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第１節 　総合相談支援業務の概要

　地域包括支援センターでは、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続

していくことができるように、地域包括ケアの中核拠点として活動します。その際、総合相談支援

業務は包括センター事業実施のための基盤的役割を果たすことになります。なかでも、総合相談は

他のすべての業務（権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマネ

ジメント業務および指定介護予防支援事業など）の入り口になります（p.42 参照）。ここでは、こ

の業務の主な内容である総合相談、地域包括支援ネットワーク構築、実態把握について説明します。

第 2節 　総合相談

1 総合相談の概要

　地域包括支援センターのすべての業務の入り口となるのが総合相談です。ここでは、総合相談の

目的や意義について説明します。

1.1　総合相談とは

●総合相談の目的

　総合相談は、地域に住む高齢者に関するさまざまな相談をすべて受け止め、適切な機関・制度・サー

ビスにつなぎ、継続的にフォローするとともに、必要に応じて地域包括支援センターの業務に継続

していくことが目的です。つまり、地域包括ケアとしての継続支援の入り口となるのが総合相談な

のです。これは、包括センター１か所に相談をするとあらゆるサービスの調整まで可能になるといっ

たワンストップサービス拠点としての機能も果たすことになります。

●総合相談の多様性

　相談者や相談機関、相談内容、相談状況は多種多様であり、またその相談内容は相談者の生活環

境のさまざまな要因により変化します。どのような人からの相談であろうとも、またどのような相
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談内容や状況であろうとも、まずは相談内容を的確に把握することが不可欠です。

＊相談者や相談機関の例

・個人：高齢者本人（要介護、要支援、二次予防事業、自立）、高齢者の家族や親族、近隣

　　　の住民、民生委員　等

・非制度的団体：自治会、老人クラブ、婦人会、商工会、ボランティアグループ、薬局、コ

　　　　　　　ンビニエンスストア　等

・制度的団体：行政機関、介護サービス事業者、医療機関、社会福祉協議会、警察署、消防

　　　　　　署　等

＊生活環境の変化要因の例

・加齢に伴う生活機能の低下

・家庭環境の変化

・施策やサービス提供体制の質量等の変化　等

1.2　総合相談の意義

●総合相談が必要な背景

　　総合相談が必要な背景として以下の３つが主なものとしてあげられます。

①　制度の縦割りによる弊害

　これまでの制度は、その仕組みの特性上、医療、保健、福祉が個々別々に機能していました。

しかし、高齢者にとっては、医療なのか保健なのか福祉なのかと区分されるのではなく、生活を

軸として総合的に相談できる仕組みが必要だといえます。

②　たらい回しによる弊害

　これまで既存の相談機関等において相談者は、例えば、「ここは担当ではない」「ここではわか

らない」「契約していない」等の理由により、相談そのものを拒否される、あるいは他の機関へ

行くように言われることがありました。そして、このような経験から相談しようという意欲さえ

も失い、あきらめてしまうような例も少なからず見受けられました。

③　地域での継続的相談拠点の必要性

　高齢者が地域において安心して暮らし続けるためには、生活不安をもたらす原因を探り、これ

に対処し、生活を支える基盤が身近にあることが必要です。身近なところに、継続的に信頼して

相談できる拠点があれば、安心して生活できます。
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2 総合相談のプロセス

　次の図のように、総合相談は相談受付（スクリーニング）⇨ 課題の明確化 ⇨ 行動計画の作成 ⇨

行動計画の実行 ⇨ 各業務への移行 ⇨ 終結のプロセスで展開されます。相談受付時の相談内容や課

題によっては、情報提供を行うことによって終結に至る場合や、他機関等を紹介しフォローアップ

を行うことにより終結に至る場合もあります。また、相談受付や課題の明確化の後に各業務に移行

する場合もあります。このような段階は独立しているわけではなく、常に平行して、また循環的に

行われることに注意が必要です。
図表２－１　総合相談のプロセス

2.1　相談受付（スクリーニング）

　総合相談は相談を受けることから始まります。ただし、これは地域包括支援センターで待ってい

ればよいということではありません。地域に出向きネットワークを構築して初めて包括センターに

相談が寄せられる環境が整います。また、実態把握業務によりニーズを発見することも可能です。

相談は前述のように、あらゆる人があらゆる方法であらゆる相談をしてきます。この多様な相談内

容を的確に把握・分類し、適切な対応を検討する総合相談受付時の初期対応、スクリーニング機能

こそ包括センター業務の要といっても過言ではありません。

●相談受付で行うべきこと

　　相談受付では以下の６つのことを行わなければなりません。

①　信頼関係を構築する

　相談者が安心して相談できる対応をします。そのためには、以下の３点に留意して相談を受け

地域のネットワーク

相談受付
（スクリーニング）

情報
提供

他機関等
の紹介

フォロー
アップ

終　結

課題の明確化

行動計画の作成

行動計画の実行

各業務へ
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ましょう。

・傾聴する

　まずは、相談者の話を遮ることなく、じっくりと真剣に話を聞きます。非言語コミュニケーショ

　ンを自覚しつつ、あいづち、繰り返し、言い換えなどを意識的に活用しながら、話を聴きます。

・不安に対応する

　「ここに相談してよかったのか」「これからどうなるのか」などの相談者の不安に敏感に気づき、

　一般化、共感、適切な情報提供などで対応します。

・相談者の行為を認める

　相談をしてきたことを高く評価します。それとともに、状況に応じていたわりの言葉を伝えま

　す。

②　相談者と課題を抱えている人を確認する

　相談者が誰で、課題を抱えている人は誰なのかを明確に把握することが必要です。相談者と課

題を抱えている人が異なる場合には、それぞれの関係性についても把握します。これは相談内容

の検証的理解や今後の対応における役割などを検討する際に必要な情報となります。また、課題

を抱えている人については、サービスの利用要件などを確認するためにも、年齢、性別、住所、

障害の有無、要介護状態などの基本的情報を収集します。同様に、包括センターからも連絡が取

れるように、相談者や課題を抱えている人の連絡先を聞きます。

＊受付時の確認事項の例

・相談者の氏名、年齢、性別、住所、連絡先、当事者との属性、相談者の状況

・課題を抱えている人の氏名、年齢、性別、住所、連絡先、心身の状況、要介護状態、 

　生活状況や様子

・相談経路、相談した機関、現在利用しているサービス等

③　相談内容を把握する

　受付の主業務は、相談内容を的確に把握することです。「どのような課題を抱えているのか」「ど

のような状況なのか」「どのような状態を望んでいるのか」といった、相談者の語る課題や希望

を正確に把握します。なかでも、相談者が課題を抱えている人と異なる場合には、相談者のとら

える課題や希望と本人がとらえる課題や希望と異なっていることが考えられるため、二人の関係

性も含め相談内容を吟味して理解する必要があります。

④　緊急性を判断し対応方針を検討する

　相談内容に基づき、例えば、以下の４つのレベルのように分類して緊急性を判断します。そして、

それぞれの緊急性に応じた対応を行います。課題を抱えている人が最も適切な支援を受けること

ができるように判断をしなければなりません。この判断を誤ると、課題を抱えている人や相談者

などが一段と深刻な状況に陥る可能性があります。また、包括センターとしても余分な時間や労

力、そしてストレスを負うことになってしまいます。なお、包括センターがすべての相談に対応

するというわけではなく、包括センターとともに市町村も対応すべき窓口として機能する必要が
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あります。
図表２－２　緊急レベル別の相談内容と対応

・レベル 1

　最も緊急性が低いのがレベル 1 です。一般的な問い合わせに対して、的確な情報を提供します。

ここでは、課題を抱え支援を必要とする特定の人に関する相談でない場合に限ります。的確な情

報を提供するためには、常に最新の情報（行政からの通知および通達や地域の社会資源の情報な

ど）を理解していなければなりません。

＊レベル 1 の相談例

「要介護認定を受けたいのですがどうすればよいのですか」「ここから一番近い老人福祉セン

ターはどこになりますか」のような問い合わせです。

・レベル 2

　レベル 2 では、適当な情報を提供するとか、適切な機関や団体等に紹介をすれば、課題に対応

できるだけの能力が相談者にある場合です。つまり、それ以上の専門的支援はこの時点では必要

ではないと判断される場合です。ここでは、数回の情報提供や紹介などで対応可能なのかどうか

を判断し、継続的支援が必要な場合にはレベル 3 に分類します。注意が必要なのは、一見単純な

相談のようであっても、実は深刻な課題になりえる可能性が高い相談もあります。この段階で隠

されたニーズに気づく能力が必要だといえます。

＊レベル 2 の相談例

「ショートステイは使えますか」という相談があり、要介護度を確認したところ要介護認定

の結果が「自立」であったため、「要介護度が自立では介護保険サービスのショートステイ

は使えませんが、何かお困りのことがあればご相談に応じますので、現在の状況を教えてく

ださい」と応え、相談の背景にある要因を確認していきました。この相談では、世話を受け

ている方の状況の変化、世話をしている相談者の負担感の増大や要介護認定後の変化などが

考えられます。

　また、適切な機関や団体等に紹介をした後も、必要に応じて該当する機関や団体等から情報を

得る、あるいは何らかの機会に相談者に連絡をとるなどのフォローアップが必要です。いつでも

相談できる存在でいることが重要だといえます。そして、必要に応じて、包括センターが支援を

開始します。

緊急レベル 相談内容 対　応

レベル 1 一般的な問い合わせ 一般的な情報提供

レベル 2
相談者の意思で主訴に対する対応が可能だと
判断される相談

必要な情報提供、関係機関や団体等の紹介・
つなぎ

レベル 3
専門的・継続的な関与が必要だと判断される
相談

継続的な関与、訪問面接等

レベル 4 緊急対応が必要だと判断される相談 危機介入、事例ごとに対応できるチーム編成
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・レベル 3

