
令和３年度
大阪市ケアマネスキルアップ

事業研修資料
⽣野区、此花区、淀川区、⻄淀川区

阿倍野区、淀川区、東成区、東淀川区
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内容
1. 令和３年度ケアプラン点検結果について
2. 介護保険最新情報Vol.958から「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」の改正について
3. ケアプラン点検支援マニュアルからの点検
4. まとめ
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１．ケアプラン点検結果と解説
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今回の点検内容
• 対象区（８区）︓⽣野区、此花区、淀川区、⻄淀川区、阿倍野区、東成区、
浪速区、東淀川区

• 収集事例︓全 ３９２件の事例を点検
• 点検事例︓暫定ケアプランの事例
• 点検項目
1. 課題分析⼿法を⽤いた課題分析（アセスメント）が適切に⾏なわれてい

るか。
2. アセスメントの結果から⽣活課題と目標設定が⾏われているか。その上

でのサービス計画となっていますか。
3. 特定のサービス・特定の事業所に偏っていませんか。適正なサービス量

ですか。
4. サービス担当者会議が適切に⾏なわれているか。⽋席者からの意⾒照会

や各自の役割分担など合意を得ているか。
5. モニタリング・評価表を適切に⾏っていますか。
6. 総合評価
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（１）課題分析⼿法を⽤いたアセスメン
トが適切に⾏われているか
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アセスメントにおける情報収集関連項目
アセスメントが詳細でなく不⼗分なケース
アセスメントシートが標準項目を満たしていないケース
（アセスメントシートの提出がないケース）
利⽤者基本情報（相談者・既往症・趣味・法制度・経済状況・
家族関係・住宅⾒取図・緊急連絡先・ジェノグラム・⽣活歴
等）の記載が不⼗分なケース

通院・受診記録等の医療情報の記載が不⼗分なケース
特記事項の記載が不⼗分なケース
利⽤者の強みや弱みの記載が不⼗分なケース
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国際生活機能分類（ＩＣＦ）

健康状態

心身機能・構造 活 動 参 加

個人因子環境因子

出典：平成16年1月 高齢者リハビリテーション研究会の報告書

機能障害 活動制限 参加制約

生活機能

人が生きていくための機能全体を「生活機能」としてとらえ、
①体の働きや精神の働きである「心身機能」
②ＡＤＬ・家事・職業能力や屋外歩行といった生活行為全般である「活動」
③家庭や社会生活で役割を果たすことである「参加」

の３つの構成要素からなる

40

利⽤者像
（⽣活歴・
⽣活背景）
など

利⽤者と家
族や支援者
との関係

居住環境
（居室や⽣
活動線な
ど）

利⽤者の強
みや弱み

出来ること、出来ないこと
したいこと、したくないこと等
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アセスメントの振り返り



アセスメントにおける課題分析関連項目
情報収集とケアプランとの整合性がないケース
（アセスメントシートの提出がないケース）
分析内容の記載がない⼜は不⼗分なケース
今後の利⽤者の予測や対応についての記載が不⼗分なケース

暮らしの中の困りごと（問題のある現状︓〇〇ができない）
①原因（〇〇のために）、②状態（〇〇状態で）、③問題（〇
〇出来ずに困る）、④意欲（〇〇出来るようになりたい、〇〇
したい）
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ICF思考による情報整理
現状の原因を捉えるには、何が影響をしているのかピックアッ
プしてみましょう。

健康状態（疾病や変調、疾病の管理など）からの影響はないか。
背景因子の環境因子（家族や支援者、居住環境、地域など）か
らの影響はないか。

背景因子の個⼈因子（利⽤者の⽣活歴や性格、⽣活背景や暮ら
しぶり、趣味嗜好など）からの影響はないか。

現状が続くことのリスク予測（個⼈・環境）とリスク回避策
改善のためのアプローチ（個⼈・環境）とそれに伴う利⽤者の
変化の予測（⾒通し）
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国際生活機能分類（ＩＣＦ）

健康状態

心身機能・構造 活 動 参 加

個人因子環境因子

出典：平成16年1月 高齢者リハビリテーション研究会の報告書

機能障害 活動制限 参加制約

生活機能

人が生きていくための機能全体を「生活機能」としてとらえ、
①体の働きや精神の働きである「心身機能」
②ＡＤＬ・家事・職業能力や屋外歩行といった生活行為全般である「活動」
③家庭や社会生活で役割を果たすことである「参加」

