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介護保険施設・居住系施設のケアマネジメントとケアプラン

小規模多機能型居宅介護編


特定非営利活動法人地域の絆 代表理事

日総研出版掲載
「施設ケアプランと記録の教室」
2010年9月20日発行 P.24〜P.31に掲載

中島康晴

広島県認知症コーディネーター，社団法人広島県社会福祉士会理事，福山平成大学非常勤講師
（社会福祉援助技術）
，認知症介護研究・研修仙台センター「地域連携」担当講師（2008 ～2010
年度）
。現在，県立広島大学保健福祉学専攻修士課程在学中。社会福祉士，介護福祉士，精神保
健福祉士，介護支援専門員。
主な職歴は，生活相談員，介護職リーダー，デイサービス・グループホーム管理者。福祉専門職
がまちづくりに関与していく実践の必要性を感じ，2006年２月特定非営利活動法人地域の絆を
設立。学生時代に参加した市民運動「市民の絆」の名前をヒントに命名。現在，広島県内で３カ
所の地域密着型サービス事業所を開設運営。
地域の絆ホームページ http://www.npokizuna.jp/
「代表理事中島康晴のブログ」では，社会福祉に対するさまざまな思いを綴っています。

小規模多機能型居宅介護の
特徴
■小規模多機能型居宅介護の
位置付け

サービスを受けることができ，結果，地域に
おける継続的生活の機会を享受することが可
能となります。これは，利用者の権利擁護の
視点から見れば，非常に良い制度であると言
えます。

冒頭からあえて基本的なことをお話ししま
すが，本稿の本質へとつながる内容ですの

■地域密着型サービスの目的＝

で，しばらくお付き合いください。小規模多

コミュニティケアの実践

機能型居宅介護（以下，小規模）は，2006年

NPO法人地域の絆（以下，地域の絆）では，

４月より創設された地域密着型サービスに位

この地域密着型サービスの目的を「コミュニ

置付けられています。その地域密着型サービ

ティケアの実践」という一言で定義していま

スは，
「高齢者が要介護状態となっても，で

す。コミュニティケアには，教科書的に次の

きる限り住み慣れた地域で生活を継続できる

２つの要素が含まれていると認識しています。

ようにする観点から，原則として日常生活圏

①あ らゆる社会資源を選択・発掘・創設し

域内でサービスの利用および提供が完結する
サービスを新たに類型化し，市町村が事業者
の指定および指導・監督を行うことにしたも
の」１）と位置付けられています。

て，活用すること
②対象者を限定しないケアであること
①の「あらゆる社会資源」とは，フォーマ
ル，セミフォーマル，インフォーマルの如何

市町村合併が急激に進んだ昨今，市町村の

を問わない，つまり介護保険サービスに限定

圏域は広がったものの，利用者に提供する

しない社会資源のことを指します。そして，

サービスの圏域はより狭く限定するといっ

それらは現在あるものを活用するだけでな

た，一見矛盾を感じる制度設計とも言えそう

く，時に発掘・創出して，利用者支援につな

です。しかし，地域密着型サービスの整備が

いでいきます。②の「対象者を限定しない」

進めば，利用者は住み慣れた地域で包括的

とは，地域の中の要介護高齢者だけに限定し

24 ●

施設ケアプランと記録の教室

Vol.8

No.1

た相談支援やケアのあり方ではなく，要保護

いう相乗効果をもたらす視座。
『一つの事例

児童や障害者の問題にも，福祉専門職として

が地域を変える』という積極的展開」２）が求

の共通基盤を用いて柔軟に対応していくこと

められているのです。

を示唆していると考えます。

私たちは，ケアマネジメントはソーシャル

小規模では，このコミュニティケア実践が

ワークの一部であり，また「コミュニティケ

大きく期待されます。小規模は，「通いを中

アの技術」であるとも考えています。後述す

心として，利用者の様態や希望に応じて，随

る事例は，その考えに依拠した実践です。で

時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供

すので，私たちの立ち位置をまずは示してお

することにより，利用者の居宅における生活

く必要性を感じ，長々と理念型的なことを述

の継続を支援するもの」
（厚生労働省令第34

べました。

号第62条）とされています。つまり，利用者
の在宅生活を支えるために，
「通い」
「訪問」
「宿泊」の３つの機能を，個々の利用者ニー
ズに応じて組み合わせてサービス化していく
ということです。