　専門的で継続的な支援が必要だと考えられるのがレベル 3 です。相談内容としてはレベル 2 に

分類されるものの、すでに紹介を想定していた機関の関わりがあるにもかかわらずニーズが充足

されていないような場合もこのレベルに該当します。相談のなかでも、虐待のような深刻な権利

侵害がうかがえる相談については、権利侵害の状況を詳しくスクリーニングする必要があるため、

この段階で権利擁護業務に早急につなげます（p. 93 参照）。

＊レベル 3 の相談例

民生委員から「私の担当地区に住んでいる A さんが、自宅内に不審者が来るので怖くて仕

方がないと複数の隣人に何度も訴えているようで、訴えられた人が見に行っても誰もいない

ようで、あまりにも何度も訴えられるので困っていると言うんです」と相談がありました。
このような相談では、訪問をして状況を確認する必要があります。

・レベル 4

　緊急対応が必要な相談が、緊急性の最も高いレベル 4 です。人命、健康、安全、財産などが危

機に瀕している場合がこのレベルの相談だといえます。例えば、脳梗塞で動くことができない独

居高齢者、脱水症状の人、ライフラインが止まっている人などが考えられます。ここでも、深刻

な権利侵害が考えられる場合には、迅速に権利擁護業務にて対応します（p.93 参照）。

＊レベル 4 の相談例

「家の近くの路上で泥酔している高齢者がいるんですが」といった地域住民からの相談に対

して、相談者から様子を聞き応急処置が必要な状態ではないことを確認したうえで、警察と

高齢福祉課に連絡をしてその場に駆けつけました。

＊レベル 4 の相談例

毎日ペットボトルを持ってふらつきながら公園に水くみにやってくる高齢者がいると地域住

民から相談がありました。この高齢者宅では水道が止まっている可能性が高く、かつ電気や

ガスといった他のライフラインも止まっている可能性もあるため、高齢福祉課にすぐに連絡

をとり、相談のあった地域住民とともにその高齢者宅を訪問し状況を確認しました。

緊急対応においては、以下の５点が重要になります。

◎即集合：即座に関係者に連絡をとり危機介入チームを編成します。

◎即行動：緊急事態にすぐに対応できる人に連絡をとり対応してもらいます。例えば、救急車

　　　　や警察などです。

◎適切な役割分担：危機介入チームの構成員の専門性などに応じた役割を明確にします。

◎情報の共有：情報を共有してチームとして対応できるようにします。

◎守秘義務の遵守：緊急だからといって守秘義務が非該当になるわけではありません。状況に

　　　　　　　　応じた専門的判断が必要です。なお、緊急対応における個人情報保護法に
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　　　　　　　　よる除外規定については、個人情報の取り扱い基準（p.55）と権利擁護業

　　　　　　　　務（p.93）を参照してください。

　このような緊急対応を可能にするためには、包括センターが関係機関との連携（会議招集や役

割等）についてどこまで権限をもてるのか、またその手順などに関して、別途、市町村に事前に

確認を取るとともに市町村との日頃からの連携が必要になります。なかでも、権利擁護に関する

事項については p.93 を参照してください。

⑤　３職種で検討する

　相談を受けた人が包括センター職員のだれであったとしても、その相談内容や緊急度によって

は、包括センター３職種がチームとして検討を行わなければなりません。予測される課題や対応

方針などを、それぞれの専門性を活かした視点から検討します。なお、必要に応じて緊急レベル

の判断もチームで行います。

＊地域包括支援センター職員の思い込みで適切な治療までに時間がかかった事例
　民生委員から、「一人暮らしの80歳の男性の様子がおかしいとの連絡がアパートの大家さんか

ら入ったが、家族が遠方なので保護できないか」と相談されました。状況確認が最優先と判断して

訪問したところ、本人は名前も年齢も言えない、民生委員や大家の問いかけにも答えられない、近

所の方が差し入れてくれた食事も食べようとしない状態でした。そこで、認知症だと判断し、徘徊

高齢者保護用の緊急ショートステイを利用して、特別養護老人ホームへ保護しました。その後、急

なＡＤＬの低下や行動障害がみられたことから、脳外科を受診したところ、小脳梗塞で認知症と同

様の臨床症状がみられるが、在宅で介護保険を利用しての単身生活は困難だとの助言がありました。

認知症だと思い込み、その状態に合った支援を単独で検討していましたが、包括センター３職種で

検討することはもとより、治療を含め専門医と連携することの重要性を痛感しました。

⑥　主担当を決定する

　3 つの専門的視点からの考察を可能にする 3 職種での検討は、支援や対応の質を高めるうえで

必要なことですが、同時に誰が主に支援や対応を行うのかといった責任を明確にすることも忘れ

てはなりません。継続的支援が必要だと判断されるレベル 3 や危機介入が必要なレベル 4 に該当

する相談の場合には、包括センターにおける主担当を決定します。主担当を決定する際には、相

談内容から把握または予測される課題や担当圏域などの状況を踏まえ、最も効果的に対応ができ

ると考えられる包括センター職員をその専門性から判断します。同時に、その時点での担当業務

量や業務内容なども考慮し、包括センターとしての組織的な対応・支援体制を組みます。

2.2　課題の明確化

　相談受付でレベル 3 とレベル 4 に分類した相談については、継続した支援を行うために、詳しい

情報を収集・整理・分析することによって、課題を明確に把握する必要があります。これは課題を
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抱えている本人が自分の課題を深く理解し、課題解決に向けて活動するための重要なプロセスでも

あります。なお、レベル 2 に分類し他機関や団体等に紹介をした場合も、支援の必要性が生じた際

には課題を明確にすべく活動することになります。

●課題の把握における留意点

　課題を明確にするためには、少なくとも次の５点に留意して情報収集を行う必要があります。

①　本人がとらえる課題を把握する　

　課題を抱えている本人が、その課題は何で、どのような影響があって、どう感じているのかな

どを理解しない限り、本人の自己決定に基づいた支援を行うことはできません。本人の非言語コ

ミュニケーションや環境を十分観察するとともに、開かれた質問や探求質問などを活用して本人

の言葉を理解しましょう。家族などの影響によって本人が本当の気持ちを表現できないことが考

えられる場合には、個別面接を設定するなどの配慮が必要になります。また、本人が課題をどう

とらえているかは時間とともに、またその理解とともに変化するものですから、継続的に把握す

る必要があります。

②　本人が希望する支援および理由を把握する

　本人がどのような支援を希望しているのかを把握します。また、支援を希望する理由を把握す

ることは、どのようなものやことが不足しているのか、つまり未充足のニーズを把握することに

つながります。また、本人の課題解決に向けた意欲を把握することもできます。

③　本人の課題への対処を把握する

　包括センターに相談をするまでに、本人はいろいろな方法で課題に対処している場合がほとん

どだと考えられます。この対処方法を把握することにより、本人の対処能力やインフォーマルな

ソーシャルサポートなどを知ることができます。

④　本人の家族やインフォーマルなソーシャルネットワークを把握する

　家族はよくも悪くも本人に最も大きな影響を与える可能性の高い人々です。課題を理解すると

ともに支援を検討するために、相互の関係性を把握する必要があります。また、家族の課題の捉

え方や意向は直接本人の生活に多大な影響を与えるため、それが本人と異なっている場合には支

援が必要になります。同様に、本人の親族、友人、近隣住民、仕事の仲間、趣味活動の仲間など

のインフォーマルなソーシャルネットワークについても、持続性、方向性、影響力などの関係性

を把握します。

⑤　本人以外から情報を収集する

　必要に応じて本人以外からも課題に関する情報を収集します。これは本人や家族からは知り得

ない情報を得るとか本人や家族の話を検証するなどの目的があります。情報収集先としては以下

のようなところが考えられますが、原則として本人の同意を得ることが前提になります。
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＊情報収集先の例