の３つの構成要素からなる

40

再掲
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現状が続くことのリスクとリスク回避
健康状態や背景因子（環境因子⼜は個⼈因子）からの影響が続
くことにより、現在は起こっていないが、このまま続けば発⽣
する事柄（リスク）が予測される場合があるかを検討しましょ
う。

予測されるリスクが発⽣しないよう、どのように回避するか、
あるいは、軽減するかを検討します。

また、その回避策や軽減策を改善のためのアプローチとともに、
ケアプランにつながるような取り組みとして検討します。
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改善のためのアプローチ（個⼈・環境）
利⽤者自⾝が取り組むこと、取り組めそうなことを検討します。
家族や支援者、その他、地域の協⼒でできそうなことを検討し
ます。

ケアチームで取り組むことや支援することを検討します。
環境の設定や⽤具の活⽤などの検討を⾏い、利⽤者自⾝が⾏え
ることを増やすアプローチ方法

利⽤者自⾝に⼒をつける援助（知識や能⼒などをつけること
等）を⾏い、ゆくゆくは利⽤者自⾝が⾏えることを増やすアプ
ローチ方法

利⽤者がすることの⼿助けや利⽤者の代わりに⾏うアプローチ
方法
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アプローチの結果を予測する（⾒通し）
各種アプローチの結果、利⽤者がどうなるかを予測します。
利⽤者自⾝に働きかけるアプローチをとれば、利⽤者自⾝に⼒
がついた姿や自⾝で実施している姿を目指すことにつながりま
す。（改善の姿が描ける）

利⽤者に代わり、実施するアプローチをとれば、援助を受ける
ことで利⽤者の現状が維持できる姿を目指すことにつながりま
す。
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⾒通しが⽴てばニーズが把握できる
利⽤者や家族へ⾒通しを説明して、利⽤者の意向を確認します。
⾒通しを伝えることで、利⽤者や家族もこれから先の暮らしへ
のイメージが持てるようになります。

利⽤者や家族は、これからの暮らしについて、どのようになる
ことが望ましいと考えているのかを確認することができます。

利⽤者や家族は、これまでの暮らしに戻りたいと考えているの
か、あるいは、新たな暮らしを考えているのかなどが、把握で
きます。

利⽤者や家族の意向が明らかになると、現状の暮らしの困りご
とをどうしていきたいのかということが明らかになります。
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（２）アセスメント結果から⽣活課題と目標設定が⾏われている
か、⼜、その上でのサービス計画になっているか
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アセスメントでニーズと目標にあたり
（⾒当）をつける
課題分析の結果、意向を明確にすることで、現状を改善する意
欲に転換することができます。⇒（〇〇したい）というニーズ
になります。

アプローチの結果を予測すると、取り組んだ結果としての利⽤
者像を描くことができます。⇒（〇〇出来るようになる）改善
を目指す場合の目標、（（援助を受けることで）〇〇出来る）
維持を目指す場合の目標が考えられます。

目標設定で重要なのは「短期目標」です。
具体化させるには、セルフケアなど利⽤者が⾏うこと（サービ
ス内容）に対し、その結果（利⽤者の姿）を考えます。

16



（３）特定のサービス・事業所に偏って
いないか
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社会資源活⽤の検討
原則的な検討の視点は、「改善のためのアプローチ（個⼈・環
境）」でお伝えした通りです。（利⽤者の⼒を⾼める方策には、
リハビリ等の専門職種の関りが必要です。）

社会資源の活⽤に当たっては、「複数のサービス事業所紹介」
「サービス事業所の選定理由」を明確にしておくことが必要で
す。（運営基準第4条関係）

利⽤者に提供されるサービスが特定の種類⼜は特定の事業者に
偏することのないよう、公正中⽴にケアマネジメントの実施を
⾏ことが大切です。（運営基準第4条関係）
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（４）サービス担当者会議が適切に⾏わ
れているか
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サービス担当者会議での情報共有と記録
サービス担当者会議を実施した場合は、第4表「サービス担当
者会議の要点」に、会議の要点を記録します。

サービス担当者会議の開催を⾏わない場合、⼜は、サービス担
当者会議について出席できない方がいた場合、「サービス担当
者会議への照会」を⾏います。

その場合の記録については、サービス担当者会議の要点⼜は他
の書類に記録を⾏うことになります。
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医師との連携について
初回のケアプランを作成する場合の連携は、意図的に介護支援
専門員から連携を進めることが大切です。

