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地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター現地研修現地研修現地研修現地研修についてについてについてについて        広島県介護保険課 ⅠⅠⅠⅠ    現地研修現地研修現地研修現地研修のののの実施実施実施実施    
    １ 研修目的 県では，平成 20年度に地域包括支援センターの機能強化に係るアンケートにより把握した，運営の実態と機能強化に向けた関係機関からの様々な意見を踏まえ，「介護予防市町支援委員会（地域包括支援センター機能強化部会）での協議を経て，今後の各市町における地域の実情に応じた取組のための提言をまとめ，地域包括支援センター職員等に対する研修や事例等の情報収集など地域包括支援センターの機能強化を支援するために必要な取組を進めることとした。 そのため，地域包括支援センターに専門アドバイザーを派遣し，地域包括支援センターに勤務する職員等を対象に，現地において，当該地域包括支援センターが抱えている課題（業務の効率化，困難事例の対応など）に対して指導・助言を行う現地研修をモデル的に実施し，地域包括ケアの実現に向けて，地域包括支援センターのレベルアップを図ることとした。 
 ２ 実施年度   平成２２年度～平成２４年度 
 ３ 実施地域包括支援センター ・３年間で９市町９地域包括支援センターで現地研修を実施した。 平成 22年度 ・三次市地域包括支援センター ・東広島市西条地域包括支援センター ・神石高原町地域包括支援センター 平成 23年度 ・呉市中央地域包括支援センター ・安芸高田市高齢者支援センター ・府中町地域包括支援センター 平成 24年度 ・広島市三入・可部地域包括支援センター ・竹原市地域包括支援センター ・廿日市市地域包括支援センター はつかいち  ４ 実施主体   広島県 平成２２年度 広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会に委託 平成２３年度 広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会に委託 平成２４年度 広島県地域包括ケア推進センター （財団法人 広島県地域保健医療推進機構）に委託 
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５ 実施内容 （１）実施方法 地域包括支援センター１か所につき，延べ３日間，１回につき２時間程度，専門アドバイザーが出向き，当該地域包括支援センターが抱えている課題に対して指導・助言を行う。 （２）専門アドバイザー ５名（保健師，社会福祉士，主任介護支援専門員，学識経験者） 氏 名 所   属 職 名 職 種 川口 恵子 呉市安芸灘地域包括支援センター 管理者 保健師 小山 峰志 福山市在宅介護支援センターかなえ 施設長 社会福祉士 根波リヱ子 広島市瀬野川・船越地域包括支援センター センター長 主任介護支援専門員 荒木 和美 庄原市老人介護支援センター相扶園 センター長 学識経験者 山本 明芳 公立みつぎ総合病院保健福祉総合施設 高齢者総合相談センター 所長 学識経験者 
 （３）実施テーマ （２２年度）「ネットワークづくり」 （２３年度）「地域ケア会議の開催のためのネットワークづくり」 （２４年度）「地域包括ケア推進のためのネットワークづくり」 
 （４）研修結果 【平成２２年度】 センター名 研 修 結 果 三次市地域包括支援センター （三次市） ・これまでネットワークについて整理できなかったことが，今後の進め方について筋道ができた。ネットワークについて学ぶことが日常業務への助言につながった。 ・ネットワークづくりの現状把握と課題の整理ができた。 ・地域包括ケアネットワークづくりに向けて，地域ごとに特性があり，その特性に合った連携のはかり方の必要性がわかった。 東広島市西条地域包括支援センター （東広島市） ・地域の実態・住民のニーズ，特性など把握し，その地域の強み，弱みを整理していく必要性を感じた。 ・関係機関，地域資源，住民ニーズなど地域の特性に応じた方法でネットワークづくりをすすめていく必要性を再認識した。ネットワークづくりの方法がわかった。 ・地域づくりをテーマに，現地研修を通じて，地域を改めて考える機会となり，今後の活動を考える貴重な時間になった。 神石高原町地域包括支援センター （神石高原町） ・研修の中で，ネットワークづくりの標準ポイントとして，専門アドバイザーが示してくださった内容は，どれ
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も取り入れていきたいと感じた。 ・ネットワークができている関係の中で，情報が入ってくることがあるが，必ず，情報提供者へ対応結果を報告するなどして，情報を共有していきたい。 ・個々の課題を地域の課題としてとらえ，広い視野に立った社会資源の構築や地域の人を巻き込んだ課題解決を行っていく必要を感じた。 
