頻度で」サービスが提供されるの
かが具体的に示されているか。
○ 利用者のニーズに即した過不足のない、安全なケアが行われることに配慮されサービスになっているか。
◎ ケアプランの作成におけるヒアリングの視点
→ 課題に応じて多職種が関わりを持つケアプランとなっているか、それぞれの職種の役割分担が明確であるかを確認します。
専門性を持った多職種の関わりにより、より高い水準の個別ケアを提供できます。また、それぞれの専門職の役割分担が明確
であると、計画に基づく実施が可能となると同時に、利用者の変化を早期に把握できます。
→ 利用者が日常生活の中で実行可能なものかを確認します。
本来、ケアプランの原則は「セルフケアプラン」であると考えます。
利用者自身がケアプランの主人公であり、主体的に意欲を持って参加できるように個別のニーズに即した実行可能なものであ
ることが重要です。
同時に、援助者側も同じ目標に向かって、利用者の自己実現のためにそれぞれの専門性を生かせる計画であることが大切です。
◎ 短期目標・長期目標の関連性
→ 達成すべき具体的な短期目標・長期目標がケアプランの中でつながりをもって設定されているか確認する。
個々の短期目標の積み上げの上に、長期目標の達成があり、長期目標の達成の先に、利用者のめざすその人らしい生活が見え
てくるという関連性を常に意識することが大切です。
「目標を持たないケアプラン」では、利用者自身が主体的に計画に参加することができません。
また、生活課題を解決していくために必要なカンファレンスもモニタリングもできません。本来のケアマネジメントが展開さ
れていない中では、場当たり的対応計画に過ぎず、効果的なサービスを提供することはできません。
課題を解決するための方向やサービス提供による到達点を示す上で、利用者・家族を含めたチームとしての共通目標が必要で
す。
◎ 利用者の安全確保の視点
→ 利用者の安全確保を念頭に置いたケアプランとして、どのような状態を見守るのか、危険な状態の時にどのような関わり
をするのか、といった手順などが具体的にプランに反映されているかを確認する。
施設・事業所がリスク管理について、継続的にバックアップする体制を持ち、組織として個別ケアに取り組むことが重要です。
どのような危険が予測されるのか、緊急事態とはどのような状況を想定するのか等、個々の利用者の状態像に応じたリスクマ
ネジメントの視点が大切です。
◆ サービス担当者会議（ケアカンファレンス）の開催 ◆
定期的に開催されるサービス担当者会議（ケアカンファレンス）において、関わっている各専門職がひとりひとりの利用者を
それぞれの立場から観察するとともに、専門的視点をもって評価を行うことにより、新たな課題の発見や、今後の目標の見直
しに繋が
り、チームとして次のプロセスに進むことができる。また、他の専門職の意見やアドバイスを得ることにより、１人で悩まず
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にケアの工夫のヒントを得ることができる。
また、ケアを担うチームの一員として、利用者の家族へのはたらきかけも重要である。利用者やその家族がケアカンファレン
スに参加することができない場合でも、利用者自身や家族の意思や希望を何らかの形で確認し、それを計画に反映させること
が大切
である。
◎ サービス担当者会議におけるヒアリングの視点
→ 利用者に関わる多職種の合意形成のための話し合いの場としてケアカンファレンスが定期的に、また、必要に応じて開催
されているかを確認する。
専門性を持った多職種の関わりにより、より高い水準のケアが生まれます。また、利用者に関わる多職種の総意で行動計画が
決定されることにより、効果的なサービス提供が期待できます。利用者個人の意思を反映したケアカンファレンスの開催によ
って、チーム全体の意識が新たになり、チ
ームの総意があればこそ、各自の役割や責任が明確となり、成果を上げることにつながります。
※ 決定したケアプランは、利用者にサービス提供を行う全ての介護従事者に対して、十分な理解を求め、共通認識のもとケ
アにあたることが重要。
◎ 家族へのはたらきかけ、ケアへの参加
→ 利用者の状態像を把握しその情報を共有するため、また、高齢者虐待や身体拘束のリスクについて、しっかりと説明し、
納得・理解してもらうために、情報交換の場を多く持つことができているかを確認する。
まず、家族の介護に対する思いを受け止める姿勢が大切です。家族は、２４時間は無理ですが、場面、場面においてケアに参
加したいと思っている方もいます。しかし、施設・事業所に対して、お世話になっていて、意見するのは申し訳ないという思
いから、「お任せします」という姿勢にな
ることも多いはずです。家族の思いを支える視点を持つと同時に、家族も利用者の支援を担うチームの一員として、目標達成
に向けて一緒に関わって欲しいというアプローチが大切です。

