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要旨 

【目的】地域包括支援センターの三職種（保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー）の誰が作成しても、高齢者と

その家族が望むその人らしい生活を実現する介護予防プラン（以下プラン）になるようにするための体制づくりの

方法を明らかにすることを目的とした。 

【方法】筆者が保健師として所属していた地域包括支援センターにおいて、①プラン作成に関わる三職種の共通認識

づくりのための事例検討を実施し、②事例検討後作成したプランの評価として、高齢者と家族の要望の実現に効果

的だったことと課題の分析をした。その後①・②の取組みの成果に関して三職種で検討をした。 

【結果】事例検討や業務中の機会を捉えて、プラン作成について話し合いを行った。プラン作成に関する共通認識を

図ったことで、高齢者・家族の要望を捉え、その実現を目指してプラン作成されており、身体機能の維持・改善、

主体的にできることの継続、楽しみ・張り合いを持つこと、社会性の維持などがそのプランの内容であった。これ

らがプランに明記されたことにより、同じ目標を高齢者・家族・サービス提供者が共有することができるようにな

り、それぞれが意識的に実践することにつながった。課題は、既往疾患や疼痛などの症状を考慮した運動の取組み

支援や体調管理であり、そのために主治医やリハビリ職員との連携が重要であった。また事例検討の継続により、

他職種から助言を得てよい支援ができたとの効果を実感し、幅広い視点を持って支援したいという意見が得られた。 

【考察】質の高いプラン作成に向けた体制づくりには、三職種が他職種からの助言を得て幅広い視点を持つ必要性を

認識することが基盤となる。そのためには、①話し合いの定着、②事例の情報共有、③プラン作成に関する共通認

識づくり、④専門性に対する相互理解を図る必要がある。 

 

キーワード：地域包括支援センター、保健師、介護予防、事例検討 

 

Ⅰ．緒言 

平成18年の介護保険法改正にて、住み慣れた自宅や地

域でできる限り自立した、その人らしい生活を継続でき

るように支援する体制づくりが重要とされた。その中核

的機関として、地域包括支援センターが設置され、保健

師・社会福祉士・主任ケアマネジャーの三職種のチーム

アプローチで事業に取組むことが求められている（厚生

労働省，2006）。 

筆者が保健師として所属していた地域包括支援セン

ターは、A市（人口149,798人 65歳以上30,428人 高齢

化率20.3％）よりB社会福祉法人に委託を受けて平成18

年に設置された施設である。介護予防ケアマネジメント
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業務は保健師、総合相談・権利擁護業務は社会福祉士、

