
第７節
状態に応じた多様なサービス（地域密着型
サービスや施設サービス等）の活用に関す
る事例
第２章 ケアマネジメントにおける

実践事例の研究及び発表

無断複写・転載を禁ずる



状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設
サービス等）の活用に関する事例スケジュール

9：00～ 9：05 導入

9：05～10：30 講義

10：30～10：40 休憩

10：40～12：00 演習

12：00～12：10 休憩

12：10～13：00 演習

13：45～13：50 導入

13：50～15：15 講義

15：15～15：25 休憩

15：25～16：45 演習

16：45～16：55 休憩

16：55～17：45 演習

無断複写・転載を禁ずる



第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

【目的】Ｐ４０１
状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、
施設サービス等）の活用に関する事例を用いて講
義・演習を行うことにより、介護保険で提供される地
域密着型サービス等の活用に係る知識及びケアマ
ネジメントの手法を習得する。

無断複写・転載を禁ずる



＜本節の習得目標＞Ｐ４０１
①地域密着型サービス等の多様なサービスを活用している事例等の
居宅サービス計画等について意見交換を通して分析し評価できる。
②分析し評価した内容を受講者間で共有し、アセスメントや居宅サー
ビス計画等の作成における留意点を判断できる。
③各種統計データを活用する等により、別の類似の事例等への応用
ができる。
④地域の各種統計データを必要に応じて活用することにより、他の事
例へも応用できる。
⑤状態に応じて多様なサービスを活用するにあたり重要となる各種知
識や関係機関・介護サービス事業者との連携方法への応用ができ
る。
⑥地域の社会資源（インフォーマルサービス等）を活用したケアマネジ
メントを実施できる。

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

無断複写・転載を禁ずる



Ⅰ 地域密着型サービスの再確認 Ｐ４０２

●地域密着型サービスの創設と各種サービスの特性につ
いて再確認しましょう。

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

無断複写・転載を禁ずる



地域密着型サービスの創設1

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供される
ことが適当なサービス類型（＝地域密着型サービス）を創設。

Ａ市

保険給付

利用

指定
指導・監督

１：Ａ市の住民のみが利用可能
〇指定権限を市町村に移譲

〇その市町村の住民のみがサービ
ス利用（Ａ市の同意を得た上で他の
市町村が指定すれば、他の市町村
の住民が利用することも可能）

２：地域単位で適正なサービス基盤整備

市町村（それをさらに細かく分けた圏域）
単位で必要整備量を定めることで地域
のニーズに応じたバランスの取れた整
備を促進

３：地域の実情に応じた指定基準、介
護報酬の設定

４：公平・公正透明な仕組み

指定（拒否）、指定基準、報酬設定に
は、地域住民、高齢者、経営者、保
健、医療、福祉関係者等が関与

Ｐ４０２無断複写・転載を禁ずる



運営推進会議２

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護などの事業を実施する
事業者が、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村の職員などに対
して、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用
者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスにしていくことで、サービス
の質の確保を図ることを目的としている。

利用者の状況
日々の活動内容
研修や勉強会の報告
事故対応・苦情受付報告
意見交換 等

Ｐ４０２無断複写・転載を禁ずる



サービス評価３

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

外部評価は平成14年度から認知症対応型共同生活介護事業所（認知症高齢者
グループホーム）において開始され、平成18年4月からの介護保険制度改正によ

り、新たなサービス体系として創設された地域密着型サービスの小規模多機能
型居宅介護事業も対象となった。

自己評価
具体的な改善に向けた取り組み

外部評価
外部評価機関による一定項目に関する訪問

調査・書面審審査に基づく評価

職場全体で評価に取り組み、
改善点を明確にする。

外部評価の結果をもとに、事業
所は客観性を高めた総括的な
評価を行い、改善を図る。

Ｐ４０２無断複写・転載を禁ずる



介護・医療連携推進会議４
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医療関係者を含めた地域の関係者等（利用者、利用者の家族、地域の医療関
係者、地域住民、市町村の職員、地域包括支援センターの職員等）による会議）
において、おおむね３ヶ月に１回以上、運営状況等について協議・報告・評価す
ることを義務づける。※運営推進会議に相当する