小規模における
ケアマネジメントおよび
ケアプランの特徴

そして，この「サービス化」のために，こ

さて，前述したような小規模の特徴を踏ま

れら３つの機能のみならず，介護保険サービ

えたケアマネジメントは，どのようにあるべ

スとしての訪問看護，訪問リハビリテーショ

きでしょうか。本誌では「居宅」
「施設」ケ

ン，福祉用具貸与・販売，居宅療養管理指導，

アマネジメントについて幅広く取り上げられ

住宅改修およびその他の社会資源を調整した

ていますが，ここでは居宅（居宅介護支援）と

上で，４つ目の機能としてのケアマネジメン

小規模におけるケアマネジメントの相違点を

トを行うのが小規模なのです。また，
「中重

もって，小規模のケアマネジメントの特徴を

度」の利用者を在宅で支援し続けるために

つかんでみたいと思います。制度の相違，およ

は，「通い」「訪問」「宿泊」といった自事業

びその影響を受けての実践の相違を表１に対

所における機能の組み合わせのみでは対応が

比してみました。以下，順番に見ていきます。

難しく，それ以外のあらゆる社会資源を活用
していくことが不可欠となりますので，そこ
にコミュニティケアを実践しやすい素地があ
ると言えそうです。

対比利用者数
「ケースマネージメント・サービスの質は，
クライエントとケースマネージャーとの間の

つまり，ソーシャルワークで言われるとこ

接触の集中度と深く関連しているという証拠

ろの地域を基盤とした実践です。これからの

があり，
（ケースマネージャーの担当クライ

ソーシャルワークにおいても「地域を基盤と

エント数）を考慮することが非常に重要であ

したソーシャルワーク」が強くうたわれてお

る」３）と言われるとおり，ケアマネジメント

り，機能として「個と地域の一体的支援」
，

においてケアマネジャー１人に対する担当

すなわち「個への支援に地域の力を活用する

ケース数は，その質に大きな影響を与えると

個と地域の一体的支援および地域力の向上と

言われています。
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■表１

小規模と居宅における相違点

対比項目
①対象利用者数
②ケアマネジメント
に対する報酬

小規模多機能型居宅介護
１事業所 当たり25人
小規模多機能型居宅介護費に
含まれている。
【定額制】

居宅介護支援
１ケアマネジャー につきおおむね40人
要支援１・２の利用者：１件当たり4,120円
要介護１・２の利用者：１件当たり10,000円
要介護３〜５の利用者：１件当たり13,000円
その他：状況に応じて加算あり
【出来高制】

③ケアマネジメント
に対する報酬受給
の条件

特になし。

④サービスシステム
とケアマネジャー
の関係

特定の介護保険事業者（福祉 ケアマネジャーの所属先以外の事業者がサービ
用具貸与事業，訪問リハビリ スを提供。
事業，訪問看護事業）以外は，
基本的に同じ事業所の職員が
サービスを提供。

⑤ケアマネジメント
チームのあり方

集まりやすい。
合意を得やすい。
連携が取りやすい。

⑥直接ケアの実施

介護保険サービスのマネジメントを行った際に
のみ，受給となる。ただし，居宅療養管理指導，
福祉用具購入，住宅改修など給付管理対象外の
単独マネジメントについては無報酬。

サービス提供事業所が，同一法人か否かによっ
て異なる。

ケアマネジャーが，直接ケア 基本的に，ケアマネジャーが直接ケアを行うこ
（入浴，食事，排泄，送迎など） とはない。
を行うことがある。

⑦利用者・家族との 利用者とは事業所および直接
コミュニケーショ ケアの場面で接点がある。
ン量（頻度と時間） ケアを目的とした訪問や送
迎，通院介助を行う中で，家
族とのコミュニケーションを
日常的に図ることができる。

モニタリング・プラン作成のために月に１度以
上訪問する。

⑧サービス間調整の 「通 い」「訪 問」「宿 泊」サ ー
課題
ビスは自事業所から提供する
ため，職員配置との相互調整
が不可欠。

支給限度額内に収まり，地域に介護保険サービ
スが充足している限り，大きな課題はない。

この点において，小規模の方が優位である

ケアマネジメントに対する報酬・報酬受給の条件

ことが分かると思います。海外の文献におい

②③では，どのような社会資源をマネジメ

ても，質を担保し得る１人のケアマネジャー

ントしても定額報酬である小規模と，介護保

に対する担当ケース数は，「最低15人から最

険サービスのうち，給付管理の対象となる

高30人のクライエント」や「20から30の担当

サービスをマネジメントしなければ無報酬と

ケース数」 ，「25ケースから30ケースの範

なる居宅の状況相違を示しています。

４）

囲」５）と言われていますので，小規模のそれ

この点について居宅の場合は，給付管理の

はより理想的な範囲であると言えそうです。

対象となるサービスを含有したケアマネジメ
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ントでなければ報酬が発生せず，極言すれば，

