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≪綺麗支援事業所の繊要≫
1．沼i　．睾

●『岩手宮城介護保険事務所』として平成11年10月、岩手県の指定をうけ、平成12年4月の「介

護保険制度」の実施にむけた要介護認定調査の開始とともに事業を開始する。

●　平成12年4月からは、要介護認定調査に加え、事業の中心となるケアプランの作成をはじめ、申

請代行、介護保険に関する様々な相談・苦情の受付等を総合的に実施する。

●　平成19年6月1日、法人内2ヶ所目の居宅介護支援事業所開設を機に『福光園居宅介護支援事

業所』に名称変更。

●　平成23年1月1日、法人内2ヶ所の居宅介護支援事業所を『福光園居宅介護支援事業所』に統合。

2．事業の一目と劫

要介護状態及び要支援状態にある高齢者の方々に、可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、適正な居宅介護支援（ケアマネジメント）を提

供することを目的とする。

≪本年度の事業実施鰯≫

3．事業美郷要
（1）概要

①要介護認定調査業務（委託〉

・一関地区広域行政組合と「要介護認定調査業務」の委託契約（調査員8名（2名は年度途中～）登録）

を締結し今年度は97件の調査を実施した。（12年度319件・13年度244件・14年度239

件・15年度176件・16年度141件・17年度111件・18年度98件・19年度93件・20

年度105件・21年度190件・22年度134件・23年度177件・24年度137件・25年

度101件・26年度153件）

・管外の調査は2件。（13年度4件・14年度30件・15年度33件・16年度59

件・17年度15件・18年度20件・19～22年度0件・23年度6件・24年度4件・25年

度1件・26年度4件）。神奈川県南足柄市からの委託で、一関市内の施設利用中の方の対応とな

っている。

②ケアプランの作成と給付管理業務

・27年度は制度、介護報酬の改定が行われ、加算減算の見直しがあったが、「特定事業所集中減算」

については、適用割合の引下げ、対象サービスが全てに拡大された事から、サービス利用調整に苦

慮した一年となった。減算項目である「ケアプランの交付」「サービス担当者会議の開催（照会）」

「モニタリングの実施」については、ケアマネジャーの必須業務ということで、漏れの無いよう対

応している。

H20年度は制度の不整合等での減算があったが、それ以外はH15～19年度、21～27年度と

も『減算なし』の快挙を成し遂げてきた。

・「アセスメントの実施」については、標準項目様式に則した事業所独自のアセスメントシートを用

い行っている。

・「モニタリングの実施」については、減算項目の改訂によりモニタリングの記録が1ケ月に1回に

なったが、モニタリングシートを活用する等してモニタリングを実施している。

・サービス担当者会議については、ケアプランの新規、修正、更新時に必要な為、年間
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を通して多く開催されている。認定が確定した後の月末に集中する事が多いがサービス事業所の

