
Ａ票（表）

【相談の内容】

年 月 日 職

■電話 □来所 □その他（ ）

□本人 □家族親族（　　　□同居・ □別居　）　 続柄：（ ） □近隣住民・知人 □民生委員

□地域包括支援センター □在宅介護支援センター ■介護支援専門員 □介護保険サービス事業所

□医療機関 □警察 □その他（ ）

 【本人の状況】

□明治□大正■昭和 ○ 年 1 月 1 日 88 歳

住民票登録住所　■同左　□異

電話： (続柄 ）

■自宅 □病院（ ） □施設（ ） 　□その他（ ）

：平成 25 年 11 月 1 日 ～ ：平成 26 年 10 月 31 日

□未申請 □申請したが非該当 □申請中（平成 年 月 日）

□あり（ ） ■なし

□あり（ ） ■なし

ケース番号 H25-1

相談受付票（地域ケア会議の開催が検討される事案）

相談年月日 平成 26 2 5 担当者 社会福祉士

○○○-△△△△

本人との
関係

 主訴・相談の概要　利用したいサービスなど

約１か月前から担当しているＢさんが、突然主治医Ｃの訪問診療を断わるとともに、他のサービスを利用
しようとしないため困っている。サービス担当者会議の開催も拒否。Ｂさんは、混乱することが多く、理
解力の低下が見られる。腰痛のため外出が困難。遠方に住んでいる姪が、一時的に訪れ、要介護認定や主
治医Ｃによる訪問診療を主に担ったが、現在は遠方のため協力できない。

氏名 D

相談者
（通報者）

氏名 A 受付方法

住所または
所属機関名 ○○市△△2-2 電話番号

現住所
○○市△△1-1

○○○-□□□□ その他連絡先：

氏　名 B 性別 男性 生年月日 年齢

居　所

介護認定
最新介護度 要介護１ 認定期間

前　介　護　度 要介護１

現在の利用
サービス

介護保険
※訪問介護・ディサービスを2か月前まで利用し
ていたが、利用拒否により中断

介護支援専門員 A

介護保険外 居宅支援事業所 ケアプラン○○□あり（ ） ■なし

） ） ）

）

■無 □有（等級： 種別： ) □不明

■なし □あり □不明

 【本人の意向など】※生活歴、キーパーソン、関係機関などわかる範囲で書き込む

 【世帯構成】家族状況（ジェノグラム） 【介護者の状況】

歳

□配偶者 □息子 □娘 □息子の配偶者　

□娘の配偶者 □実兄弟 □実姉妹　　 □義兄弟

□義姉妹 □孫 □その他（ ）

88歳　要介護１ □同上

△△県居住

 【対応方針の決定及び担当者】

 □相談終了： □聞き取りのみ □情報提供・助言 □他機関への取次・斡旋（機関名： ） □その他（ ）

 ■相談継続： □権利擁護対応（虐待対応をのぞく） ■包括的継続的ケアマネジメント支援 □高齢者虐待 □その他（ ）

 □介護予防支援（居宅介護支援事業所に委託） □介護予防支援（地域包括支援センターがケアプラン担当） □サービス担当者会議出席

主疾患
■一般（ 糖尿病 　□認知症（ 　□精神疾患（

介護保険外 居宅支援事業所 ケアプラン○○

□難病（ □不明 かかりつけ医 医療機関名称 △△クリニック 担当医 ○○先生

■必要だが申立未定 □不要

身体状況 腰痛（外出困難） 障害手帳

経済状況 老齢厚生年金　月17万・貯金不明  生活保護受給

成年後見制度 □あり（後見人等： ） 　□申立中 □申立予定あり 

連絡先
電話番号 職業

本人の意向：お金がかかるのに何もしてもらえないから、訪問診療はいらない。介護保険のサービスも、
お金がかかるし、自分で出来るからもう使わない。施設などには入りたくない。このまま、家で自由に暮
らしたい。
キーパーソン：姪（△△県に居住）

氏名 なし 年齢

続柄

その他特記事項

 □契約のみ 委託事業所名 介護支援専門員名

社団法人日本社会福祉士会 作成様式を改変

 □契約のみ 委託事業所名 介護支援専門員名

契約担当者地包担当 主担当者 ○○ 副担当者 △△



Ａ票（裏） 26 年 2 月 5 日

個人因子 普段の体調管理（水・栄養・運動・排便）： ≪個人因子≫

疾患・服薬・通院：

ADL・IADL：

その他：

環境因子 家族環境： ≪環境因子≫

住環境：

近隣環境等：

作成日 平成

各因子に関する情報 課題・問題点

（生活に支障を
きたす要因に対
する因子・本人
の持つ強み＝ス
トレングス）

40年前に購入した分譲・一戸建てに住んでいる。段差があり、手すりが必要な状
況であるが、本人が住宅改修や福祉用具レンタルの利用を拒否している。

キーパーソンである姪は、
遠方に転居したため、協力
が出来ないとのこと。

食事は、本人が近所のコンビニで惣菜等を購入。重複購入や冷蔵庫での腐敗が目
立ち、栄養の偏りや体調悪化が心配される。水分も十分摂れておらず、夏に脱水
傾向が見られた。運動は、コンビニに行くまで歩く程度。

