


2015 2040

(万人) (％) (万人) (％)

総数 469,850 100.0 396,403 100.0

0-14 54,029 11.5 34,704 8.8 

15-64 302,708 64.4 209,057 52.7 

65-74 64,134 13.6 69,896 17.6 

75-84 36,574 7.8 45,652 11.5 

85＋ 12,405 2.6 37,094 9.4 
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図.年齢階級別人口の変化 図. 年齢階級別人口の伸び率の推移

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）」より作成

人口構造の変化（市川市）



今回の内容

１．市川市での地域ケア会議

２．地域ケア会議での留意点

３．まとめ～今後の地域ケア会議



市川市主催の地域ケア会議 （介護福祉課）

・市川市内を4圏域（北部・南部・東部・西部）に分け、

1つの圏域で3～5事例

・主な対象者は、事業対象者、要支援１・２

・目的は、自立支援及びケアマネジメント支援

・現在は、各圏域、年1回程度



地域ケア会議へのリハビリ専門職の推薦

・市川市リハビリテーション協議会が、４つの圏域から

それぞれＰＴ・ＯＴ・ＳＴ1名ずつ、計12名を選出し、

推薦する

・選出の基準は

①市川市リハビリテーション協議会会員であること

②該当圏域の病院・施設に所属していること

（その圏域の事を把握していること）

③顔の見える関係。この方であれば安心して

任せられると、理事・役員が推薦できる者



市川市での地域ケア会議の流れ（～当日まで）

①各圏域ののPT・OT・ST推薦者を市川市リハビリ協議会

が人選し、介護福祉課に送付する

②介護福祉課が各参加者に連絡し、日程調整を行う

③およそ2週間前までに、事例と資料がアドバイザーの

方に郵送されてくる （会議後、回収）

④事例提供者と介護福祉課は事前に打ち合わせを行う

（聞きたい所を明らかにするようにしている）



地域ケア会議資料（２週間前までに郵送）

• 利用者基本情報 ※市川市は独自の書式

• 基本チェックリスト

• ケアプラン（介護予防サービス・支援計画表）

• その他（興味関心チェックリストなど）

※事前に読み込んで、質問や助言を準備してくる





口腔内ケア

うつ予防

物忘れ予防

閉じこもり予防

運動不足

栄養改善







市川市での地域ケア会議の参加者（当日）

司会進行：介護福祉課

参加者：

・担当ケアマネジャー

・ PT・OT・ST 各1名ずつ

・薬剤師（H30年度より）

・サービス事業所

・社会福祉協議会（圏域担当）

・本人、家族、

・健康支援課・地域支えあい課・介護福祉課職員

・地域包括支援センター職員等

※1事例30～40分×3～5事例



当日の地域ケア会議の流れ（１）

①担当ケアマネジャーからプランの説明（5分程度）

・現在の状況に至った要因（個人因子・環境因子）を

簡潔に説明する

・生活機能評価の説明→改善可能なポイントはどこか？

・上記を踏まえたプランと3ヶ月（6ヶ月）後の

到達地点を説明する



当日の地域ケア会議の流れ（２）

②サービス事業者から状況や支援方針の説明（3分）

・サービス事業者から改善可能なポイントを補足

③アドバイザーからの質疑



当日の地域ケア会議の流れ（３）

④意見交換（10分～20分）

参加者は、自らの専門分野を中心に内容をチェックする。

PT・OT・ST：疾病特有の予後、機能改善のポイント、

生活上の注意点

薬剤師：薬の効果、評価、多剤併用の影響、注意点、

地域で協力できること等

保健師：想定される医療上のリスク、注意点、地域の活動の情報

社会福祉士：独居、認知症等に対する権利擁護的な視点

主任ケアマネジャー：自立支援に資するプランか、

サービス量は適当か

コミュニテイワーカー（社協職員）：自治会の様子や地域情報

⑤まとめ



その他の市川市での地域ケア会議

・地域ケア会議は、困難ケースについて、市川市の

地域包括支援センターが主催するものもある

・困難事例への支援として、ケアマネージャや

関係機関から相談があり、本人に許可を得て

必要とされた場合に開催となる

・団地から当施設デイケアに通っている独居の事例

・ショッピングセンターと銭湯にシルバーカーで通う事例



地域ケア会議参加者の感想

・生活レベルでの助言をいただき、生活に沿った目標への