・民生委員や近隣者

・同居していない家族

・すでに利用しているサービス提供機関や専門相談機関

・市町村社会福祉協議会や地区社会福祉協議会

・市町村行政等

●本人の課題と背景を理解する

　通常、課題を抱えている本人にとってみると、「つらい」「これからどうなるのか」「どうして自

分だけ」といったような感情が中心になり、何もかもがこんがらがった状態になっているといえま

す。このような状態を、何が課題で、それを引き起こしている可能性がある要因は何で、どのよう

に関係しているのかといったように、からまった糸をときほぐし整理するのを支援者は本人ととも

に行います。ここでは、あらゆる視点から多面的に課題と背景を推理し根拠のある仮説を立てるこ

とが必要になります。

●訪問面接における留意点

　多くの場合、課題を抱えている本人が生活している居宅、施設、病院などで面接を行います。こ

のような訪問面接では、本人が面接であることを特段に意識せず、構えることなく面接に臨むこと

ができるばかりか、観察から多くの情報を得ることができます。訪問面接を行う際には、特に以下

の４点に注意が必要です。

①　事前に本人や家族に了解を得る

　適切な日時を本人や家族と調整し、訪問することの了解を事前に得る必要があります。また、

面接の目的に応じて参加してもらう人を判断し、調整します。同時に、周りに人がいることによっ

て本心を語れないような場合には、本人との個別面接を設定する必要があります。

②　訪問することを包括センター職員に伝える

　特に本人の自宅を訪問する際には、不測の事態に対応するため、必ず訪問先や目的などを包括

センター職員に伝えておきます。

③　プライバシーに配慮する

　施設や病院では可能な限りプライバシーが保てる場所を確保するとか、家の玄関では大声で相

談に関することを言わないなどの、本人や家族のプライバシーを守るための配慮が必要です。例

えば、包括センターの名前の入った車が家屋の隣に停まっていると、近隣住民には包括センター

の職員が訪問していることが明らかになるため、事前に本人や家族に相談すべきでしょう。

④　観察する

　本人の生活拠点での面接だからこそ得られる情報は多々あります。地域の様子、住居の様子、

居室の様子、写真などの置物、家族などとの人間関係など、あらゆることを観察し、課題の明確

化につなげます。
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●支援を拒否する人への働きかけ

　相談者から相談があったにもかかわらず、自分の課題を認識していない、課題は認識していても

対応する意欲を失っている、他者に対して不信感を抱いている、何かを行うことによる変化を恐れ

ているなどのために、課題を抱えている本人が支援を拒否することがあります。このような人に対

しては、以下のような方法を参考に働きかけを行いましょう。そして、行った働きかけを継続的に

検証しながら効果的な対応方法を検討します。

①　本人が信頼する人とともに支援を提案する

　すでに信頼関係が構築された人が存在する場合には、その人とともに働きかけを行うことに

よって、相談できる関係を作っていきます。

②　相互作用を増やす

　本人に関心をもってどうにか力になりたいと考えていることを、あらゆる方法で、時間をかけ

て伝えます。訪問する場合には、本人のことを気遣うメモ等を残し、本人が包括センター職員の

働きかけに気づくようにします。

③　本人に共感する

　どのような人にも感情はあります。もし会話ができるならば、この感情に心から共感すること

が、本人の信頼を得る鍵になると考えられます。そのためには、本人が拒否を示す場合にも、包

括センター職員個人に対する拒否ではないことを十分に認識し、自分の感情をコントロールする

ことが不可欠です。

④　本人の希望をかなえる

　本人が希望している具体的なことに対応することによって、信頼を得て面接を続けることでき

るようになることがあります。手紙を出す、重い物を運ぶ、ごみを出すなどの具体的な要望で、

その成果が明確かつ即座に明らかになることが適当です。

⑤　支援による利点を具体的に伝える

　支援を受け入れることによってどのような利点があるのかについてイメージが描けるように具

体的に話します。

2.3　行動計画の作成および実行

　明確になった課題に基づき、本人や家族とともに目指すべき目標およびその目標に進むための対

応方法について検討します。ただし、包括センターが中心となり支援計画の作成をするばかりとは

限りません。ほとんどの場合、課題が明確になった後、その課題に応じて総合相談は次のように各

業務につながっていきます。
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図表２－３　課題の明確化と各業務へのつながり

　各業務にスムーズにつなげることを想定して、包括センターが行うべき行動計画を具体的に立て

ることになります。その際、課題を抱えている本人や家族が希望する状態や状況を念頭に、包括セ

ンターがその時点で果たさなければならない役割を明確にしたうえで行動計画を策定しなければな

りません。

　各業務に移行する際には、この行動計画に基づいて、必要に応じて支援チームの構成を行います。

次の総合相談プロセスの事例で説明するように、包括センターは常に包括センターの目的に合致し

た果たすべき役割を検討し、直接的または間接的に支援を実施することになります。各業務につい

ては、それぞれの章で説明します。

2.4　地域ケア会議の活用

　総合相談で相談を受けても、課題を抱えている高齢者本人やその家族が支援を拒否する場合や課

題に対応できる社会資源が不足している場合のように、地域包括支援センターと関係する機関や人

のみで対応するのが難しい事例があります。このような場合には、個別課題解決機能を有する地域

ケア会議（p.25 参照）を有効に活用します。ここでは、直接関係する機関や人のみならず、幅広い

多様な機関や職種による多方面の視点からの検討が可能になります。そして、このような検討が、

地域づくり・資源開発等にもつながっていきます。

課題の明確化

権利擁護
業務

指定介護
予防支援事業

包括的・継続的
ケアマネジメント支援業務

介護予防
ケアマネジメント業務
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2.5　総合相談のプロセスの事例

　ここまで説明した、総合相談について思い返しながら一つの事例を読み、総合相談のプロセスの

全体像を理解してください。

＊相談受付（スクリーニング）
　担当圏域内にある団地の自治会長が包括センターに夕方過ぎに来所。そのとき事務所にいた主任

介護支援専門員が対応しました。

　自治会長の話によると、「団地の１階に住むA

さん（81歳・男性）の件で心配している。最近、

衣類が汚く、フラフラと歩き、話しかけても『放っ

ておいてくれ』と言うだけ。息子は以前から引き

こもりがちで、たまに見かけると線路際でぶつぶ

つ言いながらガードレールに乗ったり降りたりを

繰り返していたり、時には大声で何か叫んで走っ

たりしている。Ａさんは以前に自治会をやめてし

まったので、もう自治会では対応できない。心配

なので何とかしてほしい !!」という訴えでした。

主任介護支援専門員は、自治会長の訴えを十分に

聞き取ったうえで、「さぞご心配なことだったで

しょう。市役所の高齢福祉課にも連絡を入れて情

報を収集し、再度連絡します」と約束し、その日

の相談を終えました。そして、相談票を回覧し、同じ包括センターの社会福祉士と保健師に状況を

伝えました。３職種協議を行った結果、この相談は、訪問しての事実確認と継続的支援が必要だと

判断しました（レベル3）。そして、①担当地区の民生委員に状況確認を行うこと、②市高齢福祉

課に連絡して何らかの情報がすでにあるかを確認するとともに、緊急対応が必要な場合の支援を依

頼すること、③世帯の状況確認のために訪問調査を行うこと、④自治会長の話から息子に知的障害

または精神障害の可能性があると考え、市役所の障害福祉課にも協力を依頼すること、と当面の対

応方針の合意を図りました。自治会長にすでに面識があることとAさんへの今後の介護支援の必要

性が予測されたことから、包括センター内の主担当は主任介護支援専門員があたり、必要に応じて

包括センター内職員がサポート体制をとって組織対応していくことを確認し合いました。

Aさん（81歳男性）

市役所
障害CW
高齢福祉課

自治会長
自治会

民生委員

地域包括支援センター

肯定的関係

ストレスのある関係　　　　　　　

（ストレスの強さを線の数で表す）

希薄な関係

関係の方向

　相談者である自治会長の相談内容を把握し、課題を抱えている対象者がAさんとその息子で
あることを確認しています。そして相談内容をもとに、包括センターの３職種で緊急性を判断
したうえで対応方針を検討しています。また、相談者との関係性やAさんの課題を予測したう
えで、専門性を考慮して主担当を決定するとともに、互いの連携体制を確認しています。

解説
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＊課題の明確化 -1
　対応方針に沿って、まずは主任介護支援専門員が、民生委員からこの世帯についての情報を収集