 【平成２３年度】 センター名 研 修 結 果 呉市中央地域包括支援センター （呉市） ・高齢者の周りだけでなく，子どもや高齢者の手前の世代（40～50歳代）へのアプローチをすることも大切で，具体的な方法などがわかった。 ・地域のマンパワーや特色などを細かく分析する必要があることが理解でき，ネットワークづくりについて，意識が変わった。 安芸高田市高齢者支援センター （安芸高田市） ・地域ケア会議のあり方を再認識でき，考え方や運営方法を見直す必要があることに気づけた。 ・自分の地域では当たり前だと思っていたことが強みとして生かす柔軟さを学べた。 ・全地域で同じようにしなければならないと思っていたが，できるところからできるようにすれば良いと思えるようになった。 府中町地域包括支援センター （府中町） ・地域ケア会議を意識して，介護支援専門員の支援にも会議の開催を提案できた。 ・民生委員との連絡票を双方向のものに変更したり，住民の声を反映した地域包括支援センターのＰＲチラシを作成するなどを行った。 ・日頃の業務の振り返りができた。 
 【平成２４年度】 センター名 研 修 結 果 広島市三入・可部地域包括支援センター （広島市） ・困ったことがあれば，地域包括支援センターにも相談してくれるような協力関係を築いていきたい。 ・地域から得た情報は，地域に返していく。地域の信頼を得るため，何ができるのかを考えていくことを学んだ。 ・地域を把握し、診断することで問題点が整理でき、良い結果を得た。 ・地域と共通認識をもつため，サロンを作りたいと思っ
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ていたが，まずは顔つなぎのため，ネットワーク会議等で情報のやり取りを行い，お互いの関係作りをしていく必要を感じた。 竹原市地域包括支援センター （竹原市） ・社協と地域包括支援センターがうまく連携し，小地域ネットワーク会議に取組み，又，地域包括支援センターが権利擁護ネットワーク事務局を担い，障害関係団体と関わるなど，他の地域包括支援センターでは見られない取組があることが分かった。 ・個人情報の取扱いは，一定のルールがあるが，一番大切なことは，高齢者を守ることで，必要な情報はネットワークの中で共有していきたい。 ・地域特性を踏まえて課題を把握するため，「地域ケア会議の充実への取組」と「小地域ネットワークの充実」の二本立てにより，地域包括ケアの推進に取り組むという整理ができた。 廿日市市地域包括支援センターはつかいち （廿日市市） ・自分たちに必要な地域の会議は何かを考え，地域ケア会議がどういうものか，皆が共有していきたい。 ・地域包括支援センターは，高齢者を支える町作りのため，地域の課題を解決していく役割であることを理解してもらう必要性を感じた。 ・地域ケア会議のシステムを作りたいと思っていたが，まずは既存の会議に関わり，地域の課題を整理していきたいと思うようになった。 
 ６ 現地研修の成果と課題 現地研修が，地区診断のきっかけになり，行政との関係づくりに繋がっている。 
 （成果） ・現地研修を受けることで，現状と将来のことを考えていくきっかけになる。（一度立ち止まって，これまでのことを振り返ることができる。今を振り返り，今後何をしたいかが整理できる。） ・将来の目標が明確になる。 ・それぞれが役割分担をして，地域の診断をすることに繋がる。行政への投げかけもできる。 （課題） ・行政と連携してやっていかないといけないが，行政との連携がうまくできていない。介護保険事業計画の中で，どのようにしてネットワークを作っていくかという具体的なものがないといけない。（行政の担当との，考え方のすり合わせも必要。） ・地域のネットワークが大切。住民組織の代表も，意識統一をして頑張っていく必要がある。 ・包括が，まだ十分に周知されていないため，行政の後押しが必要。 ・個人情報の取扱い方を具体的に示さないといけない。 
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ⅡⅡⅡⅡ    現地現地現地現地研修研修研修研修のまとめのまとめのまとめのまとめ    
 １ ネットワークづくりの基本 【地域での見守りや助け合いのできる地域づくりに向けた取組】 （１）いつから取り組むか    地域の課題，問題等が明らかになった時こそ，取組のチャンス。 （２）どう取り組むか    ①取組をしやすい地域から，しやすい形から作っていく。    ②現在，地域で活動している他の組織や組織化活動に相乗りする。（相乗効果あり）    ③「知る」→「つながる」→「支えあう」の３ステップ    【具体例】     ①認知症サポーター養成事業を中心に取り組むのも良い。     ・テーマがわかりやすく身近な課題。理解が得やすい。      認知症を支えることのできる町は，見守りや助け合いのできる町。     ・認知症サポーターを民生委員さんへ広げる等の展開も良い。     ・キャラバンメイトを各施設等から出していただくことで，企画の幅を出す。連携の軸にする。     ②虐待ネットワークは，地域での小さな単位の会議も検討したい。      現在行われているような，地域の事例を積極的に会議に出していきたい。      虐待ネットワークに，医療機関，一時避難や措置入所を受ける施設の協力は不可欠。      施設等の（受け入れ・相談）担当者を明示してはどうか。 
