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■ さいたま市介護予防のための地域支援個別会議

さいたま市が目指す自立支援
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■ 地域支援事業の全体像（地域ケア会議の位置づけ）

■ 地域包括支援センターが主催する地域支援個別会議では、高齢者本人や
その置かれている環境における様々な課題を抱えるケース、いわゆる「
多問題ケース」の検討を主に行っていました。

■ 平成２６年度介護保険制度改正で「地域ケア会議の充実」が掲げられま
した。

■ そのため、本市では、高齢者の「介護予防のための」地域支援個別会議
の導入に向けて、地域包括支援センターや包括・在支総合支援センター、
区高齢介護課職員と共に、本市に相応しい地域ケア個別会議となるよう
協議を重ねてまいりました。

■ 自立支援や介護予防の観点で、「要支援者等の生活行為の課題の解決や
状態の改善に導き、自立を促すこと」を目的として、２０１９年（平成
３１年度）に導入しました。

4



■ さいたま市が目指す「自立支援」

■ 本市の「自立支援」は、単に身体機能の向上を目指し、身体機能の向上
を理由に介護サービス等からの卒業を目指すものではありません。

■ 利用者の「したい」「できるようになりたい」ことの実現に向けた具体
的な取組みの一つがケアマネジメントです。

■ 地域支援個別会議では、ケアマネジメントに基づいて作成されたケアプ
ランについて、次の２つの視点で助言・意見交換を行うことを目的とし
ています。

⑴利用者が意思決定するために必要な情報の提供

⑵利用者の目標達成のための知識や技術の提供

■ 特に、利用者が「したい」「できるようになりたい」と思う生活行為の
目標に向けた支援を行い、支援を受けながらも、地域の活動への参加へ
とつなげる （地域と切り離さない）ことにより役割や生きがいを持っ
て生活できる状態へ、地域支援個別会議の参加者全員で導いていくこと
を目指しています。
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■ 介護予防のための地域支援個別会議の具体的な目的

■ 具体的な目的としては、次のとおりです。

⑴医療・介護などの多職種が協働し、高齢者の個別課題の解決を図る。

⑵介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの支援を行う。

⑶個別ケースの課題分析を蓄積することで、地域に共通した課題を明確
化する。

■ これらを達成するために、理学療法士（ＰＴ）、作業療法士（ＯＴ）、
薬剤師、栄養士などの専門職から助言をいただき、高齢者個人に対する
支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を同時に推進します。

6



■ 居宅サービス計画の作成にあたって

■ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を抜粋したもの
です。

■ 利用者について、有する能力、置かれている環境等の評価を通じて、利
用者が現に抱える問題点を明らかにして、利用者が自立した日常生活を
営むことができるように、支援する上で、解決すべき課題を把握しなけ
ればならない。

■ ケアプランの作成にあたって、介護支援専門員等が大事にしなければな
らない内容で、普段から意識してケアプランを作成されていると思いま
す。

■ しかしながら、条文の意図が掴みきれないという声も聞きます。
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■ 条文の単語に、説明を加えて置き換えてみました。

■ 有する能力：身体機能だけではありません。コミュニケーション能力な
ど能力には様々なものあります。

■ 置かれている環境：誰と、どこでどのような生活をしているでしょうか。

■ 評価：把握や分析のことです。

■ 現に抱える問題：利用者の考え方や生活遍歴などを聞くことで、見えな
かった課題が見えてくることもあります。

■ 自立した日常生活：生活に必要な様々な事由を選んで決めることができ
る環境の提案など、選択肢を広げるのも方法のひとつです。

■ 支援：回復・軽減・悪化予防・遅延なども支援です。

■ 解決すべき課題：例えば、外出しなくなった背景（一緒にでかける人が
いなくなった、ペットが亡くなり散歩の機会がなくなった）を見つける
ことで、利用者が望む真の支援がみつかるかもしれません。

■ いかがでしょうか。このようなプロセスを経て作成されたプランを専門
職と共に確認することで、改めてプランの正当性が認識できたり、また、
新たな違う視点が得られることで、介護支援専門員への支援を通じて、
高齢者の支援に繋がると考えています。
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■ 介護予防のための地域支援個別会議