包括的支援業務は主任ケアマネジャーという業務分担体

制をとっている。介護予防プラン作成は三職種が担当し

ており、そのため三職種の誰が作成しても、質の高い介

護予防プランとなることが必要である。筆者は、介護予

防プラン作成を通じて、高齢者とその家族は、今までと

変わりなく生活が続けられ、安心感や満足感を実感しな

がら自分らしい生活を営んでいきたいと希望しており、

この思いを実現することが重要であり、延いては高齢者

の健康維持につながると考えた。しかし、所属施設を含

むA市内の他7か所の地域包括支援センター職員に介護予

防プラン作成について聞き取りを行った結果「高齢者に

目標を聞いてもなかなか答えが返ってこない」「地域包

括支援センター職員が目標案を考えて提案するが、同じ

ような目標になってしまう」等の意見が聞かれ、高齢者

の希望をとらえることや、個別の状態に即した介護予防

プランづくりが困難な状況であることがわかった。他施

設においては、利用者に寄り添いながらアセスメントを

実施していくことが重要であるが、そのための時間がほ

とんど確保できない（林ら，2007）との報告や、職員一

人当たりの担当事例の増加から介護予防ケアマネジメン

トの質が低下することの懸念（安藤，2008）や地域包括

支援センター内部での介護予防マネジメントに習熟して

いない職員に対しての教育・研修体制が必要である（濱

田，2007）との課題が報告されている。 

質の高い介護予防プラン作成に関する先駆的な取組み

として、居宅事務所へ委託した介護予防プランを地域包

括支援センター職員がチェックしている報告（今井，

2007）があったが、三職種で話し合い介護予防プラン作

成をしている報告はなかった。山口ら（2008）は、C県

内地域包括支援センターの基本機能の現状と課題を明確

にする目的で質問紙調査を実施しており、その結果「三

職種お互いに連携をとりながら業務を進めたいが、介護

予防プラン作成に追われてできない」との回答が多かっ

たことから、業務に追われ介護予防プラン作成と三職種

間の連携が切り離されて考えられている状況が推測され

た。 

所属施設においても、総合相談件数や介護予防プラン

件数が増加し業務が煩雑になったこともあり、介護予防

プラン作成においては、事務的に担当者を決めた後は、

担当者に任せられ、お互いに、どのような事例に対して

どのような介護予防プランを作成しているのかわからな

く、三職種間で介護予防の視点を持ったプラン作成や内

容に関する検討はできていないという状況であった。そ

のため、介護予防ケアマネジメント業務を担当している

保健師として、三職種間で介護予防支援に関する共通認

識をはかり、どの職員が作成しても質の高い介護予防プ

ラン作成ができる体制づくりが必要であると考えた。 

本研究では、地域包括支援センター三職種の誰が作成

しても、高齢者とその家族が望む生活を実現するための

介護予防プラン作成を目指して、三職種による事例検討

を継続的に実施して、介護予防プランを作成・実施・評

価する。この取組みの成果と課題を分析することを通じ

て、所属施設における介護予防プラン作成の体制づくり

の方法と保健師の役割を明らかにすることを目的とする。 

Ⅱ．研究方法 

筆者が保健師として所属していた地域包括支援セン

ターにて以下の1～4を実施する。 

1．介護予防プラン作成に関わる三職種の共通認識づく

りのための事例検討の実施 

共通認識づくりの手段として、三職種（各職種1名の

計3名）での介護予防プランの事例検討の実施を他の二

職種に提案し、その週に要支援認定された全件について、

週1回定期的に実施する。事例検討実施時は、各担当者

は介護予防プラン作成前の段階で、事例検討で出された

意見を参考に介護予防プランを作成する。筆者が事例検

討記録を作成し、その内容を他の二職種に確認してもら

う。開始後2ヶ月間に実施した事例中、現在の状況と担

当者の支援方法を三職種で話し合えた事例の事例検討記

録から、①介護予防プラン作成において大切にすべきこ

ととして共有できたことと、介護保険サービスの利用に

とどまらず、幅広い視点で介護予防支援を提案すること

の考えが三職種間で異なっていると筆者が気付いたため、

②介護予防支援に関して話し合いが必要であると判断し

たこと、を抽出し意味内容の類似性にしたがって分類す

る。②については、その後の事例検討や三職種が集まっ

た機会を捉えて筆者から提起して話し合いを深める。 

2．事例検討後に作成した介護予防プランの評価 

事例検討で出された意見を参考に介護予防プランを作
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成する。介護予防支援に関して話し合いが必要であると

判断した事例に関しては、事例検討後の介護予防支援に

関する話し合いをもとに担当者が介護予防プランを修正

する。修正し作成した介護予防プランに基づいて支援が

開始される。その後に、介護保険サービス利用の事例は

6ヵ月後に、介護保険サービス利用のない事例について

は、認定期間が終了する12カ月後に評価を実施する。評

価対象は、上記1の②介護予防支援の考えが三職種で異

なっていると筆者が気付き、さらに話し合いが必要であ

ると判断したことがあった事例の介護予防プランとする。

その理由は、事例検討後さらに話し合い作成したプラン

内容を評価するためである。話し合い後作成した介護予

防プランの内容は、本人・家族に合意が得られた介護予

防プランから、支援経過の内容は訪問記録や話し合いの

内容から収集する。評価方法は、本人・家族から生活実

態や要望の実現状況を聞き取ると共に、サービス事業所

職員から支援の評価を聞き取る。その結果を三職種で共

有し、介護予防プランを評価する。 

3．事例検討とその後の介護予防プラン作成・実施・評

価の成果と課題の分析 

1および2の取組みについて、実施してよかったことと

今後の課題を三職種で意見交流する。出された意見を意

味内容の類似性にしたがって分類する。 

4．倫理的配慮 

本研究は、岐阜県立看護大学大学院看護学研究科論文

倫理審査部会の承認を得て行った（承認No.20-A005-2）。

研究の協力依頼においては、要支援認定者とその家族、

地域包括支援センター職員、サービス事業所職員に、本

研究の目的・方法、研究への協力は自由意思に基づきい

つでも中断可能であること、協力の有無により不利益が

生じないこと、使用するデータは匿名性を確保し、本研

究以外に用いることはないこと、研究終了後には適切な

方法で処分することを、文書および口頭にて説明し承諾

を得た。 

Ⅲ．研究結果 

1．介護予防プラン作成に関わる三職種の共通認識づく

りのための事例検討の実施 

1）事例検討の提案と実施 

平成20年4月に地域包括支援センター三職種で担当事

例の情報や支援状況を共有する必要性を確認し、日常業

務内でできる事例検討の方法を話し合った。その結果、

6月より、まず事例の情報として属性、介護度、現在の

状況と担当者の考える支援方針を共有することを目的に、

要支援認定結果が開示される毎週金曜日に事例検討を実

施することを三職種で合意し開始した。開始後2ヶ月間

で8回36事例について実施し、三職種間で意見交流がで

きたのは17事例であった（表1）。36事例全てについて意

見交流ができなかった理由は、担当者が特に問題がない

と判断している事例を他職種に説明する必要性が理解さ

れず、意見交流にならなかったからである。そのため、

筆者が司会を行い、問題がないと判断した理由や事例の

 
表1 17事例の概要 
事例No 高齢者の年代・性別 家族構成 介護予防プラン作成担当者 

1 80代前半・男性 本人・妻・長男 筆者（保健師） 

2 80代後半・男性 本人・妻 社会福祉士 

3 70代後半・女性 本人・長男（障がい者） 筆者（保健師） 

4 70代後半・女性 本人・長男世帯 主任ケアマネジャー 

5 60代後半・男性 本人・妻・長男 社会福祉士 

6 70代後半・男性 本人・妻・娘世帯 社会福祉士 

7 70代前半・女性 本人・娘世帯 筆者（保健師） 

8 90代前半・男性  本人・妻（要支援）・長男世帯 主任ケアマネジャー 

9 80代後半・男性  本人・妻（介護2） 社会福祉士 

10 80代前半・女性   本人・長男 筆者（保健師） 

11 70代前半・男性  本人・妻 社会福祉士 

12 90代前半・男性 本人・妻・嫁 筆者（保健師） 

13 80代前半・女性 本人・夫・長男世帯 筆者（保健師） 

14 60代前半・男性  本人 主任ケアマネジャー 

15 70代後半・男性  本人・妻 筆者（保健師） 

16 70代前半・女性  本人・夫・長男世帯 筆者（保健師） 

17 70代後半・男性  本人・娘世帯 筆者（保健師）  
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生活状況を質問し、発言が多くなるように働きかけた。