糖尿病により、定期的な
受診が必要でありなが
ら、訪問診療を拒否して
いる。

（生活に支障を
きたす要因に対
する因子・本人
の持つ強み＝ス
トレングス）

腰痛・糖尿病（内服）あり。もともと、病院に行こうとしないため、姪が、近隣
に開業しているＣ医師に状況を説明して訪問診療をお願いし、要介護認定を受け
ることを可能にしていた。数日前に、Ｂさんが「お金がかかるのに何もしてもら
えないから、訪問診療はいらない」といった主旨のことをＣ医師に伝えた様子
（姪からの情報）。服薬管理は出来ておらず、薬が残っている。

食事や内服管理、清潔保
持が不十分で、介護保険
サービスの利用が必要だ
が、本人が拒否してい
る。サービス担当者会議
の開催も拒否。

混乱することが多く、理解力の低下がみられる。腰痛のため、介助なしの外出が
困難になっている。金銭管理があやふやになっている（通帳や印鑑の紛失・現金
がなくなるなどの訴えあり）。洗濯や入浴が出来ておらず、身体不衛生になって
いる。

金銭管理があやふやに
なっている。

約5年間ほどで、ほとんどが高齢者の独居や高齢者夫婦世帯になる可能性の高い住
宅街である。妻は社交的で近隣付き合いをしていたが、本人は人付き合いを好ま
ず、会釈程度の交流である。コンビニエンスストアは、本人が不衛生な様子で、

地域住民が本人の在宅生活
に不安を感じており、利用

介護保険サービスの利用・サービス担当者会議の開催も、本人は拒否。

妻は10年前に死去。子どもはなく、以来一人で生活している。遠方に住んでいる
姪が、キーパーソンであり、一時的に訪れ、要介護認定や主治医Ｃによる訪問診
療を主に担ったが、現在は遠方のため協力できない。

段差解消や手すりが必要な
住環境であるが、本人が改
修等を拒否している。

その他：

経済的因子 本人の状況： ≪経済的因子≫

家族の状況

支援計画 （短期目標・支援内容）
既に会議を実施したメンバー　＝（二重線でつなぐ） 短期
会議参加していないが面談・面識あり　－（線でつなぐ） 1～3カ月

中期 （中期目標・支援内容）
3～6カ月

長期 （長期目標・支援内容）
6カ月～1年

地域ケア会議
■必要

ず、会釈程度の交流である。コンビニエンスストアは、本人が不衛生な様子で、
お金がうまく払えないため、困っていると民生委員に訴えてきた。民生委員さん
や地域住民は、本人が買物に出かけている様子から、火の不始末を心配してい
て、施設がいいのではと考えている。