■ ケアプラン作成者とサービス提供事業所が事例提供となります。

■ 提供する事例に悩むという声も聴きますが、地域支援個別会議は、作成
されたケアプランを否定したり、是正を求める会議ではありません。

■ 地域支援個別会議は、ケアプラン作成者とサービス提供事業所がチー
ムとして会議へ参加し、専門職が支援する会議です。

■ 事例としては、はじめて要支援認定を受けた方を対象としても構いませ
んし、改善傾向にある高齢者に対して「ケアプランの変更を提案する
きっかけがない」というケースなどでも構いません。

■ これらのケースの助言を通じて、ケアプランの正当性が確認できたり、
見直すきっかけができるなど、ケアプラン作成者、サービス提供者のス
キルの向上も期待できます。

■ これらが高齢者個人の支援の充実につながり、この積み重ねが、地域や
高齢者の傾向把握につながり、地域課題の発見などにもつながるかもし
れません。
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■ 専門職の役割と「助言」の視点

■ 共通して言えることは、次の２点です。

⑴事例提供者の抱えている課題や、対象者のニーズ・生活行為の課題な
どを踏まえて、実践可能な助言あるいは、対象者の理想に近づける
ために必要な助言を行う。

⑵それぞれの職種の専門的見地から、専門職としての知識や技術などを
活かし、対象者と事例提供者の目標に向けた支援方法を一緒に考える。

■ 専門職が、ケアプラン作成者やサービス提供者の味方になって利用者が
望む真の支援方法や、より効果的な支援方法などを一緒になって考え、
共有する場が「介護予防のための地域支援個別会議」です。
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■ 介護予防のための地域支援個別会議 事例提供者のポイント
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■ 会議の参加者と役割

■ 地域包括支援センターや居宅介護支援事業者と、介護サービス事業所が
事例提供者として会議に関わっていただきます。

■ 地域包括支援センターや居宅介護支援事業者のケアプラン作成担当と、
ケアプランに基づき提供する介護サービスを担当する介護サービス事業
所がチームとなって参加いただき、助言をいただきたいケースについて、
説明を行います。
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■ ケース検討の流れ

■ ケースの説明を行う際に留意することは４点。

①利用者基本情報に記載してあることすべてを説明するのではなく、助
言をいただきたい内容に関連する事由の要点をまとめて簡潔に説明

②様式４課題整理シートを用いて、課題と考えられる生活行為を説明

③環境因子と事後予測を説明

④ケアプランの中から、総合課題と対応策を簡潔に説明

■ そして、助言者（専門職）に、聞きたいポイント をはっきりと伝える
ことが大事。事後予測に無理がないか、また、目標を目指すために気を
付けなければならない点についてアドバイスをいただきたいと思いま
す。 など
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■ なぜ、社会参加やいきがいが必要なのか。
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■ 人との交流は週１回未満から健康リスクに

■ 愛知県下の市町村における約１万２千人の要介護認定を受けていない高
齢者を１０年にわたって追跡した結果、10年前の時点で、人との交流頻
度が乏しかった人ほど、その後の要介護や認知症、死亡に至っている人
が多いことが明らかになった。

■ 具体的には、１０年前に「毎日頻繁」だった人と比べて、「月１～週１
回未満」の人々は、その後、1.3～1.4倍程度、要支援を含む要介護認定、
要介護２以上の要介護認定、認知症を伴う要介護認定に至りやすい。

■ さらに、「月１回未満」にまでなると、要介護認定だけでなく、1.3倍
程度、死亡に至りやすい。

■ これらの結果は、調査時点での性別や年齢、治療疾患の有無、物忘れの
有無などを統計学的に調整したもの（それらの影響を取り除いたもの）。
なお、「１日１回程度」～「週１～２回未満」は「毎日頻繁」の人々と
有意な差は認められなかった。
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■ 配食サービスよりも会食の方が良い？

■ 調査時点で抑うつ傾向ではなかった高齢者４万人を追跡したところ、
「人と一緒に食事をする（＝共食）」か「一人で食事をする（＝孤
食）」かで、３年後の抑うつ傾向への至りやすさが異なることが明らか
になった。

■ 具体的には、一人住まいの高齢者男性（青棒）の場合、 食事の形態が
共食の人と比べて孤食であった人の方が、新たに抑うつ傾向へ至ってい
る確率は2.7倍、女性（赤棒）では独居・同居に関わらず1.4倍程度、孤
食の人が抑うつ傾向へ至りやすい。