のケアにかかわる可能性があります。その

それ以外の社会資源を活用したマネジメント

ため，間接的情報と直接的情報の双方の情報

を実践しても“タダ働き”になってしまうと

を基にアセスメント・モニタリングでき，よ

いうことになります。むしろ現実的には，無

り精度の高い実践が望めます。

報酬を避けるために何とかして給付管理の対

一方，直接ケアに原則携わることのない居

象サービスを取り入れようとする動きが，力

宅のケアマネジャーは，直接ケアを担当してい

学的必然として生じてくるかもしれません。

る者からの間接的な情報収集が欠かせません。

逆に小規模の場合，給付管理の対象となる

また，利用者・家族とのコミュニケーショ

サービスは自事業所によるところが大きく，

ン量についても，前述のことから小規模ケア

利用者に対する幅広いニーズへの対応および

マネジャーによるかかわりの方が，より多く

自事業所の負担軽減の観点から，その他の社

を望めることとなりそうです。

会資源へのアプローチが有効となります。つ
まり，前述のコミュニティケアの技術として
のケアマネジメント実践が展開しやすい素地

サービス間調整の課題
最後に⑧ですが，例えば担当利用者のうち
３人から，夕食調理の家事支援による訪問の

があると言えます。

依頼を受けたとしましょう。この場合，小規

サービスシステムとケアマネジャーの関係・

模のケアマネジャーは即時対応することがで

ケアマネジメントチームのあり方

きるでしょうか。

④⑤については，ケアマネジメント機能と

居宅の場合，給付単位数が支給限度額内で

サービス提供機能が一つの事業所で“同居”

あり，ニーズに対応できる事業所が確認でき

しているのが小規模ですので，日常的な意思

れば即応することが可能ですが，小規模につ

疎通や情報交換，およびサービス担当者会議

いては，
「通い」
「訪問」
「宿泊」に対して自

の開催頻度の増加や効果的な合意形成が望め

事業所の人員配置を鑑みる必要性が生じま

るものと認識しています。無論，これは良い

す。しかし実際は，人員基準を鑑みても，夕

ことばかりではなく，本来独自の機能を果た

刻に３人の訪問職員を配置することは困難な

すべきケアマネジメントが，サービス提供過

事業所が多いのではないかと思われます。で

かんせい

程に埋没してしまいかねない陥穽を隠し持っ

あれば，ここではニーズとサービスのすり合

ているとも言えそうです。この点には注視が

わせとしての調整が不可欠となるでしょう。

必要だと私は思っています。

無論，インフォーマル，セミフォーマルな社
会資源の活用を念頭に置く必要があること

直接ケアの実施・
利用者・家族とのコミュニケーション量

は，言うまでもありません。
つまり小規模の場合，利用者のニーズに応

⑥⑦について，小規模のケアマネジャーは

じて職員配置を調整する視点と，職員の人員

直接ケアの実践を行います。時に食事，入浴，

配置に応じてサービス提供を調整する視点の

排泄，送迎，レクリエーション支援や，
「通

双方を持ち合わせたマネジメントが求められ

い」「訪問」
「宿泊」サービスにおけるすべて

るわけです。利用者ニーズに応じた職員配置
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という点においては，地域の絆では事業所ご