◆対象サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

◆構成員
運営推進会議の構成員に、地域の医療関係者が追加（地方医師
会の医師等、地域の医療機関の医師やソーシャルワーカー等）

◆会議の目的
運営推進会の目的に、地域における介護及び医療に関する課題
について、関係者が情報共有を行い、介護と医療の連携を図るこ
とを追加。

Ｐ４０３無断複写・転載を禁ずる



地域密着型サービス等の種類と機能５

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（１）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
29人以下の特別養護老人ホーム

（２）認知症対応型共同生活介護
ユニット数や併設事業所に特徴あり

（３）地域密着型特定施設入居者生活介護
有料、養護、軽費で入居者が要介護と配偶者等に限られる介護専門
特定施設のうち、定員が29名以下のもの

（４）夜間対応型訪問介護
定期巡回、随時訪問、オペレーションセンターサービスを提供
サービス提供時間には、22時～6時までの時間帯を含むこと

（５）定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護・看護一体型事業、介護・看護連携型事業の２パターンがある

Ｐ４０３～

無断複写・転載を禁ずる



地域密着型サービス等の種類と機能５

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（６）認知症対応型通所介護
定員12名までの単独型とグループホーム併設型がある
※地域密着型通所介護
平成28年4月から、定員19名未満の小規模通所介護事業所が転換

（７）小規模多機能型居宅介護
訪問看護・リハ、居宅療養管理指導、福祉用具貸与の併用が可能
介護支援専門員は、「居宅サービス計画」と「小規模多機能型居宅介
護計画」の作成に従事
看護小規模多機能型居宅介護
訪問看護と小規模多機能型居宅介護の機能を併せ持つ
訪問リハ、居宅療養管理指導、福祉用具貸与の併用が可能

Ｐ４０４～

無断複写・転載を禁ずる



介護保険施設６

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（１）介護老人福祉施設
入所は、原則要介護3以上、ユニット型・従来型施設、個室・多床室等、

設備や体制、料金に違いがある
（２）介護老人保健施設

機能訓練等を行い在宅復帰支援機能・在宅療養継続支援機能を持
つ施設、終末期対応施設としても期待、医療費包括報酬
（３）介護療養型医療施設
日常的な医療的ケアを要する要介護高齢者の長期療養を担っている
※平成２０年以降老健施設への転換推進、２４年以降は新設不可

（４）介護医療院
生活の場としての機能を持ち、医療ケアが必要な重介護者を受け入
れる。

Ｐ４０５～
無断複写・転載を禁ずる



介護保険施設以外の施設７

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（１）有料老人ホーム
（ｱ）住宅型有料老人ホーム
生活支援等のサービスがついた高齢者向けの住居施設

介護が必要となった場合、入居者自身の選択により在宅サービスを利
用しながら生活を継続できる ※特定施設生活介護の指定なし
（ｲ）介護付有料老人ホーム
介護等のサービスがついた高齢者向けの居住施設
（ｳ）健康型有料老人ホーム

食事等のサービスがついた高齢者向けの住居施設。介護が必要となっ
た場合、契約を解除して退去となる

Ｐ４０７～
無断複写・転載を禁ずる



第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（２）サービス付き高齢者向け住宅

バリアフリー構造等を有し、入居者
に対し状況把握・生活相談等の生
活支援サービスを提供する高齢者
向けの賃貸住宅又は有料老人ホー
ムのうち、サービス付き高齢者向け
住宅として都道府県・政令市・中核
市の長(※)に登録された住宅 ※宮

崎県の場合、宮崎県知事又は宮崎
市長

Ｐ４０８無断複写・転載を禁ずる



第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（３）軽費老人ホーム ケアハウス 【老人福祉法】
60歳以上の高齢者で、身体機能の低下または高齢のため、独立して

生活するには不安が認められる方であって、家族による援助を受けるこ
とが困難な方が利用できる施設

（４）養護老人ホーム【老人福祉法】
65歳以上の高齢者で、家庭環境や経済的な理由により家族と同居でき
ない方が入所する施設
入所者及び扶養義務者については、所得等に応じて費用負担あり

Ｐ４０８～
無断複写・転載を禁ずる



Ⅱ 介護保険制度以外の社会資源 Ｐ４１０

●介護保険制度以外の社会資源について、どのような制
度、システムがあるのかを理解しましょう。
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無断複写・転載を禁ずる