◆ モニタリング ◆
サービスの実施状況を確認した上で、ケアプランが利用者の自立支
援に向けて有効的な計画であったかどうかを検証するための定期的
な評価として実施する。
その上で、再アセスメントにつなげる必要性があるかどうかを判断
し、必要に応じてケアプランの追加・修正・変更を行う。
○ 目標の達成度（ＰＤＣＡサイクルの確認）
○ ケアプランに基づき、サービスが適切に実施されているか
○ 利用者や家族に新たなニーズが発生していないか
○ サービス担当者の意見・評価・要望
○ 利用者や家族のサービスに対する意向
◎ モニタリングにおけるヒアリングの視点
→ 作成したケアプランを漫然とこなすのではなく、ケアプランの有効性の検証のため、上記にあるポイントを適切に評価で
きているかを確認する。
モニタリングはケアマネジメントの総体を経過観察するものです。モニタリングがタイミングよく行われることにより、利用
者の状態像により適したサービス提供につながります。
また、モニタリング結果がケアプランの修正・継続に的確に結びつくことによって、より具体性のある効果的なサービス提供
に繋がり、その最大の効果として、利用者の望む生活の実現へとつながっていきます。
◆ ケアプランの変更等 ◆
モニタリング結果を的確に反映するために、まず再アセスメントを行い、再アセスメントの結果、利用者の実態が、明らかに
計画の変更を必要とする場合には、速やかにケアプランの変更を行う必要がある。
また、緊急性を要しないが慢性的状態にありケアプランの効果がみられない場合など、目に見える状態や問題の変化がなくて
も、サービスの効果測定や状態の再評価の視点から、一定期間ごとにケアプランの見直しを行い、計画的なケアが展開できる
ようにすることが大切である。
さらに、サービスを提供していく過程で発生するさまざまな問題により、ケアの内容について、利用者や家族、ケアに携わる
チームの考え方にズレが生じることもあるため、サービス計画の変更にあたり、チームとしての共通認識が得られるよう、再
度調整することも大切である。
◎ ケアプランの変更等におけるヒアリングの視点
→ どのような経過をたどってケアプランを変更しているのか、まず変更につなげた根拠を確認し、そこから次の課題を見い
だした上で、連続したケアを行っているかを確認する。
利用者自身やその人を取り巻く環境などの変化を把握し、一連のケアマネジメントプロセスの再評価を行い、ケアプランの見
直しを図ることにより、ケアの質を高めていくという視点も重要です。
◎ 情報の連携のあり方
→ 利用者へのケアの一連のケアマネジメントプロセスについて、ケアを担うチームによる多角的な視点を集約できているか
を確認する。
利用者やその家族、利用者のケアに関わる人から意見や要望、問題の提起がなされている場合の対応は、各々の意見に対応す
るだけでなく、ケアプランに立ち戻り、どこに問題があるのかを検討することが重要です。情報の共有、連携を図る際には、
個人情報の保護に十分留意する必要があります。利用者・家族に対し、何の目的で情報共有をする必要があるかを、きちんと
説明し同意を得ることが大切です。
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H24 年度運営基準減算（基準第１３条に準拠）
○所定単位数に 70／100 を乗じた単位数⇒所定単位数に 50／100 を乗じた単位数
【運営基準減算が 2 か月以上継続している場合】
○所定単位数に 50／100 を乗じた単位数⇒所定単位数は算定しない

項目
1－①課 題分 析の実施
（第６号）
②居宅を訪問して
のアセスメント
（第７号）
２ 居宅サービス計画
原案の作成（第８号）

内 容
利用者の日常生活上の能力、すでに受けているサービス、介護者の状況等の環境等の評価を
通じて問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことができるように支援するうえで解
決すべき課題を、適切な方法で把握する。
解決すべき課題の把握（アセスメント）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及び
家族に面接して行わなければならない。
利用者の希望・アセスメント結果に基づき、家族の希望・地域のサービス提供体制を勘案し
て、解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組み合わせを検討し、サービス
の目標・達成時期、内容・利用料等を記載して作成する。
原則として、サービス担当者会議により、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、居宅サービス計画原案について専門的な見地からの意見を求める（やむを得ない
理由がある場合は、照会等により意見を求めることができる）。
原案での各サービスの保険対象・対象外を区分したうえで、内容を利用者・家族に説明し、
文書により利用者の同意を得る。

３ サービス担当者会
議における専門的意見
の聴取（第９号）
４ 居宅サービス計画
の説明及び同意（第 10
号）
５ 居宅サービス計画 同意を得た居宅サービス計画を利用者・担当者に交付する（担当者に対しては、計画の趣旨・
の交付（第 11 号）
内容を説明する）。
６ － ① 実施 状 況の 把 計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む）を行い、必要に応
握（第 12 号）
じて計画の変更や事業者等との連絡調整を行う。
② 居 宅 を訪 問 し 実施状況の把握（モニタリング）に当たっては、利用者・家族や事業者等との連絡を継続的
てのモニタリング に行う。利用者側に特に事情のない限り、少なくとも月１回は利用者の居宅を訪問して面接
（第 13 号）
するとともに、１月に１回はモニタリングの結果を記録する。
７ 計画の変更につい 更新認定や変更認定の場合、原則としてサービス担当者会議により計画変更の必要性につい
ての専門的意見の聴取 て専門的な見地からの意見を求める（やむを得ない理由がある場合は照会等により意見を求
（第 14 号）
めることができる）。
８ 居宅サービス計画 変更に当たっても、作成時と同様の一連の業務を行う（減算も同様）。
の変更（第 15 号）
※ 網掛け部分（１－②、３、４、５、６－②、７）が守られない場合に介護報酬の減算となる。
運営基準減算の仕組み（当該月から解消月の前日までが減算対象）
項目
内 容
①居宅サービス計画の （１）利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合
新規作成及びその変更 （２）サービス担当者会議の開催等を行っていない場合（やむを得ない事情がある場合を除
に当たっては次の場合 く。以下同じ。）
に減算
（３）居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書に
より利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を「利用者」及び「担当者」に交付してい
ない場合
②サービス担当者会議 （１）居宅サービス計画を新規に作成した場合
等を行っていない場合
（２）要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
（３）要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
③居宅サービス計画の （１）利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合（特段の事情のない限り）
作成後、居宅サービス （※面接について、「家族に」という文言は改正にて削除。）
計画の実施状況の把握 （２）モニタリングの結果を記録していない状態が、１月以上継続する場合
（モニタリング）に当
たっては、次の場合に
減算
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