そして、1回の事例検討で4～5事例を話し合うため業務

に支障をきたさないよう、30分以内で行うことを配慮し

た。 

2）介護予防プラン作成において大切にすべきこととし

て事例検討で共有したこと 

三職種で大切にすべきこととして共有したことは、17

事例中15事例から表2のとおり29の内容が挙がり7つに分

類された。 

【本人・家族の要望を踏まえてアセスメントし、本人

に合った支援方法を選択すること】【本人の趣味・役

割・生活活動を継続していくことが介護予防につながる

こと】【介護予防の観点から、現状の身体・生活状況を

把握し、支援内容・方法を判断すること】【電動ベッド

利用の要望に対して、主治医などの他職種の意見を参考

に援助の必要性を判断すること】【家族員とケアマネ

ジャーや近隣者・民生委員・サービス事業所職員とのつ

ながりを大切にして支援を調整すること】【退院後や介

護給付からの継続的な支援をするために前任のケアマネ

ジャーや病院関係者と連携すること】【活用できるサー

ビスの現状とその申請方法を知っておくこと】の7項目

であった。 

3）介護予防支援に関して三職種で話し合いが必要なこ

ととその後の検討状況 

事例検討の中で、筆者の介護予防に関する支援の意図

が十分に伝わらず、話し合いの必要があると判断した事

例は17事例中7事例で、表3のとおり9つの検討内容が挙

がり、【高齢者が今行っている趣味・家庭での役割・運

動や行いたいと思っていることを本人が取り組めるよう

介護予防プランに位置付けること】【高齢者・家族ので

きないことの代替だけでなく、自立を目指したサービス

導入の視点を持つこと】【介護保険サービスの要望がな

く何とか自立して生活している人に対して、介護予防目

的で介入すること】【サービス事業所の支援内容につい

て、介護予防プランの意図を確認しながら、サービス事

業所職員と一緒に検討すること】の4項目に分類された。

その後の検討は、定期の事例検討時以外に家庭訪問から

戻った後や事例の話題となった時などの機会に実施した。 

【高齢者が今行っている趣味・家庭での役割・運動や

行いたいと思っていることを本人が取り組めるよう介護

予防プランに位置付けること】については、事例１では、

筆者は寝ていることが多い本人に対して、介護予防のた

めに何らかの取組みの必要性を感じており、事例検討時、

本人が取り組める自宅での運動を介護予防プランに位置

付けることを提案したところ、他の二職種から自宅の取

組みまでも位置付けることに対して疑問の意見が出され

た。そのため、現状を維持するためには、介護保険サー

ビスだけでなく、自宅での運動や日課を介護予防プラン

に位置付けることで、本人の動機づけとなり取組みへの

意欲につながる、そして、サービス事業所職員にも本人

の取組みが伝わり取組みの見守り支援ができるという筆

者の意図を説明し、話し合った。また、他の二職種の担

当事例について振り返り、事例5が趣味であるDVD作成

や事例11がリハビリに変わらず取組み続けていることに

よって、身体機能や生活行動が維持されていることを確

認し、それらの取組みが介護予防に効果があることを共

有した。その結果、介護予防プランは、事例5は要望で

もあるDVD作成を続けることや事例11はリハビリとして

ゲートボールに継続参加することと修正された。事例17

は、杖なし歩行ができるようになることを目標にしてお

り、毎日の歩行リハビリとして喫茶店への散歩を介護予

防プランに位置付けた。 

【高齢者・家族のできないことの代替だけでなく、自

立を目指したサービス導入の視点を持つこと】について

は、退院後の支援を検討した事例2の支援方針に関して、

在宅生活へスムーズに移行できるように、高齢な妻が困

難な清拭をヘルパーに依頼する意見が出された。筆者は、

本人の体力低下が顕著であるため、寝たきりになる恐れ

があると判断し、自立した生活に戻れるようにADLの改

善に向けた支援も取り入れることが必要であると考えた

が、支援方法までの話し合いにはならなかった。その後

の話し合いで、ADL改善に向けた支援方法を検討する必

要があることを提案し担当者（社会福祉士）を含めて三

職種で話し合った。その結果、本人と妻が信頼している

ヘルパーに、妻が希望している清拭を依頼するが、その

際、身体を起こし本人が拭けるところは実施してもらう

等、身体を動かす機会と意識しながら支援することとし

た。この話し合いで、本人のADL向上を目指したサービ

ス導入の視点を持つことの大切さを共有した。 

【介護保険サービスの要望がなく何とか自立して生活 
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表2 介護予防プランにおいて大切にすべきこととして共有したこと 

項目  内容 （ ）内は事例No 

本人・家族の要望を踏まえてアセス

メントし、本人に合った支援方法を

選択すること 

本人・家族が要望する手すりの設置について、本人の運動機能や生活動作を確認し手すり

の設置方法を検討する（1） 

今まで利用しており、今後も継続して利用したいという本人・家族の要望より、ヘルパー

による買い物・掃除支援の内容を検討する（1） 

本人の買い物に外出したいという要望を実現するために、予防給付で対応可能な支援方法

を、3職種で検討をする（3） 

本人と民生委員からの配食サービス利用の要望について、家族背景や生活状況から必要性

を確認し早急に対応する（9） 

本人のデイケアが楽しいし、リハビリがしたいので利用を週2回に増やしたい、という要望

に対して生活リズムや安全性を考慮して対応する(12) 