■ 配食サービスが全国各地で展開されているが、配食された食事を一人で
食べるよりも、会食する機会を設ける方が、要介護状態へのリスク要因
である抑うつ傾向を予防する効果が期待される。
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■ 地域で役割ある高齢者は長生きしやすい

■ 65歳以上の男女約１万人を5年間追跡調査した結果

■ 「役割を持って参加する」ことは、死亡のリスクとも関連していること
が明らかになった。

■ 具体的には、自治会や老人会などに参加している人のなかでも、１つ以
上の役員を担っている人の死亡リスクは通常メンバーに比べおよそ１２
％低いことが分かった。

■ この背景には、組織内で高い立場につくことで、生きがいや自尊心が高
まったことが原因の一つと考えることができる。
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■ さいごに

■ 「自立支援」は、地域ケア会議にだけ関係しているものではありません。

■ ケアマネジャーの皆さんによる、高齢者の「したい」「できるようにな
りたい」の実現に向けた具体的なマネジメントで、利用者の意欲を高め、

■ 介護サービスなどを利用しながら、身近な場所で、住民が主体となって、
継続性のある運動（一般介護予防事業）に参加することで地域から切り
離されることなく、

■ できることが増えることで、支えられる側から「支える側」になる高齢
者を増やすことが、助け合いの地域づくりとなります。（高齢者生活支
援体制整備事業）

■ そして、ケアマネジャーの皆さんが作成するケアマネジメントを支援す
る会議（地域支援個別会議）に参加し、自身のスキルアップだけでなく、
助け合いの活動などを共有しながら、地域で高齢者を支える仕組みづく
りに是非とも参画してください。
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◆介護予防のための地域支援個別会議は中央区を担当。

◆主な相談内容は、膝や腰に代表される疼痛への対応、心身機能・生活機能の
維持や改善、疾病の悪化を予防する方法。
◆理学療法士は、歩行などの基本動作や運動の専門家。
◆効果的な運動方法や運動量といった運動の質や量に関する助言が多かった。
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◆リハビリテーションと聞くと、マッサージやストレッチなどの機能訓練をイメージす
る人が多い。

◆機能訓練はリハビリテーションの一部であり、赤線で示した部分を目指すことが
リハビリテーションの考え方と通ずる。
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◆要支援1・2の方々は自宅内における身の周りの動作は自立、買い物や簡単な
調理などの生活行為に支障が生じている事例が多い。
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◆助言者としての理学療法士の役割及び必要な視点としては、疼痛などを原因と
する運動機能の低下、立ち上がりや歩行（移動）能力、生活習慣病やフレイルの予
防、疾病の進行、悪化の予測（予後予測）といった事が挙げられる。

◆これらについて、事例の性格や生活習慣・生活環境、趣味、役割などを考慮しそ
の人らしい生活を支援する助言が必要。

◆痛みを忘れられる楽しいことは何か？痛み無く歩けるようになったら何がしたい
か？事例提供者さんの資料から読み取る力が求められる。

23



◆例えば、「疼痛の改善・予防のため、下肢筋力の強化をしましょう。」や「体力の
低下が懸念されるので、活動性を改善する取り組みを考えましょう。」というとき、ど
のような方法が良いか考える。

◆自宅で自主トレをすることがこの人にとって良いのか、家事や買い物などの役割
づくりをしたほうが良いのか、さいたま市の介護予防事業に参加したほうが良いの
かなどを考慮していく。
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◆平成27年度の介護報酬改定では心身機能へのアプローチのみならず、活動と
参加に焦点を当てたリハビリテーションの重要性が改めて明確化。

◆通所リハ・訪問リハにおける質の高いリハビリテーションの提供を促す目的で、
リハビリテーションマネージメントの実施についても改めて謳われた。
◆平成30年度の介護報酬改定（ダブル改定）では要支援の利用者様もリハビリ

テーションマネジメントの対象となり、介護度に関係なく利用者様の心身機能の評
価や目標立てたリハビリテーションの提供の推進が図られるようになった。

◆皆さまの事業所をご利用の方が地域支援個別会議の事例となった際は、是非
積極的な情報提供を。
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◆助言者も研修を受けて臨んではいましたが、色々と失敗も。

