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準備と展開の方法 

１、課題について 

 

課題１ 一連のケアマネジメントプロセスの見学 

※課題１については後期課程、専門課程との連続性も踏まえ、「一人暮らしの事例」「認

知症の事例」「入退院/入所の事例」「インフォーマルサービスによる支援を活用して

いる事例」「ターミナルの事例」といった事例があれば、それらを積極的に取り上げ

る。 

 

課題２ 実習協力者（対象 要介護１から５の認定を受けた高齢者）を対象に面接を行

い、アセスメントから居宅サービス計画書の作成  

※課題２については、アセスメントやケアプラン作成といった業務を実行し、ケアマネ

ジメントの実践をより具体的に理解できるよう、新規の利用者若しくはケアプランの

変更が必要になった利用者を取り上げる。 

 

 

２、課題１について（実施の順番は問いませんが全て行います。） 

 

ⅰ アセスメント場面 

ⅱ 居宅サービス計画の作成場面（プランニング） 

ⅲ サービス担当者会議場面（準備・同席） 

Ⅳ モニタリング場面 

Ⅴ 給付管理業務場面等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

なぜ行うのでしょうか？ 
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● 高齢者の環境によるマネジメントの取り組みの多様性を知る。 

①知識・技術の基本的理解  

・在宅や施設のマネジマントの取り組みを見学し、住居環境による高齢者の生活の特

徴を理解する。  

・生活環境におけるマネジメントの特徴により配慮や改善点について理解する。 

②実践的に活用する上での留意点  

・自身が、勤務する事業所の特徴と居宅支援に関する組織の構造について理解する。  

● 利用者像の多様なプロセスと方法の実践見学 

 

            具体的には何を行うのか？ 

 

 

 

①知識・技術の基本的理解  

・多様な高齢者のケアマネジメントの各プロセス場面を見学する  

・各プロセスは、実習先の都合等により前後してもよいが各プロセスはすべて見学を

行う為に、多数の高齢者で体験させます。  

 

②実践的に活用する上での留意点  

  課題１での訪問先への実習者からの個別の同意書はありません（実習様式９にて

事業所と実習者が同意をとります。実習先へは事業所が同意をとります） 

 

・実習者としての社会的マナーを順守する。  

・介護支援専門員が行う、一連のマネジメントプロセスの中で利用者に対して（アセ

スメント場面・プランニング場面・サービス担当者会議場面・モニタリング場面・

給付管理場面等）主任介護支援専門員と同席・見学等の実習。 

 

 

可能な限り一連のプロセス項目の準備場面から見学実施する。（3日程度で連続し

ての実習でなくてもよい、実習の場面は同一の協力利用者でなくてもよい）  

 

・主任介護支援専門員研修において、主任介護支援専門員研修受講者へのコーチング

及び事例指導の部分でも実習指導者としての講義・演習を行っている。 

・実習場面では、主任介護支援専門員の研修を受講修了している人材に実習指導者と

して実践をすることを位置づける。  
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・実習見学は、在宅でも施設でも良い。 

また、介護給付・予防給付等も含め多様な利用者の住環境に於いてケアマネジメント

プロセスの見学を行う。  

 

（実習様式７）介護支援専門員実務研修実習記録用紙の作成を行う。 

 

２-２課題 ２について 

 

実習者が、実習協力者（在宅に居住している要介護認定を受けた高齢者）を対象にケ

アマネジメントプロセスに沿って、居宅サービス計画書を作成する実習。  

※従来からカリュキュラムで実施しているものと同内容となります。 

 

 ・一連のケアマネジメントプロセスを実践的に学ぶことになるので、実習に入る前

にそれまでの各科目で学んだ知識・技術、基本的な考えを振り返ったうえで、実習を

通じて特にどのような学びを得たいのかという目標設定を実習者自らが行うことが重

要となります。 

 

〇必要な書類（実習者が作成し説明するもの） 

・介護支援専門員研修実習承諾書、誓約書（実習様式１０）を２通作成し１通は実習

協力者に渡す。もう１通は実習者が保管する。  

 

〇実習にて作成する書類 

 ・アセスメントシート等 

・居宅サービス計画書１～３表  

・社会資源調査票 

 

３、実習指導者、実習対象等の選定 

 

 ①実習指導者・・・経験や知識・技術、倫理観、利用者との関係構築の実績等を考

慮して選定 

 ②実習対象とする事例の選定 

 

  Ⅰ アセスメントやケアプランの作成といった業務を行い、ケアマネジメントの 

実践を理解する。（新規、変更の利用者） 

  Ⅱ 実践はおこなわないが、利用者宅の訪問やサービス担当者会議の参加等を通じ

て利用者の多様性を理解する。（後期課程、専門課程との連続性も踏まえ、「一
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人暮らしの事例」「認知症の事例」「入退院/入所の事例」「インフォーマルサービ

スによる支援を活用している事例」「ターミナルの事例」といった事例があれば、

それらを積極的に取り上げる） 

  Ⅲ 実習対象事例となる高齢者への事前同意取得（書面） 

Ⅳ サービス担当者会議等での合意・・事前に実習者が参加する事について、同

意の取得 

Ⅴ 実習指導者の業務の平準化・・実習期間中の指導者の業務負担を考慮する。 
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具体的な実習の進め方 

 

※事前に実習者から連絡があります。電話、来所等の機会をもち、日程調整、移動手 

段等を行っていく必要があります。 

訪問先を確保しての調整か、実習日を決めての調整かはそれぞれ事業所の考え方とな 

ります。 

 

１、 オリエンテーション（２～３時間程度） 

 

（実習様式９を受理します） 

 

①事業所の説明（規則、遵守事項、事業所概要等）（訪問時の交通手段、留意点等の

説明） 

 

②実習目的の確認をします。 

※実習目的は実習者にケアマネジメントの実践現場を体験（体感）してもらい、介

護支援専門員の職業倫理や業務に関する姿勢、要介護高齢者の多様な生活の実態な

どを知る事です。 

 

③実習者各自の課題認識について確認します。 

→ 前期課程で何を学び、実習にてどのあたりを具体的に見たいか等を確認してくだ

さい。 

 

④ケアマネジメントの実務の全体像の説明をします。実習者に流れを説明してもら

い、それをもとに実務的な事をおりこんで広げていくとよいでしょう。 

 

⑤訪問時のコミュニケーションに対する留意点について説明します。 

 

⑥今後（本日以降）の進め方について説明します。 

  ●実習の具体的な予定（何日に、どのような実習（見学）を行うか等 

 

◎情報の共有時間を確保することを説明します。 

◎実習を通じて学ぶべき課題（学習のねらい）の設定 
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●実習記録用紙についてはできるだけその日のうちに記入しましょう！ 

・オリエンテーションは複数でもよいが、訪問は適切な人数で実施する。 

※実習者は初心者であることから、都度、介護支援専門員として求められる利用者へ

の接し方、職業倫理に基づく姿勢について具体的な対応方法や背景にある考え方を

説明するとよいでしょう。 

 

２、同行訪問の前にしておくこと・・・ 

 

（実習対象になる事例の事前学習について） 

◎情報の共有 

事前に実習指導者が把握している利用者の情報を適切に伝達し、実習者自ら

利用者に関する情報が記載された資料を読込んで理解する時間を確保してあげ

ましょう。 

 

◎実習を通じて学ぶべき課題（学習のねらい）の設定 

◆各ケアマネジメントプロセスにおける訪問学習の前に、訪問事前研修時間を

確保し、実際に訪問した場合、指導者自らがどのように対応するのかを想定する

事により、具体的に何を学んでもらいたいか（学習のねらい）を設定します。 

 

◆実習者と共に、その訪問でどのような情報を把握するのか、また実務におけ

る各場面から何を把握するのかなど、その意味の含めて学ぶべき課題として設定

する。 

（利用者状況の共有とともに、学習のねらいを設定して、研修記録シートに記録

する。） 

 