（後々のため、連携方法を確⽴しておきましょう。）
初回以外のサービス担当者会議においては、日常の連携場面で
医師から把握した情報を、共有することも大切です。

（主治医が必ずサービス担当者会議に出席しないと、連携や情報
共有が図れないものではありません。）
医療系サービスをケアプランに位置付ける場合は、主治医等の
意⾒を求め、そのケアプランについては、主治医等へ交付する
必要があります。
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（５）モニタリング・評価表を適切に実施し
ているか、支援経過を適切に記録しているか
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モニタリングのイメージ

計画の実施状
況の把握

継続的なア
セスメント

事業者との
連絡調整
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「モニタリング」
計画実施後の活動は全てモニタ
リング（第5表等活⽤）

今の計画で想定した事柄から外
れる場合は計画変更になります。

計画作成時の⾒込み通り実施
が出来ているかどうか。
利⽤者や家族の思いに変化は
ないかどうか。
目標に向けた実施になってい
るかどうか。

当初のアセスメントから利⽤
者の様子に変化はあるのか。
心⾝（個⼈）・環境・意向は
変わってないかどうか。計画の実施状況はどうなって

いるのか。
利⽤者や家族の変化を捉えて
はいないかどうか。
個別サービス計画の変化はな
いかどうか。
計画の変更までもなく対応方
法を変えたりできるかどうか。



モニタリングの留意事項

モニタリングの結果の記録は、第5表やモニタリング
表を活⽤します。

モニタリングの結果の記録は、①利⽤者及びその家
族の意向・満⾜度等、②目標の達成度、③事業者と
の調整内容、④計画の変更の必要性等（⽼企第29

号）に関する記録を⾏います。
それ以外の日常の利⽤者等に関する記録は、モニタ
リングの活動の記録として、第5表に記載してくださ
い。
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（６）総合評価
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支援経過記録
支援経過記録は介護支援専門員のケアマネジメントの記録にな
ります。記録がないとケアマネジメント実践がないということ
につながりかねませんのでご注意ください。

ケアマネジメントの主な記録
インテーク（重要事項説明・契約等や面接等）
アセスメント（訪問と面接等）
プランニング⇒サービス担当者会議（担当者会議の実施とケア
プラン原案の説明と同意、ケアプランの確定、ケアプランの交
付等）

モニタリング（日々の記録、訪問と面接、結果の記録等）
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２．介護保険最新情報Vol.958から
「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」の改正

27

〇改正内容の表記について
「介護保険最新情報Vol.958からの抜粋です。「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」別紙１の改正内容について、⾚字下線部分及び⾚字下線⾒え消し部分は、今回追記
修正された内容です。⿊字部分は、変更がなかった部分です。以上に注意いただき、内容をご確認
ください。」
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〇「利⽤者の⽣活を総合的かつ効果的に支援するために重
要な計画」
⇒介護保険サービス利⽤だけでなく、利⽤者の⽣活にかか
わる援助も計画に盛り込むことが必要です。
〇「利⽤者本⼈の計画であることを踏まえ、わかりやすく
記載するものとする。」
⇒利⽤者自⾝にもわかりやすい記載が求められています。
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〇「利⽤者及び家族の⽣活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」とは
⇒まず、解決すべき課題が把握できていることが重要です。そのためには、利⽤者の主訴や相談内容等か
ら、利⽤者や利⽤者の環境がもっている⼒、利⽤者の現状の問題点を明らかにし、解決のための道筋を予
測し、⽣活課題を把握することが、課題分析です。

そして、利⽤者がどのような様子であることが⾒込まれるのかを評価したこと（専門職の⾒⽴て）を利
⽤者や家族と共有し、その上で、利⽤者がどのような暮らしをしたいと考えているのか、どのようにあり
たいと願っているのかということの、利⽤者及び家族の「⽣活に対する意向」が、課題分析の結果として
の意向ということです。
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介護保険最新情報Vol.38

「ケアプラン点検支援マニュアル」より
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介護保険最新情報Vol.38

「ケアプラン点検支援マニュアル」より

利⽤者や家族の思いは、サービス利⽤
を⾏っていくうちにも変化していきま
す。
モニタリング等を通じて、利⽤者等の
意向も確認を⾏いましょう。必要に応
じて、目標の変更等も検討しましょう。