介護保険制度以外の制度１

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

【障害者総合支援法】

障害者総合支援法は、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、
地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずる」こ
とを趣旨として、障害者自立支援法を改正する形で創設されました。

よって、法律の題名は障害者総合支援法に変更されましたが、法律の基本的な構
造は障害者自立支援法と同じです。

（1）法の目的

法の目的を「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさ
わしい日常生活又は社会生活を営む」とし、「地域生活支援事業」による支援を含め
た総合的な支援を行うことも明記されました。

Ｐ４１０ 無断複写・転載を禁ずる



介護保険制度以外の制度１

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

【障害者総合支援法】
（2）基本理念 「基本理念」に

①全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない
個人として尊重されること

②全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し
合いながら共生する社会を実現すること

③全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は
社会生活を営むための支援を受けられること
④社会参加の機会が確保されること

⑤どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と
共生することを妨げられないこと

⑥障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会に
おける事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること
を掲げています。

Ｐ４１０ 無断複写・転載を禁ずる



介護保険制度以外の制度１

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

【障害者総合支援法】
（3）対象範囲

法が対象とする障害者の範囲は、身体障害者、知的障害者、精神障害者（発達障
害者を含む）に加え、制度の谷間となって支援の充実が求められていた難病等（治療
方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障
害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者）としています。
※平成27年7月時点で、332疾病が対象です。

（4）利用できるサービス量
80項目に及ぶ調査を行い、その人に必要なサービスの度合い（「障害支援区分」）を
測り、その度合いに応じたサービスが利用できるようになっています。

厚労省作成 障害者総合支援法のサービス利用説明パンフレットより

Ｐ351 無断複写・転載を禁ずる



無断複写・転載を禁ずる



無断複写・転載を禁ずる



第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

障害者総合支援法及び児童福祉法の改正について

趣旨
障害者が自ら望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に
対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用
を促進するための見直しが行われるとともに、障害児支援のニーズの多様化
にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほか、サービスの質の確保・
向上を図るための環境整備が行われます（同改正法は、平成28年5月25日に可
決されました）。

施行期日
平成30年４月１日

無断複写・転載を禁ずる



介護保険制度以外の制度１

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

【生活保護法】

生活保護制度は、生活に困窮する者に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護
を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを
目的としている。生活保護の相談・申請窓口は、現在住んでいる地域を所管する福祉
事務所の生活保護担当。福祉事務所は、市（区）部では市（区）が、町村部では都道
府県が設置していいる。生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得
る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用する
ことが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先する。預
貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てること。
働くことが可能な者は、その能力に応じて働くこと。年金や手当など他の制度で給付
を受けることができる場合は、まずそれらを活用する。親族等から援助を受けることが
できる場合は、援助を受けることとする。

Ｐ４１０ 無断複写・転載を禁ずる



介護保険制度以外の制度１

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

【生活保護法】

●生活扶助・・日常生活に必要な費用（食費・被服費・光熱費等）
●住宅扶助・・アパート等の家賃
●教育扶助・・義務教育を受けるために必要な学用品費
●医療扶助・・医療サービスの費用
●介護扶助・・介護サービスの費用
●出産扶助・・出産費用
●生業扶助・・就労に必要な技能の修得等にかかる費用
●葬祭扶助・・葬祭費

Ｐ４１０ 無断複写・転載を禁ずる



無断複写・転載を禁ずる



介護保険制度以外の制度１

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

【精神保健福祉法】（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律）
精神障害者の医療及び保護を行うこと、障害者総合支援法とともに、精神障害者の
社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行うこ
と 、精神疾患の発生の予防や、国民の精神的健康の保持及び増進に努めることに
よって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とし
た法律。精神保健福祉法の対象とする精神障害者は、統合失調症、精神作用物質に
よる急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質そのほかの精神疾患を有する
者。平成26年4月施行の改正法により、精神科病院の管理者に「地域援助事業者」と
の連携が義務付けられた。「地域援助事業者」の範囲は、障害の相談支援事業者の
ほか、「介護支援専門員が配置される事業者」（居宅介護支援事業所や介護保険施
設等）が規定された。（介護保険最新情報vol.373）