協力もあり、何とか日程調整し開催出来ている。

・給付管理業務は、担当者による給付費の読み合わせ等を継続実施しミスを防ぐ為の確認作業も引き

続き業務の流れに取り込んでいる。国保連への請求は、事務担当者と連携しパソコンによる「電送」

で対応している。

・給付管理の件数は年間2229件で、月平均185件になっている。件数としては増加したが、ケ

アマネの交替に備えての人員増があった為、稼働率としては低下している。

・H21年11月～特定事業所加算Ⅱを算定していたが、H27年4月～は新しい算定

要件でのⅡを算定している。

③介護予防マネジメント業務（委託）

・平成18年の介護保険制度改正により『新予防給付』が新設され、27年度は「一関西部地域包括

支援センター」「高齢者総合相談センターさくらまち」「高齢者総合相談センターはないずみ」「高齢

者総合相談センターしぶたみ」の管内4事業所から委託をうけ、介護予防マネジメントを実施し

ている。住所地特例者の扱いが変わった事から管外からの委託はなかった。

・給付管理件数（実際の給付管理は包括）は年間576件。月平均48件。前年度比83％になっている

が、委託件数は多い。

・3ケ月～6ケ月毎にプラン見直し、評価があるが、その都度担当者会議が必要な事、サービス事業

所の評価の確認もあり業務が煩雑。介護報酬も低額であり事業所としては痛し痔しというところ

であるが、利用者の生活の継続、安心感等の為対応している。

・一関地区広域管内の包括支援センターは平成24年度から条件付きで1年プランの作成が可能と

なったが、条件が厳しい事から1年プランへの移行は3割弱程度。

④要介護認定の申請代行

・福光園在宅介護支援セツケと連携しながら、認定の必要な方々への周知・啓発に努めた。

・ご利用者の介護保険証の更新管理等は、漏れのないようチェック表を作成し担当ケアマネジャーが

責任をもって管理にあたる他責任者を決め保険証のチェック、さらに月末の所内ケアマネジャーの

打ち合わせ時に最終確認をし、適切な更新管理に努めた。

⑤サービス機関との連携

・ご利用者の選択により、当法人のサービスに偏ることなく、利用者本位を第一に、広域からサービ

スを結びつけている。

※平成　27年度ケアプランに位置づけサービス利．用に結びついた事業所は以下の通り。

（予防給付含）

サービス種別 �事業所数 �事業所名 

訪問介護 �19 �福光園HS・JAもちっこ・ツクイ一関・ケアワークひらか・なのはなHS・ 

ケアセンターいこい・ニチイケアセンター・県南タクシー・こころ・シエス 
タ・オリオン・フォレスト・アースサポート・一関HS・きらら・一関福祉 

教育センター・ベルシモン・ベルシモン前沢（奥州市）・ 
セントケア栗駒（栗原市） 

訪問入浴 �4 �ツクイ一関・フォレスト岩手・アースサポート一関・ 

アサヒサンクリーン（栗原市） 

訪問看護 �7 �一関訪問看護S・訪問看護Sなのはな・一関病院・訪問看護Sさわなり・こ 
（医療保険対応含） ��ころ・きくちまさこ訪問看護S・ 

まごころ訪問看護S（栗原市）・ 
適所介護 �30 �福光園DSC・福光園DSC老楽園・関生園DSC・明生園DSC・一関DSC・ 

ケアホームなごみ・ツクイ山目DSC・ツクイ一関DSC・ケア青空・いこ 
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いDSC・DSCひまわり・DSまちなか・DSゆかり・ゆうゆうタウン五十 
大町・いこいリハトレセンターげんき・JAもちっこ・DSいこいの丘・－ 

関福祉教育センター・さくらDS・いこい平泉DSC・寿光荘DSC・ベル 
シモン前沢（奥州市）・金成DS（栗原市）・DSひなた（栗原市）・DS六日町の 
家（栗原市）・DSなごみ（栗原市）・DSフルール（栗原市）・ポプラの家3号館 
（栗原市）・まりやの家（栗原市）・DS茶話本舗（栗原市） 

適所リハビリ �5 �ナーシングホーム・シルバーヘルス一関・中央クリニック・さくらリハビリ・ 
シエスタ（栗原市） 

福祉用具貸与 �9 �フォレスト・幸成堂・和光商事・ほだいじゆ・サンメディカル・フォレスト 
メディカル・アルプス一関・JA栗つこ（栗原市）・東日本福祉機器（仙台市） 