〇総合的な援助の方針は、「利⽤者及び家族を含むケアチームが確認、検討の上、」確定がなされるもの
である。
⇒原案段階では「総合的な援助の方針」の仮案であり、確定されるのは、ケアチームで確認がなされた後
（サービス担当者会議の後）になります。
〇緊急事態が想定される場合は、想定内容や対応方法などを明確にしておくことが大切です。
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〇「３．その他」の事情の内容
について、例示がされています。
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〇ニーズの欄に追記されたこ
とは、「ニーズに対してどの
ような道筋で解決していくの
か、また、どのような姿を目
指すのか（目標）」という、
第2表の内容の説明が入って
います。
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39

〇サービス内容には、
家族だけでなくその他
の支援者による援助と
必要に応じて保険給付
対象外サービスを位置
付けることが明記され
ています。

〇訪問介護サービスに
ついては、運営基準第
13条第18号の2にあたる
理由の記載を示したも
のです。
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〇週間サービス計画表には、
第2表の援助内容で記載した、
保険給付内外を問わないサー
ビスを記載することが位置付
けられています。その他、頻
度と合っているかも確認しま
す。

〇主な日常⽣活上の活動につ
いては、例示項目が示されま
したので、その内容も含めて
記載します。

〇週単位外のサービスについ
ては、多様な主体によるサー
ビスも記載をします。
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検討内容には、各サービ
スにおけるサービス内容
と提供方法、留意点、頻
度、時間数、担当者など
の記載をします。

検討項目と検討内容につ
いては、一つの欄に合わ
せて記載しても構いませ
ん。
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〇支援経過には、従来から記
載を求められている、「モニ
タリングの結果」と、「介護
支援専門員等がケアマネジメ
ントを推進する上での判断や
介護報酬請求に係る内容等」
を記載します。

〇その他、記載に係る具体的
な例示がされていますので、
ご参照ください。
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３．「ケアプラン点検支援マニュアル
（平成20年厚⽣労働省）」からの点検
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居宅サービス計画書（１）
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質問１「記載事項に漏れがないよう、常に確
認をしていますか︖」
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 目的
 記載すべき内容の理解及び記載漏れがないかを確認する。
 確認ポイント
 必要事項の記載がされている。
 利⽤者及び家族の意向の記載がされている。
 介護認定審査会からの意⾒及びサービスの種類が記載されて

いる。
 総合的な援助の方針が記載されている。
 ⽣活援助中心型の算定理由が記載されている。
 類似及び補⾜質問
 居宅サービス計画書（１）に必要な事項がもれなく記載でき

ていますか︖
 第1表を読んで、居宅サービス計画全体の方向性がイメージで

きるようなものになっていますか︖



質問２「「課題」の整理はできましたか、またそ
れらの「課題」は「利⽤者及び家族の⽣活に対す
る意向」とに関連性はありますか︖」
目的
「課題（ニーズ）」と「利⽤者及び家族の⽣活に対する意向」
との間に関連性があるかを振り返り、アセスメントが適切に⾏
われていたかを確認する。

確認ポイント
標準課題分析項目等を活⽤し、課題の抽出が出来ている。
認定調査票、主治医意⾒書、被保険者証、サービス提供事業
所・者・主治医からの情報提供等、利⽤者及び家族からの情報
以外にも必要に応じて関係者からも意⾒を収集し、意向や課題
が明確になるように支援している。

課題と「利⽤者及び家族の⽣活に対する意向」との間に関連性
がある。 53



類似及び補⾜質問
利⽤者及び家族はこれからの⽣活について、どのようになるこ
とが望ましいと考えていますか︖

利⽤者及び家族は、どのような⽣活に戻りたいとお考えです
か︖

54



質問３「家族はどのようなおもいで、利⽤者を支
えていこうとお考えですか︖」
目的
家族がどのような思い（意識）で利⽤者を支えていこうと考え
ているか聴き取ることで、家族の「介護⼒（家族の支える
⼒）」や介護に対するおもいを確認することが出来る。

家族としての役割を果たすことは考えつつも、本⼈との関係に
悩んでいるなど、「家族としての葛藤」を理解しているかを確
認する。

確認ポイント
家族が今一番困っていることを受け止めた上で、家族として
「できること」「できないこと」を把握している。

家族が何気なくもらした「介護に対する⾔葉」をきちんと受け
止め、意識している。

介護支援専門員が思い描く家族像を押し付けていない。
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類似及び補⾜質問
ご家族は、本⼈にどのような介護サービスを受けてもらいたい
と考えていますか︖