 

※学ぶべき課題の設定は、打合せ形式のほか、実際の訪問場面を想定してロール

プレイ等も活用するとよい。 

 

 

３、実習の実施にあたって（同行訪問を通じた指導、記録の作成支援等） 

   

   

 

① 一連のプロセスを体験すること 

② 利用者の多様な生活実態を知ること 

実
習
様
式
７
の
１
日
の
目
標
に
記
入

し
ま
す
。
設

定

紙
）
様
式
７
（
実
習
記

録
用
紙
） 

・ケアマネジメント業務の現場にて 

が重要な目的です。 
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・現場でしか得ることのできない（講義・演習では得られない）情報の収集や、

実習者自身が感じる事の収集に注力できるようにすると共に、事後に適切な振り

返りができるよう、記録の作成が重要となります。 

 

効果的な学習の為に必ず行ってください！！ 

 

◎高齢者の自宅への訪問や、担当者会議の参加の前にその方の情報を事前に理解

し確認する事を徹底する。 

 

この事で、どのような方でどのような目的の会議または支援を想定するかを実

習者が事前学習（学ぶべき課題の設定）し事後の適切な振り返りにつながりま

す。 

◎実習記録用紙についてはその日のうちに記入する。 

◎オリエンテーションは複数でもよいが、訪問は適切な人数で実施する。 

 

※実習者は初心者であることから、都度、介護支援専門員として求められる利用

者への接し方、職業倫理に基づく姿勢について具体的な対応方法や背景にある考

え方を説明するとよい。 

 

 

振返りの指導について 

 

【習得目標】 

◎ケアマネジメントプロセスの実施にあたり、留意点を踏まえ観察した結果を盛り込ん

だ実習報告書の作成を実施できる。 

◎ケアマネジメントのプロセスを実習先で指導者のもと体験した結果を盛り込んだ実

習報告書の作成を実施できる。 

 

毎日（毎回）の振返り 

◆各日の最後に実習様式７（実習記録用紙）作成と振り返りの時間を確保する。 

◆実施した内容、学んだことを細かく丁寧に記入できるように指導する。 

◆実習者から実習様式７（実習記録用紙）をもとに、その日学んだこと、気づいたこと、

目標の達成状況を発表してもらう。 

◆発表を踏まえて、実習者自らが立てた目標に沿って深めた学びの成果を具体的にフィ

ードバックする。 

◆フィードバックした内容を実習様式７（実習記録用紙）の指導者コメント欄に記入 
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◆その日のうちにできるだけ返却する。 

最終日の振返り 

 

◆課題２で作成した課題の指導を行う。（プランの中身は必要なし） 

◆実習様式７（実習記録用紙） 

 実習様式８（実習自己評価シート）の作成 

 時間の確保をします。 

◆実習者に、実習を通して学んだこと、気づいたことを実習様式７（実習記録用紙）実

習様式８（実習自己評価シート）を基に課題の達成度を発表してもらいます。 

◆発表を踏まえて、実習者自らが立てた目標に沿って深めた学びの成果を具体的にフ

ィードバックする。 

◆課題２で作成した課題、実習様式７（実習記録用紙）実習様式８（実習自己評価シー

ト）をできるだけその日のうちに返却する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実習様式８（自己評価シートにつ

いては実習者自らが立てた目標

に沿って深めた学びの成果を具

体的にフィードバックしますが、

コメント記入は必要ありません 
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各プロセスにおける具体的な展開と留意点 

ケアマネジメントのプロセス概念図 

（給付管理・請求含） 

 

 

① インテーク（受付） 

確認・説明⇒ 契約 

 

② 課題分析（アセスメント） 

分析に必要な情報の収集 

      

（ニーズ）の特定 

 

解決要因の分析と特定 

生活目標を導き出す 

 

③ ケアプラン原案作成 

・目標および達成時期 

・サービス内容・種類・頻度等 

 

④ サービス担当者会議の開催         

 

⑤ ケアプラン確定 （同意） 

 

 

利用者        事業者 

 

発見 

個別サービス計画 

⑨ 終結  

引用：改定介護支援専門員実務研修テキスト（長寿社会開

発センター）改変（出典：三平隆『新 介護支援専門員必修

テキスト』 医歯薬出版、2000 年を一部改変） 

⑦⑧モニタリング・再アセスメント 

・ケアプラン実施状況の継続的な管理 

 事後評価 

 利用者の心身の状況、家族の介護状

況等の変化を把握する 

・目標の達成度の評価 

 活動の目標の達成度と生活の目標

の達成度の確認 

・新たな生活の目標の設定 

・介護支援専門員の自己評価 

⑥ケアプランに基づくサービスの提供 

 

給付管理票作成 

 

国保連合会へ送付 

参考資料 

・意味分析・解釈 

・統合化 

・生活課題になり

うる状況の抽出・

専門的判断 

・意向確認 

・生活課題 

・目標設定 
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ⅰ、インテーク場面 

 

◎情報の共有をいます。 

事前に実習指導者が把握している利用者の情報（アセスメント等の情報）過

不足なく実習者に伝達するとともに、実習者自ら利用者に関する情報が記載さ

れた資料を読込んで理解する時間を確保してください。（ケース記録等を読み

込む） 

 

◎この訪問の実習を通じて学ぶべき課題（学習のねらい）の設定をします。 

◆各訪問学習の前に、訪問事前研修時間を確保し、実際に訪問した場合、指導

者自らがどのように対応するのかを想定する事により、この訪問学習で具体的に

何を学んでもらいたいか（学習のねらい・ポイント）を設定する。 

◆実習者と共に、その訪問でどのような情報を把握するのか？ 

各場面において何を把握するのかなど、その意味も含めて（各プロセス時の役

割）学ぶべき課題として設定していきます。 

 

インテークとは 

●形式的な契約（手続き）と契約に基づく支援（ケアマネジメント）の目的・受付及

び初期面接相談をインテークと言う（申し出や通報による最初の援助の受付） 

 

 

 

 

ケアマネジメントの対象者なのかどうかを振り分ける 

■必ずしも「相談者」＝「ケアマネジメントの対象者」 ではない。 

  緊急性は？ 

  今必要か？ 

  どれくらい必要か？ 

  優先順位は？ 

・ケアマネジメントによる援助の妥当性、 相談を受けた機関で引き受けることが適切 

か、 緊急性の有無等の判断を行う。 

・利用者や家族との信頼関係を構築する重要な最初の段階である。 

・スクリーニングの機能をもつ。 

・スクリーニングに必要な情報を収集する。 

 

 

各場面共通 
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・相談を受けた機関で引き受けることができない相談内容であった場合には、適切  

な機関を紹介する。 

 

 

 

 

●契約：ケアマネジメントを始めるため関係構築  

 

 

 

 

 

 

留意点 

◇受給資格の確認 

◇未認定→申請援助 

◇第２号被保険者は医療保険証の添付必要 

◇みなし２号（Ｈで始まる、介護保険が優先適応にならない） 

◇負担割合証の確認（要介護者） 

◇介護保険以外の受給資格の有無（公費等の対象か）各種手帳、受給者証 

◇契約書（制度上は求められてはいないが、契約により開始となるので作成） 

◇重要事項説明書 

◇個人情報同意書 

◇居宅サービス計画作成依頼書（利用が決まればすぐに届出、期日に注意） 

◇アセスメントに関する書式 

 

 

 

 

 

 

・スクリーニングが適切に機能するために介護支援専門員は、所属する機関の機能や

業務内容の十分な理解、相談内容の判断に必要な情報収集力、 判断力、 関係他法の

知識、 地域の他機関の情報の収集力などが必要である。 

 

・法的責任の発生＝互いの立場をはっきりさせる  

・説明責任＝インフォームドコンセント  

・契約のための説明ツール＝契約書・運営規程≒重要事項説明書  

・契約は重要事項の説明を経た上で行われる法律行為であり、利用者が主体となる 
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インテークにおける基本的なマナー 