に不安を感じており、利用
先のコンビニエンスストア
からも苦情がきている。

担当の介護支援専門員は経験が浅く、本人の対応に苦慮している。
担当の介護支援専門員の経
験が浅い。

老齢厚生年金　月17万・貯金不明・土地や家屋は本人名義とのこと。 貯金額が不明

金銭管理の状況や判断力を把握し、日常生活自
立支援事業又は成年後見制度の利用を検討す
る。

本人が通っているコンビニエンスストアに、高
齢で判断力が低下した方への対応を理解しても
らう。

必要な支援を受けながら、自立した地域生
活を継続出来る。

※その他情報

（生活に支障をきたす要
因に対する因子・本人の
持つ強み＝ストレング
ス）

他の家族なし。

本人に関わっている機関

糖尿病管理のため、訪問診療が継続出来
る。

食事や内服管理、清潔保持、自宅内の安全
確保のため、介護保険サービスの再開に至
る。

■多 □少

□地域課題に関するケース ■権利擁護が必要 ③チーム協働・連携 ■弱 □強地域ケア会
議実施の必

種
類

■支援者が困難を感じている □支援が自立を阻害 ス
ク
リ

ン
グ

①課題

■必要なサービスにつながっていない ④ケアマネの実践力 ■弱 □強

□大 ■小 ②同様の課題

地域包括支援センター

姪

介護支援専門員

訪問介護事業所（中

断）

訪問診療C医師（中断の

恐れ）

民生委員

通所介護事業所（中

断）

福祉用具事業者（未利

用）

地域包括支援センター内部で検討のうえ、情報から導き出

される課題を抽出し、支援計画案を作成する。

項目の補足説明あり

■必要
□不要

※　上記該当状況をチェックしながら、地域包括支援センター内部で、地域ケア会議実施の必要性を総合的に判断する。

社団法人日本社会福祉士会 作成様式を改変

議実施の必
要性判断

類
リ
ー

ニ

グ■必要なサービスにつながっていない ④ケアマネの実践力 ■弱 □強

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ⑤効果的社会資源 ■なし □あり



課　長 係　長 担当者

様

計画作成者所属

職 氏名

■ご本人 ■担当ケアマネジャー

□ご家族 □介護サービス事業者

■民生委員 （ ）

□NPO・ボランティア団体 ■行政関係職員

□自治会・町内会関係者 □警察官・消防署員

□近隣住民・知人 ■医師・薬剤師・看護師・MSW等

□民間事業者 （ ）

（ ） □その他

B票（表） 地域ケア会議　開催計画書
決　裁　欄（例）

本人氏名  B

○○○ 地域包括支援センター 計画作成日 平成　26　年　2月　10日

計画作成者 社会福祉士 D (初回計画作成日 平成　　　　年　　　　月　　　　　日）

会議日時 平成　26　　年　2　月　20　　日 午後1時半～午後3時

会議目的

①個別課題の解決、②地域課題の発見、③連絡調整、④地域づくり・資源開発、⑤政策形成、⑥その他

①個別課題解決　　②地域課題の発見

お金がかかるのに何もしてもらえないから、訪問診療はいらな

参加
（該当する者に■）

本会議での目標
（いつまでに、何をする

か、落とし所）

①　Bさんの個別課題のうち、短期目標や支援内容の整理と共有
化・役割分担を行う（目標は、自立した地域生活を継続出来るよ
うにすること）。

②　Bさんが住む地域（小学校区）の課題を整理し、今後、地域
や行政で必要な取り組みを検討する。

（ ） □その他

■社協関係職員 （ ）

社団法人日本社会福祉士会 作成様式を改変

本人の意見・希望

お金がかかるのに何もしてもらえないから、訪問診療はいらな
い。介護保険のサービスも、お金がかかるし、自分で出来るから
もう使わない。施設などには入りたくない。このまま、家で自由
に暮らしたい。 参加依頼者 本人との関係 地域ケア会議で助言・説明いただきたい内容

家族の意見・希望
姪ごさん：遠方の△△県に引っ越したため、今までのような支援
は出来ない。訪問診療や介護保険サービスをきちんと利用して、
心配のない生活をしてほしい。

Bさん ご本人 ご自身のお気持ちを話していただく

Aさん 介護支援専門員 Bさんの経過を報告

C先生 訪問診療医師

  総合的な 支援
（取り組み）の方針

健康を維持し、身体の機能の低下を防いで、ご本人の望
む、「自宅での生活」が継続出来ること。

○○市職員 高齢者福祉担当 記録・高齢者福祉の視点からの支援のあり方など

社会福祉協議会

訪問診療の経過・今後の治療の必要性をお話いただく

民生委員 地区担当民生委員 Bさんとの関わり・地域の状況を報告いただく

日常生活自立支援事
業・地域福祉担当

日常生活自立支援事業の利用可能性について・

参加依頼者に助言、説明いただきたい内容を記載。必要に

より、本資料にて依頼者に説明をする。



地域ケア会議　当日運営案

会議日時 平成　 26 年 2 月 20 日 13 時 30 分～ 15 時 0 分頃終了目標

会　　　場

5分
挨
拶
・
留
意
事
項
説
明

会
議
目
的
確
認
・

B
さ
ん
か
ら
ケ
ー

ス
説
明

ケ
ア
マ
ネ
A
さ
ん
・

明
確
化

B
さ
ん
の
課
題
の
整
理

か
ら
対
応
・
支
援
決
定
・

担
当
者
の
検
討

優
先
順
位
の
高
い
課
題

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
方
法
検
討

決
定
事
項
確
認
・
会
議
の
成

果
確
認

（会議後回収・配布）

会議用資料

・ケアプラン （会議後回収・配布）

・利用者基本情報 （会議後回収・配布）

・ケアプランを補足する生活歴やストレングス等資料 （会議後回収・配布）

（ホワイトボードを使用し、エコマップ・Bさんの困っていることを書いて共有） （会議後回収・配布）

進め方・タイムスケ
ジュール

10分 15分 15分 20分 15分 10分
自
己
紹
介

B
さ
ん
の
目
標
決
定

B票（裏）

ホワイトボー
ド

地域包括支援セン
ター△△

事例報告者
ケアマネAさん・
ご本人Bさん

他

役割分担

司会者
地域包括支援セン
ター○○

書記 市職員○○ 他

本会議で最低限確認
するべきポイント

・ご本人が望む在宅生活の継続のためには、最低限何が必要か。ご本人の思いもくみ
とりながら、必要な支援を共に整理し、ご本人の理解と納得を得る。

・民生委員さんや社会福祉協議会から、地域（小学校区）の他の世帯の状況などを伝
えていただき、地域課題を共有する。

会議の最後に話すこ
と・確認すること

（例：モニタリング時期と方法・
次回会議日程の調整・決定事
項や役割分担再確認・個人情
報掲載資料の取り扱いなど）

・資料を回収すること。

・次回の会議について。

本会議の司会者とし
て、冒頭に伝えること

（例：会議の目的・全体の流
れや時間・個人情報の対応方
法・配布資料確認など）

・今回の参加者は、守秘義務が課されている職種の方ばかりだが、ここで話し合った
内容は、外部には漏らさない、ということについて念のため伝える。

・全体の流れ、会議の終了時間の目安を伝える。

・ご本人に、自分の思いや困っていることを忌憚なく話していただいて良いことを伝
える。

地域包括支援センター内部で、会議当日の役割分担や進

め方を整理しておく。

その他留意事項



本人氏名 様

作成日

支援機関・担当者等 実施日時・期間／評価日

C票　-　個別 個別支援計画書（地域ケア会議記録） B

平成26年2月20日

対象
優先
順位

個別の課題 目標
具体的な役割分担

何を・どのように

地域ケア会議の際に抽出された個別の課題や目標、個別

支援に関する役割分担等を記載する。

1

支援機関・担当者等 実施日時・期間／評価日

糖尿病により、定期的な受診が
必要だが訪問診療に拒否的

治療の必要性をご本人が理解さ
れ、訪問診療を継続する。

今回の会議で、治療の必要についてBさんが
理解してくださった。今後の関わりで、主治
医C先生とご本人の信頼関係を深める。本人
の意向の変化等が生じたら、C先生から介護
支援専門員に報告をいただく。