◆助言者としても、会議で検討された事例がその後どう対応されているかを知るこ
とができるのは貴重な経験。
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◆事例提供者の中には、どんな事例を相談すべきか分かりませんという方も。
◆ある事例提供者では、新規に担当された利用者様、状態が安定していて、しば
らくプラン変更がされていない利用者様、更新申請のタイミングで要介護度が上
がってしまった利用者様、問題が多く、どんなプランがいいか困っている利用者様
などを相談していたので参考に。
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◆ケアマネジャーさんによるケアプラン作成にあたり、各種サービス事業所の皆様
による支援や地域資源の活用は不可欠。
◆これら全ての人がONE TEAMとなってスクラムを組んで利用者様のその人らし
い生活を支援できればよい。
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◆日本作業療法士協会が作成した「地域包括ケアシステムにおける作業療法士
の役割」というパンフレット。
◆詳細は下のURLか、タイトル通りに検索していただければ。
◆赤丸で囲んだ部分が地域ケア会議の部分。

30



◆認知機能などの心身機能や、入浴動作などのADL、調理などのIADL、余暇活動、
道具の選定や環境調整などの能力の見極めや支援方法の助言がOTの役割。
◆下は地域づくりに関わる部分。
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◆生活行為向上マネジメントという作業療法士協会が推進しているパンフレット。
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◆ 「意味のある、したい生活行為」を再び行えるようにする支援のありかたを提案
した、と書かれており、さいたま市のケアマネジメントにある、「したい、できるように
なりたい」を支援するという考えと同じ。
◆その中で、作業療法士は『「できる力」の見極めを得意』としている。
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◆同じものの中に、生活行為を向上するための支援の視点として、三つの視点、
①体力・身体機能のトレーニングで良くならないか、②動作そのものの変更で改善
しないか、③道具や環境の調整・整備で容易にならないか、を総合的に判断して
検討していくことが大切。
◆作業療法士が特に得意とする部分が、その②と③、動作と環境のところ。
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◆協会が作業療法士向けに出している手引き

◆「実際の生活に近いポジションで活動と参加の支援をする職種」ということを強
調。
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◆さいたま市の地域支援個別会議開催のための手引きにある、作業療法士の役
割・視点。

◆少し言葉は違うが、作業療法士の役割は、活動と参加の部分に関して助言を行
うもの。
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◆視点の部分をもう少し細かく見ると、 対象者の「したい」「できるようになりたい」
を読み取る視点、できるようになるのか、ならないのか、どのような方法で改善に
至る可能性があるのかを考える視点、認知症や高次脳機能障害について考える
視点、これらが作業療法士が主にみている部分。
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◆まとめると、作業療法士とは、対象者の「したい」「できるようになりたい」という想
いをもとに、「こころ」と「からだ」と「道具」と「環境」の側面から、「なにができそうか」
「どうすればできるようになるだろうか」を検討する専門職。
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◆地域支援個別会議の場では、生活動作の維持や改善のためにどういった点を
ポイントとすると良いか、どんな工夫が考えられるか、といったことや、心身機能の
維持や改善のためにどんな活動を提案すると良いか、対象者がどんな活動が行
えそうか、そういった提案を行っていく際に、どのような関わり方をすると良いか、
について聞ける。
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◆ここからは個人の考え。

◆資料に全てを記載するのは難しく、文字にするとニュアンスが伝わりづらくなる
ので、直接事例提供者の方が説明してくださる中に、資料よりも対象者のことを理
解できる部分が多くある。
◆事前からの資料作りは少し手を抜いてもらっても大丈夫。

◆対象者のポジティブな面を見い出すことと、実際に行動に移すために意欲の引
き出しかたを考えることを意識。
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◆多くの場合、こんなことができなくなった、だんだんできなくなってきた、これを維
持・改善するためにどんなことを意識したら良いか、ということで疾患の管理とか栄
養、心身機能をベースに考えていく。

◆比較的マイナスになっている、なりそうな部分をどのようにフォロー、カバーして
いくのかは他の3職種の助言者が非常に得意。

◆作業療法士としては、この対象者さんの状態だったら、こんなこともできるんじゃ
ないか、こうしたらできるんじゃないか、ということを生活レベルで具体的に考えて
提案する。
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◆例えば電動でブラシが動くお風呂掃除用の道具、腰や膝が痛くてかがめないと
か、疲れやすくて大変、などという方には紹介できる。
◆大体4000円前後で、重さも1kg以下、高齢者でも使える、と商品紹介ページに。
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◆片手だけで洗濯物をピンチにつけたり、いっぺんに外したりができるというピンチ
ハンガー。
◆脳卒中などで片手が利かなくなった方などに紹介できる。