 「最初の面接・相談（インテーク）」には、利用者・家族からの電話、事務所への

来訪などさまざまなパターンがあります。どのようなパターンであっても、信頼関係

を築くうえで支障とならないよう、常識的な“初対面のマナー”を身につけましょ

う。 

１．電話の受け方 

 初めて相談の電話をかけた方にとって、電話の対応が事業所の印象につながりま

す。丁寧な対応とはっきりした受け応えが大切です。まず、①事業所名（と自分の名

前）を名乗り、相手が名乗った後に、②挨拶をします（「いつもお世話になっており

ます」など）。相手が名乗らない場合は、「失礼ですが」などと前置きして名前を尋

ねるのが基本です。複雑な相談内容の場合もありますので、手元にメモ用紙を用意す

るとよいでしょう。 

２．利用者宅を訪問する際の服装 

 訪問の際の服装は、利用者に不快感を与えないことが大原則です。清潔感を第一に

考えます。「自分が利用者で、相手の訪問を受けるとしたらどう思うか」と考え、事

業所内で話し合って基本的なルールを決めておくとよいでしょう。 

３．名刺の差し出し方 

 事業所名、名前を名乗りながら、両手を胸の高さにして渡します。相手からの名刺

を受け取るときも、胸より高い位置で受け取ります。利用者や家族に対しては、最初

に利用者本人、次に家族の順番で渡すことを心がけましょう。また、名刺を差し出す

のも受け取るのも、基本は両手で行います。 

４．自己紹介で伝えること 

 インテークで行われる行為のなかでも、重要度が高いのが「自己紹介」です。事業

所名と名前を告げただけで自己紹介を終了したと思ってはいけません。ケアマネジャ

ーとして、「私はあなたのために、○○ができる」ということを伝えなければなりま

せん。 

 例えば、「生活のなかでの困りごとの相談に乗るのが仕事です」など、ケアマネジ

ャーの役割をわかりやすく簡潔に説明できる言葉を用意しておきましょう。  

インテークの際に心得ておきたいポイント 

 インテークの場面は、ケアマネジャーと利用者・家族の最初の出会いとなります。

利用者・家族によっては、緊急性をともなっていたり、極めて不安定な状況に置かれ
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ていることも考えられます。そこで少しでも不信感を招くような対応をとれば、関係

そのものが壊れかねません。さまざまな可能性を頭に入れ、状況を正しく推察するこ

とが、その後のケアマネジメントを展開するうえで重要になります。 

１．命にかかわる緊急性を測る 

 ケアマネジャーの仕事のなかで最優先されるのは「相手の命を守る」ことです。利

用者や家族から電話がかかってきた場合、まずは緊急性を測ります。「病気になっ

た」「転んだ」「動けなくなった」「熱がある」「トイレに行けない」「食事ができ

ない」「しゃべり方がおかしい」など、１１９番や医療機関に相談してもおかしくな

い内容の電話がかかってくることもあります。高齢者からの電話の場合、声に緊迫感

がなくても重大な危機が進行していることもありますので注意が必要です。現在の状

態や主治医について尋ね、主治医へ電話をしてもらったり、ご本人の了解のもとこち

らから主治医に連絡することが必要な場合もあります。場合によっては緊急訪問し、

その場で救急車を呼ぶといったこともあり得ます。 

 また、「病院から退院を迫られている」「介護者の具合が悪くなった」など、状況

が急に変化した場合は、何らかの緊急支援が必要となります。  

２．「誠実な応対」を行う 

 電話での応対にしろ、事務所での面談にしろ、相談をしてくる方は少なくとも「何

らかの困りごと」を抱えています。相手の焦りや困惑を目の前にして、こちらも一緒

になって焦ってしまっては、解決に向けた道筋を見失ってしまいます。大切なのは、

どんな訴えであっても、まずは親身にかつ冷静に耳を傾けることです。ときには、い

きなり「ヘルパーを頼みたい」「すぐに車いすを持ってきてほしい」「デイサービス

に行きたい」「入所施設の紹介をしてほしい」「庭の植木が伸び放題で困っている」

など、具体的なサービスや介護保険で対応できない希望が発せられることもありま

す。しかし、その背後にはさまざまな問題が隠れていることが多いのです。「この方

はなぜ相談を持ちかけてきたのだろうか」と考えながら、誠実な応対を心がけること

が大切です。 

３．事業所内でルールを決めておく 

 新人のケアマネジャーにとって、インテークはとても難しい作業です。自分の事業

所で受けるのか、他の機関を紹介するのか、初回面接にどのようにつなぐのかなど、

不確定な要素が多いからです。どのようなキャリアのケアマネジャーであっても「正

確な判断」を行うことができるよう、情報を整理しやすいフェイスシートを事業所で

準備し、誰もがある程度の必要項目を聞き出せる仕組みをつくっておくとよいでしょ

う。同時に、「判断が難しい場合は電話を折り返す」などのルールを決めておくこと

も有効です。 
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ⅱ、アセスメント場面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アセスメントとは 

１、アセスメントの機能 

○ニーズの抽出に向けた情報収集と課題分析の機能がある。 

○利用者にとっては、アセスメントを通して自らの置かれた状況や課題に気付くプ

ロセスでもあります。 

２、アセスメントの流れ 

 

 

 

 

 

 

・利用者の現在の生活状況を正確に把握するための情報を収集する。 

・利用者や利用者の家族の意思や想いを聞きとる。 

・利用者のストレングス（その人が、元来持っている「強さ・力」）を見出す。 

 

・利用者の生活全体を支えるために、上記の情報を基にして、利用者や家族と共に利

用者が抱える生活ニーズや生活課題を明らかにする。 

・明らかにした生活ニーズや生活課題について、介護支援専門員として総合的に判断

し、 課題分析を行う。 

 

目標 

①アセスメントにおける情報収集の項目がかわる。 

②利用者・家族の意向の確認の方法がわかる。 

③状態の維持・改善・悪化の可能性を予測できる。 

④アセスメントからニーズを引き出す方法がわかる。 

⑤居宅サービス計画書の目標設定がわかる。 

⑥目標に応じた、サービス及び期間の設定方法がわかる。 

⑦相談援助を行う職種の基本姿勢の見学ができる。 

 

指導内容 

①事前に把握している利用者の情報や相談の経緯、主訴等を伝達します。 

②面接で把握する項目や、内容について説明します。 

③情報収集した事をどのように分析し、ニーズを把握するのかを説明します。 

④主治医からの医療情報の収集方法を説明します。 

⑤把握したニーズから目標の設定、サービス事業者の選択方法を説明します。 

⑥地域の活用できる社会資源の内容、活用する際の方法や注意点を説明します。 

⑦サービス事業所などの関係機関との連絡調整方法について説明。見学させます。 

 

この訪問学習で具体的に何を学

んでもらいたいか（学習のねら

い・ポイント）を設定 
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（参考） 

◎要する能力  面接力・高齢者理解・家族理解・解説力・情報収集、分析力 

 

◎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（老企２９号）他法 

 

留意点 

◇軽度者への福祉用具貸与は例外給付（よってきちんとした見定めと場合により対象に

ならない可能性（自費）を説明する） 

◇介護認定情報、医師の意見書等の取得 

◇本人に未告知の病名の記載に注意する 

◇原則、利用者の居宅を訪問し、利用者・家族に面接して行うこと 

◇アセスメントは標準項目必須（２３項目）特にツールは問わない 

 

 

 

 

・利用者や家族と共にどうすればニーズを解決できるか考える。 

 

 ・介護支援専門員自身が、どうすればニーズを解決できるか考える。 

 

 