Ａさん，70代，女性，独居

とに早出と遅出の勤務時間が異なるように設

要介護３（障害高齢者の日常生活自立度

定しています。これは，事業所ごとの利用者

Ｊ２・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲａ）

ニーズに即応した帰結です。

親族は，都道府県外および海外に住んで

④～⑧は，小規模ケアマネジメントの長・

いる。

短所を顕著に示している課題です。サービス
提供者との距離が近い分，臨機応変できめ細

長年住み慣れた自宅での生活を継続したい

かなマネジメントが実践できますが，本来独

と思っているＡさんの生活課題の概要は，ADL

立したケアマネジメント機能が埋没してしま

では入浴，排泄，更衣に一部の介助が必要で

う危険性をはらんでいるとも言えます。

あり，IADLでは調理，買い物は一部介助，
掃除・洗濯は全介助という状況でした。また，

ここまで，比較的丁寧に小規模のケアマネ

火の不始末の問題があり，仏壇や台所からの

ジメントについて見てきました。これらの内

出火が懸念されました。小規模からの支援を

容をまとめると，小規模の特徴として大きく

受けながら自宅で生活するには，ギリギリの

次の４点が挙げられると思います。

状況と言えます。

①臨機応変できめ細かな実践が可能である

そこで，このような状況にあるからこそ，

②コミュニティケアの技術としての本来の意

地域の住民・商店による見守りや軽微な家事

味におけるケアマネジメント実践の素地が

支援を導入しなければ，今後の在宅生活は継

ある

続できないと考えました。本事例では地域包

③サービス提供事業者と一体的な機能のあり

括支援センターに協力を要請していましたが，

方が求められているがゆえ，自事業所機能

小規模職員を含めた専門職以外の支援体制も

との相互作用的なケアマネジメントが求め

併せて構築し，表２のような援助活動を実践

られている

しました。逆に言えば，私たちが事業所外部

④① ～③から，小規模のケアマネジャーに

のインフォーマルな社会資源へのアプローチ

は，より高いケアマネジメント機能が求め

を行わなければ，Ａさんの希望である「自宅

られる

での生活を継続する」ことは困難な状況で

可能性は広いのですが，その分ケアマネ

あったと思われます。

ジャーに求められる専門性はより高いと認識

■地域内に多くの見守りの“目”を

するべきかと思います。

持たせる

利用者の自立支援と
尊厳ある生活を実現した
ケアプラン記載事例紹介
最後に，地域の絆における実践事例を紹介
します。
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まず私たちは，家族に個人情報に関する同
意を得た上で，見守りの“目”を地域の中に
多く持つようにしました。利用者の生活に何
らかの変化が生じた際，小規模にすぐに連絡
が入る「経路」を確保するためです。
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Ａさん

77歳

要介護度

長期目標

短期目標

実現可能な生活の目標

年齢

３

サ−ビス内容

生活の維持と 安心・安全で， ①支払いの支援（計算の支援
生きがいのた 偏りの少ない および釣り銭の分かりやすい
めの買い物の 買い物の継続 提示），②販売物の調整（同じ
ものばかりを買わないよう調
継続
整），③店 内 移 動 時 の 身 守 り
（滑りやすく，押し車での移
動スペースが確保されずらい
店内の移動に対する見守り）

庭の草取り，畑の菜園活動，
見守り活動

今まで生活さ 今までの生活 専門職による屋内の清掃
れていた環境 環境に近い清
により近い住 潔さを保つ
近隣住民によるごみ出し
環境の確保

○

担当者

認知症高齢者の日常生活自立度

毎日

週２回

毎日

頻度

Ⅲａ

近隣住民

週２回

地域住民（商店）
インフォーマルなケア

コンビニエンスストアのオー
ナー，店員
週３回

地域住民，民生委員など 小規模多機能型居宅介護職員 週１回
イ ン フ ォ ー マ ル・セ ミ
コンビニエンスストアのオー
フォーマルなケア
週５回
ナー，民生委員，地域住民

地域住民
インフォーマルなケア

小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護職員 「訪問」
週２回

「訪問」
週２回

小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護職員 「通い」
週３回

地域住民，民生委員など 登下校児童見守りボランティ
イ ン フ ォ ー マ ル・セ ミ ア，近隣住民，民生委員，リ
サイクルショップ店員
フォーマルなケア

小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護職員
地域包括支援センター
地域包括支援センター職員

サービス種別

支援内容

Ｊ２

※１「保険給付の対象となるかどうかの区分」について，保険給付対象内サービスについては○印を付ける。

継続してきたコンビニ
エンスストアでの買い
物を自身のタイミング
で安心・安全に実施

住環境の整理（清掃，
ご み 出 し，庭 の 草 取
り，菜園活動）および
そのことを通じての地
域との関係強化

食事と入浴の機会の確 ご本人の嗜好 身体機能維持 小規模多機能型居宅介護によ
に応じた食事 のための食事 る「通い」サービスを利用中
保
と入浴の支援 と入浴の確保 に，食事・入浴の機会を確保。
○
「通い」サービス利用日以外
の食事は，「訪問」により確
保する。

○

※１

障害高齢者の日常生活自立度

在宅生活における緊急 安心・安全な 緊急時におけ 専門職による定期的な見守り
在宅でのお一 る連絡経路の 支援
時の早期対応
人暮らしの継 確 保 お よ び
ニーズキャッ
続
チシステムの 地域住民による見守り活動
確立