介護サービスを利⽤し、どのような⽣活を送ってほしいと考え
ていますか︖

家族としては、介護サービスを利⽤することで、本⼈とどのよ
うな関りを続けたいと考えていますか︖
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質問４「利⽤者及び家族の「⽣活に対する意向」
は、アセスメントをすすめ、課題が明確になって
いく過程において、面接当初と比べてどのような
変化が⽣まれましたか︖」
目的
利⽤者及び家族からの要望をそのままサービス計画に反映させ
ているだけでないかを確認する。

確認ポイント
利⽤者及び家族の⽣活に対する意向とアセスメントの結果が合
致している。

介護サービスを利⽤するためだけの課題抽出になっていない。
利⽤者・家族が改善可能であると思う⽣活を具体的にイメージ
できている。
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類似及び補⾜質問
利⽤者及び家族の「⽣活に対する意向」は、アセスメント当初
からプラン原案作成までの経過の中で変化が⾒られましたか︖
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質問５「総合的な援助方針はどのようなプロ
セスを踏んで決定しましたか︖」
目的
総合的な援助の方針は、介護支援専門員が目指す方針ではなく、
ケアチーム（利⽤者及び家族を含む）としての総合的な援助方
針であることが理解できているか、また緊急事態が想定される
場合などの対応についてもケアチームで共有・調整できている
かを確認する。
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確認ポイント
利⽤者及び家族を含むケアチームが、目指すべき方向性を確認
し合える内容が記載されている。

緊急事態が想定される場合は、対応機関やその連絡先、対応の
方法等についての記載がされている。

サービス担当者会議の開催が⾏われたかを確認する。
サービス担当者会議が開催できなかった場合に、どのようにケ
アチームの方向性を確認し、合意形成したのかを確認する。

類似及び補⾜質問
総合的な援助の方針を⽴てる際、特に留意した事柄はどのよう
なことですか︖

総合的な援助の方針を⽴てるにあたり苦労した点はどのような
ことですか︖
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質問６「⽣活援助中心型を算定した理由を教
えて下さい。」
目的
居宅サービス計画に⽣活援助中心型の訪問介護を位置付ける場
合、その算定理由となる根拠を押さえることができているかを
確認する。

確認ポイント
単に形式的な要件のみでサービス提供の有無を算定していない。
⽣活援助中心型の算定理由を、介護支援専門員が根拠をもって
説明できる。

判断に迷う場合は、自分だけで判断せず、保険者、地域包括支
援センター等に相談し、客観的な意⾒を求めている。
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類似及び補⾜質問
⽣活援助中心型の算定理由を記載するにあたり、困ったことは
どのようなことですか︖

介護保険による訪問介護サービスと家政婦さんなどによる⽣活
援助の違いを理解し、説明できますか︖
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居宅サービス計画書（２）
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質問１「「⽣活全般の解決すべき課題（ニー
ズ）」の原因や背景を教えて下さい。」
目的
それぞれの課題（ニーズ）が導き出された経緯（原因や背景）
を振り返ることで、自⽴支援に向けた適切なアセスメントが⾏
われていたかを確認する。

確認ポイント
状態（状況）の改善・維持・悪化防止など、自⽴支援に向けた
アセスメントの視点をもとにそれぞれの課題（ニーズ）が導き
出されたかを確認する。

介護サービスを利⽤するための課題抽出となっていない。
課題の中にサービスの種類が記載されていない。
それぞれの課題（ニーズ）が導き出された原因や背景を押さえ
ている。
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類似及び補⾜質問
⽣活全般の解決すべき課題（ニーズ）は、どのような視点から
抽出されましたか︖その原因や背景となるものは、どのような
ことでしたか︖

⽣活全般の解決すべき課題は、本⼈・家族の意向や状態を踏ま
えて作成できましたか︖

課題（ニーズ）についてどんな情報を得て分析を⾏いました
か︖
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質問２「課題の優先順位を決める上で、大切
なことはどのようなことだと思いますか︖」
目的
優先すべき課題（例︓緊急である課題、医師等の専門職からの
課題等、本⼈の動機づけとなる課題、改善の効果が⾒込まれる
課題、悪循環を作り出す原因となっている課題）の整理が⾏え
ているかを確認する。
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確認ポイント
優先すべき課題の項目に応じた課題の整理が⾏えている。
利⽤者及び家族に予後予測を⽴てた根拠を説明している。
課題の優先順位に支障や理解の違いが⽣じた場合、調整してい
る。