Ｐ４１０ 無断複写・転載を禁ずる



介護保険制度以外の制度１

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

【成年後見制度】

認知症，知的障害，精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は，不動産や
預貯金などの財産を管理したり，身のまわりの世話のために介護などのサービスや
施設への入所に関する契約を結んだり，遺産分割の協議をしたりする必要があっても，
自分でこれらのことをするのが難しい場合がある。また，自分に不利益な契約であっ
てもよく判断ができずに契約を結んでしまい，悪徳商法の被害にあうおそれもある。こ
のような判断能力の不十分な方々を保護し，支援するのが成年後見制度である。
法定後見制度・・「補助」「補佐」「後見」

任意後見制度・・自身が選んだ任意後見人が本人の代理人となる。家庭裁判所が選
任する任意後見監督人が任意後見人を監督する。

Ｐ４１０ 無断複写・転載を禁ずる



無断複写・転載を禁ずる



無断複写・転載を禁ずる



インフォーマルな社会資源2

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

○各市町村の福祉サービス
○地域の社会福祉協議会が行うサービス
○ＮＰＯ法人やボランティア団体が行うサービス
○家族や地域住民によるサービス
○宅配業者や新聞配達などの安否確認サービス
○企業が行う有料オプションサービス

自分の活動地域にどのようなサービスがあるのか知るこ
とで、サービスの選択が広がる。

Ｐ４１０ 無断複写・転載を禁ずる



※参考 宮崎市の福祉サービス 無断複写・転載を禁ずる



※参考 宮崎市の福祉サービス 無断複写・転載を禁ずる



※参考 宮崎市の福祉サービス 無断複写・転載を禁ずる



※参考 宮崎市社会福祉協議会のサービス 無断複写・転載を禁ずる



※参考 宮崎市社会福祉協議会のサービス 無断複写・転載を禁ずる



Ⅲ 状態に合わせた多様なサービスの活用と連携
Ｐ４１１

●利用者の状態像に応じたサービスの活用の視点が持てるように
学習しましょう。

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

無断複写・転載を禁ずる



利用者の状態像を捉える１

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

利用者を身体面、精神面、環境面などさまざまな角度か
ら利用者像を捉える

状態像
心身の状態
介護度、医療的ケアの必要性
家族状況
経済的状況・・

Ｐ４１１ 無断複写・転載を禁ずる



第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（例）医療必要度が高い利用者
サービスを拒んでいる利用者
地域特性により社会資源が整っていない場合
認知症状が重度になっている利用者

利用者の状態に応じたサービスの提案2

利用者ニーズに沿ってサービスを効果的に利用する提
案をする

Ｐ４１１無断複写・転載を禁ずる



様々な事業、機関との連携の必要性の理解3

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（１）（２）小規模（看護小規模）多機能居宅介護との連携

（３）医療関係との連携

担当する介護支援専門員が交替することによ
る、利用者、家族への影響がないように配慮し
ないといけない。

退院する高齢者や医療依存度が高い高齢者の在
宅生活を地域にある医療・福祉サービスで支援す
る視点で、平時から誰とどのような機関と関わりを
もっていく意識が連携につながる。

Ｐ４１１

Ｐ４１２

無断複写・転載を禁ずる



様々な事業、機関との連携の必要性の理解3

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（４）介護保険施設との連携

（５）介護医療院との連携

在宅生活を継続していくために介護保険施設
との連携は不可欠。介護保険施設が持って
いる知識や技術は地域の重要な社会資源で
ある。

常に医療サービスが必要な方が入所するが、生活
の場であることを鑑み、在宅でどのような生活を望み
どのように生活をしていたのか、大切にしていたこと
などの情報は大切です。

Ｐ４１３

無断複写・転載を禁ずる



様々な事業、機関との連携の必要性の理解3

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（６）居宅サービス事業所との連携

居宅サービス事業所に個別計画書の提出を
求め、計画書を確認することで、介護支援専
門員とサービス事業所の支援イメージを共有
することができる。

Ｐ４１３

無断複写・転載を禁ずる



様々な事業、機関との連携の必要性の理解3

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（７）定期巡回・随時対応型訪問介護看護における訪問
介護事業所及び訪問看護事業所との連携

看護職員がアセスメントを行い、医療的視点を含めた
計画に反映することが求められている。ケアプランと
サービス事業所の計画書や実施していることが離れ
ていかないように必要に応じて確認を行う。