しました。民生委員からは、「Aさん

宅は、6年前に団地に引っ越してき

たが、1年半ほど前に奥さんが亡く

なってから近隣との付き合いが途絶

えがちになった。お酒が好きで以前

からよく飲んでいたようだが、奥さ

んが亡くなって酒量が多くなった様

子だ。息子は以前から仕事をしてい

ない様子で自宅に引きこもりがちだ

が、詳しいことはわからない」とい

うことでした。

　また、市高齢福祉課へ電話連絡し、

自治会長から相談内容、訴えを伝え

るとともに、市役所で把握している

情報について確認をしました。高齢

福祉課からは、「Aさんは要介護認定等の申請はしておらず、市役所内の部署はどこもかかわって

いない状況。息子も障害福祉関係の関わりが現在のところない」とのことでした。そこで、市高齢

福祉課担当へ取り急ぎこの世帯の状態や取り巻く支援の状況の確認が必要ではないかと提案し、市

高齢福祉課と包括センターで協働体制をとることを確認しました。

　主任介護支援専門員は、まず現状確認と情報収集が重要と考え、生活状況や親族状況に加え、高

齢である本人の変化や認知症の可能性も視野に入れた心身状況、息子の心身状況、近隣との関係性、

支援の現状等について、包括センターが訪問し確認することとしました。また、息子の状況確認と

支援体制づくりも必要になる可能性があるため、初回訪問時から市障害福祉課ケースワーカーの同

行が必要だと考えました。包括センターは自治会長や民生委員から聞いた情報をもとに、市障害福

祉課へ情報提供と同行訪問を依頼しました。そして、市高齢福祉課と自治会長にＡさん宅を訪問す

ることになった旨を報告しました。

Aさん（81歳男性）

課題

市役所
障害CW
高齢福祉課

自治会長
自治会

民生委員

地域包括支援センター

Aさん：何らかの生活上の変化
 があり、生活に支障が
 出ている可能性（歩行
 困難などの身体状況の
 変化、家事困難等）
息子：何らかの障害の可能性
 （会話困難等）

Aさんおよび息子が抱える課題を明確にするために、Aさんや息子に関する情報が得られると
考えられる人から情報収集をしています。これは、自分から支援を求めてきていないAさんや
息子に働きかける前に必要な準備だといえます。そして、これまでに得た情報を分析し、Aさ
んと息子の課題を予測したうえで、支援体制を整えるため市障害福祉課ケースワーカーにも同
行を依頼しています。

解説
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＊課題の明確化 -2
　包括センターの主任介護支援専門員と保健師、市障害ケースワーカーの３人で、Ａさん宅を訪問しました。
　息子が玄関で応対するも、衣類は汚れ、髪や髭も伸ば
し放題です。息子は、同じ話を早口で繰り返す様子がみ
られます。その様子から、息子は何らかの障害をもって
いると考えられました。
　息子がＡさんに来客の旨を伝えると、部屋の奥から
「帰ってもらえ」との声が聞こえ、入室は拒まれました。
ベランダ側からも呼びかけてみたがカーテンを閉められ
ました。「出直しか」とあきらめかけましたが、何かきっ
かけがないか家の周りを確認しているときに、主任介護
支援専門員がベランダの下に落ちていた壊れかけたメガ
ネを発見しました。それを届けようと再度訪問すると再
び息子が出てきました。主任介護支援専門員が、「お父
さんのメガネではありませんか？」と渡すと、ようやくＡさん本人が出てきて「メガネを探していたんだ」とぶっ
きらぼうに答えました。保健師は、「体調はいかがですか？　様子を伺いにきたのですが、何かお困りのことは
ないですか？」と尋ねましたが、Ａさんから「お金がかかることは面倒だからよしてくれ」との発言がありました。
しかし、相談にはお金がかからないことなどを説明したことから、部屋に入ることを許されました。居室内を
観察すると、壁などのいたるところが汚れ、新聞やペットボトル、焼酎の空き瓶、パンの空き袋などで足の踏
み場がない状態で、部屋にはアルコール臭がありました。
　主任介護支援専門員は、「親子二人で協力して生活してこられたんですね」とこれまでの二人での生活の努力
をねぎらいつつ、Ａさんへ、最近の生活で困りごとはないかどうか確認していきました。食事は、息子が近所
のスーパーで出来合いの惣菜やパン、カップ麺などを買ってすませているようで、入浴や掃除はしている様子
がありません。室内に金銭が散らばっている状況があり、生活費のことを尋ねると、本人は「銀行に行けば金
はある」と話していました。
　以前は、近所の人が声をかけてくれていたそうですが、最近ではＡさんが「放っておいてくれ」と言って拒
むため、ほとんど出入りはない様子。受診もしておらず介護サービスにもつながっていません。
　自治会長や民生委員からの情報などやAさん宅の訪問面接を通して、1年半ほど前の妻の死によって、Aさ
んが多大なる精神的苦痛を感じるとともに、これまで妻が担ってきた家事や息子の世話といった役割のAさん
への移行や妻を介して培われてきた近隣住民との付き合いの消滅などの生活の激変が起こったと考えられます。
そして、このような状況に主に飲酒で対処してきたと見られます。その結果、Aさんはアルコール依存の可能性、
家事困難、整容困難、歩行困難などの課題を抱えるに至ったと考えられました。そしてこのような課題に対応
すべく医療や多様な支援が必要であると考えました。

十分な準備のうえでAさんと息子宅を複数で訪問し、直接的支援が開始しました。支援に
拒否を示すAさんに対して、具体的なニーズを満たし、会話のきっかけを得ています。こ
の面接で、Aさんの医療および支援や息子への支援の必要性といったニーズが明確になっ
てきました。

解説

Aさん（81歳男性）

ニーズ
Aさんへの医療・支援
息子への支援

市役所
障害CW

高齢福祉課

自治会長
自治会

民生委員

近隣

地域包括支援センター
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行動計画の作成および実行 -1
　「今のままでいいんだ、放っておいてくれ」の一点張りであったＡさんに、包括センターは介護サー

ビスの利用を説明し、お金のかからない介護保険の申請だけは了承を得ることができました。また、

主治医の意見書も往診ができる医師にお願いすることができ、そこでアルコール依存症と診断され

ました。その他に、高血圧であることもわかりました。そこで、包括センターとして訪問を継続し

て信頼関係を構築するとともに、担当の民生委員や最初の相談者である自治会長にも安否確認の依

頼をしました。同時に、暫定のケアプランを依頼するための居宅介護支援事業所をあたり、介護支

援専門員との同行訪問による支援体制づくりを開始しました。

　頻繁に通った包括センターの主任介

護支援専門員には徐々に心を開き始

め、息子も父親の困りごとで頻繁に包

括センターに来るようにもなり、ある

ときは「オトウサンガオチタ、オトウ

サンガオチタ」とＡさんがベッドから

落ちたことを伝えることもありまし

た。そんなこともあり、世帯への入室

や会話もスムーズになってきました。

   Aさん
（81歳男性）

介護保険申請

医療

障害

市役所
障害CW

高齢福祉課

自治会長
自治会

民生委員

医師

近隣

地域包括支援センター

支援を拒否するAさんに対して、Aさんの関心に応じた説明をすることにより、介護保険申請
を行うことになりました。そこで、介護保険申請に向けた支援および継続的な見守りが、当面
の支援として同意されています。介護保険申請の際に必要な主治医の意見書作成のための診察
により、医療的課題も明らかになりました。このような活動は、包括的・継続的ケアマネジメ
ント支援業務へのスムーズなつながりを想定したものだといえます。

解説
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＊各業務へのつながり
　ただ、息子は、父親（Ａさん）に関する話は聞くが、自分に関する話はほとんど受け付けず、自身への支援も「イ
ラナイ」と言っていました。そこで、息子の疾病確認については市障害ケースワーカーが中心となって支援するこ
とになりました。
　その後、Ａさんに「要介護1」の結果が出ました。正式に介護支援専門員に担当してもらうことが決まり、介護
保険による訪問介護サービス、訪問看護サービス、近隣医による訪問診療も開始され、整容や食事等の身の回りの
世話、健康管理を行ううちに、Aさんとのコミュニケーションも良好になってきました。
　この“世帯への支援”のため、包括センターと市高齢福祉課の呼びかけで、Ａさんへのサービス担当者会議を、
息子の支援者も交えて実施しました。参加者は、介護支援専門員、訪問介護事業所、訪問看護事業所、主治医に加え、
包括センターの社会福祉士の提案で、日常生活自立支援事業や成年後見制度の活用も視野に入れ、市の社会福祉
協議会の権利擁護センター担当に参加を依頼しました。また、息子の支援者として、包括センターと同行訪問した
市障害ケースワーカーにも参加を依頼し、Ａさんと息子を交え、介護保険での支援体制と息子への今後の支援の方
向性について協議しました。
　会議では、主担当の主任介護支援専門員が今までに入手した世帯の情報を整理し、経過を支援者間で共有でき
るよう紙ベースにまとめ、課題と支援方針を確認しました。その結果、当面は包括センターが支援チーム間の調整
を行うこととしました。また、介護保険法のサービスと障害者自立支援法のサービス、日常生活自立支援事業等が
連動して世帯へ支援にあたることとしました。
　支援者が家に入ることに慣れてきた頃、息子が訪問介護員に近寄って髪の毛の匂いをかいだり、訪問介護員の近
くに横になったりといった行動がみられるようになりました。Ａさんへの支援を中断して息子の対応をする場面も
多くなり、訪問介護事業所から介護支援専門員へ、介護支援専門員から包括センターへ相談がありました。
　この件は、介護支援専門員の呼びかけで、再び高齢者支援関係者と障害者支援関係者とが集まりカンファレンス
を開催することとし、包括センターはカンファレンス開催支援として参加することになりました。その結果、訪問
介護員が入るときには息子は別の部屋にいるという約束を、訪問介護事業所の管理者と息子がすることで問題は解
消しました。