主治医C先生 H26.2～　/　H26.5.20

対象
順位

個別の課題 目標
何を・どのように

支援に関する役割分担等を記載する。

2

訪問介護の利用を再開することとなった。以
前利用していたE事業所への拒否感はないた
め、E事業所に○月△日から依頼する。介護
支援専門員は丁寧にモニタリングを行う。

E訪問介護事業
所・介護支援専門
員

H26.○.△　/　H26.5.20

地域包括支援セン

本
人

支援専門員に報告をいただく。

食事や内服管理、清潔保持が不
十分で生活に支障が生じている

食事や内服管理、清潔保持が出
来、在宅生活を継続する。

3

7 H26.2中に連絡　/　H26.5.20家
族

キーパーソンである姪が遠方に
転居し、細やかな支援が出来な
い

今後の支援に関する考え方を確認
する。

姪ごさんに今回の会議結果を報告。今後の支
援に関する姪ごさんの考えを伺う。

介護支援専門員

金銭管理があやふや
金銭管理の状況やご本人の判断力
を把握する。

金銭管理の状況・ご本人の判断力の状況を把
握し、必要な制度を判断する。

地域包括支援セン
ター・社会福祉協
議会

H26.2～　/　H26.5.20

6 H26.2～　/　H26.5.20
担当の介護支援専門員の経験が
浅く、対応に苦慮している

介護支援専門員としての、力量を
向上する。

今回の地域ケア会議で、介護支援専門員の力
量向上につながった。関係機関の連携も深
まったため、今後このつながりを活かす。今
後も地域包括支援センターが共に対応し、ケ
アマネジメントを支援する。

地域包括支援セン
ター

4

5
コンビニエンスストアから苦情

今後、同様の高齢者が増えること
をコンビニエンスストアに理解し コンビニエンスストア職員に、本人の状況を

介護支援専門員 H26.2～　/　H26.5.20

民生委員さんや地域住民は、本
人が買物に出かけている様子か
ら、火の不始末を心配してい
る。

地域住民に、本人の在宅生活につ
いて理解をえる。

民生委員さんから、今後介護保険サービス等
の利用で火の元の心配もなるべく軽減するよ
う、地域住民の○○さんに話してもらう（本
人了解）。

民生委員 H26.2～　/　H26.5.20

関
係
者

5
コンビニエンスストアから苦情
が出ている。

をコンビニエンスストアに理解し
てもらい、本人が安心して利用で
きるようにする。

コンビニエンスストア職員に、本人の状況を
伝え、配慮をお願いする（本人了解）。

介護支援専門員 H26.2～　/　H26.5.20

対応が困難な課題／今後検討しなければならない事項等（終結に向けた課題等を記載） 個別支援　評価予定日 平成26年5月20日

※記入欄が足りない場合は、様式を追加して記入 社団法人日本社会福祉士会 作成様式を改変

課題の解決のために、今後連携を
取った方が良い機関

検討手法 ■　地域ケア会議で検討 □地域包括支援センター内で検討 □個別支援担当者による検討 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