 
・アセスメントそのものが利用者とその家族が自らの置かれた状況、課題、解決策を 

認識する過程であり、介護支援専門員は、利用者や家族に気づきをうながす関わり 

を持つことが必要である。 

・アセスメントを通して利用者とその家族が専門的援助関係として介護支援専門員 

との信頼関係を構築すると共に、課題解決に向けた利用者とその家族が意欲を高め 

ていく過程であり、介護支援専門員は、 専門的援助関係として利用者とその家族 

との信頼関係の構築、利用者とその家族の意欲を高める関わりに留意しなければな 

らない。 

 

・利用者の情報、意思や想い、ストレングスは一度の面接で収集できるものではな 

く、また変化していくものでもあるため、継続して行う。 
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利用者宅への訪問時の基本マナー 

 アセスメントは、多くの場合は利用者の居宅を訪問して行われます。居宅で利用者

や家族と面接を行い、利用者・家族の状況や相談の背景・原因などの情報を総合的に

勘案しながら、解決に向けた道筋を探っていくことになります。 こうした流れをスム

ーズに実行するうえでは、相手の心象を良くし、信頼関係を構築することが重要にな

ります。まずは、個人の居宅を訪れる際の基本マナーをおさらいしましょう。  

１．玄関先でのマナー 

 利用者の居宅に一歩入った地点、つまり玄関先でのマナーは重要です。利用者は、

初めて来訪するケアマネジャーがどのような人なのかわかりません。おのずと玄関先

での行動は注意深く見られることになりますので、以下の 4点を特に注意しましょ

う。 

 ① コート、マフラーなどは玄関の外で脱ぎ、片手で持ち、挨拶をします。 

 ② 正面を向いたまま靴を脱ぎます。 

 ③ つま先を玄関のドアに向け、端に寄せて置きます。 

 ④ 傘やレインコートがある場合は、室内に持ち込まず、玄関の外に置かせてもらい 

ます。 

２．座る位置に関するマナー 

 部屋へ通されて、迷いがちなのが座る位置です。基本となる「上座・下座」の考え

方は覚えておきましょう。和室では、床の間に最も近い位置、もしくは入り口から最

も遠い位置が上座となりますので、入り口に近い下座に座ります。座布団があっても

そこには座らず、横に（畳の上に）座り、座布団を使うよう勧められてから座るよう

にします。洋室の場合でも、入り口から最も遠い位置が上座となりますので、入り口

近くへ着席します。 

 ただし、時と場合によっては利用者本人の横に座ったほうがよいこともありますの

で、利用者の状況や援助関係なども考慮して座る場所を決める必要があります。 

アセスメントで欠かせないポイント 

１．訪問前に事前情報を収集する 

 アセスメントをより適切に行うためには、事前情報を収集することが重要です。ケ

ースの状況や紹介経路によって異なりますが、多くの場合、ケアマネジャーが利用者

に会う前に、利用者の家族や病院、地域包括支援センターなど、さまざまな人や機関

から情報がもたらされます。事前情報をつないでいくと、知りたいことが浮かび上が

ってきます。その項目をメモするなどして面接に臨めば、的はずれな質問は少なくな
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るでしょう。 

 ただし、事前情報を他者からもらう場合、その情報には他者の価値観が含まれてい

る点に注意することが必要です。家族からの情報であっても鵜呑みにはせず、本人に

確かめることが大切です。相手が専門職であれば、その専門職独自の価値観や考え方

が含まれることも多いので、その点に注意を払います。 

 事前情報は頭に入れつつも、「自分の目と耳で確かめながら確認する」という気持

ちでアセスメントしましょう。  

２．「一緒に考えていく」という意識をもつ 

 「あなたは○○できますか？」と一方的に聞いたり、質問項目を上から順番に聞き

取ったりするのがアセスメントではありません。アセスメントでは、利用者が困って

いることやそれを解決するための方法を利用者や家族と一緒に考えていくという意識

をもつことが必要です。ケアマネジャーがそうした意識をもってかかわることで、利

用者や家族をエンパワメントすることも可能になります。 

 また、1回の面接でアセスメント項目すべてを聞くのではなく、相手のペースに合

わせながら段階的にアセスメントを進めていくことも有効です。  

３．具体的に聞く 

 アセスメントでは、利用者の生活状況をできるだけ具体的に把握することが重要で

す。「朝食は食べていますか？」「お風呂は入っていますか？」という具合に、「何

をしているか」を聞くだけではアセスメント面接としては十分ではありません。 

大切なのは「何をしているか」の具体的な内容です。 

例えば、「朝食は何時頃に食べていますか？」「どんなお茶碗で、どのくらいの量

ですか？」「毎朝ご自分で調理をされるのですか？」という具合に掘り下げて聞きま

しょう。水分補給についても、「個人差はありますが、（500mlの）ペットボトルで 2

本分くらいが望ましいですが…」などと具体的な目安を示しながらアセスメントすれ

ば、相手も答えやすくなりますし、「ケアマネジャーってそういうことを見てくれる

人なのか」とケアマネジャーの仕事の内容も認識してもらうことができます。 

４．理由を考えながらアセスメントする 

 例えば、「一人でトイレに行くことができない」という話が出てきたとき、「一人

で行けないのはなぜだろう？」と考えながらアセスメントをすることが大切です。

「歩けるのにどうしてだろう？」「以前転倒したのが怖いからだろうか？」「トイレ

までの距離が長いからだろうか？」「途中で手すりが途切れているからだろうか？」

「時間帯によっては一人で行けることもあるのだろうか？」など、いろいろな角度か
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らアセスメントすることで、解決方法が見えてきます。その際、自分の思い込みによ

る推測は厳に慎み、客観的な事実を確かめることが重要です。  

□ 現状の問題⇒ 

 ※問題と課題の違い 

・問題： ｢現状｣ が ｢あるべき姿｣ になっていない阻害要因 

・課題：問題 (あるべき姿を妨げている要因) を解決するためにやること 

 

□ どこまで一人でできて、どこから一人でできないか 

□ できるのにやっていないこと・拒否していることはないか 

□ 最終的にどうなりたいか。そのために必要なことは何か 

□ 一文の中に、客観的な事実と主観を混在させない 

□ 5W1H（いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように）を明確に 

□ 主語はより具体的にする（例：娘⇒長女） 

□ 略語を用いる場合は、広く周知されているものを使用する 

 

背景要因（環境的・個人的）⇒ 

その事についてどうしたいか？⇒ 

課題⇒ 

改善・維持・悪化のリスク⇒ 

対策は？⇒ 

ニーズ⇒ 

どうなりたいか⇒ 

そのために必要な事⇒ 

その為に必要な事を実現するために行う事（受けるサービス内容）⇒ 

種別⇒ 

事業所選定 
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ⅲ、居宅サービス計画の作成場面（プランニング） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プランニングとは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・介護支援専門員は、アセスメントを基にして利用者やその家族と共に、 ニーズを解

決するための援助方針、援助目標、 解決のための具体策を検討する。その際に緊急性、 

重要度、利用者の希望を勘案して対応すべき優先順位をつける。 

 

・利用者とその家族の意見等、利用者の援助に関わる(又は関わることが想定される)専

門職の各専門的見地からの意見等を」 踏まえ、 援助方針、 援助目標、解決のための

具体策について、計画案を作成する。 

 

・解決に必要なサービスについては、介護給付対象サービスのみでなく、 インフォー

マル等の社会資源の活用も含め、計画に位置付ける。 

 

・居宅サービス計画に基づいて作成される個別援助計画の目標やサービスの展開に留

意して作成する。 

 

目標 

①アセスメントにおける情報収集の項目がかわる。 

②利用者・家族の意向の確認の方法がわかる。 

③状態の維持・改善・悪化の可能性を予測できる。 

④アセスメントからニーズを引き出す方法がわかる。 

⑤居宅サービス計画書の目標設定がわかる。 

⑥目標に応じた、サービス及び期間の設定方法がわかる。 

⑦相談援助を行う職種の基本姿勢の見学ができる。 

 

