
資料２－１ 

 

１ 

くすのき広域連合 地域包括支援センター調査 

調査結果 
 

 

Ⅰ．調査概要                              

 

１．調査目的 

 本調査は、高齢者の介護保険サービスの状況や課題などを把握するため、地域包括支援センターに対

しアンケート調査を実施しました。 

 

２．調査対象 

 くすのき広域連合管内（守口市、門真市、四條畷市）の地域包括支援センター 

 

３．調査方法 

 郵送による配布・回収 

 

４．調査期間 

 平成 26年 10月 10日～平成 26年 10月 24日 

 

５．回収状況 

 配布数：14件 回収数：13件 回収率：92.9％ 
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Ⅰ．調査結果                              

◆利用目的別介護予防訪問介護の状況 

１） 要支援１・要支援２である利用者のうち、下記の目的で利用している利用者はどの程度いますか。

それぞれ、利用者数を記入してください。（重複可） 

 

 要支援 1と要支援 2はともに、「掃除」が最も多く 2割を超えており、「買い物」と「調理」がつづ 

いています。 

◆利用目的別介護予防通所介護の状況 

２） 要支援１・要支援２である利用者のうち、下記の目的で利用している利用者はどの程度いますか。

それぞれ、利用者数を記入してください。（重複可） 

 

 要支援１と要支援２ともに、「日常生活動作や身体機能などの維持」が最も多く、「日常生活動作や身体機 

能などの向上」と「社会参加」がつづいています。 
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◆配食サービスのみ利用している人の割合 

３） 要支援１・要支援２である利用者等のうち、配食サービスのみを利用している利用者はどの程度

いますか。 

 

 要支援 1は全体の 1.5％、要支援 2は 0.5％となっています。 

 

◆今後、高齢者の在宅生活を支えるために必要と思うサービス   

４） 今後、高齢者の在宅生活を支えるために必要なサービスは何だと思いますか。 

(複数回答)

　　　　　　　区分

掃除・洗濯 (n=10)

買物代行（食材、日用品など） (n=10)

ごみ出し (n=11)

配食サービス (n=10)

外出支援（車での送迎、付き添い） (n=11)

通院の付き添い (n=10)

見守りや安否確認などの声かけ (n=12)

簡単な大工仕事やペットの散歩等 (n=4)

庭の剪定、草ぬきなど (n=3)

調理の手伝い (n=8)

その他 (n=5)

不明・無回答 (n=0)

　　　　　　　全体 (n=13)

76.9

76.9

84.6

76.9

84.6

76.9

92.3

30.8

23.1

61.5

38.5

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

「見守りや安否確認などの声かけ」が 92.3%で最も多く、「ごみ出し」と「外出支援（車での送迎、付き

添い）」が、ともに 84.6%、「掃除・洗濯」と「買物代行（食材、日用品など）」と「配食サービス」と

「通院の付き添い」が、ともに 76.9%でつづいています。 
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◆認知症高齢者の支援の現状や課題、必要な認知症施策について 

●認知症ケアパスについて 

作成・周知 

・作成には、現状の整理・把握から行うことが必要 

・地域で「ありのままで」暮らしていけるよう取り組みやシステム作りが必要 

・普及・周知には、しばらく時間と労力が必要 

・認知症の人でもできるだけ地域で生活するとういう考え方がまだまだ浸透しておらす、継続して普及

啓発が必要 

・情報共有にあたってのプライバシーの問題 

 

連携 

・ケアパスを構成する団体や医療が連携しあえるシステムづくりが必要 

・認知症の人と家族が地域の中で本来の生活を送るためには、他職種連携が基本 

・支援者の連携を進めていくことが必要 

 

認知症初期集中支援チーム 

・認知症初期集中支援チームの早急な構築が必要 

・認知症初期集中支援チームは、各包括に配置するよりも、支所に配置し、各包括職員もチーム員とし

て参加、運営にあたるのが良いのではないか 

 

認知症サポート医など 

・物忘れ外来を開設している病院は２～３か月の予約待ち状態であることから、早期に発見しても対応

が遅れている現状にある 

・認知症サポート医の充実 

 

●地域支援推進員について 

地域支援推進員 

・認知症の初期にあたる人々に、認知症専門の医療機関へつなげていく過程で難儀している 

・数名の地域支援推進員を配置してほしい 

・現状、地域支援推進員がいないので、地域・医療・介護の連携をサポートしてくれる存在が必要 

・地域支援推進員はあらゆるネットワークの連携を一つに統合する役割を担うので、地域特性や関係機

関の特徴等を熟知している人が適任ではないか 

・地域支援推進員と上手く役割分担しながら連動して取り組める方法があればいい 

・できるだけ早く地域支援推進員の育成・研修などに取り組まなければ、「配置した」だけになってし

まうのではないか 

 