Ｐ４１４

無断複写・転載を禁ずる



様々な事業、機関との連携の必要性の理解3

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（８）介護保険以外のサービスや支援との連携

（９）関係機関との連携

利用者の望む暮らしの実現はセルフケア含めインフォーマルサービスは不可欠。生
活を支える視点は「点」でなく「線」で考えること。家族や地域住民、地域のイン
フォーマルサービスなどをプランに位置づける意識をもつ。

生活を視点におくと、介護支援専門員のみでの支援は不可能であり、利用者の身体、
精神、環境を考慮した生活の場面で起こる課題を想定し、保険者（各種担当課）や
保健所、医療機関や包括支援センターなどとネットワークを構築しておくことで、必要
時に適切な対応をとることができるようになる。利用者の生活支援の身近にいる介
護支援専門員の役割。

Ｐ４１５

Ｐ４１６

無断複写・転載を禁ずる



状態に応じた多様なサービスのための視点４

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（１）インテーク

（ア）地域資源の把握（地域密着型サービス、介護保険施設等
の整備状況）
（イ）緊急性、切迫性の確認

（ウ）医療における支援の優先の必要性の確認（治療、手術、
入院等）

介護保険施設や地域密着型サービスに出向き見学しよう。

生命にかかわる状況、利用者自身または
家族が身体的被害を受ける状況、生活の
継続性が即座に途絶える状況など。

担当利用者の疾患、疾患が生活に与える影響を把握しよう。
独居高齢者や高齢者世帯は、医療支援優先の必要性は誰が判断するのか事前に確認しよう。
退院後の生活について、入院中からアプローチしよう。

Ｐ４１６無断複写・転載を禁ずる



状態に応じた多様なサービスのための視点４

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（１）インテーク
（エ）利用者における受給資格等の確認
□介護保険被保険者証
□利用者負担割合証
□食費・居住費における限度額認定証
□社会福祉法人等利用者負担軽減確認証
□障害者手帳
□被爆者健康手帳

Ｐ４１７無断複写・転載を禁ずる



状態に応じた多様なサービスのための視点４

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（２）アセスメント
（ア）利用者の状態像の把握

（イ）多職種によるアセスメント

アセスメントで解決すべき課題が明らかになっているか。
利用者の現状についての①原因②状態③問題④意欲を抽出
しているか。

生活をアセスメントする視点をもつ。
疾患や服薬に関すること、経済支援や権利擁護など、専門家のアセスメン
トが必要と判断した場合は、多職種によるアセスメントを実践しよう。

Ｐ４１７無断複写・転載を禁ずる



状態に応じた多様なサービスのための視点４

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（３）居宅（施設）サービス計画（ケアプラン）原案の作成

（４）サービス担当者会議・計画の修正（合意）

課題解決のためのサービスには、多様なサービス特にイン
フォーマルサービスや本人や家族が取り組むサービスも検
討しているか。

情報の共有と、ケアの方向性を確認しチームとしての結束
を高める機会になっているか。
緊急時の連絡や柔軟な対応が取れる連携が作れているか。

Ｐ４１８無断複写・転載を禁ずる



状態に応じた多様なサービスのための視点４

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（５） モニタリング（継続的な管理）および再課題分析
◎サービス開始後の変化を確認できているか
◎ニーズの変化を確認できているか

◎利用者、家族からの聞き取りの際は、気配りができ
ているか
◎利用者、家族の視点で評価できているか
◎サービス担当者からの情報を大切にしているか
◎サービス提供の現場を自分の目で見ているか

専門家だからこそ、客観的視点で物事の判断をする

Ｐ４２０無断複写・転載を禁ずる



状態に応じた多様なサービスのための視点４

第７節 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス等）の活用に関する事例

（６）終結
（ア）生活の継続への提案

（イ）入院入所、退院退所に伴う利用者支援と家族支援、関係
機関との連携

（ウ）地域資源課題の把握と地域において不足している社会資
源の開発への提案

支援の終結が、関係性の終結ではないことを説明
できるか。
新たな課題が起きたときの支援体制はできている
ことを伝えているか。

利用者自身が望む生活が実現できるように担当者間での引継ぎが行わ
れているか。環境が変わることのリスクを一緒に検討できているか。

終結したケースの支援について振り返り作業を行う。
利用者の生活の課題が地域における課題となるのかを検討する
視点で地域づくりに参画する

Ｐ４２１無断複写・転載を禁ずる