解説
Aさんと息子それぞれのニーズが明確になったことにより、それぞれのニーズに対応できるよ
うに各チームが役割分担して連携しながら支援にあたっています。これまでAさん世帯への支
援を直接的に担っていた包括センターが、Aさんの担当介護支援専門員の後方支援およびチー
ム全体の連携の間接的支援という役割に移行しています。業務では、総合相談支援業務から包
括的・継続的ケアマネジメント支援業務につながったといえます。

Aさん（81歳男性）

医療
介護

障害

介護支援専門員

訪問介護員

介護対応チーム

障害対応チーム 医療対応チーム

地域包括支援センター

自治会

民生委員
近隣

社会福祉協議会
日常生活自立支援事業

障害CW

障害者福祉
サービス

医師

訪問看護師
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＊行動計画の作成および実行 -2
　その後約6か月の在宅生活後、Ａさんの容態が急変し、くも膜下出血で入院。入院したことを介

護支援専門員から連絡を受けた包括センターの主任介護支援専門員は、Ａさんの状況変化に伴う世

帯への支援計画の再検討が必要と考え、市障害ケースワーカー、日常生活自立支援事業職員に連絡

し、金銭管理面や息子への支援の再調整を呼びかけました。

　ちょうどその頃、市障害ケースワーカー、息子から、以前は兄弟（次男）が一緒に住んでいたこ

とを聞き取っていたので、息子（長男）の了解をとり、戸籍調査を開始しました。また、Ａさんに

万が一のことがあった際にはどのように対応するかを、主任介護支援専門員と市障害ケースワー

カー、日常生活自立支援事業職員とで相談しました。

介護支援専門員

訪問介護員

介護対応チーム

介護

父親

医療

長男

障害 医療対応チーム

病院

自治会

民生委員
近隣

日常生活自立支援事業

入院
障害対応チーム

障害者福祉
サービス

障害CW

地域包括支援センター

Aさんが入院することにより、主に介護に対応してきたチームは在宅での支援を停止すること
になります。しかしながら、長男の新たな課題も含め継続的に支援を行う必要があるため、包
括センターは障害対応チームや日常生活自立支援事業との連携を強めています。

解説
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＊終結
　「いつまでも息子（長男）と暮らしていたい」と日頃から訴えていたAさんですが、２週間の入

院期間を経て死亡しました。自宅には、息子（長男）と現金が残りました。家にあった現金はおよ

そ１年分の生活費にあたる金額（数百万円）でした。

　戸籍調査の結果、次男の所在地がわかりました。後日、市障害ケースワーカーが同行して息子（長

男）は次男宅を訪問し、ついに兄弟が対面することとなりました。次男からは「自分が勝手に家を

出たことで、なかなか連絡できなかった。そうですか、父は亡くなりましたか。これからは時々兄

の様子を見に行きたいと思います」という言葉が聞かれました。

　その後、息子（長男）は独居生活を継続、次男は週に１回は兄のところにやってくるようになり

ました。また、近隣の方も、この家に多くの支援が入っていることや次男が頻繁に訪問しているこ

とが見えてきたことで安心し始め、息子(長男 )の行動を少しずつ理解するようになってきました。

そして、息子(長男 )に声をかけてくれる人が現れ、見守りの目が増えていきました。

　長男の成年後見制度利用については、市障害ケースワーカーが次男と協議しながら進めていくこ

とになりました。

長男

次男

障害

地域包括支援センター自治会

民生委員
近隣

成年後見制度

日常生活自立支援事業

障害対応チーム

障害者福祉
サービス

障害CW

Aさんの死亡とともに介護や医療の支援は終結します。しかしながら、包括センターは障害
対応チームや日常生活自立支援事業との関係性を維持しています。このような個別の実践で
の連携経験の積み重ねが、必要なときに適切に機能するネットワークを構築していきます。

解説
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＊地域包括支援センターの立ち位置
　この事例のように、総合相談の各過程は並行してまた循環的に行われます。そして、課題を抱え

ている人の課題や状況などの変化に応じて、支援における最も適切だと考えられる位置に地域包括

支援センターは立たなければなりません。つまり、課題を抱えている人が自分の能力を最大限に発

揮して、自分の課題に対応できるように支援するために包括センターが果たすべき最適な役割は何

かと常に検討する必要があるわけです。次の図のように、包括センターはあるときにはある支援チー

ムに近づき、そしてあるときにはすべての支援チームの真ん中に位置して包括的に支援チームの連

携を支援します。

地域包括支援センター

介護・医療対応チーム

障害対応チーム

訪問看護師 訪問介護員 民生委員 自治会長

近隣

市障害福祉課

障害者福祉サービス 社会福祉協議会

日常生活自立支援事業

地域インフォーマル

権利擁護チーム

医師

介護支援専門員



80

3  総合相談内容の活用

　これまで見てきたように、総合相談には多種多様な相談が寄せられます。この相談を分析するこ

とによって、地域包括支援センターの事業計画に反映し、各業務に活用することができます。

●相談者や相談経路の分析

　相談者や相談経路を集計分析することによって、地域住民への地域包括支援センターの周知状況

や地域包括支援ネットワークの状況を把握することができます。周知やネットワークの強化が必要

な人や機関について明らかにし、地域包括支援ネットワーク構築などに活用します。

●相談内容の分析

　相談内容はあらゆる業務に活用することが可能になります。相談内容を分類し傾向を見ると、地

域の課題や地域の介護支援専門員が抱えている困難な要因などが見えてくるでしょう。また、制度

の問題や社会資源の不足なども明らかになるかもしれません。このような分析結果は、地域包括支

援センターの各業務に活用するとともに、必要に応じて地域包括支援センター運営協議会や市町村

などとも共有し、地域包括ケアシステムの構築に向けて活用していきます。

●相談件数や時間などの分析

　月や曜日および時間などの相談件数の傾向を把握することによって、効率的な勤務体制の整備な

どに活用することができます。
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第 3節 　地域包括支援ネットワーク構築

1 地域包括支援ネットワーク構築の概要

　地域包括ケアを実現するには、地域包括支援ネットワークが不可欠です。地域包括支援ネットワー

ク構築は、地域包括支援センターがその目的を達成するためになくてはならない手段であり、包括

センターとしての日々の活動や、地域ケア会議（p.25 参照）等を通じて、地域包括支援ネットワー

クを構築していくことが、包括センターのすべての事業（包括的支援事業および指定介護予防支援

事業）の基盤となってきます。ここでは、地域包括支援ネットワークについて説明した後、その意

義について地域包括支援ネットワークが有する機能の視点から説明をします。

1.1　地域包括支援ネットワークとは

　地域包括支援ネットワークとは、関係行政機関はもとより、地域のサービス利用者や家族、サー

ビス事業者、関係団体、成年後見関係者、民生委員、地域支え合い等のインフォーマルサービス関

係者、一般住民等によって構成される「人的資源」からなる有機体をいいます。このようなネットワー

クは、フォーマルやインフォーマルの分類、また高齢、障害、児童のような分類を越えた地域に根

ざしたものだといえます。そして、その活用目的に合わせて、アメーバのように自由自在に形を変

えられます。地域包括支援センターの職員もこのネットワークの一員です。

＊地域包括支援ネットワークとして連携が必要な関係者や関係機関の例

・行政機関（市町村本庁、福祉事務所、保健所、保健センター、警察署、消防署　等）

・医療機関（病院、診療所、歯科診療所　等）

・介護保険サービス事業者（居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、介護保険施設　等）

・地域のサービス利用者・家族や住民（老人クラブ、自治会、NPO 団体　等）

・ 職能団体（医師会、歯科医師会、看護協会、薬剤師会、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、   