地域包括支援センター体制 

・地域包括支援センターが認知症に関わるも、現状の業務量では認知症に専従して全体像を整理してい

くアプローチは難しい 

・認知症高齢者への対応を専門で動くことができる人がいればいい。従来配置されている専門職とは別

に、兼務できない専従の職員配置が望ましい 

・包括支援センターにあがってくる認知症に関する相談件数は多いが、十分に支援しきれていないと感
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じる。認知症の症状に対して具体的な対応を家族と一緒に支えてくれるような、認知症に対する専門

職が必要ではないか 

 

認知症支援の充実に向けて 

・認知症支援を充実していくため、介護サービス以外の選択肢（社会参加の場や日中活動の場など）が

増えていく必要がある 

・様々なサービスの連携が必要 

・近所の人への協力依頼など、地域で支えていける活動が必要 

・認知症について知る人を増やし、地域でサポートできる体制をつくっていきたい 

・関係機関の横のつながり強化 

 

●その他 

理解 

・地域住民の認知症に関する教室への関心が高い 

・認知症に関する正しい知識の普及・啓発活動として、認知症サポーター等を継続し、地域への認知症

の理解促進が重要 

 

認知症カフェ 

・認知症の人、家族の憩いの場、地域住民への啓発の場として「認知症カフェ」を運営しているが、現

状、試行錯誤している 

・サロンや認知症カフェなど、物忘れに配慮したケアができる場所が必要 

 

若年性認知症 

・若年性認知症の方が利用できるデイサービス（作業所や仕事のような場）の充実 

 

認知症の人の安否確認 

・認知症の人の行方不明や安否確認をするツールが全くない現状では限界がある 

・認知症高齢者徘徊ネットワークシステムの構築 

 

地域資源 

・地域の中でインフォーマルな資源が全くない 

 

家族支援 

・家族の精神フォローとして臨床心理士の設置（できれば無料で） 

 

関わり方 

・高齢者の一般的な支援という視点で関わりたい 

・初期相談に対し、適切な支援につながる体制を早急に構築する必要性がある（マップ作成など） 

 

認知症施策 

・認知症施策が介護保険の様に地域に根付いていかないことが、課題 

・市の実情にあわせた認知症の方に関わる取組みのビジョン、方針を示してほしい 
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◆在宅医療と介護の連携の現状や課題、必要な認知症施策について 

在宅医療と介護の連携 

・医療＝医師会という枠組み、組織が適切なのか考える必要がある。医療と介護という大きな枠組みの 

なかで、お互いの相互理解、交流の機会を設けていくべきではないか 

・介護、医療分野がお互いの専門性を理解しあえるよう、話し合い、相談し合う（顔を合わせて）場が

必要ではないか 

・在宅医療と介護のお互いに連携が必要だと思えるような機会があれば、連携も深まるが、現状では一

部の有志参加である会に参加している人にしか必要性が見えない 

・医療と介護の従事者同士の信頼関係がベースにないと連携がとりにくい 

・総合病院、外来担当医師にも「地域ケアシステム」「地域包括支援センターの取組み」等の理解が必

要ではないか 

・医師の中には、介護保険や包括支援センター、ケアマネのことをあまり知らない医師が多いと感じる 

・介護側が医療（特に医師）に対し敷居の高さを感じて抜け出せないでいる 

・かかりつけ医の中には、地域連携室がない（大病院でなければ特に）場合も多いことから、相談しや

すいようにケアマネタイムや連絡用紙なども必要ではないか 

・入退院時のスムーズな連携、ターミナルケースが増えてきているので、一層在宅医、訪看との協力が

必要 

・ターミナル、認知症、精神疾患について、できれば区域ごとに担当、医療機関をつくり、主治医、病

院と地域医院との調整役を担ってほしい 

・在宅で高度な医療が行なわれることが求められるとともに、薬の確認のような簡素なものは介護で行

えるようにする 

・介護保険の申請は、本当に介護が必要な人に主治医意見書を書いてほしい。介護保険の申請の目安を

医師会に提示してはどうか 

 

認知症施策 

・認知症に対する在宅医療、理解量、質の不足 

・認知症への対応システムを作っていくことで、医療と介護の連携基盤をつくることができるのではな 

いか 

・認知症サポート医が増えると、地域ごとで顔の見える関係作りも進み、連携しやすくなるのではない

か 

 

精神疾患 

・精神疾患の人への在宅医療 
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◆「地域包括ケアシステム」を構築する上での課題・問題点について 

●地域ケア会議 

現状・開催に向けて 

・地域ケア会議について国から示されてはいるが、具体性はなく、包括毎にその認識が異なっているよ

うに感じる 

・現時点で、個別事例を通して地域の課題を集め、その課題を解決する為の支援ネットワークを構築し

ていくまでのイメージに具体性がない 

・圏域単位で、民生委員、包括、ＣＳＷによる地域連携会議を開催し、情報交換、ケース検討している。

今後は、３機関だけでなく自治会、医師、ＣＭ参画を検討していきたい 

・地区毎に行っている地区福祉関係者とのケースカンファレンスに介護サービス事業者参加ができるよ

う、目的や情報を整理することや、関係のとれていない地区を話し会えるよう、個別ケースから関わ

っていきたい 

・ネットワーク連絡会など、現在ある会議の内容の充実を図っていきたい 

・開催の場を積極的に作り、多くの関係者が「場に慣れる」ことが必要 

 