本人・家族の不安や要望を把握し、事例に合った支援内容を医療的視点で判断していくこ

と（15） 

本人の希望や性格、雰囲気に添ったサービスやサービス事業所を選択する（16） 

本人の趣味・役割・生活活動を継続

していくことが介護予防につながる

こと 

趣味である自作DVD作成を本人が継続して取り組めるよう支援していくこと（5） 

起居動作も重要な運動リハビリの機会と位置づけて、できる動きを奪わないような福祉用

具の選択が大事である（7） 

本人は将棋サロンの参加を継続しているため、今後も取組み続けることを見守っていく(8) 

母の役割としての家事を継続していることが介護予防になっており、状態が安定している

ように感じる（10） 

本人の歩けるようになりたいという気持ちを持ち続けていけるように支援すること（12） 

自宅で行っている毎朝の喫茶店への散歩を継続していることが介護予防につながっている

（17） 

介護予防の観点から現状の身体・生

活状況を把握し支援内容・方法を判

断すること 

現在行っている運動や生活習慣から現状の生活活動量を把握し、介護予防の観点から支援

内容を判断する（1） 

転倒予防として、マットレスや電気コードなどの生活用品の配置状況が適切かを判断する

（12） 

電動ベッド利用の要望に対して、主

治医など他職種の意見を参考に援助

の必要性を判断すること 

身体状況や生活状況、介護力をアセスメントした上でベッド導入の必要性を判断する（7）

原因疾患の性質を理解して、主治医の所見も参考にベッド導入の必要性を判断する（7） 

家族員とケアマネジャーや近隣者・

民生委員・サービス事業所職員との

つながりを大切にして支援を調整す

ること 

事例の妻の介護予防プラン作成をしている担当者（主任ケアマネジャー）が、妻との関わ

りの中で、事例の見守りをする（8） 

介護2である事例の妻のケアマネジャーと支援方針を情報共有し連携して支援する（9） 

自宅で生活ができるように民生委員や近隣ケアに見守りをしてもらうように働きかけるこ

と（9） 

在宅独居生活が安全に継続できるように、家族・近隣ケア・民生委員・サービス事業所職

員ができる支援を分担して行えるよう調整すること（14） 

退院後や介護給付からの継続的な支

援をするために前任のケアマネ

ジャーや病院関係者と連携すること 

退院後の在宅支援のために病院関係者との連携が大切である（2） 

介護給付から予防給付に移行しても、継続的なサービス提供のために前任ケアマネジャー

から情報提供してもらう（6） 

前任ケアマネジャーから、電動ベッドの利用状況や生活について情報提供してもらう（7）

活用できるサービス現状とその申請

方法を知っておくこと 

介護度の軽い人に対しての福祉用具レンタル申請手順を確認する（7） 

介護保険住宅改修と市福祉サービス（住宅改善事業）について対象者・申請方法を確認す

る（13） 

生活保護制度について勉強会を行い対象者の確認をする（14） 

事例の要望に合った事業所を選択できるように、市内移送サービスの現状を、情報交換す

る（14） 

市内訪問看護ステーションで、訪問リハビリを実施する事業所の情報交換をする（15） 
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している人に対して、介護予防目的で介入すること】に