  介護福祉士会、介護支援専門員協会　等）

・その他関係組織（社会福祉協議会、消費者センター、銀行、商店街、郵便局、コンビニエン

  スストア　等）

・その他の人（民生委員、介護相談員、保護司、宅配便配達員、電気検針員　等）

●基盤となるネットワークと支援チーム

　総合相談で支援の必要な高齢者が明らかになった場合、その支援のために関係者が協働するのが

支援チームです。ただ、このチームは日頃から存在も知らない人々ばかりだとうまく機能しません。

この支援チームが機能するためには、日頃から積み重ねてきた関係性が必要になるわけです。これ
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が支援を展開するために基盤となるネットワークだといえます。行事や会議などのあらゆる日々の

活動のなかで意識して相互作用をすることによって、少なくとも「顔見知り」になることで、基盤

となるネットワークが構築できていれば、支援チームが適時にスムーズに機能することができるは

ずです。そして、支援チームが機能すれば、そこで築かれた関係性により基盤となるネットワーク

は一段と強固でかつ広がりのあるものになっていきます。つまり、基盤となるネットワークは日頃

から培う「静のネットワーク」であり、支援チームは ｢動のネットワーク」だといえます。これら

が循環的に機能することによって、地域包括支援ネットワークが構築されていくのです。

図表２－４　ネットワーク構築の循環図

1.2　地域包括支援ネットワークの意義

　地域包括支援センターが目的に沿って期待される機能を果たし得るかどうか、その成否を決める

のは、包括センターの活動を支える地域包括支援ネットワークの構築にかかっているといっても過

言ではありません。地域包括支援ネットワークの以下のような機能によって、包括センターのそれ

ぞれの業務を有効に行うことができるといえます。

●ニーズ発見機能

　地域のネットワークが構築されていれば、地域住民や地域の多様な団体が地域に存在するニーズ

に気づくことが可能です。特に、当事者が支援を求めてこないような場合には、このニーズ発見機

能があって初めて、地域包括支援センターにつながっていくことになります。

＊ニーズ発見機能の例

最近、近所に娘と二人で暮らしている A さんの姿を全く見かけないので心配になっていた

近所の人が、娘に A さんについて尋ねたところ、「迷惑をかけるといけないので、部屋から

支援チーム

基盤となるネットワーク 広がった基盤となるネットワーク
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出ないように鍵をかけています」と話したということで、包括センターに連絡がありました。

この相談から権利擁護業務につながっていきました。

●相談連結機能

　「地域包括支援センターに相談してみれば」といった一言や１枚のパンフレットが、支援を必要と

するすべての人が包括センターにつながることを可能にします。課題を抱えている本人が包括セン

ターに相談しない場合も、前述のニーズを発見した人が包括センターに相談をしてくれることによ

り、包括センターの総合相談が開始されるのです。

＊相談連結機能の例

数年前に何かの集まりで包括センターのパンフレットをもらった市民が、一人での生活に不

安を感じこのパンフレットを手がかりに包括センターに相談をしてきました。この相談から

指定介護予防支援事業につながりました。

●支援機能

　地域に必要なネットワークが構築されていれば、初期から多職種・多機関が有機的に連携して支

援ができ、支援の客観性や専門性を高めることが可能となるとともに、地域包括支援センターの職

員が業務を一人で抱え込むことなく、継続的に支援していくことが容易になります。また、課題を

抱えている人にとって最も身近な存在である住民によって、状態や状況を見守ることも可能になり

ます。

＊支援機能の例

被害妄想がひどく認知症の疑いがある高齢者の施設入所を検討してほしいという依頼が民生

委員からありました。担当の介護支援専門員、民生委員、医療機関、日常生活自立支援事業、

近隣住民と連携してチームで支援にあたることにより、被害妄想が落ち着き、在宅での生活

を継続しています。これは、効果的な包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を可能とし

ました。

●予防機能

　ネットワークを活用して、地域のニーズや課題に対して地域住民自身が取り組むことは、地域住

民による見守り ⇨ 地域住民のネットワーク強化（地域への関心の高まり）⇨ 予防へと機能してい

くことになります。そして、この住民による予防機能は、早期のニーズ発見にもつながっています。

＊予防機能の例

ある団地で孤独死が続けて起き、住民に不安が広がりました。この状況を心配した民生委員

が包括センターと協力して、実態調査を行うとともに、孤独死を予防するために住民ができ

ることをフォーラムや検討会などで話し合いました。そして、孤独死のみならず、いつでも

SOS のサインの出せる地域づくりを目指して継続的に活動をしています。
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2 地域包括支援ネットワーク構築方法

　ここでは、地域包括支援センター業務の効果的な遂行を可能にする地域包括支援ネットワークの

構築方法について説明します。

2.1　地域特性の理解

　地域包括支援ネットワークを構築するためには、まず地域のことを知らなければ始まりません。

地域の人口、高齢化率、世帯状況、生活保護受給率などのデータを活用して、地域住民の全体像を

把握しましょう。また、地域の地理的状況や歴史など多様な情報を活用して、地域を理解するのに

役立てます。その際、地域福祉計画なども活用できます。

2.2　地域ケア会議の活用

　地域ケア会議は、包括センターまたは市町村の判断に基づき、行政職員、包括センター職員、介

護サービス事業者や医療関係者、民生委員等で構成されます。また地域ケア会議では個別ケースの

課題解決のために必要な社会資源の活用や開発等についても検討します。

　したがって地域ケア会議は、ネットワーク構築の機会であると同時に、どのような社会資源との、

どのようなネットワークが必要かを明確にする機会となります。

2.3　地域の社会資源の把握および活用

　地域には、組織や団体、インフォーマルな集団、キーパーソンとなる個人などあらゆる社会資源

が存在しています。地域ケア会議のほか、包括センターとしての日々の活動を通して、まずこのよ

うな社会資源を把握してそれらの情報を管理する必要があります。そして、これらの情報を活用し

てあらゆる社会資源がつながるようにネットワークを構築していくことになります。また、把握し

た社会資源の情報は、総合相談での情報提供や包括的・継続的ケアマネジメントの環境整備など多

様な場面で活用できます。

●社会資源マップやリストの作成

　地域の社会資源を把握し、管理および活用するひとつの方法として、社会資源のマップやリスト

を作成するやり方があります。マップやリストの作成は複数で行うことによって、その活動自体が

地域包括支援ネットワークの構築過程となるばかりか、集約した社会資源の情報を地域包括支援セ

ンターのみならず、多様な人や機関で活用することができます。また逆に、包括センターのみで作

成し、社会資源それぞれの関係性や協力能力などについても詳しく把握することによって、基盤と

なるネットワークの構築のみならず支援チームの構成に活用することもできます。いずれにせよ、

最初に社会資源マップやリスト作成の目的を明確にすることが重要です。
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●社会資源マップやリストの種類

　社会資源マップやリストには、自治体全体を対象とするものと地域包括支援センターの担当圏域

ごとのものがあります。包括センターが作成する担当圏域のマップやリストは、自治体全体のもの

よりも高齢者の生活に密着したものにすることが多いと考えられます。例えば、フォーマルな社会

資源のみならず、高齢者が気軽に立ち寄れる食事場所、休憩場所、トイレなどを加えることもでき

ます。

＊マップやリストの例

　・地区の高齢者マップやリスト（居住場所把握　等）

　・施設マップやリスト（施設名、連絡先、機能、利用状況　等）

　・医療機関マップやリスト（病院名、連絡先、機能、利用状況　等）

　・機関マップやリスト

　　（郵便局、理髪店、銭湯、コンビニエンスストアなどの連絡先、機能、利用状況　等）

　・人材マップやリスト

　　（民生委員、介護相談員、保護司、弁護士、司法書士などの連絡先や機能　等）

●社会資源マップやリストの作成および活用方法

　社会資源のマップやリスト作成には次のような手法があります。各地域の特性や社会資源の状況

により差異があるので、地域に合わせた方法を工夫してみてください。

①　社会資源マップやリスト作成の目的を明確にする

　何のために社会資源のマップやリストを作成するのかを明確にすることが第一歩です。例えば、

地域包括支援ネットワーク構築のための包括センター職員が活用する基礎資料とする、地域の高

齢者が生活に活用できるマップを作る、介護支援専門員が地域の社会資源に関する知識を増やす

のとお互いの関係性を深めるなど、さまざまな単独のまたは複数の目的が考えられます。

②　社会資源マップやリストの作成を提案する

　明確にした目的を達成するために必要な人や機関に、社会資源のマップやリストの作成を提案

します。すでに自治体や社会福祉協議会等でマップやリストを作成している場合は、既存のもの

を有効活用するとともに、内容の改善や新たな情報が必要だと判断できる場合は連絡・調整し、

具体的な提案や企画立案を行っていきます。

③　社会資源マップやリストの作成メンバーを検討する

　社会資源マップやリストは多様な人々とともに作成することができます。どのような目的で作

成するのかを明確にし、その目的を達成するために必要なメンバーを検討します。市町村、包括

センター職員や運営協議会などに限らず、地域住民、関係機関、ボランティア団体、地域の介護

支援専門員連絡会や事業者連絡会、担当地域の介護支援専門員等と協力して作成することができ

ます。マップやリスト作成の過程そのものがネットワーク構築の過程となるので、その点も考慮

しメンバーを決定します。
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④　社会資源マップやリストの内容等を検討する