アドバイスとなっている

・福祉用具の選択についてアドバイスをいただいたので検討したい

・新しい視点や具体的な内容を教えていただき、今後考えていきたい

・興味関心シートからのアドバイスで、本人の望んでいること、

やりたいと思うこと等で目標設定ができる

・自助具や環境面の工夫や自宅にありそうなものでの訓練など

話が聞けて参考になった



地域ケア会議に参加したリハビリ職の感想

・貴重な機会を頂き、とても勉強になった

・各職種の専門性の意見を踏まえつつ、事例検討できた

・事例を通して、地域の事情が把握できた

でも、こんな声も

プレッシャーが半端なかった
怖かった。一度でいいかな



今回の内容

１．市川市での地域ケア会議

２．地域ケア会議での留意点

３．まとめ～今後の地域ケア会議



① 地域ケア会議の目的と背景を踏まえる

・目的は、事例を通した

－自立支援のためのケアマネジメントへの気づき

－地域の課題の把握

－今後、起こさないための予防対策

・多忙な業務の中、経験のある該当圏域の

ケアマネジャ―が事例を出してくださっている

否定し合う、たたき合う
事例検討会の場ではない



② 環境因子の捉え方とその把握

・環境因子は家族や自宅環境だけではない

⇒家の外（住んでいる地域）も重要な環境因子

・近くに買い物ができる所・銭湯の有無

・近くに助けてくれる友人がいる

・その事例の環境を把握し、検討することの意味

⇒その地域の課題把握や今後の対策につながる

その方の生活範囲は把握しよう



健康状態

活動 参加

環境因子 個人因子

・身体機能
（筋力／柔軟性
感覚／随意性／反射
バランスなど）

・精神・認知面
（記憶力／注意力
コミュニケーション

病識など）

心身機能

・ADL（移動／食事／トイレ

更衣／入浴など）

・IADL（家事／買い物

服薬・金銭管理など）

・趣味活動など

現病歴・合併症・既往歴・・・

・仕事
（有償／無償）

・他者との関わり
・地域との関わり

家族／資産
自宅／自宅周囲／地域／交通

性別／人種／年齢／性格／嗜好

生育歴／教育歴／習慣・・・



③ 資料の読み解き方

・少ない資料で対象者をどうイメージするか？

・資料の項目と項目の組み合わせ

・資料と資料との組み合わせ

・服薬・栄養の影響など医療マネジメントの視点

・その方のライフストーリーとその地域の影響



口腔内ケア

うつ予防

物忘れ予防

閉じこもり予防

運動不足

栄養改善



④ 質問の意図と目的

・自分が聞きたい質問

⇒事例提供者に気づきを与える質問と確認

・なぜその質問をするのか？その意図と目的は？

・事例に対する助言を先に意識しておいてからの質問

・参加している他の職種に質問・確認するのも手

どうすれば事例提供者に気づいてもらえるか？



⑤ 楽しい地域ケア会議にするために

・どうすれば違う視点に気づいてもらうか？

⇒事例や地域にとっての、今後のプラスになる

・自分だけが聞きたい・話したい

⇒必要に応じてより専門知識のある方に振る

・他の職種で否定し合う・たたき合う事例検討会

⇒支え合う事例検討会の場

次へのつながり



今回の内容

１．市川市での地域ケア会議

２．地域ケア会議での留意点

３．まとめ～今後の地域ケア会議



地域ケア会議とは

地域包括ケアシステムの実現に向けたツールの一つ

①多職種の第三者による専門的支援を交えて、

ケアマネジメントの質の向上を図る

②個別ケースの課題分析等の積み重ねにより

地域課題を発見する

③地域に必要な資源開発や地域づくり、介護保険

事業計画への反映などの政策形成につなげる など





(出所)厚生労働省資料



今後の地域ケア会議～展望～

地域ケア会議を通した地域課題の把握と共有

↓

地域ケア全体会議の開催と、そこへの関与

↓

市川市計画への反映

↓

まちづくりへの貢献



今後の地域ケア会議に関する
市川市リハビリテーション協議会～展望～

・市川市の地域ケア会議の実際（概要・留意点・期待

されることなど）に関する研修会

・リハビリ専門職が地域ケア会議に参加し、意見を言う

ことを楽しく思ってもらえる

・リハビリ専門職が地域ケア会議に参加する事で、

参加者に気づきを与えられるようになる



市川市リハビリ
テーション協議会

多職種研修会

地域ケア会議

住民主体の通いの場

地域
支援

協同
派遣

地域
支援

地域
支援

地域
支援

介護サービス事業所

所属先
事業所

無理なく楽しくできる範囲で