ついては、介護保険の認定は受けているが、介護保険

サービスの利用希望がなく、介護予防プランのない事例

に対する関わりについて検討したところ、事例4は今の

生活リズムを維持すること、事例9は虚弱高齢者夫婦を

見守ることの重要性は、三職種とも意見が一致した。し

かし、三職種お互いに、実際どのように関わっているの

か分からなかった。そのため、介護予防プランのない事

例を見守る介護予防的視点について意見交流した。その

結果、生活機能を評価することの他に、本人・家族の生

活リズムを把握し継続できているか、外出の機会や生活

の中での運動習慣の有無、相談の連絡ができるかについ

て、更新手続きの訪問時に判断していくことを共有した。 

【サービス事業所の支援内容について、介護予防プラ

ンの意図を確認しながら、サービス事業所職員と一緒に

検討すること】については、地域包括支援センター職員

が、デイサービスで行う支援方法をどこまで詳細に検討

するのかについて、事例11の検討時には三職種間で認識

が異なっていた。要支援1となったためデイサービスが

週2回から1回になり運動量が減少すると予測された。そ

のため、筆者は生活活動量を維持向上させるために事例

の生活に関する情報を共有し支援内容を一緒に考えるこ

とで、より本人の状況に合った支援ができると考えた。

その後の話し合いで、サービス事業所職員と事例の経過

や現状を共有し支援方法を検討する必要性について意見

交換し、サービス担当者会議で、デイサービス以外の生

活活動量が維持できる方法を話し合うこととなった。そ

の結果、サービス担当者会議で、地域包括支援センター

担当者が本人に合った具体的な運動を本人とデイサービ

ス職員と話し合うことを提案し、デイサービス時に自宅

で実践する運動を指導することが介護予防プランに加筆

された。 

2．事例検討後に作成した介護予防プランの評価と課題 

事例1は、自分のことは自分でやっていきたいとの要

望を持っていた。自分のことができる運動機能維持を図

るために、日課であるトイレへの歩行・入浴時の体操を

介護予防プランに位置付けた。またその日課が行えるよ

う、本人の生活動作を考慮してトイレや浴室、廊下の手

すりを設置した。その結果、手摺りがあることで安心し

て自分のことができることを喜ぶ言葉が聞かれた。また

ヘルパーの声掛けもあり、本人は日課を取組むことを努

力していた。しかし本人の「これからも続けていきたい

 
表3 介護予防支援に関してさらに三職種で話し合いの必要があると判断したこと 

項目  内容 （ ）内は事例No 

高齢者が今行っている趣味・家庭での役

割・運動や行いたいと思っていることを

本人が取り組めるよう介護予防プランに

位置付けること 

本人の身体機能維持のために、介護保険適用のサービスだけでなく、自宅での運動を継

続することを介護予防プランに位置づけること（1） 

趣味であるDVD作成を継続することを介護予防プランに位置付けること（5） 

趣味であるゲートボールを本人が取り組めるように介護予防プランに位置づけること

（11） 

デイサービスでのリハビリのみでなく、自宅での喫茶店への散歩を継続することも介護

予防プランに位置付けること（17） 

高齢者・家族のできないことの代替だけ

でなく、自立を目指したサービス導入の

視点を持つこと 

高齢の妻ができない清拭の導入に関して、退院直後の体力低下からの寝たきりを予防す

るため、ヘルパーによる清拭を、離床を進める支援として援助すること（2） 

介護保険サービス利用の要望がなく何と

か自立して生活している人に対して、介

護予防目的で介入すること 

息子世帯と同居し、何とか日中はADLが自立しているので、今の生活リズムを維持する

ように声掛けや見守り支援をすること（4） 

本人の介護予防プランはないが、介護2の妻と2人暮らしであり、見守りが必要な世帯に

対して、介護予防の視点でどのように見守りをしていくかを話し合うこと（9） 

サービス事業所の支援内容について、

介護予防プランの意図を確認しなが

ら、サービス事業所職員と一緒に検討

すること 

デイサービスの回数が週2回から1回に減少するため運動量が減少することが予想でき

た。そのため、日常生活で運動機能の維持が図れるように自宅でできる運動をデイサー

ビスで訓練するという、地域包括支援センター担当者（社会福祉士）の介護予防プラン

の意図を確認した。しかし、担当者は、デイサービス職員に支援内容は任せてよいとい

う考えがあったことから、本人に合った具体的な訓練内容を本人・家族、支援者らと一

緒に検討すること。（11） 

デイサービスの回数が週2回から1回に減少するため、運動機能低下を早期発見し対応で

きるように、運動機能の評価をどの時期に実施し支援内容を話し合うかをデイサービス

職員と検討すること（17） 
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が、腰痛のため寝ていることが多くなってしまう」との