　社会資源マップやリストの内容や形式、デザイン、周知方法等を検討します。ここでは、メンバー

の一部の人々だけで検討することも効率的なやり方だといえます。社会資源マップやリストの目

的に沿って、どのような情報を収集し記載するのかを明確にすることが重要です。

⑤　社会資源マップやリストの情報を収集する

　目的に応じて、マップやリストの作成に必要な情報を収集します。フォーマルな社会資源に関

する情報は、WAM NET、保健・医療・福祉担当課、社会福祉協議会、在宅介護支援センター

等から入手できます。インフォーマルな社会資源についても、社会福祉協議会や在宅介護支援セ

ンターなどから情報収集ができると思いますが、自治会や老人クラブなどインフォーマルな人や

団体からも情報を得ます。そして、必要に応じて、アンケート調査や聞き取り調査を行います。

なかでも、聞き取り調査はその活動自体がネットワーク構築の過程となりえます。

⑥　社会資源マップやリストを作成する

　収集した情報を整理してマップやリストを作成します。紙面上のみならず、パソコンでデータ

ベース化することによって、情報の更新やアクセスを安易にすることができます。その際には、

情報アクセス範囲を判断することが必要です。

⑦　社会資源マップやリストを管理・活用する

　作成した社会資源マップやリストは、活用してもらいたいと考える人や機関などに周知します。

その際、活用を想定している対象に応じて、情報の公表対象範囲、公表内容範囲、周知方法など

を判断します。そして、あらゆるチャンネルを活用し発信するとともに、活用方法を提案します。

また、情報の内容によっては目的外に漏洩しないように管理を徹底するとともに、社会資源を常

に活用できるように継続的に情報を更新する必要があります。

　
2.4　地域のネットワークの把握

　地域の社会資源を把握するとともに、すでに存在しているネットワークを把握し整理することも

必要です。その際、地域のネットワークに関する状況が一目でわかるよう、ネットワークの構成員

や組織、関係性等の情報をエコマップなどでまとめることも考えられます。また、社会資源の情報

と同様に、ネットワークの情報に関しても定期的に内容の更新を行うことが必要です。

2.5　地域のネットワークの活用および構築

　地域特性を理解し、地域に存在する社会資源およびそれらのネットワークを把握したうえで、既

存のネットワークを尊重して活かすとともに、地域包括ケア推進に必要だと考えられる新たなネッ

トワークを構築していきます。

●既存のネットワークの活用

　すでに存在しているネットワークについては、従来のネットワークのあり方があるはずです。ま

ずこのようなネットワークを尊重することが重要です。そして、もし十分に機能できていない状況
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があるならば、その阻害要因を把握して有効活用ができるように働きかけを行います。その際も、

これまでのネットワーク構成員が主体的に活動できるように、バックアップする姿勢が重要だとい

えます。

＊既存のネットワークの尊重と活用の事例
　A市には大きな団地があることもあり、団地住民を中心に自治会活動が活発でした。ところが、

近年では従来から居住している住民の高齢化が進み、自治会活動にも支障が出てきました。また、

市の政策で最近多く入居してきた若い世代の住民に対して、「自治会にも入らず清掃などもしない

でいい思いばかりして勝手だ」と批判する従来の住民の声が高まっていました。このような状況に

気づいていた包括センター職員は、自治会長を中心とした話し合いに参加し、若い世代の住民が自

治会活動を理解しその必要性を認識するにはどのような働きかけをすればよいかといった検討を専

門的視点からサポートしました。そして、若い世代の住民のニーズを把握するためのアンケート調

査の実施を支援しました。その結果、子どもの安全な遊び場の確保が最も大きなニーズであること

が明らかになりました。そこで、団地の広場を整備し、団地住民もその広場を利用することによって、

大人の目がある子どもにとって安全な遊び場にする方向で自治会と若い世代の住民がともに話し合

うための架け橋としての役割を包括センター職員が務めました。

●新たなネットワークの構築

　一からネットワークを構築することはそれほど容易なことではありません。最も重要なことは、

地域に積極的に出向き、かかわっていくことです。「ネットワークは動いた分だけ広がる」といえます。

①　関係者との相互作用を増やす

　地域住民については、自治会や老人クラブの会合、お祭りや消防訓練などの地域の行事など多

様な機会を活用して、地域住民と接触する機会を確保します。そして、地域包括支援センターに

関する理解が深まるように働きかけます。また、地域の保健・医療・福祉の関係者等とのネットワー

クについては、継続的に開催する地域ケア会議などを相互作用の場として活用することができま

す。ただし、ここでは、何のために地域ケア会議を開催するのかを明確にすることを忘れてはな

りません。そのうえで、地域ケア会議の連絡調整機能（p.26 参照）を地域での実際の連携へとつ

なげていきます。また、地域の専門職、被保険者、学識経験者等で構成される地域包括支援センター

運営協議会も、重要なネットワーク構築の場になりえます。

＊新たなネットワーク構築の事例
①　各包括センターが担当エリアごとに年2回、民生委員定例会を開催し、介護保険制度、引きこ

もり、安否確認、虐待ケースの通報の判断基準などを相互に学習しています。その後、担当地区
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ごとに分かれて、日頃気にかけている高齢者やその家族等の情報交換を行います。また、包括セ

ンターと民生委員と協働して、実態把握を行っています。

②　社会福祉協議会が窓口となる住民主体の福祉の会に定期的に参加しています。参加メンバーは、

地域住民、警察、地域の自主グループなどです。各参加者からの情報提供をもとに、地域包括支

援センターが協働できる支援を模索および実施するとともに、包括センターの活動紹介や社会資

源に関する情報提供を行っています。

②　ネットワークの必要性の共通理解に向け働きかける

　ネットワークを構築するには、ネットワーク構築の必要性や目的を、関係諸機関や団体、住民

等がともに理解することが必要です。そのためには、ただ単に「ネットワークは重要です」　といっ

たような抽象的な情報ではなく、ネットワークが構築されていたことによる支援成功事例などの

具体的なネットワーク構築の利点を具体的に説明しましょう。ここでも、作ろうとするネットワー

クに関連する地域の会合に参加する、あるいは関係者を集めた臨時会議を開催する等、積極的な

働きかけが必要です。

③　自分のネットワークを３職種で共有する

　自分の有するネットワークを自分のものだけにとどめず、常に３職種で共有する姿勢が必要に

なります。自分とすでに関係性がある人に、その人が知らない人を紹介します。逆に、自分と関

係性が構築できている人に、自分がまだ知らない人を紹介してもらいます。あらゆる機会でこれ

を継続的に行っていくと、自然と関係性が広がり、それがネットワークになっていきます。ただ

し、有効なネットワークとして機能するためには、最初の名刺交換などのみならず、相手が必要

としている情報を提供するなどの意味ある相互作用が必要になります。また、「○○さんなら知っ

ている」といった個人的なネットワークだけでは、その職員が包括センターを離れるとそのネッ

トワークが分断してしまうことが考えられます。このような状況を防ぐためにも、包括センター

としてネットワークを構築する視点が必要になります。

④　支援チームの関係性を活かす

　前述のように、基盤となるネットワークが構築されていると、スムーズに支援チームが結成さ

れ適時に機能することが可能になります（p.81 参照）。そして、このような支援チームで培われ

た関係性は、それまでに構築されたネットワークを一段と強固なものにするばかりか、新たなネッ

トワークの構築を可能にします。支援活動を通して関係性が深まったチーム構成員が、その関係

性を保持しながら、必要に応じて新たなネットワークを相互に広げ合うことが可能になります。
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第 4節 　実態把握