作成日

C票　-　地域 地域課題分析　活動計画書（地域ケア会議記録）
平成26年2月20日

地域※に同様の課題
があるか

【目標】
本人の自立支援・地域課題の解決

目標実現のための具体的な取り組み（解決策）と役
割分担

地域に同様の課題が「ある」、現在ある資源等で解決が

「困難」である場合は、何らかの取り組みが必要と判断さ

れるため、【目標】（①②③）を記入する。

項目の補足説明あり

※「地域」
の単位⇒

□日常生活
　圏域
■小学校区
□中学校区
□他（　　）

市町村に
よる対
応・認識誰が・どのように 実施期間

対象
優先
順位

個別の課題
（「C票-個別」の「個別の課題」を転

記）

があるか
現在ある資
源やネット
ワークで解
決できそう
か

本人の自立支援・地域課題の解決
のために
①地域にこんな資源や環境があれ
ば
②既存の制度や仕組みがこのよう
に変われば
③地域にこんな支援者がいれば・

割分担

「C票-個別」に記載された個別の
課題のそのまま転記する。

地域に同様の課題が「ある」、現在ある資源等で解決が

「困難」である場合は、何らかの取り組みが必要と判断さ

れるため、【目標】（①②③）を記入する。

□他（　　）

1 ■ある
□ない
□未確認

□可能
■困難

■必要
□不要

2 ■ある
□ない ■可能 □必要本

人

糖尿病により、定期的な受診が
必要だが訪問診療に拒否的

①Bさんのように、外来受診に拒否的
な方を支援する在宅医がもっといれ
ば。

主治医のC先生から、他の開
業医仲間に訪問診療の必要性
について伝えてみてくれる。

H26.2～H26.5

食事や内服管理、清潔保持が不 ※サービス事業所はあるが、ご本

③地域にこんな支援者がいれば・
ネットワークがあれば

「C票-個別」に記載された個別の
課題のそのまま転記する。

「困難」である場合は、何らかの取り組みが必要と判断さ

れるため、【目標】（①②③）を記入する。

2 ■ある
□ない
□未確認

■可能
□困難

□必要
□不要

3 ■ある
□ない
□未確認

■可能
□困難

□必要
□不要

まずは、民生委員と地域包括

金銭管理があやふや
※日常生活自立支援事業又は成年
後見制度で対応可能。

本
人

食事や内服管理、清潔保持が不
十分で生活に支障が生じている

※サービス事業所はあるが、ご本
人の拒否がある。

7 ■ある
□ない
□未確認

□可能
■困難

□必要
■不要

家
族

キーパーソンである姪が遠方に
転居し、細やかな支援が出来な
い

①今後、親族遠方の独居が増えて
いる地域である。在宅生活を支え
る地域の理解・見守り支援が必
要。

まずは、民生委員と地域包括
支援センターが、自治会の集
まりで時間をいただき、地域
の高齢化の状況等について周
知するとともに、心配なこと
を伺う。

H26.2～H26.5

4 ■ある
□ない
□未確認

□可能
■困難

□必要
■不要

関

民生委員さんや地域住民は、本
人が買物に出かけている様子か
ら、火の不始末を心配してい
る。

①今後、同様の高齢者が増えるこ
とから、地域住民に在宅生活の継
続について理解を得る。

地域包括支援センターが、、
自治会長に働きかけて、認知
症理解のためのDVDを配布し
てもらう。

H26.2～H26.5

①今後、同様の高齢者が増えるこ
社会福祉協議会が、学区内に
あるコンビニエンスストアや

5 ■ある
□ない
□未確認

□可能
■困難

□必要
■不要

6 ■ある
□ない
□未確認

■可能
□困難

□必要
□不要

※地域ケア会議や地域包括支援セ
ンターの包括的継続的ケアマネジ

関
係
者

コンビニエンスストアから苦情
が出ている。

①今後、同様の高齢者が増えるこ
とから、職員に対応方法を理解し
てもらう。

あるコンビニエンスストアや
スーパーに呼びかけて、認知
用サポーター養成講座を実施
する。

H26.2～H26.5

担当の介護支援専門員の経験が
浅く、対応に苦慮している

地域ケア会議で検討できなかった場合でも、会議後に地域包括支援セ

ンター内部で検討したり、個別支援担当者が独自に検討することで、本

票を作成する方法もある。その場合、タイトルの（地域ケア会議記録）は

抹消する。

6 ■ある
□未確認 □困難 □不要

地域課題　評価予定日

□個別支援担当者による検討

※記入欄が足りない場合は、様式を追加して記入 社団法人日本社会福祉士会 作成様式を改変

ンターの包括的継続的ケアマネジ
メントにより今後も支援継続。

地域課題であるが対応が困難（理由）／別の日常生活圏域で同様の課題が見られる　等を記載 平成26年5月20日

検討手法 ■　地域ケア会議で検討 □地域包括支援センター内で検討 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

浅く、対応に苦慮している

地域ケア会議で検討できなかった場合でも、会議後に地域包括支援セ

ンター内部で検討したり、個別支援担当者が独自に検討することで、本

票を作成する方法もある。その場合、タイトルの（地域ケア会議記録）は

抹消する。

※記入欄が足りない場合は、様式を追加して記入 社団法人日本社会福祉士会 作成様式を改変



課　長 係　長 担当者

職 氏名

D票 地域ケア会議実施報告書
決　裁　欄（例）

（地域包括支援センター内部報告　⇒　保険者・主管課へ）

報告者所属　　　　　　　　　　　　　　　　　地域包括支援センター○○○ 地域包括支援センター

報告者 社会福祉士 D 平成　　　　年　　　　月　　　　日報告書作成日職 氏名報告者 社会福祉士 D 平成　　　　年　　　　月　　　　日

会議場所 Bさんご自宅 ※　A票～C票を添付

会議日時 平成　26　　年　2　月　20　　午後1時半～午後3時

報告書作成日

会議目的
①個別課題の解決、②地域課題の発見、③連絡調整、④地域づくり・資源開発、⑤政策形成、⑥その他 参加者氏名 地域ケア会議で決定した役割

①個別課題の解決、②地域課題の発見 Bさん ご本人 訪問診療継続・訪問介護利用再開。日常生活利用支援事業の利用検討。

本人との関係
会議目的

①個別課題の解決、②地域課題の発見 Bさん ご本人 訪問診療継続・訪問介護利用再開。日常生活利用支援事業の利用検討。

C先生 訪問診療医師
Bさんに対する訪問診療の実施。他の開業医仲間の先生に在宅医療の必要性
を伝達。

・Bさんは、現在のところ、火の元の管理にかなり気をつけ 民生委員 地区担当民生委員 地域住民や自治会への説明。

・Bさんから、困っていることをお話していただいたとこ
ろ、訪問診療や介護保険サービスに対する不満と言うより
も、お金の計算や管理に混乱が生じていて、そのために利
用を断ったことが分かった。