利⽤者と家族のニーズの相違点については、第5表の「居宅介
護支援経過」に書き留めるなどの⼯夫が⾏えている。

介護支援専門員が一方的に提案した課題になっていない。
類似及び補⾜質問
⽣活全般の解決すべき課題について、利⽤者及び家族とともに
課題の順位をどのようにして決めましたか︖

⽣活全般の解決すべき課題について、優先すべき課題を、利⽤
者や家族にどのように確認をしながら決めましたか︖
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質問３「⽣活全般の解決すべき課題が利⽤者及び
家族にもわかりやすい表現を⽤い、取り組みの意
欲が⽣まれるような記載を心がけていますか︖」
目的
アセスメントの結果を踏まえた内容であり、一定期間後に実際
に達成できそうな課題をわかりやすい表現で記載されているか
を確認する。
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確認ポイント
⽣活に対する意向と⽣活全般の解決すべき課題（ニーズ）の関
連付けが図られている。

肯定的な表現方法で、わかりやすい内容の記載が出来ている。
利⽤者の取り組むべき課題が明確になっている。
利⽤者の望む⽣活を実現する課題となっている。
類似する質問
⽣活全般の解決すべき課題が、利⽤者及び家族にもわかりやす
い⾔葉で表現できていますか︖

利⽤者自⾝が、意欲的に取り組めるように、利⽤者の⾔葉で記
載するように心がけていますか︖
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質問４「利⽤者・家族の「困りごと」に対してど
のような働きかけを⾏いましたか︖」
目的
利⽤者及び家族の「困りごと」に対して、原因や背景を⼗分に分析
することなく、サービス提供のみを目的とした計画書を⽴てていな
いかを確認する。

困りごとの原因や背景に何があるのかを、一緒に探していく作業を
通じ、利⽤者自⾝が求めている⽣活、大切にしたいものが何かを把
握した上で、専門職として積極的な働きかけが出来ているかを確認
する。

確認ポイント
利⽤者及び家族の要望をそのまま受け止め、⼗分アセスメントを⾏
うことなく、サービス提供することへのリスクについて理解し、利
⽤者及び家族に対し説明が出来ている。

利⽤者及び家族の困りごとを受け止め、その原因や背景に何がある
のかを把握分析したうえで、居宅サービス計画に反映している。
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類似及び補⾜質問
利⽤者及び家族の困りごとを聴いて、その要因を探る過程にお
いて「自⽴」に向けた働きかけを⾏いましたか︖

利⽤者・家族が困っていることに対して、どうして困っている
のか、なぜ困っているのかなどの原因・背景を分析することが
出来ましたか︖

利⽤者が自⽴した⽣活を送れるように、介護支援専門員として
どのような働きかけをしましたか︖取り組んだことがあれば教
えて下さい。
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質問５「⻑期目標は、どのように設定しました
か︖利⽤者自⾝が課題（ニーズ）ごとに支援を受
けながら、自分自⾝も努⼒する到達点として、具
体的にわかりやすく記載できていますか︖」
目的
⻑期目標は、短期目標が一つずつ解決できたゴール（結果）と
して利⽤者及び家族が具体的にイメージできるような表現での
記載が出来ているか確認する。
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確認ポイント
解決すべき課題を目指した達成可能な目標設定になっている。
認定期間も考慮しながら達成可能となる目標と期間の設定となって
いる。

目標達成時期の具体的な状態像を踏まえた記載となっている。
誤った目標設定になっていない。（例）支援者側の目標設定、サー
ビス内容を目標に設定等

目標の設定が利⽤者の状態像から妥当である。（⾼すぎる、低すぎ
る）

目標にわかりづらさ（抽象的、あいまい）はない。
目標が単なる努⼒目標になっていない。
単にサービスの利⽤が目標になっていない。
類似及び補⾜質問
最終的に目指す目標が、利⽤者及び家族が理解できるよう具体的に
わかりやすく記載できていますか︖

⻑期目標については、それぞれの課題に対応しながら最終的に目指
す方向性や到達可能な内容が記載されていますか︖
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質問６「短期目標は⻑期目標を達成するための具
体的な「活動の目標」になっていますか︖」

74

 目的
 ⻑期目標を達成するための具体的な活動（支援）の目標と期

間の設定が⾏われているかを確認する。
 確認ポイント
 ⻑期目標を達成するための段階的な目標と期間になっている。
 サービス提供事業所・者が作成する担当者の個別サービス計