指導内容 

①事前に把握している利用者の情報や相談の経緯、主訴等を伝達します。 

②面接で把握する項目や、内容について説明します。 

③情報収集した事をどのように分析し、ニーズを把握するのかを説明します。 

④主治医からの医療情報の収集方法を説明します。 

⑤把握したニーズから目標の設定、サービス事業者の選択方法を説明します。 

⑥地域の活用できる社会資源の内容、活用する際の方法や注意点を説明します。 

⑦サービス事業所などの関係機関との連絡調整方法について説明。見学させます。 

 

この訪問学習で具体的に何を学

んでもらいたいか（学習のねら

い・ポイント）を設定 
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（参考） 

◎ 要する能力  事務処理能力、書類作成能力、サービスに関する知識、連絡調

整・マネジメント力 

◎理解の必要な法関係  

 算定基準/留意事項通知/老企２９号/Q＆A等 

 

※留意点 

◇連絡調整は下相談をして利用ができそうであれば具体的に進めていく 

◇医療系（通所リハ、訪問看護、訪問リハ等）は主治医の指示が必要 

◇原則、目的や内容の同じサービスの重複給付はできない。 

◇同じような内容のサービスでも、使用目的が違えば給付は可能（車いす、外中用な

ど） 

◇主治医への初期段階でのあいさつ 

◇サービス調整は本人の意向である。 

◇要支援１から要介護１は原則の貸与できない福祉用具がある（車いす、特殊寝台、

床ずれ防止用具、体位変換器、認知症徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置

（介護４以上））例外あり 

◇介護保険が基本的に優先給付だが、他法（医療・障害・生保・難病）との調整が必

要になる場合もある。 

◇生活保護の方は介護券が必要であり、その為、担当課にケアプランを提出する。 

◇ニーズ、目標の欄にはサービス種類の記載はない 

◇援助内容は、短期目標の達成の為に位置づけられている 

◇介護保険以外のサービスも記載 

◇サービスを組み合わせるときには、サービス事業者の体制や算定加算・減算の確認

が必要 

◇ケアプラン作成日とは、サービス担当者会議後に説明・同意を得た日（H15.9.26老

振発第 0926001号 

◇総合的援助の方針は第２表作成後に作成 

◇「～したい」と書くのがニーズではありません 

◇ニーズはアセスメント（情報収集と分析）の結果を書く 

◇目標は生活全般の解決すべき課題（ニーズ）段階的に達成する為の「利用者」の目

標です。 

◇目標は具体的かつ達成可能なものでなければ意味がありません。 

・利用者及び家族の意向を踏まえた関係者の意見をすり合わせたサービス計画(ケアプ

ラン)に利用者とその家族の同意を得る。 
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◇解決すべき課題の達成は、段階的に行われ、綿密な計画的支援の積み重ねが必要と

なります。 

長期目標を達成する為の各段階を「短期目標」として明確化して計画的支援に結び

付けるのが「目標」の狙いとなる。（労企２９号） 

※短期目標が達成できると⇒ 

長期目標が達成できる⇒ 

ニーズが充足する。 

 

◇ニーズ欄、目標欄には具体的なサービスなどは入ることはありません。 

◇援助内容は主に本人の短期目標達成の為に位置づけられています。 

◇介護保険以外の資源も記載することとなっています。 

 

※ 詳細については老企２９号を参照 
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ⅳ、サービス担当者会議場面（準備・同席） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス担当者会議とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サービス担当者会議は、利用者と家族の参加を原則として、多職種と共に利用者を

支援していくための方向性を定める場である。 

・利用者に関する情報について多職種と情報を共有する。 

・介護支援専門員が実施したアセスメントの結果並びに多職種が実施したアセスメン

トの結果の共有や居宅サービス計画の原案に対する専門的見地からの意見収集を行

い、利用者に対して多角的な視点で総合的な支援を行うために必要かつ適切なサー

ビスを位置づける。 

・居宅サービス計画原案と原案を基に作成される個別援助計画の整合性を確認する。 

・要介護更新認定申請、区分変更申請に伴うサービス担当者会議においては、利用者

や家族の状態の変化に関する情報を共有し、居宅サービス計画の変更の必要性につ

いて確認する。 

 

目標 

①サービス担当者会議に必要な準備がわかる 

②サービス担当者会議の進行がわかる。 

③サービス担当者会議にかかわる内容の記録の作成がわかる 

④サービス担当者会議においての多職種と目標を共有する方法がわかる。 

指導内容 

①事前に利用者の基本情報を伝達します。 

②その利用者のサービス担当者会議の目的を説明します。（初回、更新、サービス内容の変更

等） 

③サービス担当者会議を実施するまでの準備について説明します。（出席者への連絡・日程調

整、原案の準備） 

④司会進行の方法、サービス事業所からの意見、利用者や家族の同意の確認方法を見学させます 

⑤サービス担当者会議後の記録や欠席者への意見聴取や主治医等の連絡方法を説明し見学させま

す 

この訪問学習で具体的に何を学

んでもらいたいか（学習のねら

い・ポイント）を設定 
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（参考） 

◎ 要する能力  解説力、プレゼン能力、交渉力、マネジメント力 

◎理解の必要な法関係  

 算定基準/留意事項通知/老企２９号/Q＆A等 

 

※留意点   すること、確認する事 

◇ケアプラン作成日とは、サービス担当者会議の後に説明、同意を得た日（印刷の日

ではない） 

◇議題はサービス利用の具体的なもの（送迎、入浴方法・・）だけでなく、危機予

測、サービス利用上の注意事項等もある 

◇サービス担当者会議は関係する専門職は原則全員参加、やむをえない場合は照会も

可能、司会、記録をきちんと行う。 

◇開催がない場合は不備が解消されるに至った月まで減算 

◇サービス担当者会議の要点に交付義務なし。ただし、照会等を行った事業所にはき

ちんと伝える。 

◇ケアプランを忘れずに本人（同意）、事業所へ交付、主治医へも、生活保護はワーカ

ーに交付する。 

◇各サービス事業所の居宅サービス計画の忘れずに取得しておく 

 

サービス調整にあたっての基本的なマナー 

 ケアマネジャーと各サービス機関のやりとりは、サービス提供の依頼に始まり、サ

ービス担当者会議の招集、モニタリングにかかる情報交換など、さまざまな機会があ

ります。これらをまとめて「サービス調整」とし、その際に必要となる基本的なマナ

ーをあげてみます。  

１．連絡の取り方 

 サービス調整におけるやりとりでは、他の専門職と直接対面する場合もあれば、電

話や FAX、Eメール、手紙などのツールを使う場合もあります。速さや正確性などそれ

ぞれの特長を把握し、状況に応じて最も有効な手段は何かを考えて使い分けます。 

 例えば、相手の意見とのすり合わせが必要なケースでは、当然、電話や対面が原則

となります。ただし、相手が忙しい人の場合、なかなかつかまらないケースもあるで

しょう。そのようなときは、FAXで「○○の件でご相談したいので、都合のよい時間

帯に電話をください」などの連絡を入れておきます。Eメールを使う方法もあります

が、相手が読まないまま時間が経過することもあります。急ぎの場合、あるいは重要

な連絡で「やりとりの証拠を残したい」という場合は、FAX の方が有効でしょう。い

ずれにしても、通信手段については事前に相手側と話し合っておくことが望ましいと
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言えます。 