 【ネットワークづくりのための標準ポイント】 （１）活動方針・目標と広報，関係づくり   ・ネットワークづくりにテーマや目標を持ち住民や関係者が共有する。    例）「自治会との交流を深めよう」      「認知症を支える地域づくり－認知症をよく知り，よく学ぶ」   ・住民や関係機関向けに定期的に介護予防や地域包括支援センターの役割等の広報活動を行う。   ・日頃から地区社協，民生委員の会，サロンや地域行事に出向き顔見知りになる努力を重ねる。「①知る→②つながる→支えあうプロセス」を日々重ねる。 （２）個別相談を受けたら，来談者，仲介者（民生委員，地区住民）と共に取り組む   ・まずは（共同）訪問等を通じて情報収集に取り組む。（初動が重要）   ・相談を受けたらできるだけ早い対応を行う。地域包括支援センターのスタッフ全員が相談の受付を適切にできるようになる。   ・地域包括支援センターの役割と共に，家族や地域住民（隣家）等の役割を明確にする。    大きな負担は望ましくないが，地域の方々に何らかの役割をもって頂くことが大切。 （３）情報は必ず双方向でやり取りする。   ・地域からの情報提供は，情報提供として必ず丁寧に返していく。 （４）三職種が自分の専門性をもちながら全ての業務に取り組む。 （５）予防プラン確認・点検を丁寧に行う。 
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  ・居宅介護支援事業所等の委託先と予防プランの重要点を共有する。   ・ネットワークをつくるための視点，地域を育てる視点をケアプランに取り込めないか。   ・暮らしの中で生じる生活課題は，地域課題でもある。個別支援を通じて地域を見る視点を常に養う。   ・丁寧な個別支援は社会資源を育て，ネットワークづくりにつながる。 （６）医療との連携を進める。   ・主治医，医療機関の関係者との連携を個別ケースの支援を通じて進めよう。 （７）地域や家族のつながりを弱めないマネジメントを行う。   ・サービス導入を急ぐのではなく，まずは家族，地域の力（関係）を見渡す。   ・遠方の子どもや親族との関係が途絶えないように調整を図る。 （８）地域に問題や課題が生じたら，動き始めるチャンスと考える。   ・災害や虐待等，地域の課題をきっかけに地域がつながる出発点とするため，関わるタイミングが遅れないようにする。 （９）地域包括支援センター運営協議会を積極的に活用する。   ・部会などを組織して協議会メンバーを有効活用する。 （10）地域の強み弱み，ネットワークを文書化，言語化してまとめる。   ・地域の実際の事例を通じて考える。   ・個別援助だけでなくネットワークや地域のアセスメント，計画立案，実行，評価も行う。 （11）その他   ・地域の実態調査やニーズ調査等，可能なものは民生委員，自治会長等，地域の関係者と共に取り組もう。   ・役員改選，委員の交代時等には，必ず接点をもって地域包括支援センターの役割を伝えていく。 
 【ネットワークづくりのためのチェックポイント】  

1. 我が地域を統計的な視点から理解していますか 
2. 我が地域の地域資源を知っていますか 
3. 我が地域の中でのキーパーソンを知っていますか 
4. 我が地域のさまざまな住民活動に参加して住民の意見を聴くことがありますか 
5. 我が地域のさまざまな組織活動を知っていますか 
6. 我が地域の組織活動の一員に入っていますか 
7. 我が地域のいいところをいくつ知っていますか 
8. 我が地域の「こうだったらいいのになぁ」がありますか 
9. スタッフ間で我が地域の情報交換をしていますか 
10. 我が地域の関係機関・団体との意見交換を行っていますか 
11. 我が地域ではインフォーマルサポートがケアプランに位置付けられていますか 
12. そして最後に、スタッフ全員で目標を掲げて活動していますか 
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２ 地域ケア会議の基本 【地域ケア会議の取組方】 （１）実施地域とメンバー等の決定    ①地域包括支援センターエリア・自治振興区・自治会単位・班単位    ②取り組みやすい所から取り組もう。モデル地域の選定でも良い。     ・理解のあるメンバーがおられる地域    ③地域包括支援センター以外の協力者を見つけよう。 （２）会議・取組内容について－各地域において取組テーマが異なっても良い－    （最初のテーマの例）    ①対応が困難なケースを検討    ②認知症の方のことを学び地域での支えを考える会    ③小さな地域で福祉・介護人材をまとめる。     ・自治会長 ・民生委員 ・一人暮らし相談員 ・福祉相談員等      ※縦割りの機能を地域単位で結ぶ    ④「一人暮らしの方の緊急連絡先をわかるようにしよう」班単位でまとめていこう。    ⑤緊急時の対応方法等（どこから家に入るか？どこへ連絡するか？保険証は？）をわかるようにしよう。    ⑥災害時の避難場所を地域の人達に伝達していこう。避難場所の確認をしよう。    ⑦今ある「強み」（ネットワークや取組）をしっかり確認していこう。 （３）地域で上手に見守り，支援等を行っている事例を出していこう    ・対応困難な事例検討ばかりでは，無力感や不満ばかりが残ることもある。 （４）調査をしてみよう    ・プロセスにおいて人間関係や問題点の把握ができる。 （５）最終的には住民による進行・運営を目標にしよう    ・会議の最初から自治会等の組織を前面に出した運営を行うことができればさらに良い。    ・あいさつは自治会長さんにお願いするようにする。 
 【地域ケア会議のステップ】 （１）お互いを知り，地域を知る    ①それぞれが取り組んでいること，苦労していることを話す。    ②それぞれの立場から見える地域の実情の話をする。 ※共通点，積み上げ方式 （２）地域課題の整理，明確化    地域のみなさんが共通化できるもの，当面の課題をテーマ設定する。    ①もし，一人暮らしの人が倒れたらどうする？もし，大きな地震があったらどうする？    ②認知症の人が行方不明になったらどうする？    ③子どもの見守りをするために何かができるか？ （３）課題解決へ向けての取組を検討    ・問題は解決しなくても地域ができることを，できる範囲で取り組む。 （４）他機関と連携しながら課題解決に向けた取組を促す    ・まわりの力を上手に活用する。 （５）その活動を評価する    ・小さな事でも良いので取り組んで良かったことを共有しよう。 
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３ 地域包括ケアシステムに向けて 平成１７年介護保険制度改正の柱の一つとして地域包括ケア体制の確立が打ち出され，地域包括ケアシステムの構築が推進されてきており，日常生活圏域ごとに設置されている地域包括支援センターに，ネットワークづくりのコーディネイトが期待されている。 広島県では平成２４年６月に広島県地域包括ケア推進センターを設立し，県内の１４市９町の１２５日常生活圏域すべてに地域包括ケアシステムを構築していくための支援を開始した。このセンターの委託事業の一つとして「地域包括支援センター現地研修」があり，平成２４年度においては，３つの地域包括支援センターで現地研修を実施した。 （１）地域包括支援センターの自己評価が低い  地域包括支援センターの機能強化の必要性が指摘されているが，直営・委託を問わず優秀なスタッフが配置されており，介護予防支援業務を抱えながらもチームワークよく地域のさまざまな課題に取り組んでいる。    一方，日々いろいろなことに追われていて自分の地域の豊かさや特色に気づかず，地域ケア会議の持ち方や市町との関係に課題を感じて，自身を持てていない。 （２）地域ごとに特色ある社会資源    医療機関や介護事業所、商店や銀行などは地域によって偏りがあるが，警察・消防などは各地域にあり，特に関係者団体や住民組織は地域ごとに特色ある活動をしていて，その地域にない専門機関も含めて，ネットワークを形成するための情報とチャンネルが多彩にある。また，これらの活動には活発なものや低調なものがあるが，どの地域でも何らかの既存のネットワークがあることが共通している。 （３）市町の方針の提示    市町の地域包括支援センター担当者は，センターの現状をよく把握しているが，市町として日常生活圏域ごとに異なる地域課題があるということや，住民の年齢構成が変わる５年先１０年先に向けて今から何を準備していくかという長期的な視点を踏まえることが必要。 
 【見えてきた課題】  ①地域ケア会議について，目的や規模別のさまざまな種類の会議を提示することにより，地域包括支援センターが主催あるいは参加する会議の意味づけをして，地域包括支援センターのスタッフ一人ひとりが自信をつけて地域の活性化に貢献していくこと。  ②市町が，日常生活圏域毎の地域課題と市町全体の課題を把握し，どのような地域づくりを目指して地域包括支援センターを通してどのように地域課題を解決していくのかを明確にすること。 
  「地域包括ケアシステム」は，これらを可能にするための地域資源のネットワークであり，関係者間の共通認識である。したがって，市町の声かけで自分の地域にある既存の関係者間のネットワークについて協議して視覚化し，共通認識を持つ。あとは，運用の中で参加してほしい関係者を追加したり新たな結びつきの線を増やしてバージョンアップしていけば，地域包括ケアシステムが地域の実態に合わせて進化していくことになる。  地域包括支援センターのコーディネートで地域の関係者が元気になり，広島県内の１２５の地域包括ケアシステムが誕生していくことにつながっていく。 
 