Aさん 介護支援専門員 姪に連絡・コンビニエンスストアにBさんへの理解を得るため連絡。

・Bさんは、現在のところ、火の元の管理にかなり気をつけ
ている。

民生委員 地区担当民生委員 地域住民や自治会への説明。

○○市職員 高齢者福祉担当 市として、個別課題や地域課題の把握・市の施策への反映検討など。

・金銭管理については、日常生活自立支援事業を紹介した
ところ、Bさんが理解を示したので、手続きを進めてみるこ
とになった。

社会福祉協議会
日常生活自立支援事
業・地域福祉担当

日常生活利用支援事業の手続きを進める。コンビニエンスストア等職員への
認知症サポーター養成講座の実施。

地域包括支援センター 包括的継続的ケアマ
ネジメント

介護支援専門員への支援・今後の地域ケア会議の開催調整と運営意見交換

対象者 重要度
連携先・
役割分担

□多 ■高

ネジメント

・訪問診療のC先生から、糖尿病の治療の必要性・薬をきち
んと飲むことの大切さを説明していただいた。 地域の共通課題

（市町村提言分）
根拠（データ等）

具体的な取り組み・
解決策の案

・民生委員や社会福祉協議会から、Bさんが住む地域に、B
さんと同様、訪問診療が必要な方、親族が遠い独居高齢者 Bさんのように、外来受診

総合相談･･･同地区に
在宅医療の必要ある
世帯が10世帯把握さ

主治医のC先生から、他の
開業医仲間に訪問診療の必
要性について伝えてみてく C先生・医

意見交換
概要 項目の補足説明あり

■中 □中

□少 □低

さんと同様、訪問診療が必要な方、親族が遠い独居高齢者
や認知症高齢者が増えていることが報告された。

Bさんのように、外来受診
に拒否的な方を支援する在
宅医がもっといれば。

世帯が10世帯把握さ
れている。C先生だけ
では対応しきれない
という。

要性について伝えてみてく
れる。その後、市から医師
会に働きかけると有効では
ないか。

C先生・医
師会・市

・地域住民や、コンビニエンスストアの職員に、高齢者へ
の対応や、在宅生活への理解を深めてもらうことが大切で
はないか、という意見が出された。

会議企画書（B票）の「本会議の目標」は達成できたか　⇒

「C票-地域」のうち、市町村による対応・認識が必要な課題
を掲載し、市町村が対応するべき内容の案を記載する。出

来るだけ、根拠データを示す。データがない場合は、今後、

会議評価

会議企画書（B票）の「本会議の目標」は達成できたか　⇒

■できた □できなかった

理由
当初の目標のとおりの話し合いが出来たことに加
え、地域づくりにつながるような意見も出された。

会議運営
に関する
今後の方

評価時期に、地域包括支援センターが招集して地域
ケア会議を実施。個別支援計画・地域活動計画に関

今後必
要な視

本人の自立支援
在宅生活の継続のためには、訪問診療・訪問介護が必要であることを
Bさんが理解してくださった。金銭管理についても不安があるので、
日常生活自立支援事業の利用を進める。

「C票-地域」のうち、市町村による対応・認識が必要な課題
を掲載し、市町村が対応するべき内容の案を記載する。出

来るだけ、根拠データを示す。データがない場合は、今後、

どのような方法で調査するかを記載する。（例：地域内のケ

アマネジャーにアンケートをとり該当世帯数を把握する）。

■書面

社団法人日本社会福祉士会 作成様式を改変

地域ケア会議によって、訪問診療医師と介護支援専門員の連携が深
まった。今後、地域課題解決の取り組みを通じて、ネットワーク構築
をはかっていく。

参加者等への
フィードバック

□その他（　　　　　　　　　　　　） □未実施

に関する
今後の方
針

ケア会議を実施。個別支援計画・地域活動計画に関
する評価を行う。

要な視
点
（地域ケア会議
で出た結論・方
針）

日常生活自立支援事業の利用を進める。

地域との連携
ネットワーク構築



課　長 係　長
様

計画作成者所属　

計画作成者 職 1 回目

～

本人

本人

本人

家族

E票-個別 個別支援計画評価票 決　裁　欄（例）
担当者

本人氏名 B

○○○ 地域包括支援センター

社会福祉士 氏名 D 計画評価 記入年月日 平成26年5月20日

評価期間 平成26年2月 平成26年5月 会議日時 平成26年5月23日 午後１時半～午後３時

会議目的 個別支援計画の評価・今後の支援計画について 出席者
（所属・氏名）

ご本人　Bさん
介護支援専門員　Aさん
訪問診療　C先生

民生委員　○さん
○○市職員　△
○○市社会福祉協議会　□さん

対象 目標
（「C票-個別」の目標を転記）

実施状況（誰がどのように取り組んだか）
計画通りの役割分担・対応方法を実施した場合には、□にチェック

確認した事実と日付 目標及び対応方法の評価
目標及び対応方法に変更の場合、（　　）内に記載

治療の必要性をご本人が理解さ
れ、訪問診療を継続する。

■　訪問診療医師C先生が、訪問診療を実施。Bさんから
拒否的な言動などあったら介護支援専門員に報告いただ
くことになっていたが、そのような言動はなかった。

２月～５月、Bさんは訪問診療を受け入れ、継続
して必要な治療を受けることが出来た。

■目標達成　□目標の継続　　□対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　□対応方法の変更
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