解決すべき課題（ニーズ）
及び本人の可能なことを
強化すること等で
自立が促進される状況

氏名

■表２ Ａさんの居宅サービス計画書

また独居利用者の場合は，緊急時における

に「ごみステーション」へ出さなければなら

「連絡経路」の確保のみならず，日々のささ

ず，小規模職員の負担となっていました。そ

いな変化を把握していく「ニーズキャッチシ

こで近隣住民へ，まず「利用者の家の前（敷

ステム」の構築も不可欠です。このような

地内）にごみを出しておきますので，可能な

ネットワークを事前につくっておくことで，

日はごみ出しをお願いできますか？」と依頼

大きな課題を回避することも可能となるから

しました。すると住民の一人が快く引き受け

です。

てくれ，それが継続されると，
「毎回私が出

実際には，利用者宅の道を挟んで向かい側

しておきますよ。前の日に用意だけしておい

にあるリサイクルショップの社長さんや近隣

てください」と言ってもらえるようになりま

住民，民生委員，児童の登下校時の見守りボ

した。これにより小規模の職員の負担は軽減

ランティアに職員が手分けして依頼し，協力

し，地域住民による見守りの“目”をさらに

を得ました。その際，登下校時の見守りボラ

増やすことにもつながりました。

ンティアの人たちには，平日の夕方に見守り

このことは，インフォーマルな社会資源へ

の場所まで歩いて行く道程にＡさん宅があっ

アプローチを試みる際は，ハードルの低いと

たので，その前を通った際の声かけや見守り

ころから依頼すると成功しやすいことを示唆

を依頼しました。これによりＡさんの生活は

しています。地域住民や商店の人たちの多く

安定し，小規模の職員は利用者宅への見守り

は，時間的な余裕があるわけではないため，

訪問の回数を減らすことができました。

初めから過度な負担がかかることを依頼する

また，真夏の猛暑の折，「家の前の歩道に

と負担感や拒否感が強く，断られるケースが

腰をかけたまま，30分以上動こうとしないの

多いと思います。また，依頼する私たちと依

で心配だ」と近隣住民から当事業所に連絡が

頼先との信頼関係が築けていない段階では，

入ることがありました。この時Ａさんはすで

過度な依頼は不信感を増幅させてしまうと思

に脱水症状を来しており，もし連絡をもらっ

われます。

ていなければ大変なことになっていたかもし
れません。

その意味において，最初の段階では負担の
軽いことから依頼することが要点となります
す。まずは，継続して協力してもらえること

■地域住民には負担感の

を第一義とし，あえてハードルを下げて依頼

少ないことから依頼する

します。そして，その後の過程で構築された

このように地域の見守りの“目”を増やし，

信頼関係や利用者に対する親密度の高さから，

“センサー”の精度を高めることは，一人暮

依頼先の状況に応じてさらなる負担を依頼し

らしの人の支援には不可欠であると認識して

ていくことが成功の秘訣であると考えます。

います。また見守りという行為は，地域住民
にとっては幾分ハードルが低いのか，多くの
人は声を掛ければ快く引き受けてくれること
ごみの処理に関しては，毎週決まった時間
施設ケアプランと記録の教室

Ａさんは，自宅から数百メートル離れたコ
ンビニエンスストアに，押し車で時間をかけ

が多いようです。
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て買い物に行くことが日課となっていました。

しかし，財布からお金を出し入れするのが難
しいことや，毎回同じ物を買うため賞味期限
切れの食材が冷蔵庫の中に溢れていたこと，
押し車で買い物するには店内が狭く，方向転
回や移動時に転倒のリスクがありました。そ
こで，①支払いの支援，②販売物の調整，③
店内移動時の身守りをコンビニエンスストア
のオーナーに依頼したところ，オーナーは快
諾し，そのことは店員にも浸透し，日常的な
対応が始まりました。またこのオーナーは，
一人暮らしの高齢者宅へ弁当代だけを徴収し，
独自に「配食サービス」を展開しているとい
うことを後で知りました。
地域に対する働き掛けを実践すれば，地域
住民の顔と人柄，その実践が見えてきます。
それが新たなコミュニティケアの実践へとつ
ながっていきます。本事例のように，フォー
マルなサポートネットワークのみならず，イ
ンフォーマル（セミフォーマル）なサポート
ネットワークの双方を取り入れたソーシャル
サポートネットワークを構築していくこと
も，ケアマネジメントの役割であり，その実
践が地域住民の意識を変えていくのです。
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