 なお、文書でのやりとりでは 5W1H を意識し、FAX や Eメールでは儀礼的な要素を少

なくして、より簡潔にまとめることを意識します。他者から送られてきた文書のなか

で、「わかりやすい」「要点が正確にまとめられている」といったものがあれば、そ

うしたものを参考に、自分なりのひな型を作ってみるのもよいでしょう。  

２．利用者の不安・不満を共有する 

 利用者が不安や不満を抱えたままサービスを受けていると、利用者の QOL に悪影響

があるばかりか、後々介護事故などにつながるおそれがあります。利用者や家族は

「お世話になっている」との思いから、事業所に不安や不満を伝えづらいものです。

しかし、利用者が安心してサービスを利用できるようにするためには、思いを正直に

話してもらうことが大切です。たとえネガティブな情報であっても、事業者同士で利

用者の思いを共有しておきましょう。そうした情報はリスクマネジメントにおいて有

用な情報となります。 

サービス調整を進めるうえで欠かせないポイント 

１．利用者とサービス事業者のマッチングを図る 

 サービスを提供する事業所には、「認知症のケアに強い」「個別に対応してくれ

る」といった事業所ごとの特性があります。ケアマネジャーは利用者のニーズや個別

性に合ったサービス事業所を選び、調整していくことが重要です。 

 事業所の特性を見極めるためには、事業所訪問の機会をつくり、サービス提供の様

子を実際に確認したり、事業所スタッフと顔を合わせることが重要です。自分の目で

一度も見ていない事業所を利用者に紹介するようなことは避けましょう。例えば、通

所系サービスであれば、想定される利用者のサービス利用日（曜日）に合わせて訪問

すると、より具体的な情報を得ることができるでしょう。 

 また、同じ事業所内でも、ヘルパーやスタッフにはそれぞれ個性があります。特

に、業務の方向性を決めていく立場にある管理者やサービス提供責任者がどんな考え

をもっているのか、事業所の方針や運営体制はどうなっているかなどを把握しておく

ことは重要です。  

２．ケアプランを育てるという感覚をもつ 

 新人のケアマネジャーにときどきみられるのが、利用者と合意したケアプランの内

容を重視するあまり、厳密な依頼をしてしまうケースです。「必ずこの時間に送迎し

てほしい」といった依頼の仕方では、サービス側が応えられなくなるおそれがありま

す。利用者・家族と相談したうえで、「だいたい午前のこの時間帯」「第一希望は

○、第二希望は○」と、幅のある依頼をすれば相手も受けやすくなります。 
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 また、最初のケアプランをつくった時点で心に留めておきたいのは、「はじめから

パーフェクトなケアプランはできない」ということです。サービス事業所はケアマネ

ジャーの把握していないさまざまな情報をもっています。最初のケアプランにこだわ

るのではなく、サービスを提供する人たちから情報をもらい、それを統合して全員で

ケアプランをよりよいものへと変えていくという意識をもつことが必要です。  

３．日頃の関係づくりを大切にする 

 事業者間で質の高い連携を築くためには、事業所から情報をもらった場合のフィー

ドバックが重要になります。すぐに行動が必要なケースではない場合も、その都度、

情報提供に対して感謝の気持ちを伝えることが、よりよい関係づくりの基礎となりま

す。 

サービス担当者会議の基本 

 サービス担当者会議は、ケースにかかわるサービス機関が一堂に会する貴重な場で

あり、チームケアを進めるうえで欠かせないものです。ケアマネジャーはここで、関

係者の招集、司会進行を行うなどの重要な役割を担います。全体のまとめ役を務める

ことが求められるため、サービス担当者会議は苦手というケアマネジャーも多いよう

ですが、まずは基本をおさえたうえで、円滑かつ有意義な場になるための努力をしま

しょう。  

１．会議の席順 

 一般的なビジネスマナーにおける会議室での席次は以下のとおりです。 
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 原則、司会（ケアマネジャー）は入口から最も遠い席に座ります。①～⑧の入口か

ら遠い順に上座から下座になっていきます。ただし、これはあくまでも基本です。利

用者宅で開催される場合はこの限りではありませんし、会議室等で行う場合でも、利

用者や家族の緊張を防ぐために、ケアマネジャーが隣に座ったほうがよい場合もあり

ます。また、お互いが初対面となる参加者がいる場合、緊張感を解くために当事者同

士が正面で向き合うことは避けるといった気遣いも必要です。特にポイントとなる意

見を出してもらいたい参加者（例えば、居宅での療養が大きな課題となっているケー

スでの訪問看護の看護師など）には、顔の見えやすい位置に座ってもらうことも意識

しましょう。いずれにしても、会議をスムーズに進行できるような席順を事前に考え

ておくとよいでしょう。  

２．司会進行において気を付けること 

 司会役を務めるケアマネジャーは、うつむいたまま進行メモを読み上げるようなこ

とは避け、利用者が理解しやすいよう、専門用語を使わずにゆっくり、わかりやす

く、はっきりと話すように心がけます。 

 参加者が発言しやすい雰囲気をつくることも大切です。「スムーズな進行」を意識

するあまり、司会であるケアマネジャーが一人で話し続けてしまうと、他の参加者が

発言のタイミングを失ってしまいます。 

司会としては、意識して間をとり、参加者の様子をうかがいながら進めていきましょ

う。 参加者からの発言は歓迎すべきことですが、検討しているテーマから話が大きく

逸れないようにコントロールすることも司会の大切な役割です。例えば、「皆さんお

忙しいなか集まっていただいていますので、発言はなるべく手短かにお願いします」

という具合に最初に告げておくのも一つの方法です。また、一つの発言に対して他の

人が意見を述べやすいよう、発言者の論点をまとめつつ、「この点についてはどうで

しょうか」という具合に参加者に発言をうながしていくのも有効です。  

サービス担当者会議の具体的な進め方 

１．事前準備 

 参加者がベテランのサービス担当者ばかりだったりすると、特に新人のケアマネジ

ャーはサービス担当者会議に大きな不安を抱きがちです。しかし、そうした不安も事

前準備をしっかりすることで、ある程度回避できます。 

 まず、参加者を招集する際、会議の開催目的を具体的に伝えましょう。「ケアプラ

ン変更」が目的であったとしても、具体的に「どんな変更が必要になるのか」「その

背景にはどんな状況があるのか」「参加者にどんな知恵を求めたいのか」といった点

をメールや FAXなどの文書も使ってしっかりと伝えます。こうすることで、参加する
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側の目的意識や「何を準備したらよいか」が明確になり、活発な意見が出やすくなり

ます。 

 日程調整も頭を悩ますところですが、どうしても全員の調整がつかない場合、「会

議の主たる論点」に欠かせない人の日程を最優先します。例えば、利用者の身体機能

低下にともなう課題が中心となる場合、リハビリの担当者を最優先にするといった具

合です。 

 招集が済んだら、開催前日までに、頭の中で当日の会議をシミュレーションしてみ

ましょう。時間配分の見積もり、進行メモの作成、座席の配置などを考えることも重

要です。  

２．会議の進め方 

 サービス担当者会議は、おおむね次のように進めます。 

 ①開始の挨拶 

 開会の挨拶のなかで、今回の会議の目的を説明します。このとき、終了時刻をあら

かじめ伝えておくと、参加者の集中力を途切れさせることなく、効率的な会議運営が

しやすくなります。 

 ②参加者紹介 

 初回の場合や初めての参加者がいるときは、簡単に自己紹介をしてもらいます。全

員がすでに顔を合わせている場合でも、司会が参加メンバーを一通り紹介しましょ

う。 

 ③各議題の検討 

 レジュメや資料をもとに議題を検討します。このとき、「何かありますか」という

具合に漠然と意見を求めるのではなく、課題整理総括表やケアプラン原案の内容など

を具体的に説明したうえで、各専門職からの見解をもらうようにします。 

 ④各議題のまとめと利用者・家族の意向確認 

 議題ごとにケアマネジャーがまとめを行い、そのつど利用者・家族に意向を確認し

ます。利用者・家族に迷っている様子が見られたときは、当人が懸念していると思わ

れるポイントについて「こういう点は大丈夫ですか？」と確認し、思っていることを

話していただきましょう。 

 ⑤会議全体のまとめと課題の整理 

 各議題について話し合われたことをまとめ、参加者全員に最終確認をとります。会

議のなかで新しい課題や持ち越す課題が出てきた場合には、各担当者から後日報告を

もらうようにします。 

 ⑥閉会の挨拶 

 集まってもらったことへの謝意を述べ、次回の開催が決まっていれば日程を知らせ

ます。 
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３．アフターフォロー 

 終了後は、利用者・家族に対するねぎらいの言葉を忘れないようにしましょう。 

 