言葉のとおり、寝ていることが多い状況は変わらず、日

課の運動量では運動機能の維持は困難であった。継続し

て支援しているヘルパーは、トイレ歩行時にふらつきが

みられることを確認していた。課題として、既往を持ち

ながら運動を継続できるよう支援するために、リハビリ

専門職等との連携が必要であることがあげられた。 

事例2は、元気になりたいという要望を支援するため、

ADLの改善を目指した。ヘルパーによる離床を目指した

清拭を行うことで、妻より「ヘルパーさんが入ってくる

明るい声だけでもうれしかった」との言葉が聞かれた。

そしてヘルパーからは、離床を促しながら清拭をするよ

うになってから、体調が良くなり起きられるようになっ

たとの評価が聞かれた。このことから、本人・家族の要

望を介護予防の視点で捉え自立を目指した援助方法を考

案したことは効果的であった。また、清拭支援開始時の

本人の運動機能が低下しており、ヘルパーは、どの程度

本人に行ってもらうかの判断が難しいとのことだったの

で、本人の体力や身体状況に合った清拭方法について、

地域包括支援センター担当者と筆者（保健師）と話し合

い支援を実施した。このことから、ヘルパーが安全に安

心して支援を行うための支援が大切であったことを確認

した。 

事例4は、自分のリズムで生活したいと要望していた。

介護保険サービスの利用希望がなく介護予防プランのな

い事例であったが、見守り支援が必要で、更新申請時に

介護予防の視点を持ってかかわるよう話し合いをした。

地域包括支援センター担当者は、 近足腰が弱くなり近

所のコンビニに行くことが少なくなったことを把握し、

その訪問時の生活の変化の気づきを家族に伝えたりして

気にかけていることを家族に伝えていた。脳梗塞再発時

には、家族から地域包括支援センターへ連絡が入り、早

期から相談対応ができた。課題として、体調や既往疾患

の管理についてアセスメントし支援内容を検討していく

重要性があげられた。また、事例4のような家族と同居

している高齢者には、地域の食事会への誘いがないこと

がわかり、外出や人との交流の機会が少ない傾向が推測

された。D地区では、独居高齢者は民生委員や近隣ケア

の見守りがあるが、家族と同居している高齢者は民生委

員も関わりが少ないことが課題にあがり、これらの高齢

者にも見守りや地域との関わりがあるとよいことを民生

委員に相談することとなった。 

事例5は、本人の要望であるDVD作成の継続を介護予

防プランに位置付けた。その結果、妻がDVD作成のため

に一緒に外出したり、デイサービスでは作成したDVDの

観賞会を行うなど、支援者が一貫してDVD作成を意欲的

に継続することを目指して対応していた。しかし、デイ

サービス職員からは、DVD作成は熱心であるが、糖尿病

の既往があり体重の増加傾向がみられ、デイサービス中

に散歩や運動を促しても座っていることが多いとの課題

が聞かれた。事例検討では、糖尿病コントロールに関す

る検討はされていなかった。これらのことから、疾病を

持った身体面および生活面のアセスメントや疾病管理へ

の支援をプランに含めていくことが課題としてあげられ

た。 

事例9は調理ができなくなり食事に困っていた。配食

サービスを利用できるよう早急に対応し利用できたこと

で、食事の心配がなくなり安心したという言葉が聞かれ

た。12ヶ月後の介護保険更新の再訪問時には、長距離歩

行が困難になってきたことから、本人が自信をなくして

いる様子を把握し、経過を見守る必要性や自信を回復で

きるような関わりが必要であることがあげられた。そし

て水墨画が趣味であることを把握し、趣味を継続するよ

う声掛けし、本人ができることを維持できるように支援

した。 

事例11は、リハビリに取組みたいとの要望を持ってお

り、介護予防プランにゲートボールの継続やデイサービ

スで自主訓練の指導を行うことを位置付けた。ゲート

ボールは継続していたが、デイサービス職員は、デイ

サービスの利用が週1回に減少してから気持ちが落ち込

んでいたと評価していた。本人からは「歩行が良くない

と言われても、それをどうすればよいかを誰に相談して

よいかわからなかった」との言葉が聞かれた。本人の不

安に対応することが、本人の取組み意欲の維持に影響す

ることを三職種で共有した。本人が困った時に誰に相談

すればよいかがわかるようにしておくこと、地域包括支

援センター職員が繋ぎ役として対応していくことが大切

であると確認した。 

事例17は、杖なし歩行ができるようにリハビリを続け

たいという要望を持っており、毎朝の喫茶店への散歩を
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介護予防プランに位置付けた。その結果、散歩を自分の

仕事と語り取組みを毎日続けていた。また、デイサービ

ス職員も、取組み状況を把握し本人が続けていることを

ほめる声掛けをしていた。そして運動機能低下を早期発

見できるように、デイサービス職員は、運動機能評価の

結果やデイサービスでの状況や生活状況から評価してい

た。これは、サービス担当者会議で具体的に本人のリハ

ビリ内容や評価方法を話し合って決めたことの効果であ

ると確認した。 

3．事例検討の実施状況と取組みの成果および今後の課題 

1）事例検討の継続実施 

本研究的取組み期間中の平成20年6月から平成21年11

月までの1年4ヶ月間、事例検討は毎週介護保険認定され

る要支援認定者の全件に対して実施した。この取組みを

実践したことで、所属施設の地域包括支援センターに情

報開示される要支援認定者約130人全てが、三職種で情

報共有され事例検討されるようになった。 

2）事例検討の波及効果 

介護保険サービス利用の希望がなく、介護予防プラン

を作成していない事例に対して、介護予防の視点での働

きかけが行われるようになった。事例6の更新申請訪問

にて、担当者は、体調の大きな変化はなかったが、接骨

院への散歩以外はTVを見て寝ていることが多い生活で

あったため、運動機能を高めることを意図して自宅でで

きる体操の資料を用いて運動を促していた。事例14につ

いては、ベランダ菜園のプチトマトの成長や収穫を楽し

みにしている生活が続くことを介護予防として意味づけ

をして、ベランダ菜園を続けることを声掛けしていた。 

3）事例検討を行いよかったことと今後の課題 

1年4ヶ月間事例検討を行ってきたことに関して、三職

種間でよかったことと今後の課題について意見交流した。

よかったことは、出された意見の意味内容で分類した結

果、表4のとおり＜話し合いの機会を意図的に持ったこ

と＞＜事例の情報共有＞＜担当以外の事例の対応がしや

すくなった＞＜他職種に相談しやすい＞＜他職種の視点

やアドバイスが参考になった＞＜三職種の視点を共有す

ることで相乗効果のある支援につながった＞＜一人の視

点ではなく、広い視点でみることの大切さの意識が高

まった＞＜お互いの専門性を理解する機会になった＞の

8項目に分類された。 

今後の課題については、2点あげられた。1点目は、職

種間の遠慮や業務を中断することの遠慮のため事例検討

以外は三職種で話す機会が少ない、という意見であった。

具体的な内容は、「お互いの尊重や遠慮があって聞きに

くいことがある」や「話す機会が少ないから、一人で実

施してしまうことも多いが、一人で責任を背負うのはつ

らい」であった。2点目は、事例検討をした事例を振り

返る機会がないため、半年後くらいに振り返りができる

とよいとの意見が出された。本研究の事例17件に関して

は、介護予防プランの内容や事例の経過、評価を三職種

で話し合い確認した。しかし、それ以外の要支援認定者

については、事例検討で話し合った介護予防プランの評

価の確認までは行っておらず、1年後の介護保険更新認

定結果開示後の事例検討時に、これまでの経過を話し

合っていた。1年後では、事例検討で話し合ったことの

効果がわかりにくいため、半年ごとの期間で振り返った

方がよいとの意見であった。 

Ⅳ．考察 

1．三職種による事例検討の成果 

事例検討やその後の話し合いを重ねて作成した経過や

介護予防プランの評価の内容から、取組みの成果を考察

する。介護予防プラン担当者として、本人・家族の要望

を捉えて、その実現を目指して、身体機能の維持・改善、

日常生活動作の維持、人との交流や社会性の維持、主体

的にできることの維持などを意識して介護予防プランを

作成されていた。そして、これらを介護予防プランに位

置付けたことによって、同じ目標を本人・家族やサービ

ス提供者が共有できるようになり、それぞれが意識的に

継続実施することにつながった。また、介護予防プラン

の実施においては、本人の不安や気がかりに対応するこ

と、サービス提供者の不安や提供方法を確認すること、

運動機能評価や日常生活動作評価をして現状をアセスメ

ントすること、身体状態のアセスメント、疾患管理の支

援をすることが必要であった。本取組みにおいては、運

動機能評価・日常生活動作評価をして現状をアセスメン

トすること、身体状態のアセスメントは実施できたが、

そのアセスメントから事例の疾病や症状を考慮した援助

を提供することは実施できなかった。実施できなかった

理由として、主治医やリハビリ専門職と連携して、本人
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の疾病や疼痛や痺れなどの症状の状況に合った支援方法