短期入所生活介護 �7 �福光園・福光園アネックス・関生園・明生園・真生園・舞川の里・寿光荘 

短期入所療養介護 �3 �ナーシングホーム・シルバーヘルス・さわなり苑 

注：HS（ヘルパーステーション）、DSC（デイサービスセンター）、S（ステーション）の略

※上記以外にも、配食・移送サービス・宅老サービスなどの介護保険外サービス、自立支援法など

の他制度についても情報提供、調整を行っている。

⑥業務の効率化・適正化にむけて

・事業所独自の「モニタリングシート」・「アセスメントシート」を用いて、業務の効率化・適正化を

推進している。

・複数ケアマネの特性を生かし、業務分担等で業務の効率化を推進している。

⑦質の向上に向けて

・介護保険や介護支援専門員に関する研修等の講師依頼や各種会議については、介護保険制度の周知、

適正な運用、介護支援専門員の資質向上に寄与していく為、可能な限り対応している。また、新設

のサービス事業所の見学や視察も積極的に行っている。

・「所内ケアマネジャーの打ち合わせ」を、給付管理の読み合わせ時と、月末の職員会議時の月2回

の他、H21年10月～は特定事業所加算Ⅱの算定要件にもなっている会議を居宅業務会議として

上記の開催週以外の金曜日に開催している。この他、職員会議の際には「事例検討」「ケプランチ

ェック」をする事も定例化している。これらの打合せを通じ、業務の確認をするとともに、ケアマ

ネジャー同士の情報交換、意見交換を通し、居宅介護支援事業所としての質の向上、ケアマネジャ

ー自身の資質の向上に努めている。

（2）27年度実績（統計）

＜要介護認定調査＞

管内在宅扱い �管内自施設扱い �．管　外 �合　計 

4月 �10 �0 �1 �11 

5月 �0 �0 �0 �0 

6月 �12 �0 �0 �12 

7月 �6 �0 �0 �6 

8月 �12 �0 �0 �12、 

9月 �6 �0 �0 �6 

10月 �6 �0 �0 �6 

11月 �7 �0 �0 �7 

12月 �6 �0 �0 �6 

1月 �10 �0 �0 �10 

2月 �10 �0 �0 �10 

3月 �10 �0 �1 �11 

合　計 �95 �0 �2 �97 

※認定調査については、基本保険者が行う事となっており、更新の場合のみの調査委託となっている。。
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＜給付管理件数（介護度別）＞

要介護1 �要介護2 �要介護3 �要介護4 �要介護5 �合　計 
4月 �56 �54 �39 �22 �17 �188 

5月 �58 �53 �41 �23 �16 �191 

6月 �60 �53 �39 �25 �17 �194 

7月 �64 �54 �38 �24 �17 �197 

8月 �63 �53 �36 �27 �16 �195 

9月 �63 �52 �35 �27 �16 �193 

10月 �62 �53 �34 �28 �17 �194 

11月 �58 �53 �32 �28 �17 �188 

12月 �55 �49 �30 �27 �14 �175 

1月 �53 �49 �30 �26 �13 �171 

2月 �54 �48 �30 �27 �12 �171 

3月 �57 �45 �31 �26 �13 �172 

合　計 �703 �616 �415 �310 �185 �2229 

※給付管理件数は、その月に介護保険サービス（入所施設利用除く）を利用した方の件数である。実

際は、相談を受け訪問したり調整していても、入院中の方や自宅療養中の方、サービス利用実績が

ない方などは給付管理の実績に結びつかない為、実際の業務が反映されている数ではない。

※給付管理件数は、平成18年度の制度改正により介護支援専門員常勤換算で1名あたり50件から

35件に担当件数が引き下げられた。限度件数からみた稼働率は83％となり、平成26年度の90％

と比較して減少している。稼働率が下がった要因として、ケアマネ交代に伴う引継あり担当ケースが

増やせなかった事、特定事業所集中減算の関係で受入れ困難な場合があった事があげられる。相談は

あっても居宅の介護保険サービスの利用がなく（施設入所の調整のみ、転院の相談、サービス利用意

向なし、入院等）給付に結びつかない、ターミナル等ですぐ終結してしまう、施設入所等、散見する

傾向は変わらない。

※介護度別では、27年度も要介護1の割合が最も多く全体の31％。僅差で要介護2となっている。

要介護3・4・5の重度は40％で若干重度化傾向。

＜給付管理件数（地区別）＞
一関 �山目 �中里 �真滝 �厳美 �萩荘 �舞川 �他管内 �県内 �県外 �合　計 

4月 �15 �38 �8 �20 �23 �63 �2 �6 �0 �13 �188 

5月 �14 �39 �9 �20 �26 �64 �2 �6 �0 �11 �191 

6月 �14 �35 �9 �22 �27 �68 �3 �5 �0 �‾11 �194 

7月 �14 �39 �8 �21 �26 �70 �3 �5 �0 �11 �197 

8月 �13 �40 �8 �20 �26 �70 �3 �5 �0 �10 �195 

9月 �13 �37 �8 �19 �26 �72 �3 �5 �0 �10 �193 

10月 �13 �36 �8 �19 �26 �75 �3 �4 �0 �10 �194 

11月 �12 �35 �7 �17 �25 �76 �2 �4 �0 �10 �188 

12月 �13 �35 �6 �18 �24 �66 �1 �3 �0 �9 �175 

1月 �13 �38 �4 �18 �23 �64 �0 �3 �0 �8 �171 

2月 �13 �39 �4 �17 �23 �63 �0 �3 �1 �8 �171 

3月 �13 �36 �5 �16 �24 �65 �1 �3 �1 �8 �172 

合　計 �160 �447 �84 �227 �299 �816 �23 �52 �2 �119 �2229 

※「萩荘」地区が37％と、群を抜いて多くなっている。

※県外については栗原市と仙台市の利用者。県内は花巻市の利用者。栗原市以外については住所地特例

施設に入居や、住所変更せず一関の施設利用している方となっている。

※他管内は花泉町、大東町、平泉町の利用者。大東町の方は居所が旧一関市内。

＜初回加算件数＞

月 �4月 �5月 �6月 �7月 �8月 �9月 �10月 �11月 �12月 �1月 �2月 �3月 �合計 

件数 �9 �6 �6 �8 �7 �2 �4 �3 �4 �1 �5 �3 �58 
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※初回に加算。退院退所加算と一緒には算定できない。