ⅴ、モニタリング場面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モニタリングとは 

サービスの利用開始とともに介護支援専門員は、実施状況をモニタリングする。 

 

 

 

 

 

サービス実施状況のモニタリングの視点 

 

 

 

・居宅サービス計画の実施状況や利用者と家族の状況について利用者とその家族、またサ

ービス担当者等との継続的な連絡調整を行え、また、少なくとも一月に一回利用者宅を

訪問し面接する。 

・多職種の多角的な視点、サービス提供によって明らかになったことや課題等について確

認する。 

 

・目標達成のために設定したサービスが妥当であるか 

・サービスの実施状況が援助方針や援助目標に向けた内容であるか、目標をどの程度達成

しているか等。 

 

目標 

①目標に対する各サービスの達成度（効果）の検討方法がわかる。 

②モニタリングの記録作成がわかる。 

③居宅サービス計画の再作成を行う方法がわかる。 

 

指導内容 

①事前に利用者の基本情報を伝達し、モニタリングのポイントと、その把握方法を説明します。 

②モニタリングの場面に同行訪問させ、聞き取り方法を見学します。 

③関係機関への連絡などによるモニタリングの方法について説明します。 

④モニタリング後の記録について説明します。 

⑤モニタリング後の再評価について説明をします。 

⑥「一人暮らしの事例」「認知症の事例」「入退院/入退所の事例」「インフォーマルによる支援を活用している

事例」「ターミナルケアの事例」を見学する場合は、その特徴や支援の留意点等を説明します。 

 

この訪問学習で具体的に何を学

んでもらいたいか（学習のねら

い・ポイント）を設定 
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利用者やその家族へのモニタリングの視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価 

 

 

 

 

（参考） 

◎要する能力  面接力・高齢者理解・家族理解・解説力・情報収集、分析力 

 

◎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（老企２９号）他法 

   

※留意点 

◇毎月のモニタリング、記録は必須（行わないと減算） 

◇モニタリングには再アセスメントの視点もある。 

◇事業者へのモニタリングも重要 

◇モニタリングは、利用者、家族の意向や満足度、目標の達成度、事業者との調整、居

宅サービス計画の変更の必要性などを書いておく。 

◇支援経過記録の記入 

 

 

・サービスの実施に効果があり、生活が支えられていると利用者やその家族が実感してい

るか介護支援専門員から見て効果の有無を判断することである。 

 

・介護支援専門員は、モニタリングにより利用者が適切かつ効果的にサービスが利用でき

るように援助する。 

 

・現在の援助内容で生活を支えられていない場合は、再アセスメントを行う。  

 

・新たに別の生活課題が発生している場合は、再びアセスメントに戻り、ケアマネジメン

トプロセスを踏む  

 

・モニタリングによる観察の積み重ねに基づき、一定期間のサービスの利用状況(実施

状況)について総括する。 

・介護支援専門員自身が行った利用者とその家族に対する支援やサービス実施機関の

諸活動について、利用者とその家族の生活にどの程度効果的であったか、目標達成度、

利用者とその家族の介護支援専門員への満足度、利用者の意欲を引き出せたのか、ス

トレングスを活かした支援であったか、反省、改善すべき点は何かを検証する。 

・ケアプランを構成する各要素について、適切に分析、設定、選択されていたか検証す

る。 
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モニタリングで意識したい基本 

１．サービス開始後の変化を見逃さない 

 モニタリングで重要なのは、変化を見逃さないことです。「前回の訪問から今回の

訪問までの間に大きく変わったことはないか」「本人の健康状態はどうか」「介護者

の体調など介護環境に変化はないか」などのチェックが必要となります。その際、あ

らかじめ利用者の「生活が揺らぎやすい要素」（本人の疾患の状態や介護者の介護力

など）を整理しておくと、モニタリングの際に焦点を合わせやすくなります。 

２．ニーズの変化を確認する 

 モニタリングには、利用者の現在の状態像を把握するだけでなく、初期のアセスメ

ントで把握したニーズが現在も適切であるかを吟味するという要素もあります。もし

も、現在のニーズがケアプランを立てた時点のニーズと違っていれば、サービスの内

容が不適切なものになってしまう可能性があります。そのような場合は、ケアプラン

の修正が必要になってきます。 

３．モニタリングの継続で信頼関係を築く 

 モニタリングを継続的に行うことによって、利用者・家族・サービス提供者との信

頼関係を築くことも重要です。ケアマネジャーが利用者の生活状況や身体状況、家族

の疲労度などにきめ細かく気を配り、それぞれの変化に適切に対応した支援を調整す

ることができれば、利用者・家族からの信頼は強まっていきます。また、直接サービ

スを提供するサービス事業者から寄せられる声に真摯に耳を傾け、疑問に的確に答え

たり、もたらされた情報を効果的な支援に結びつけたりすることができれば、事業者

からの信頼感も増していきます。 

モニタリング時の注意点 

１．利用者・家族の視点を中心に置く 

 モニタリングを行う際に心がけたいのは、利用者・家族の視点を中心に置くことで

す。ケアプランに位置づけた各サービスの実施状況を把握することがモニタリングに

おける主業務になりますが、同じように重要なのは、利用者・家族がサービスにどの

くらい満足しているかという点です。ケアマネジメントの実施にあたっては、利用者

およびその家族の主体的な参加が不可欠だからです。 

 モニタリングに際しては、利用者・家族に対してサービスの満足度を尋ねることを

忘れないようにしましょう。  
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２．サービス担当者からの情報を活用する 

 ケアマネジャーよりも利用者に長い時間かかわるサービス担当者からの情報は、モ

ニタリングにおいても役立つことが多いものです。担当者から情報を受け取った際に

は、必ず感謝の気持ちを伝えましょう。また、もらった情報に対してすばやく行動を

起こすことも重要です。情報提供者のもとに駆けつけて詳しい話を聞いたり、情報に

基づいて利用者の状態を確認して結果をきちんと返したり、必要ならケアプランを変

更するなど、「ケアマネジャーに情報を伝えてよかった」と思ってもらえるような努

力をしましょう。サービス担当者はモニタリングにおける重要なパートナーと言えま

す。  

３．サービス提供の現場に出向く 

 担当者からの情報に頼るだけでなく、実際にどのようにサービスが行われているか

を自分の目で確かめることも、ケアマネジャーにとって重要な仕事の一つです。サー

ビス提供現場においては、サービス利用時の本人の気持ちもモニタリングのポイント

となります。どのような表情で過ごしているのかをしっかりと観察しましょう。ま

た、通所サービスの利用時などに利用者と話をすると、自宅に居るときとは違う話を

聞くことができる場合もあります。 

訪問系サービスにおけるモニタリングについて 

 通所系や宿泊系サービスと異なり、利用者の自宅でサービス提供が行われる訪問系

サービスでは、モニタリングに際していくつかの留意点があります。 

１．事前に利用者や家族の了承を得る 

 サービス提供場面に突然ケアマネジャーが訪問すると、利用者や家族は驚いてしま

います。例えば、「明日、ヘルパーさんが来ているときに伺いたいのですが、よろし

いでしょうか？」と事前に了承を得るようにしましょう。 

２．基本的にはサービス事業所に事前連絡をする 

 時間枠をフルに使ってサービスを提供している事業所は少なくありません。サービ

ス提供中のどの時間帯に伺えば迷惑にならないかを、事前に確認しておく配慮が必要

です。ただし、利用者側から「サービスの質」についての疑問や苦情が寄せられた場

合は、抜き打ち的なチェックが必要なこともありますので、この限りではありませ

ん。 

３．見せてほしいケア内容があれば、その旨を告げておく 

 事業者には、例えば、「食事介助の場面を見たいのですが、何時頃おじゃましたら
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よろしいでしょうか？」とリクエストしてみましょう。同時に、なぜその場面を見た