画書を⽴てる際の指標になっている。
 抽象的な目標設定ではなく、利⽤者及び家族等が具体的に何

をするのかをイメージすることが出来る表記となっており、
取り組む内容がわかるような記載になっている。



 類似及び補⾜質問
 これからの短期目標が達成されれば、次にどのような目標の

設定を考えていますか︖
 この中で利⽤者が前向きに取り組めそうな目標はどれです

か︖
 利⽤者（家族）の合意を得るにあたり、⼗分な説明ができ、

理解を得られましたか︖
 短期目標の積み上げが、⻑期目標の達成に繋がるように意識

して設定できましたか︖
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質問７「課題を解決するための「単なるサービス
内容」の記載だけではなく、どのような点に注意
するべきか、どういったことを大切にすべきか等
の視点も含めた具体的な記載内容となっています
か︖」
目的
目標を達成するために必要な援助内容（サービス内容・種別・
頻度・期間）かを確認する。

サービスを利⽤することが目的ではなく、課題（ニーズ）を解
決するための⼿段の一つとしてサービスがあることを理解でき
ているかを確認する。
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確認ポイント
短期目標達成に必要なサービス内容となっている。
家族を含むインフォーマルな支援の記載がある。
利⽤者自⾝のセルフケアも記載がある。
サービス提供を⾏う事業所・者が担う役割等についても、必要
に応じた記載がある。

主治医等の専門家から示された留意事項等の記載がある。
類似及び補⾜質問
サービス内容を記載するときに留意していることや⼯夫してい
ることはどのようなことですか︖

サービス内容を検討するときに必要な視点にはどのようなもの
がありますか︖

介護サービスを検討する場合に実現可能な方法は介護サービス
以外にはないか、検討してみましたか︖
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質問８「計画したサービス内容を適切に提供
するために、サービス種別はどのような資源
を検討し、決定しましたか︖」
目的
短期目標の達成のために必要なサービス（フォーマル・イン
フォーマル含む）を検討されてきたかを確認する。

検討した結果、資源として不⾜しているサービス等がある場合
は、介護支援専門員として状況を把握し、⾏政等に働きかけて
いく視点が求められていることを認識しているかを確認する。
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確認ポイント
短期目標をまず達成するためのサービス種別となっている。
医療ニーズの⾼い利⽤者には、医療系サービスも盛り込まれて
いる。

特定のサービスによる偏りがない。
主治医意⾒書・サービス担当者会議の意⾒を反映している。
サービス導入の目的が目標と合っている。
家族支援やインフォーマルサービスなども必要に応じて記載さ
れている。

類似及び補⾜質問
サービス内容を決定する際にサービス資源の有無や条件に影響
され、サービス内容が決定しにくい事などがありましたか︖

サービス担当者会議ではサービス内容と資源について、関係者
全員が一致できる内容でしたか︖そのほかに可能性が検討され
ていたら教えて下さい。
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質問９「サービスの利⽤頻度と期間の⾒直し
はいつ頃、どのように⾏いますか︖」
目的
サービス内容と種別ごとに、どのような根拠で利⽤頻度と期間
を設定したのかを確認する。

利⽤期間については、モニタリングを⾏うことを意識して、必
要な期間設定が出来ているかを確認する。
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確認ポイント
モニタリングでの評価も参考にし、必要に応じた期間での援助内容
（サービス内容・種別・頻度・期間）の⾒直しを⾏っている。

利⽤者及び家族の意向を考慮し、柔軟な対応が出来るようサービス
導入にあたりサービス提供事業所・者との連携を図っている。

サービス導入後の変化を予測できている。
サービス時間・曜日がサービス提供事業所・者の都合が優先されて
いない。

類似及び補⾜質問
サービス利⽤頻度と利⽤時間帯は利⽤者・家族の誰の希望ですか︖
サービスへの慣れと受け入れを視野に入れて、導入の順序はどのよ
うに考えましたか︖

利⽤頻度の適切さを考えるにあたり、利⽤するサービス提供事業
所・者からどのような情報提供を求めますか︖
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週間サービス計画表
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質問１「週間サービス計画表の活⽤方法や
サービスの組み⽴て方について、どのように
考えていますか」
目的
介護保険サービスとインフォーマル、家族支援等のバランスが
とれたケアプランになっているかどうか確認し、週間サービス
計画表を⽴てる意義について理解しているか確認する。
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確認のポイント
目標を達成するために取り組みが必要だと思われるサービスに
偏りがない。