※26年度比57％と件数が減少している。

＜退院・退所加算＞

月 �4月 �5月 �6月 �7月 �8月 �9月 �10月 �11月 �12月 �1月 �2月 �3月 �合計 

人 �1 �2 �2 �2 �3 �1 �0 �2 �0 �1 �0 �2 �16 

回数 �1 �4 �2 �2 �3 �1 �0 �3 �0 �1 �0 �2 �19 

※退院、退所にあたって病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることそ

の他の連携を図った場合に加算。3回までの算定が可能。

＜入院時情報連携加算＞

月 �4月 �5月 �6月 �7月 �8月 �9月 �10月 �11月 �12月 �1月 �2月 �3月 �合計 

I �0 �1 �1 �0 �0 �2 �2 �0 �3 �0 �2 �2 �13 

Ⅱ �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 

※入院後医療機関に訪問して必要な情報を盤供した場合にIを算定。訪問以外で情報を提供した場合にⅡを算定。

＜認知症加算＞＜独居高齢者加算＞については、

H27年度～基本報酬に包括化された為加算なし。

＜特定事業所加算Ⅱ＞

※平成21年度の改訂によりⅡが創設。21年11月分から算定している。27年度は加算算定の用件が見直さ

れたが、引き続き算定している。算定の条件は厳しいが、介護報酬に反映する為、職員の励みになっている。

22年度からは年度を通して算定している。

＜介護予防マネジメント給付数＞

月 �4月 �5月 �6月 �7月 �8月 �9月 �10月 �11月 �12月 �1月 �2月 �3月 �合計 

件数 �52 �49 �47 �44 �45 �45 �46 �48 �50 �49 �50 �51 �576 

※介護予防マネジメントは、「一関西部地域包括支援センター」と「高齢者総合相談センターさくらまち」

「高齢者総合相談センターはないずみ」「高齢者総合相談センターしぶたみ」からの委託により対応。

H27年度～住所地特例の扱いが変更（保険者から現住所地の包括に委託）となった為、管内のみからの

委託になっている。

＜住宅改修申請件数＞

※住宅改修支援助成交付金については平成14年度で原則廃止となったが、一部条件付で継続。27年度

は1件。

※意見書作成し住宅改修申請した件数は9件。H18年度から事前申請が必須（事前申請・本申請（改修後）

の2回必要）。20年度8件、21年度2件、22年度5件、23年度11件、24年度12件、25年

度8件。26年度は9件。一関地区広域行政組合では25年度から受領委任払いが選択できるようにな

っているが、殆どが受領委任払いを希望されている。

＜特定事業所集中減算＞

※H27年度から、適用割合が80％に引下げられ、対象サービスの限定も外されたが、対象サービスに

よっては厳しい状況であった。特に短期入所生活介護については利用者の希望が法人内事業所に集中す

る事が多く対応に苦慮した。ただ減算はペナルティである事から、他事業所の利用者を増やす等し、平

成27年度も、9月、3月の確認月で減算非該当となっている。

中立公正な対応を心掛けてはいるが、地域性の問題も有、この減算は今後も対応に苦慮すると思われる。

（3）職員配置

管理者兼主任介護支援専門員（専任）

副管理者介護支援専門員（専任）
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主任介護支援専門員（専任） �　　　、（1．0）　　－（1．0） ／ 