課題 

・地域ケア会議については開催する必要性はあるが、地域の方を巻き込むことができるようになるため

には、地域包括ケアシステム自体の市民への周知が必要ではないか 

・包括が主催して開催とあるが、支所のサポートがない体制では開催できない 

・地域包括ケアシステムの構築にあたっての課題から地域ケア会議を行った後の対応策を決定・実行し

ていく時に、十分に会議の決定事項を反映していけるかが課題 

・圏域内で上がってきた課題から施策へと動かしていく仕組みが必要 

・個人情報の取り扱いが明確でない 

・ケアマネや住民から積極的にケースを提供してもらえるよう、明確な位置づけが必要 

●介護予防の推進 

介護予防・生活支援のサービス体制に向けて 

・「介護予防・生活支援」について、介護保険の枠組みの中だけでなく、市内で行われている取り組み 

の整理・把握そして統合が必要 

・地域包括支援センターと生活支援・介護予防を担うべき老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ

等の諸団体との連携が線となっていない 

・地域で身近に活動できる場所やボランティアや資金がある程度なければ、現在そういった場所がない

地域で新しく立ち上げることは困難であるし、現在自主的に活動している団体やグループなども、継

続性が保てたのではないか 

 

地域住民の参画 

・運動サポーターの充実 

・介護予防の体操教室において、地域の人にサポーターとして加わってもらいたいが、なかなか積極的 

に担い手がいない 

・地域住民が主に役割を担い、専門職も関わり介護予防のアプローチできる場が徒歩で行ける範囲にあ

ると良い 
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認知症予防 

・今予防に力を入れておかないと、2025年は”認知症だらけ”になってしまうのではないか 

 

その他 

・インフォーマルなサービスが不足しており、介護保険サービスに頼らざるを得ない現状で、CMもサー 

ビスの必要性や他の資源での対応を検討せず、サービス利用に取り込んでしまうことを見直しする必 

要がある 

・介護予防について考えるために、現在、実際に住民として地区活動やボランティア活動をされている

人の生活背景や意識などを研究していく 

 

●その他 

・地域の良いところを生かしながら課題中心型のシステムになればいい 

・地域特性があるので、地域包括ケアシステムを考えるにあたり、地域の課題を住民自身で考える機 

会が地区毎の会議になるのではないか 

・地域包括ケアシステムの構築にあたり、十分な人材確保が予想される 

・住民への理解、周知が大切であり、啓発活動が急務なのではないか 

・本部→支所→包括といった流れで連絡をしてほしい 

 

◆地域包括支援センターの立場からみる、高齢者に対する支援について困っていることや課題、 

意見や要望 

 

広域性として強み 

・くすのき広域連合という地域性の中ではあまり差異はないとは思うので、共通する課題を一緒に考え

る機会があれば、広域連合としての強みなるのではないか 

 

介護認定までの時間 

・介護認定が出るまでの時間が長い時があるため、格安で利用できるつなぎのサービスがあればいい 

 

予防給付の見直しによる影響 

・圏域の特色があり今後介護予防訪問介護通所介護の変更にともない、要支援者が困るのではないかと

予測される 

 

介護保険外サービス 

・高齢者支援として総合相談に応じていると、介護保険サービスに非該当になる部分での、特に訪問介

護に属する相談がある。それを包括での対応という結果を強いられることが多い 

・外出支援サービスが増えてほしい 

 

独居高齢者 

・独居で家族の支援がなく、病状急変時の医療受診がスムーズにできない 
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認知症高齢者 

・認知症で拒否のある人のサービスや施設医療機関等につなぐための、決定者がいない 

 

生活困窮者 

・生活保護の支給は受けられない経済状況の人は、生活費と各保険料を支払うと、医療サービスや介護

サービスを受ける為の負担費用は支払えなくなり、介護や医療が必要になると、たちまち生活困難に

なってしまい、手立てがなく、包括としても困っている 

 

介護認定までの時間 

・介護認定が出るまでの時間が長い時があるため、格安で利用できるつなぎのサービスがあればいい 

 

地域 

・高齢者を身近なところで支えている地域と市との連携が十分でないように感じる 

 

家族支援 

・家族への支援が必要 

 

地域包括支援センター 

・包括の周知を進めているが、職員のスキルを上げるか、経験を積んだ専門職の配置がないと、内容が

伴わず、求められる業務が遂行できないように感じる 

 

生きがいづくり 

・高齢者の「生きがい援助」については、まだ遅れているように感じる 

 

 