介護給付以外の取り組みについても記載が出来ており、家族の
支援や利⽤者のセルフケアなどを含む⽣活全体の流れが⾒える
記載となっている。

夜間を含めた介護者の介護への関わりの内容（整容・排泄・吸
引・吸入・食事・移動・入浴・清拭・体位変換・移乗等）が具
体的に記載されている。

円滑なチームケアが実践できるような、わかりやすい記載がな
されている。

類似・追加の質問
夜間や⼟日のサービス等で不安なこと、⼿⽴てを打った方がよ
いと思われたことはありますか︖

利⽤者（家族）が主体的に課題達成を目指すためにはどのよう
な週間サービス計画表が理想的だと思いますか︖
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質問２「本⼈の主な日常⽣活について、どの
ように把握しましたか。またその⼈らしい⽣
活がイメージされていますか︖」
目的
本⼈及び家族の日常の過ごし方を把握することで、利⽤者及び
家族の⽣活全体を捉えることができ、情報収集やアセスメント
の過程に課題が残っていないかを確認する。
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確認ポイント
起床時間から就寝までの「一日の⽣活リズム」（整容、食事、
散歩、掃除、昼寝、買物、洗濯、入浴等）が具体的に記載され
ている。

夜間を含めた介護者の介護への関わりの内容（整容・排泄・吸
引・吸入・食事・移動・入浴・清拭・体位変換・移乗等）が具
体的に記載されている。

一日の⽣活の中で習慣化していることが記載されている。
主たる介護者の「介護への関わり」や不在の時間帯等について
記載されている。

類似及び補⾜質問
本⼈はどのような過ごし方をしたいと望まれていますか︖
一日の中で利⽤者（家族）が心配な時間帯、不安になる時間帯
はどの辺りですか︖

夜間、深夜の時間で不安な時間帯や心配事がありますか︖それ
はどのような内容ですか︖ 86



質問３「週間サービスには、利⽤者・家族の
状況（意向、事情等）にあった計画になりま
したか︖」
目的
利⽤者・家族の意向と事情をくみ取った週単位の介護保険サー
ビスになっているのか、利⽤者・家族の同意を得られているの
かを確認する。

利⽤者の自⽴を支援するために、フォーマル・インフォーマ
ル・家族支援等のサービスを考慮し、それらがバランスよく記
載された効果的なケアプランになっているかを確認する。

介護サービス導入が前提と思えるようなケアプランになってい
ないか確認する。
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確認ポイント
利⽤者及び家族が⾏う役割やセルフケアについて記載が出来て
いる。

インフォーマル資源等の活⽤なども意識してアセスメントを
⾏っている。

夜間・⼟日などの支援体制もきちんと考えている。
類似・追加の質問
利⽤者・家族の方はこの介護サービスの組み⽴てで満⾜されて
いますか︖

夜間や⼟日のサービス等で不安なこと、⼿⽴てを打った方がよ
いと思われたことはありますか︖

利⽤者（家族）が主体的に課題達成をめざすためにはどのよう
な週間サービス計画が求められると思いますか︖
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質問４「「週単位以外のサービス」の欄
には何を記載していますか︖」

89

 目的
 利⽤者の状態は変化するものであることを理解し、一時的に

必要なサービスなども含めて記載する必要性や週単位以外の
サービスにも介護保険サービスが含まれているため、利⽤し
ている介護保険サービス全体を把握する必要性を確認する。

 確認ポイント
 「週単位以外のサービス」欄の目的を理解し、記載している。
 類似・追加の質問
 「週単位以外のサービス」の欄はどのように活⽤しています

か︖



点検してみて気づいたことや、次のケアマネ
ジメントに活かせそうなことを考えてみま
しょう。
• メモ
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４．まとめ
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まとめ
ケアプランの作成については、アセスメントにおける利⽤者や
利⽤者を取り巻く環境の状況把握を適切に実施しましょう。

課題分析においては、現状の原因把握、リスク把握から、リス
ク回避策や改善のためのアプローチを検討しましょう。

リスク回避策や改善のためのアプローチの結果として、利⽤者
等の今後についての⾒通しを、利⽤者等とともに共有し、意向
を確認しましょう。

アセスメントに基づいたケアプラン作成を⾏っていきましょう。
ケアプランの実施においては、各サービスの担当者とともに取
り組んでいけるように、ケアプランに基づく必要な情報の共有
を⾏いましょう。

ケアプランの実施後は、繰り返し状況の確認を⾏い、必要に応
じてケアプランの変更を⾏いましょう。
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ご清聴ありがとうございました。
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