いのかも伝えます。 

４．サービス担当者・利用者の双方と話をしたいときは、サービスの終了直前に訪ね

る 

 サービスの終了直前であれば、「利用者から離れて後片づけのみ」という状況も多

いので、サービスを担当しているスタッフと会話を交わしても手を煩わせるおそれは

少ないでしょう。また、スタッフが退出した後で利用者に感想を聞くこともできま

す。 
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ⅵ、給付管理業務場面等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護報酬に関する基本的な考え方と給付管理 

１、介護報酬の基本構成 

 

 

２、介護報酬の算定構造 

３、支給限度額管理 

４、単位数単価（地域差） 

５、サービス相互間の算定関係 

出典：厚生労働省 

目標 

①保険給付及び給付管理のプロセスがわかる 

指導内容 

①介護報酬の基本構成について説明します。 

②介護報酬の加算、減算の意義について説明します。 

③サービス費用の算出方法、サービス利用票の交付や提供票交付の手続き、サービス実績の確認

方法、介護給付費請求書・明細書の作成、国保連への請求手続き等一連の流れを説明します 

この訪問学習で具体的に何を学

んでもらいたいか（学習のねら

い・ポイント）を設定 
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サービス算定マトリックス 

出典：国保連合会 
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※留意点 

◇給付管理とプラン作成は同時並行して行われている。 

◇給付管理表は利用票、別表から作成 

◇サービス事業者は給付管理表より多くは請求できない 

◇月途中で居宅介護支援事業所が変更となった場合には、月末時点での居宅介護支援

事業所が給付管理と請求を行う。 

◇月途中での介護度に変更の場合は、月末時点での要介護度区分で報酬請求 

◇介護度によって報酬の違うサービスは変更日を基準 

◇現在はパソコンデータを伝送するのが一般的で、平成３０年４月から ISDN は使えな

い。インターネット経由での請求となる。 

◇過誤調整 

◇突合不一致、返戻等の対応もある。 

 

給付管理業務の流れと書類の作成について 

 ケアマネジャーが行う給付管理業務は、①１か月単位で個々の利用者の介護保険サ

ービスの利用予定を作成し、②サービス提供事業者との調整を行い、③サービス提供

後は実施内容を確認し、④国保連に必要書類を送付するという一連のプロセスから構

成されています。この流れを具体的な書類の作成として、整理したのが以下の図で

す。 
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給付管理のプロセス

 

１．「サービス利用票」、「サービス利用票別表」の作成と交付 

 ケアマネジャーは利用者個々に、１か月単位で介護保険サービスの利用予定として

「サービス利用票」と支給限度額の管理や利用者負担額などの概算書となる「サービ

ス利用票別表」を作成（利用者用と事務所用に２部作成します）し、利用者に交付し

ます。「サービス利用票」の内容に利用者の同意・確認を得られたら、「同意署名

欄」に署名または捺印をしてもらい、１部を利用者に交付し、１部を控えとして保管

します。 

２．「サービス提供票」、「サービス提供票別表」の作成と交付 

 次に、「サービス利用票」から各サービス事業者に関係する部分を転記して「サー

ビス提供票」と支給限度額の管理を行うための「サービス提供票別表」を作成し、そ

れぞれのサービス事業者に交付します。 
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３．実績が記入された「サービス提供票」、「サービス提供票別表」の確認 

 各サービス事業者は、「サービス提供票」にもとづいてサービスを行い、提供した

サービスの実績をサービス提供票の「実績」欄に記入していきます。 

 その月のサービス提供がすべて完了した後、実績が記された「サービス提供票」お

よび「サービス提供票別表」は、ケアマネジャーに返送されますので、そこに記され

ている実績を控えとして保管していた「サービス利用票（控）」に転記し、「サービ

ス利用票（控）」の予定と「サービス提供票」の実績に食い違いがないか確認しま

す。 

仮に、利用者の都合などで予定通りにサービス提供がなされなかった場合は、利用者

に確認をとるなどして、サービス事業者側の記す実績に間違いがないかを確かめ、

「サービス利用票（控）」の実績欄を埋めていきます。 

４．「給付管理票」の作成と国保連への送付 

 「サービス利用票（控）」が完成したら、その内容を転記して「給付管理票」を作

成します。「給付管理票」は毎月 10日までに国保連に提出します。その際、居宅介護

支援にかかる費用の請求書（居宅介護給付費請求書）も作成し、あわせて送付しま

す。 

 国保連には、各サービス事業者から介護給付費の請求書と明細書が届いています。

明細書の内容とケアマネジャーから届く「給付管理票」を突合して確認が行われ、各

サービス事業者に給付費が支払われるという流れになります。 

※参考 

請求の詳細は栃木県国保連合会を参考にしてください。 

・介護給付費等の請求について 

・介護給付費等請求に係る返戻等の対応について 

・介護給付の手引きについて 
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ⅶ、各プロセスにまたがって生じる業務について 

(a)介入 

・利用者や家族の状況等に関する随時の情報提供、 苦情や事故発生時には、迅速に

運営基準や保険者の定めに則って対応が必要である。 

(b)給付管理 

・居宅介護支援事業者の業務として介護支援専門員は、毎月市町村(国保連が委託を

受けて実施)に対し、 居宅サービス計画に位置付けられている指定居宅サービスに

関する情報を記載した文書を提出しなければならない。(基準第 14 条) 

・要介護認定に基づく要介護度に応じて、 保険給付の額に制限がある。 区分支給

限度額が設定されており、 サービスの利用状況により、 当該額を超える場合には、 

超えた分のサービス利用に係る費用は利用者負担となる。 

その他の業務 

・居宅介護支援事業者は、従業者、設備、 備品、会計に関する記録を整備するほか、 

利用者に関する文書をその完結の日から二年間保管しなければならない。 ただし、 

市町条例により保管年月（5年） 

保管する文書は次のとおり 

( i )サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

( ⅱ )居宅介護支援台帳 

・居宅サービス計画・アセスメントの結果の記録・サービス担当者会議等の記

録・モニタリングの結果の記録・苦情の内容等の記録・事故の状況及び事故に

際してとった処置についての記録・サービス担当者会議の運営に係る支援 

 

・所属する事業所等の主任ケアマネジャーの指導を仰ぐ。 

・利用者の生活上の課題が多岐に渡る場合や、虐待の疑いやインフォーマルな支援が必

要な場合など支援困難な事例については、地城包括支援センターと連携する。 

・地域ケア会議を活用する。 
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 ２-２課題 ２について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 作成課題の指導（最終日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①事前に、実習協力者の基本情報（ ・相談の経緯 ・主訴 ・家族構成 ）を説明します 

②医療情報は、主治医からの情報を伝達します。 

③情報収集する際に、相談援助職としての基本姿勢について説明します。 

④実習者が面接での聞き取り内容について、要介護認定調査項目も含めて理解しているか確認し

ます。 

⑤実習協力者に対する配慮や留意点について説明します。 

⑥実習協力者宅を同行訪問し、アセスメント場面の体験をさせます。 

①実習最終日に、実習者が課されている課題の作成（6 ページ参照）ができたか確認します。 

②実習者から作成したケアプランについて、アセスメント等の内容をもとに１５分程度発表して

もらいます。（アセスメント手法やケアプランについての評価、指導は必要ありません） 

③作成した課題から、理解度を確認し不足している内容があれば指導します。 

④課題作成をねぎらい講評します。 

⑤課題は、後期研修で使用するため、実習者に返却します。その日のうちに返却できない場合は

後期研修が始まる前までに必ず返却できるように調整してください。 