◆どちらも福祉用具などではなく一般の商品だが、高齢者や障害をもった人が使う
ことで活動を広げることができる道具。

◆この対象者の状態だったら、こんな風にすれば、こんな道具を使えば、この活動
ができそうだな、などを作業療法士は提案できる。
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◆あと意識しているのは、意欲の引き出しかた。

◆対象者の心を動かすために、どんなことを目標とすると良さそうかとか、こんな
風に話を持ち掛けてみたり、きっかけをつくってみたらどうか、ということを考える。

◆実際に対象者に関わる事例提供者のかたが、どのような声掛けを行った方が良
いか、どんな段階付けで目標に近づいていくかがイメージでき、具体的に次の日に
でも行動に移せるように助言ができると良い。

◆助言内容に対して、事例提供者の方たちがそれをやってみよう！実践してみよ
う！と思っていただけるような助言をすることが大切。
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◆気を付けなければいけないな、と思っていること。
◆もしこのような様子がみられたら、遠慮なくご指摘を。
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◆こうあるべきだ、と思っていること。

◆会議の中で専門職が行うのは「助言」であり、一方的なものではなく、双方向的
なもの。

◆助言を受け取る側が分かりづらいと感じていたら、アドバイスにはならないので、
事例提供者側から指摘や質問を。

◆地域支援個別会議は、様々な職種からの話で、視点を増やす・拡げられる、非
常に有効な場で、実際、私も毎回非常に勉強させてもらっている。
◆有意義な場になるよう、一緒に考えさせて。
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◆地域ケア会議における管理栄養士・栄養士の役割について、「日常生活を営む
上で基本となる食事について、適切な栄養摂取といった観点から助言」を行う。
◆「適切な栄養摂取」のためには、「1日3食バランスよく食べる」ことが大切だが、

高齢者にとっての「適切な栄養摂取」を考えるとき、その特性について理解しておく
必要がある。
◆2020年、「日本人の食事摂取基準」が改定されたが、「高齢者の食事、適切な栄
養摂取」について考える際には、「低栄養とフレイル予防」が重要なポイント。
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◆フレイルとは、「加齢とともに、心身の活力（例えば筋力や認知機能等）が低下し、
生活機能障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態」のこと。

◆加齢に伴う様々な変化「食欲の低下、活動量の低下」などによって「低栄養、転
倒、サルコペニア」などの兆候が見られるようになる。

◆フレイルに陥る要因は、加齢に伴う低栄養や転倒などの身体的な面に加え、認
知機能の低下、うつなどの精神的な面、閉じこもりなどの社会的な面などがある。

◆多くの高齢者がフレイルを経て徐々に健康な状態から要介護状態に陥ると考え
られる。

◆フレイルの状態に早めに気づき、適切な介入・支援をすることにより、生活機能
を維持向上させることが可能。
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◆一方、気づかず介入が遅れると悪循環に陥ってしまう危険性も。
◆ドミノ倒しにならないよう注意。
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◆高齢期における低栄養とは、食欲の低下や食事が食べにくくなる等の理由から
徐々に食事量が減り、体を動かすために必要なエネルギー、筋肉・皮膚・内臓など
を作るたんぱく質が不足した状態。
◆1日3食食べている人でも、食事量が気づかないうちに減っていたり、内容が偏っ
ていたりすることによって低栄養状態に陥ってしまうことがある。

◆買い物や調理が億劫になったり、食事の回数が減ったり、同じものばかり食べ
ていたり、食べることそのもへの関心がなくなってしまったりなどは要注意。

◆高齢者にとって、美味しく、楽しく食べられることで生活意欲が生まれ、生きがい
にもつながっていく。
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◆低栄養の要因には様々なものが考えられる。

◆社会的な要因、精神的心理的な要因、加齢、疾病など何が影響しているのかを
しっかりと考慮することが重要。
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◆管理栄養士・栄養士が、「フレイルや低栄養予防を踏まえ、適切な栄養摂取と
いった観点から助言を行う」際に必要な視点。

◆「生活機能」の面では、認知機能は？調理や片付け、買い物は出来ている？日
常生活の動作で自分で出来ないことは何？食事の回数は減っていない？規則正
しく食べられている？食事のバランスはとれている？水分は摂れている？趣味や
楽しみを持って生活できている？など。