食事や内服管理、清潔保持が出
来、在宅生活を継続する。

■　訪問介護のE事業所がサービスに入った。介護支援専
門員は、Bさんの意向を丁寧にモニタリングし、サービス
の提供状況に反映させていった。

４月に、一度訪問介護に対する苦情がBさんから
訴えられたが、介護支援専門員が調整に入り、
トラブルは解消した。

■目標達成　■目標の継続　　■対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　□対応方法の変更
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

安心して金銭管理が出来るよう
になる。

■　社会福祉協議会職員が、日常生活自立支援事業の手
続きを進めた。

前回地域ケア会議においては、Bさんが了解して
いたが、その後、利用料の点などでBさんに迷い
が見られ、まだ利用に至っていない。

□目標達成　■目標の継続　　■対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　□対応方法の変更
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

姪御さんの今後の支援に関する
考え方を確認する。

■　介護支援専門員が、姪ごさんに電話連絡。会議結果
を報告するとともに、今後の支援に関する意向を確認し
た。

3月初旬に電話。週1回位、電話をして様子を確
認してくれる。親族としての判断が必要な時に
は連絡をもらってもよい、とのことだった。

■目標達成　□目標の継続　　□対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　□対応方法の変更
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「C票-個別」の目標をそのまま転記
し、実施状況や達成状況を評価す

関係者

関係者

関係者

判定

2

4

2

■　本人等への家庭訪問実施（ 3 回） ■　地域ケア個別会議の実施（ 1 回）

■　本人・家族との電話や来所面接 ■　関係機関への連絡・情報聞きとり

□　その他の活動　（ ）

　４．その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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た。 は連絡をもらってもよい、とのことだった。 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

地域住民に、本人の在宅生活に
ついて理解をえる。

■　民生委員さんから、本人のことを心配していた地域
住民の方に、在宅生活を暖かく見守ってほしい旨伝えて
もらった。

3月初旬に地域住民と話し合ってもらった。今
後、地域にBさんのようなひとり暮らしの高齢者
が増え、助け合いが必要という話になったとの
こと。

□目標達成　■目標の継続　　□対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　■対応方法の変更
（今後、地域活動計画につなげていく）

今後、同様の高齢者が増えるこ
とをコンビニエンスストアに理
解してもらい、本人が安心して
利用できるようにする。

■　介護支援専門員とBさん本人がコンビニエンスストア
に出向き、今後の利用、現金の支払い方などについて、
理解と協力を求めた。

3月中旬、コンビニエンスストアの店長・勤務し
ていた職員に、Bさんの状況を伝えて理解を求め
た。今後、地域にひとり暮らしの高齢者が増え
ることを伝え、Bさんに限らず、配慮していただ
けるとありがたい旨伝えた。

■目標達成　□目標の継続　　□対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　■対応方法の変更
（今後、地域活動計画につなげていく）

介護支援専門員としての、力量
を向上する。

■　地域包括支援センターが介護支援専門員の相談にの
りながら、共に対応している。

２月～５月の間、訪問診療や訪問介護などの支
援が入り、その後の関係機関の連携もスムーズ
になったということ。

□目標達成　■目標の継続　　■対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　□対応方法の変更
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

個別課題の
解決状況

種別 高齢者本人の状況(意見・希望) 養護者・家族の状況(意見・希望)

本人の課題 日常生活利用支援事業を使うかどうか迷っ
ている。訪問診療や訪問介護は、今のまま
使っていきたい。

姪：訪問診療や訪問介護が入って、安心
した。親族として、出来る範囲のことを
していきたい。家族の課題

関係者の課題 　家族支援の必要性　　□あり　■なし

支援内容・
量の評価
（評価期間中）

新たな課題と対応方法 評価結果のまとめ

金銭管理の部分で、日常生活自立支援事業
の利用に至っていない中、自宅に訪問販売
業者がよく訪ねていることが分かった。詐
欺被害を防ぐ対処が必要。

　１．個別支援の終結

　２．現在の計画内容に基づき、支援を継続

支援内容によ
る総合的成果

※　本人・家族・関係機関との信頼関係、ネットワーク強化等の点でどんな成果があったか。 　３．アセスメント、支援計画の見直し

地域ケア会議を通して、関係機関・介護支援専門員の連携がとりやすくなった。ご本人も、関係者
が集まって自分のことを話し合ってくれたことで気持ちが良い方向に変化した様子。

【判定欄に該当番号を記入】

１．課題は解決していない

２．課題が残っている疑いがある

３．一時的に解決（再発の可能性が残る）

４．課題は解決した

０．課題は存在していない

評価結果が２や３の場合は、A票～C票を使用して、地域ケア会議
を行ったり、新たな計画期間の計画書を作成する。以後、１の「個

別支援の終結」に至るまで、計画⇒活動⇒評価のサイクルを繰り
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評価結果が２や３の場合は、A票～C票を使用して、地域ケア会議
を行ったり、新たな計画期間の計画書を作成する。以後、１の「個