介護支援専門員（専任） �“（1．0） （1．0。H27．10．16′）） i（1．0。H28，1．1′）） 

介護支援専門員（兼任） �（0．7） 

計 �　8名 （常勤換算7．7名） 

（平成28年3月末日現在）

※居宅介護支援事業所と在宅介護支援センターは二枚看板と言われているが、協働しながらも業務を分担

（住み分け）する方向で活動しており、職員配置もその体制をとっている。兼任者は在宅介護支援センタ

ーとの兼務。

※兼任に関しては、兼任業務との割合を勘案し、割合にあわせた担当件数を算定し受け持っている（（）

内は常勤換算での割合）。

※主任介護支援専門員有資格者は3名。

4．鶴鰍眉動妨況
（1）　会議

回数 �日　　時 

ケアマネ打ち合わせ �50 �4／8・18・24・5／2・9・16・23・27・ 

（居宅業務会議含む） ��6／6・9・20・24・7／4・8・18・25・29・8／7・15・ 

20・26・9／5・9・19・24・10／3・8・17・24・28・ 

11／7・14・21・25・12／4・9・19・24・1／9・16・ 

23・27・2／6・13・20・24・3／5・6・20・24 

ショートステイ担当者会議 �12 �4／3・5／1・6／5・7／3・8／7・9／4・10／2 

（福光園アネックス内） ��11／6・12／4・1／8・2／5・3／5 

法人全体会議 �2 �4／28・10／20 

法人苦情解決委員会 �3 �8／7・11／17・2／17 
一関西部居宅介護支援事業所協議会役員会 �3 �4／10・5／11・7／9 

サービス担当者会議 � �随時 

※ショートステイの担当者会議を定例化継続し、受け入れ側、利用側からそれぞれ状況報告と意見交換

を行っていたが1月で終了。以降は書面での対応となっている。

※ケアマネ打ち合わせについては、給付管理の読み合せ時、月末職員会議時の他、上記開催

週以外は居宅業務会議とし、週1回の情報伝達、対応確認等、情報の共有化に努め、業務の適正化、

ケアマネの質の向上を目指した。職員会議時には事例検討会（ケアプランチェック含）もあわせて行っ

ている。

（2）研修
事業所内研修（全員出席） �4／1 
「倫理規定・個人情報の取扱い・就業規則について」 

介護支援専門員現任研修　専門Ⅱ課程　　（盛岡市） �11／9・12／14・15・16 
1名受講 

事業所内研修 �4／21・5／26・6／23・7／28・8／25・ 
「事例検討」 �9／29・10／27・11／24・12／22・2／23・ 3／29 

一関地域居宅介護支援事業所連絡会 �4／21・8／17・10／20・12／15・2／17 

2名づつ出席 

一関西部居宅支援事業所協議会総会・研修会（一関市） �5／13 

「口腔機能向上と口腔ケア」 

5名出席 
一関西部居宅支援事業所協議会研修会　　（一関市） �8／11 
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「負担限度額・負担割合の改正について」／ � 
「リハマネジメント（Ⅱ）会議の流れについて」 