を検討することが大切であると考えられる。また本取組

みの事例より、本人が抱く不安や気がかりが、その後の

高齢者の取組みに大きく影響することが明らかとなった。

そのため、本人・家族は困った時、誰に相談するかがわ

かるように確認することが大切であると考えられた。 

事例検討を行いよかったこととして分類された表4の8

項目について、本取組みの経過を踏まえて事例検討の効

果を考察する。取組み前は、三職種お互いどんな事例に

どう関わっているのか分からない状況であった。事例検

討の実施を決めたことで＜話し合いの機会を意図的に持

つ＞ことができ、＜事例の情報共有＞の機会となった。

このように担当以外の事例も把握していることで、＜担

当以外の事例の対応がしやすくなった＞＜他職種に相談

しやすい＞状況となり、三職種間のコミュニケーション

に影響があったと考えられる。そして相談したことで、

＜他職種の視点やアドバイスが参考になった＞、＜三職

種の視点を共有することで相乗効果のある支援につな

がった＞という肯定的な効果を実感していた。実際に相

談できると安心感がある、相談していくことも大切との

言葉も聞かれている。これらの肯定定な実感が、＜一人

の視点ではなく、広い視点でみることの大切さの意識が

高まった＞という意識の変化に影響したと考えられる。

一方、質の高い介護予防プラン作成に関して、野川ら

（2009）は、事例の援助過程、成果を多職種で評価し共

有することが支援方法の資質向上につながると述べてい

る。本研究では、事例検討をきっかけとして、介護予防

プランや支援方法を話し合い、経過や評価を三職種で共

有した。効果として＜相乗効果のある支援につながった

＞と評価していることから、これらの取組みは、質の高

い介護予防プラン作成につながると考えられる。 

2．質の高い介護予防プラン作成に向けた体制づくりの

方法 

チームアプローチを効果的にするには、正式なミー

ティングを定期的に持つ必要がある（Showed，1991）と

報告されている。本取組みにおいても、毎週金曜日に三

表4 事例検討を行いよかったこと 
項目 意見の内容 

話し合いの機会を意図的に持てた 
3人のそれぞれの特性をうまく活用できるよう話し合う機会を、忙しい業務の中で意図的

に持って続けて行ってきたことはよいと思う。 

事例の情報共有ができた 事例検討は職場内での事例の共有のきっかけになっている。 

担当以外の事例の対応がしやすくなった 

情報共有をしているので、事例に関する電話がかかってきた時に、自分の担当事例でな

くても対応しやすいと感じる。 

事例検討時に情報を共有して、その後電話がかかってきた時に本人の声を聞いたり、地域

包括支援センターへ来所され1回会うなどすると、事例をさらに把握でき助言しやすい。 

他職種に相談しやすい 事例検討の場で情報共有しているので、問題があった時に他職種に相談しやすいと思う。

他職種の視点やアドバイスが参考に

なった 

介護職の経験から支援方法のアドバイスをもらい参考になった。 

保健師の健康面からアプローチしていく視点、本人の持っている力を大切にしながら支

援方法を考える発想が参考になった。 

保健師や他の職種に医師意見書をみてもらうことで、多くの既往疾患を総合的に捉え、

疾患から事例の状況を教えてもらえた。 

職種によって関心が異なり、自分の関心の薄いことについてチェックしてもらえてあり

がたい。 

三職種の視点を共有することで相乗効

果のある支援につながった 

事例を3人の見方でみることができ、相乗効果でより良い支援ができる。 

意図的に3人で情報共有してチームでやっていくことで、事例を3人の見方でみることが

できた。 

一人の視点でなく、広い視点でみるこ

との大切さの意識が高まった 

こんなことも出来なくて恥ずかしいなという気持ちもあるかもしれない。どんなベテラ

ンでも不足面はあるはず、それぞれが自覚して相談していくことも大切である。 

なるべく話すようにしており、一人ではやらないようにしている。 

相談できると安心感があるのがいい。 

お互いの専門性を理解する機会になっ

た 
三職種が話し合うことで他職種の専門性を理解する機会となった。 
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職種で担当事例について話す機会を決めて1年4ヶ月間継