1　実態把握の概要

　ここで述べる実態把握とは、担当する圏域における現在の高齢者の状況を把握することです。得

られた情報が総合相談やネットワーク構築に活かされます。

1.1　実態把握とは

　総合相談支援業務を行う際には、高齢者や家族等からの相談を待っているだけでは、地域に存在

する隠れた問題やニーズを発見することはできません。地域包括支援センターはさまざまな手段に

より地域の高齢者の心身の状況や家庭環境等についての実態把握を行うことが必要です。

　介護保険を核に地域包括ケアを推進するには、①的確な対象者の把握、②的確なマネジメントの

遂行、③的確なサービスの提供が必要であり、一つ目の的確な対象者を把握するためには、的確な

実態把握調査により対象者を抽出する必要があります。

1.2　実態把握の意義

　実態把握の目的は、支援が必要な人を浮き上がらせることです。また、地域ごとの福祉的生活ニー

ズを把握することです。これを行うことによって、サービスを必要としている人に必要なサービス

を提供することができます。

　実態把握の重要性に鑑み、2011（平成23）年6月の改正介護保険法第117条第5項に「市町村は、

当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境等を正確に把

握したうえで、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとす

る。」旨の規定が新設されました。

　これを受け、「介護保健事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（平成

18年厚生労働省告示第314号）の改正においては、例えば、日常生活圏域ニーズ調査等を実施する

ことが提示されているところです。

・個別ニーズの把握

　　個人の生活機能（運動、栄養、口腔、閉じこもり、うつ、転倒骨折、虚弱等）に関するリスク、

　消費生活に関するニーズ、権利擁護の必要性などを把握できます。

・圏域ニーズの把握

　　圏域内にどのような課題やニーズを持った人が多いのかを把握できます。

・把握したニーズの活用

　　把握したニーズに関する情報は、生活圏域・年齢別などの集計により、ターゲットを絞った

　介護予防事業を実施することなどに活用できます。また、3年ごとに策定する介護保険事業

　計画の根拠にもなります。



事例紹介

事例紹介

90

2　実態把握の方法

2.1　 市町村が行う実態把握

●全市町村的な調査

　市町村全体の被保険者を対象とした実態把握調査を実施し、個別ニーズの把握だけでなく市町村

各圏域ごとのニーズを把握するとともに、把握したニーズをどのように活用するかを検討し実行す

るのが市町村の行う実態把握調査です。調査の方法としては、全戸訪問調査や郵送方式による調査、

自治会や老人会または民生委員などを活用した訪問調査で把握する方法があります。地域特性に

あった方法で実施します。

　把握したニーズは介護保険事業計画や地域包括支援センターが行う介護予防事業の事業計画の根

拠としたり、包括センターの個別支援の元データとして活用します。

●地域包括支援センターからの実態把握情報の集約

　地域包括支援センターが行う実態把握情報を集約して活用し、前述の全市町村全体の調査データ

とあわせて施策に活かされる必要があります（地域ケア会議や地域包括支援センター運営協議会等

が集約の場と想定されます。）。

（例）

①全戸訪問調査：地域包括支援センター職員のほか市の職員総出で調査

②郵送方式：全被保険者を対象として、郵送方式の調査を実施。未回収者に対してのインフォーマ

　　　　　ルを活用した訪問調査。

③老人会・自治会等に依頼し調査票配布

＊A市における日常生活圏域ニーズ把握調査

　A市では､ 独自のスクリーニングシートに加え､ 基本チェックリスト（p.170）の25項目分も

包含して実施しています。基本的には郵送によるもので、保険料を納付していただいた還元事業だ

ということをアピールしています。

　介護保険は要介護認定を受けないと恩恵がないという風潮がありますが、制度の周知を兼ねて、

「保険料を納付していただいた還元です」といったことでスクリーニングを含む健康施策を行うと

反応が高いものになります。そのため回収率は平均で70％を超えています。

　A市で2001（平成13）年から実施しているニーズ把握調査により、以下5点を活用しています。

①　個人の生活機能（運動、栄養、口腔、閉じこもり、うつ、転倒骨折、虚弱等）リスクを判定

②　判定結果を踏まえ、介護予防のためのアドバイスが記載された個人結果表を送付

③　健診未受診者を含めて、約70％の回収率によりリスク者の把握
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④　生活圏域・年齢別などの集計によりターゲットを絞った介護予防事業を実施

⑤　上記により介護保険事業計画の根拠となる

　ニーズ把握調査は個別の対象者を抽出するものとしてとらえられていますが、市内の介護予防の

サービス必要量の把握、必要者の地域分布なども把握できます。アセスメントや基本チェックリス

トは個別的に状況を見るには必要であるし有効です。しかし、相対的な事業量をはかることや地区

別の動向を見たりするときには、スクリーニングという洗い出しの手法も地域の把握には非常に重
要になります。

　ここで大事なことは、介護予防リスクは国が示しているモデルだけでなく地域固有のリスクがあ

り、そのリスクに対応する手段を講じなければ結果は出ないということです。わが街のリスクを調

査、分析し、把握することで根拠ある介護予防事業を行うことができます。それが住民の理解につ

ながり、結果を出せるということになります。

2.2　地域包括支援センターが行う実態把握

　地域包括支援センターは前述の市町村が実施する実態把握調査を活用するほか、自らのネット

ワークを活用した実態把握調査を行います。

●地域包括支援ネットワークを活用した情報が寄せられやすい体制の構築

　フォーマルな機関はもちろん、民生委員や自治会、老人会のほか、高齢者が日常的に立ち寄る、

調剤薬局・商店街・コンビニエンスストア・郵便局、戸別に配達等訪問する事業者（新聞配達、郵

便局、配食サービス）といった地域において多くの人とふれあえる立場にある人とは関係性を築い

ておき、気になる高齢者がいれば連絡をもらうようにします。その際、「気になる高齢者に気づく

視点（例）」（p.92）などを活用します。

　なお、介護予防・日常生活支援総合事業（p.175参照）では、こうしたインフォーマルな社会資源

を活用した事業も実施可能であり、既存の枠組みにとらわれない発想が求められます。

●地域包括支援ネットワークを活用した地域活動への積極的な訪問・参加による情報収集

　民生委員協議会、社会福祉協議会、老人会、自治会、その他ボランティア連絡会などインフォー

マルな会議等の関係機関、団体等の集まりに参加し、実態把握を行います。そして、ここでも具体

的な事例とともに「気になる高齢者に気づく視点（例）」（p.92）を配布すると効果的です。会議

を通じての情報収集だけでなく、包括センターをアピールし、顔が見える関係づくりを行います。

●高齢者宅への戸別訪問

　隠れた問題を早期発見する方法として、高齢者宅の戸別訪問を行い実態を把握することが考えら

れます。戸別訪問が必要だと考えられる家庭の効率的かつ効果的な抽出方法としては、以下のよう

な方法が考えられます。
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（ア）市町村が行った実態把握調査において返事がなかったケース

（イ）上記調査で問題があると考えられるケース

（ウ）二次予防事業の対象者で介護予防教室等に未参加のケース

（エ）要介護認定を受けていながらサービス未利用のケース

（オ）地域活動の参加がみられないケース

●当事者、家族、近隣者からの情報収集

　地域包括支援センターが気軽に相談できる窓口であることを住民に周知していただくような啓発

活動が必要です。顔の見える関係を常日頃築いておくために、前述のような地域活動に積極的に参

加しておく必要があります。また、広報やホームページを活用したり、自治会の回覧板を活用するな

どの方法があります。高齢者だけでなく介護者となる若い人にも知っていただけることが重要です。

　また、独居世帯や高齢者世帯については、本人承諾のもと、緊急時の連絡先や対応方法を確認し

ておく必要があります。

●把握したニーズのフィードバック

　地域包括支援センターで把握したニーズは、保険者にフィードバックし、収集した情報を保険者

が活かしていくことが必要です。前述のように、介護保険事業計画の策定や効果的な介護予防事業

の実施などに活用されます。
図表２−５　気になる高齢者に気づく視点　（例）

視点の対象 状　況

本人に関する項目

最近よく転んでいるようだ
急に痩せてきた
入退院を繰り返している
地域の集まりに参加しなくなった
あいさつしても返事をしなくなった
一方的に自分のことばかり話すようになった
暴言を吐くなど性格が急に変わった
物を盗られたなど被害妄想的な言動が目立つようになった
表情が乏しい、もしくは険しくなった
身なりに構わなくなった
尿臭がする
痣やコブができていた
家で過ごすことを避けて外に出ていることが多い

家の周囲等に
関する項目

郵便物や新聞が溜っている
雨戸を開け閉めしない、カーテンをしたまま
ゴミが捨てられない、溜っている
庭の草木が荒れている
最近見知らぬ人がよく訪ねている
急に収集癖がつき庭等に無造作に置かれている
リフォーム等の業者が出入りしている

家族に関する項目

家族環境が急変した
（配偶者と死別したもしくは入院や入所などで別居となった、家族が出て行った、同居者が何日も帰らない等）
同居もしくは近隣に居住しているが話をしていない様子が見られる
家族が知らない間に介護保険サービスを利用している
緊急時の連絡先を言いたがらない
本人の状況を家族が話したがらない
家族や親族で頼れる人がいないようだ

医療機関等へ情報
提供を求める項目

妄想的な訴えがある
服薬管理ができていない
いくつもの医療機関に同じ症状で受診している
定期受診が必要にもかかわらずしていない
家族が薬だけ取りにきている
本人に理解力が乏しいためなどの理由により家族に同席してほしいと依頼しても来ない
受診の際介助や付添が必要になっているができる家族がいない
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