◆「健康状態」の面では、疾患の有無？それに伴う食事制限の有無？服薬状況？
体重の変化？体重減少はない？など。

◆体重減少はフレイルの指標のひとつであり、栄養状態や健康状態を把握する指
標としても重要。口腔機能も大切。

◆「環境因子」や「個人因子」の面では、経済的要因？家族の支援？食に関わる
サービスの内容と頻度？本人や家族が食事の大切さを理解されている？など。
◆様々に影響し合う要因に考慮することが大切。
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◆役割と必要な視点を踏まえ、対象者本人の「したい」「できるようになりたい」こと
の実現に向けて必要な支援を行うための助言のポイント。
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◆多職種連携による地域ケア会議のメリットとして、多職種の専門的な助言を踏ま
えて検討し、情報を共有することにより、高齢者一人一人の支援の充実と質の向
上へとつなげることができる。

◆同時に参加者一人一人にとって、より効果的な支援の手法などについて学ぶこ
とができる良い機会となる。

◆会議の場では、資料をしっかり読み込むと同時に、発言される意見にもしっかり
と耳を傾け、専門職の視点から気づくことを伝えることが大切。
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◆地域包括ケアシステムでの薬局薬剤師の役割。
◆かかりつけ薬局やかかりつけ薬剤師として適切な薬物治療を提供する。
◆医師や看護師などと協働して、薬物療法の適正化のために、役割を担うことも
期待。
◆地域住民の健康維持・増進を積極的に支援し、気軽に相談できる医療・介護の
窓口として、「生活」と「医療」を繋げる架け橋的存在。
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◆薬についての問題点は多くある。
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◆特に高齢者では「複数の医療機関にかかっているため、薬の管理が必要」で
あったり、「残薬が多く、使われずに捨てている薬が多額にあること」や「重複や間
違った薬の服用による事故が発生している」など。
◆薬の事故や無駄をなくすために、国の施策として、かかりつけ薬局・薬剤師につ
いて推進。
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◆残薬問題については、まず飲めない理由を知ることが重要。
◆「飲めない理由」は様々だが、薬剤師は患者さんとのやり取りを重ねることで、
受診が不定期、飲み込みができない、種類がたくさんあって混乱するなど、こう
いった状況を把握。
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◆飲めない理由によっては、次のような管理方法がある。
◆認知機能の低下がみられる患者さんや飲み忘れの多い患者さんに対しては、
一包化に日付を記載することやカレンダーなどにお薬をセットすることが効果的。
◆服薬状況を確認するために、お薬手帳を皆さんに勧めている。
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◆お薬手帳を持つことで、医師や薬剤師が現在服用中の薬で、重複している薬は
ないか、飲み合わせの悪いものはないかを確認。
◆市販薬やサプリメントにも、飲み合わせの悪いものがあるので、記載するとよい。
◆外出先に携帯することで、体調急変時に手帳をみせ、医師がその人の疾患を把
握し、適切な治療を早い段階でうけることが可能。
◆震災などの災害時にもすぐに対応できる。
◆現在は冊子タイプだけではなく、スマートフォンのアプリで「電子お薬手帳」という
ものもある。
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◆お薬手帳３、４回分の確認で、「どういった疾患でどの程度の症状なのか、どう
いった治療を行なっているのか」を考察。
◆一例を挙げると、糖尿病薬については、薬の内容により糖尿病の重症度、合併
症の有無が最低限把握できる。
◆糖尿病薬は特に用法を守らなくてはいけないもので、用法通り薬が使用できて
いない場合は、その理由を考え、必要があれば医師に用法や薬剤変更などの処
方提案。受診ができていない場合には、定期的な検査（特に血液検査）により、血
糖管理が大切なことを患者さんに説明し、受診を促す。今は無症状であっても放っ
ておくと重い症状を発症する病気であることを理解してもらう。
◆薬から疾患を把握をし、長期的に服薬していく上での、生活上の注意や、食事
や運動なども併せて指導。
◆お薬手帳３、４回分の情報を地域支援個別会議の事例者情報に載せていただく
ことで、より正確な助言が行える。
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◆実際に地域支援個別会議で薬剤師がどのような情報に着目し、どういった助言