続実施したことが、事例検討の定着につながったと考え

る。この事例検討は、平成25年8月現在においても継続

して実施されている。 

事例検討の方法については、毎週の事例検討の時間は

30分以内とし、業務に支障をきたさないよう負担を配慮

することは重要であると考える。また、他職種との情報

共有や目標の共有が重要とされている（宮崎ら，2010）。

本取組みにおいては、事例を共有しているので相談しや

すいとの意見があった。このことから、三職種間で事例

の情報共有と支援の方向性の確認をすることは、より活

発な事例検討に影響すると考える。 

介護予防プラン作成にかかわる三職種の共通認識づく

りのために、介護予防プラン作成に関して大切にすべき

こととして共有したことを確認した。そしてさらに、質

の高い介護予防プラン作成のために、本人・家族が望む

生活実現に向けた課題を提起し、三職種で話し合いを重

ねた。その取組みが、介護予防支援に関する認識を深め

ていったと考える。 

他職種間の連携には各分野の職種の特徴を理解するこ

と（谷部，2009）やお互いの考えを素直に出し合う環境

づくり（野川ら，2009）が重要と述べられている。本取

組みにおいては、介護予防プランの方向性について意見

交流したことで、職種によって介護予防プラン作成に特

徴があることや視点や専門性の違いを感じていた。そし

て、お互い異なる視点で意見交換するとよいことの認識

を持っていた。この認識が、意見交流しやすい雰囲気に

つながるものと考える。 

以上のことより、質の高い介護予防プラン作成に向け

た体制づくりの中核には、自分ひとりの視点だけでなく、

他職種からのアドバイスを得るなど広い視点を持って支

援していきたいという意識を持つことが位置付けられる

と考える。その意識づくりのために、①三職種で話し合

う機会を定着させること、②事例の情報や目標を共有す

ること、③介護予防プラン作成に関わる共通認識を図る

こと、④相互の専門性を理解し合うこと、が大切である

と考える。 

3．質の高い介護予防プランづくりのための保健師の役割 

高齢者の要望の実現のためには体調の安定や運動機能

の維持は不可欠で、健康管理への支援や既往を持ちなが

らも運動を継続して取組める支援が課題であった。原因

疾患の他に多くの慢性疾患を抱えている高齢者の身体状

況を的確に捉えた上で、介護予防プランを提案すること

が必要である。そのためには保健師が、既往疾患を持っ

た高齢者の身体面のアセスメントをふまえた疾病管理の

支援を介護予防プランに含めていけるように他の二職種

に働きかけることが大切であると考えられる。また、介

護予防的な取組みを日常生活の中で行っていけるように

提案する際も、身体面および生活面のアセスメントをふ

まえて検討し支援方法を提案していくことも保健師の役

割として大切である。そして、保健師は保健指導という

サービス提供者の役割もある（千葉，2009）ので、状況

によっては事例に対して、保健師が保健指導をしていく

ことも考えられる。本研究において、保健師からの高齢

者に合った清拭方法の助言にてヘルパーが安全に安心し

て支援ができたことから、ヘルパーなどのサービス提供

者に助言をすることも保健師の役割と考えられる。保健

師は、保健医療の専門職として介護予防を推進する役割

（清田，2006；吉田ら，2011）意識を持って、保健・医

療・福祉の包括的な視点で介護予防プラン作成ができる

ように、働きかけていく役割があると考える。 

4．体制づくりのための保健師の役割 

体制づくりのために、保健師が他職種とのコミュニ

ケーションを積極的にとり（鈴木ら，2008）、他職種を

も巻き込んでいくことが大切である。谷部（2009）は、

体制を維持していくためには、検討した内容を実際の援

助に反映したところでの状況を、再度検討することが支

援方針の検証につながり有効であると述べている。本取

組みにおいては、事例検討後も意図的に事例の話題を持

ちかけ、支援経過を三職種で話し合ったことが体制づく

りに効果的であった。今後もこの体制を維持していくた

めには、支援経過の話し合いを継続していくが大切であ

る。 

地域包括支援センターは、地域のネットワークづくり

が求められている（厚生労働省，2006）。保健師は、個

の事例を通して地域の現状をみることから、その地域に

とってより良い事業をつくる働きをしている（岡本，

2009）。介護予防プランを作成している事例から保健師

は地域の課題を見出し、その課題について他職種へ話し

合いを持ちかけていくことも役割であると考えられる。 
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5．本研究の意義と限界及び今後の課題 

本研究での取組みは、三職種で質の高い介護予防プラ

ン作成に向けた体制づくりの方法の提示につながったと

考える。しかし、一施設での取組み結果からの分析であ

るため、データ数を増やし分析していくことが必要であ

ると考える。 
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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to clarify the establishment of systems for developing preventive care plans 
(hereinafter, plans) by any one of three professionals, public health nurses, social workers, or chief care managers, at 
comprehensive community support centers, which would enable the attainment of lifestyles preferred by elderly individuals 
and their families. 
Methods: At the comprehensive community support center where the author is employed as a public health nurse, a case 
study was conducted to (1) understand the involvement of the three professionals in developing plans and (2) analyze the 
effectiveness of these plans in helping the concerned elderly individuals and their families. 
Results: Discussions regarding the development of plans were conducted throughout the case study and during the course 
of work duties. Based on a common understanding, plans addressing the demands of elderly individuals and their families 
were developed. These plans included maintaining and improving physical function, continuing activities that elderly 
individuals could independently perform, elderly individuals leading fun and enthusiastic lifestyles, and maintaining 
sociability. Furthermore, these plans enabled elderly individuals, their families, and service providers to have the same 
goals, and each of them then consciously worked toward implementing these plans. The issues faced included the provision 
of support and management of physical conditions during exercises that were influenced by symptoms such as pain and 
disease history. Cooperation among chief physicians and rehabilitation staff was important to resolve these issues. 
Furthermore, continuation of the case study enabled favorable support and advice from other professionals, and the 
professionals stated that they hoped to have a broader perspective regarding provision of support to patients. 
Discussion: The basis for establishing a system for developing high-quality plans is recognizing the necessity of the three 
professionals having broad perspectives and taking advice from individuals from other occupations. Achieving this requires 
(1) discussions, (2) sharing information regarding cases, (3) creating common perceptions regarding the development of 
plans, and (4) aiming to achieve a mutual understanding among individuals from different areas of specialization. 
 

Keywords: comprehensive community support center, public health nurse, long-term care prevention, case study 