6名出席 
一関西部居宅支援事業所協議会研修会　　（一関市） �3／1‾5 （高齢協等との共催） 

「デンマーク式地域包括ケアシステムを学ぶ 
～専門分野での連帯とそれを支える要因～」 

3名出席 
包括的継続的ケアマネジメント研修　　　（川崎町） �6／16 

「地域リハビリテーションについて」 

2名出席 
包括的継続的ケアマネジメント研修　　　（川崎町） �10／16 

「介護予防におけるリハビリの視点 
一目ら行うを支援する～」 

2名出席 
両磐介護支援専門員協議会研修　　　　　（川崎町） �6／6 

「施設での看とり、在宅での看とり」 
「行政説明」　　　　　　　　　　自主参加3名 

両磐介護支援専門員協議会研修　　　　　（一関市） �3／5 
「介護支援専門員をめぐる国の動向、介護支援専門員研修新 

カリキュラムについて」等 

自主参加3名 
一関市在宅難病患者支援従事者研修会　　（一関市） �7／7 

「主な神経、筋疾患の症状とその対応について 
～ALSを中心として～」 

「難病患者と保健福祉サービスについて 
～基礎編～ 

1名出席 
難病在宅療養支援計画策定、評価委員会　（一関市） �2／23 

1名出席 

在宅医療・介護連携市民フォーラム　　　（一関市） �11／21 
「在宅医療から考える地域包括ケアのまちづくり 
～最後まで自分らしく暮らす為に～」 

2名出席 
「マイナンバー制度導入に係る介護保険分野の取り扱い説明 �1／5 

会」　　　　　　　　　　　　　　（lIi崎町） 

3名出席 
主任ケアマネフォローアップ研修会　　　　卜関市） �3／1 

特別講義 
「これからの人材育成について 

一地域でのスーパービジョンの定着を目指して～」 

3名出席 

一関市医療と介護の連携連絡会研修会　　（一関町） �6／20 

「地域包括システム構築の為の在宅医療、介護連携の推進に 

ついて」 

1名出席 
一関市医療と介護の連携連絡会研修会　　（一関市） �10／17 

「医療現場における認知症患者に対する現状と対策、今後の 

対策について」 
「認知症患者の為に知っておくべき事」 

2名出席 
一関市医療と介護の連携連絡会研修会　　（一関市） �3／5 

「家族の介護がやってきた 
～ケアマネがお手伝いします～」 

2名出席 
岩手県南認知症ケア研究会　　　　　　　（藤沢町） �3／26 

「若年性認知症を理解しよう」 

1名出席 

法人内研修　　　　　　　　　　　　　　　（一関市） �5／13 
「死生観について」 

2名出席 



法人内研修　　　　　　　　　　　　　　　（一関市） �2／15 
「コミュニケーション（互いに心地よい関係を作る）」 

1名出席 

介護支援専門員地域同行型研修　（盛岡市・一関市） �8／28・10／28・ 
「アドバイザー研修」「全体研修」 �11／19・24・25・ 
「個別研修」「県の報告会」 �12／18・1／27・2／16 

1名参加 

※職員の質の向上を図る為、現任研修をはじめ管内の研修には積極的に参加している。

※会議や研修が多いのも、業務を煩雑にしている要因との話も出ているが、適切に業務、支援を行っ

ていくには、情報の収集、事業所内だけでは困難な部分のスキルアップの為今後も積極的に参加予

定。22年度～月末の職員会議を利用し法人内で事例検討をはじめたが、26年度も継続している。

又、25年度～はケアプランも添付し、ケアプランについての助言も行っている。

※上記以外にも、各種団体主催の研修会には、個人的に参加し、質の向上を図っている。

（3）その他

県集団指導 �4／22 

職員健診 �6／1 

サービス公表 �7月報告月。8／24実地調査 

夜間呼出訓練 �8／28 

リレーフォーライフ参加 �9／12～13 
一関市新規採用職員福祉施設実習受入 �12／14・15 

法人ケアマネ受験対策講座講師対応 �9／16 

視察（管内事業所） �随時 

5　その侮

（1）介護支援専門員資格更新について

平成18年度の制度改正により資格の更新が必要となり、介護支援専門員の資格はあっても実務に

つけないということが発生することとなった。事業所としては介護支援専門員の資格管理も適切に

行わなければならなくなっている。平成27年度更新該当者はないが、計画的に現任研修を受講し

ている。27年度は1名受講。

（2）介護保険負担割合

制度改正に伴い、H27年8月～介護保険料の利用料が一律1割でなく、一定以上の所得のある方

については2割負担となった。

これにより利用時には負担割合（証）の確認が必須となった。

6．まとめ

介護保険制度施行16年目。

2025年を見据えた制度の改正、介護報酬の改定が行われ大きな変革もあったが、地域支援事業への

移行等経過措置もあることから、給付関係では大きな混乱はなかった。但し特定事業所集中減算について

は対応に苦慮した。

事業全般としては、やはり書類の整備が多いこと、サービス担当者会議の開催期日が集中してしまう事、

相談には迅速に対応しているが、施設入所・転院の相談だったり、サービス調整しても急変したり、介護

予防だったりと実際の給付に結びつかないケースも多い事から、業務に追われているというのが実感。

業務のしぼりが厳しい上に、認知症・精神疾患・難病・緩和ケア・家族関係・経済面・虐待・権利擁護

等々　様々な問題を抱えたケースも多くケアマネ個々の能力、努力だけでは対応できない事も多いが、複
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数ケアマネ事業所の特性を生かし、スーパーバイズ（事例検討含）、助言、情報交換等を行い、より適切な

対応が出来るように、又、担当の介護支援専門員が問題を一人で抱え込まないですむような対応はとって

いる。困難ケースは地域包括支援センターや行政に相談し、一緒に関わってもらうこともあるが、相談す

るかどうかの判断や実際の対応はケアマネが行うことになるので、どうしても担当ケアマネの負担が大き

くなってしまう感は否めない。又適切な処理をするにあたっての価値基準も様々なので、事業所としての

バックアップも不可欠であると感じている。

事業所の世代交代の時期がきており、退職を見越してのケアマネ増員があったが、ケアマネの力量が在

宅介護では大きく影響する為、人材育成が急務となっている。

今後も事業所としてもケアマネ個人としても地域から高い評価を得られるよう、質の向上とあわせ、経

営面の安定の為の給付率の向上にむけて、次年度も引き続き前向きに対処していきたいと考える。情報の

アンテナを張り巡らせながら、今までの実績を生かし、今後も住み慣れた地域での生活が続けられる為の

支援が出来る様にしていきたいと考える。
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