を行うかの一例。
◆要介護状態を予防するために、薬を服用する上で注意が必要。転倒や骨折、出
血、誤嚥性肺炎、血糖管理、血圧管理など様々なことが要因になる。
◆必要以上の薬や不要な薬が処方されていることにより、副作用発現の頻度が増
えたり、誤った服薬や、服薬意欲の低下などの問題に繋がることをポリファーマ
シーというが、複数医療機関にかかることで、発生しやすくなる。
◆治療上やむを得ない場合を除き、無駄な薬を減らすことで、患者さんの身体や
服薬の負担、そして経済的負担の軽減にもつながる。
◆認知機能が低下している方は、複雑な処方はより注意が必要で、用法の簡素化
を提案。
◆検査値から、薬の影響や副作用を推測し、今後の病状悪化を防ぐための助言。
◆筋力低下があり歩行が不安定な方に「ふらつき」の副作用がある薬が処方され
ていれば、転倒の注意喚起。嚥下機能が低下している場合には大きな錠剤である
ことを知らせ、今後の服薬拒否や服用による事故の防止のための助言。
◆疾患や服薬による生活の中での注意点や、服薬管理など、家族などの介護者
に協力を促したほうがよいものを助言。
◆地域支援個別会議での助言は決して医師の治療を評価するものではなく、「薬」
と「生活」を結びつけた「医療目線」で行う。
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◆要介護状態にならないようにするためには、適切な医療管理が重要。
◆病気を悪化させないための服薬管理についての助言、薬の副作用による転倒
や出血などによりさらにADLを低下させないための助言、そして疾患の進行状況に
より考えられる身体機能の低下予防のための助言など、事例対象者が抱える問
題を考えることが薬剤師の視点。
◆医療の現場では、現在では、患者さんにきちんと病気や薬を理解してもらい、治
療方針を納得し積極的に治療に関わってもらう、「アドヒアランス」という考え方が
取り入れられている。
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◆地域支援個別会議では、かかりつけ薬局・薬剤師がいるかどうかも確認。
◆複数医療機関受診による重複服用や、残薬問題など、かかりつけ薬局があるこ
とで解決できることも多くある。
◆かかりつけ薬局を決めておくことで、市販薬や健康食品も含め、薬の情報を一
元管理することが可能。
◆継続的に治療をサポートしてもらうため、対応してくれる薬局を探しましょう。
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◆「かかりつけ薬剤師」を持つことで、24時間の電話相談も可能。
◆契約することで1回のお薬代の負担が増加するが、何より、毎回同じ薬剤師が
対応することで、お互いに話しやすい関係性が構築され、処方されている薬だけで
はなく様々な相談がしやすくなる。
◆服薬や生活状況などの報告により、医師や訪問看護師と医療連携を行い、関わ
る多職種との連携も求められている。
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◆在宅服薬管理について、薬の自己管理不良や薬局へ薬をもらいに行くことが困
難になってしまったケースは、薬剤師が自宅（施設）に訪問できる。
◆薬剤師の保険適応での訪問は医師の指示が必要だが、患者さん本人や家族、
ケアマネジャーさんなど、どこからの提案、相談でも開始可能。
◆相談内容により、薬剤師が状況を把握し、介入が必要と判断した場合は、医師
へ訪問指示の提案をする。
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◆薬剤師の訪問を必要とする人は、往診を受けている人に限らない。
◆薬の種類が多く、ご自身で管理できない場合や、認知機能低下により服薬を忘
れてしまう方、特別な医療管理が必要な方に対しても薬剤師が訪問。
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◆薬剤師の訪問は「居宅療養管理指導」という介護保険サービスに分類。
◆1週間の間隔があいていれば、月4回まで訪問でき、急変時などで薬が処方され、
医師から緊急訪問の指示が出た場合には、介護保険とは別に医療保険での対応
が可能。
◆給付管理対象外の介護保険サービスのため、限度額を気にすることなくサービ
スを導入できる。
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◆訪問が必要と判断された場合に、どこの薬局に相談すればよいのか困ってしま
うこともあるが、まずはかかりつけの薬局に相談いただき、そこでの対応が難しい
ようであれば、在宅医療支援薬局リスト（さいたま市薬剤師会のホームページから
ダウンロード可）をさいたま市薬剤師会で作成しているので、参考にしてほしい。
◆薬剤師は生活と医療をつなげる架け橋として、事例対象者の健康を意識し、予
防のための助言を行う。
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