別支援の終結」に至るまで、計画⇒活動⇒評価のサイクルを繰り



課　長 係　長

様

計画作成者所属　

計画作成者 職 1 回目

～

E票-地域 地域活動計画評価票
決　裁　欄（例）

担当者

本人氏名 B

○○○ 地域包括支援センター

社会福祉士 氏名 D 計画評価 記入年月日 平成26年5月20日

評価期間 平成26年2月 平成26年5月 会議日時 平成26年5月23日 午後１時半～午後３時

会議目的 地域活動計画の評価・今後の支援計画について 出席者
（所属・氏名）

ご本人　Bさん
介護支援専門員　Aさん
訪問診療　C先生

民生委員　○さん
○○市職員　△
○○市社会福祉協議会　□さん

目標
（「C票-地域」の目標を転記）

実施状況（誰がどのように取り組んだか）
計画通りの役割分担・対応方法を実施した場合には、□にチェック

実　　施　　結　　果 目標及び対応方法の評価
目標及び対応方法に変更の場合、（　　）内に記載

①Bさんのように、外来受診
に拒否的な方を支援する在
宅医がもっといれば。

■　C先生が、医師会の会合の際に、Bさんのケース
を匿名で報告。訪問診療の必要性が高まっているこ
とを報告した。

他の医師から、訪問診療が必要な他の事例を、もっと知りた
いという意見が出たということだった。

□目標達成　■目標の継続　　□対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　■対応方法の変更
（　市主催で事例検討会につなげていきたい　）

①今後、親族遠方の独居が
増えていく地域である。在
宅生活を支えるため、地域
の理解・見守り支援が必
要。

■　民生委員と地域包括支援センターが、自治会に
働きかけ、地域住民に、地域の高齢化の状況を伝
え、住民が不安なことなど話し合ってもらった。

住民自身、出来るだけ施設に行かずに家で暮らしたい、とい
う思いを持っている人がほとんどで、そのためには地域で支
え合うことが大事なんだ、という気付きにつながった。

□目標達成　■目標の継続　　■対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　□対応方法の変更
（　今後も話し合いの場を持ち、地域で出来る取り
組みを検討することになった　）

①今後、認知症の高齢者が
増えることから、地域住民
に在宅生活の継続について

■　民生委員と地域包括支援センターが、地域住民
と話し合いを持った際に、認知症のDVDを上映した。

DVDの感想を、地域住民の方々に話し合ってもらった。身内
に認知症の方がいる、という方が多く、介護の大変さを語っ
ておられた。今後認知症高齢者が増えること、地域で支えあ

□目標達成　■目標の継続　　□対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　■対応方法の変更
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「C票-地域」の目標をそのまま転記
し、実施状況や達成状況を評価す

■　地域ケア推進会議の実施（ 1 ）回

■　取り組み実現のための出前講座の実施（ 1 ）回

　⇒内容（ ）

□　多職種等に対する研修会の実施（ ）回

■　保険者・その他取り組みに必要な部署への報告をした

□　その他の活動（ ）

　４．その他(　　　　　　　　　　　　　　）
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に在宅生活の継続について
理解を得る。

ておられた。今後認知症高齢者が増えること、地域で支えあ
うことが大事、という結論になったが、参加者の中には、や
はり施設に入るしかないという声もあった。

①今後、認知症・独居の高
齢者が増えることから、コ
ンビニエンスストアの職員
に対応方法を理解してもら
う。

■　社会福祉協議会と地域包括支援センターが、地
域のコンビニエンスストア・スーパーの職員を対象
に、認知症サポーター養成講座を実施した。

職員からは、認知症の仕組み、対応の仕方について、かなり
勉強になった、との声が聞かれた。今後は、Bさんに限ら
ず、学んだことを対応に活かしたい、とのことだった。

■目標達成　□目標の継続　　□対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　□対応方法の変更
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□

活動内容・
量の評価
（評価期間
中）

新たに構築されたネットワーク・支援者 新たな課題と対応方法

新たに連携が取れた人・機関 今後の支援にどう生かすか 在宅医を増やしていく、という課題については、事
例検討会など引き続き取り組みを進めながら、地域
医療機関の理解を得ていきたい。地域には色々な声
があり、全員の理解を得ることは困難だが、引き続
き、地域で支えあうことについて取り組みをしてい
きたい。

コンビニ職員等への認知症サポーター養成講座

地域のFスーパーの店長

養成講座に参加出来なかった職員にも
学ばせたいので、また講座を実施して
ほしいとのこと。他の高齢者への対応
向上や認知症理解に役立つことが期待
される。 評価結果のまとめ

　１．地域活動・取り組みの終了

活動による総
合的成果

※　地域連携、ネットワーク構築、資源開発や政策形成の点でどんな成
果があったか。

　２．現在の計画内容に基づき、継続

在宅医をふやしていく、ということについては、従前から課題で
あったが、C先生からの働きかけをきっかけに、事例検討会につな
げていき、他の先生にも在宅医療の必要性に理解を深めていただき
たい。地域の店舗に対する認知症サポーター養成講座で、認知症高
齢者への理解が深まった。

　３．地域活動計画の見直し

評価結果が２や３の場合は、B票やC票を適宜使用して、地
域ケア会議を行ったり、新たな計画期間の計画書を作成す

る。以後、１の「地域活動・取り組みの終了」に至るまで、計

画⇒活動⇒評価のサイクルを繰り返していく。
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