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ジャパンケア武蔵野  定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護医療連携推進会議　議事録

14 00 15 30

開催時間開催日

（水）

1、開会の挨拶 （管理者） 
 
2、参加者のご紹介 （計画作成責任者） 

 
3、サービス提供状況報告 
定期巡回利用者数 2017年８月現在６名   

                         
・５月 利用者数 ６名 

    巡回回数 日中：４０２回 夜間：１１５回 合計：５１７回（合計時間：２２５時間） 
         先月と比べ利用者数は１名減少し日中の訪問回数は概ね変化はないが夜間の訪問 
         回数が大幅に減少している。しかし、合計ケア時間は先月と相違ない事を考える 
         と、ケアにかかる時間が増加したと思われる。 
        

    ケア内容：排泄介助、服薬介助、移動・移乗・体交、調理・配下膳、洗面。 

 

    コール受付 コール数：７４回/月  1日平均コール数：２.６回 
         ・当月のコール数は先月と比べ大幅に減少している。内、話相手４４回。 
         ・随時訪問：１０回/月 ０.４回/日 

    時間帯別実績：定期訪問の回数が多いのは特に朝・深夜。朝、特に多い時間帯は７時台。夜 

           については２３時台が最も多い。朝については起床介助であり、夜について 

           は排泄介助である。随時についてはほぼ２４時間どの時間帯でも見られてい 

           が、主に午後から夜にかけてコールが鳴っている状態。           

            

・６月 利用者数 ６名 
    巡回回数 日中：４１９回 夜間：１５６回 合計：５７５回（合計時間：２３１時間） 
         当月については、先月と比べ夜間の訪問回数が増加し、それに伴いケア時間も増 
         加している。理由として日中の排泄介助、移動・移乗・体交での訪問回数が増加 
         した他、新たに水分補給や食事介助での訪問も増えた事から全体的な訪問回数の 
         増加に繋がったと考えられる。 
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    ケア内容：排泄介助、服薬介助、移動・移乗・体交、調理・配下膳、洗面。 
          

    コール受付 コール数：８０回/月  1日平均コール数：２.７回 
         ・当月のコール数は最も多かったのが話相手。次に排泄介助でのコ 
          ールが多く、その他全体的にコールが見られているも１０回には 
          至っていない。                   
         ・随時訪問：１３回/月 0.4回/日 
    時間帯別実績：定期訪問の回数が多いのは先月同様に朝と深夜。朝については 
           7時台。深夜については２３時台が最も多い。朝については起 
           床介助であり、深夜については排泄介助である。随時について 

           もほぼ１日のどの時間帯でも見られているが、当月は特に日中 

           の特に９時台に集中している。 

 

 
・７月 利用者数 ６名 
    巡回回数 日中：４１７回 夜間：１４５回 合計：５６２回（合計時間：２４０時間） 

         先月と比べ日中の訪問回数は先月とほぼ同数ではあるが、夜間の訪 

         問回数が先月と比べ減少しており全体的にも減少している。理由と 

         して夜間での排泄介助の訪問回数の減少が要因と考えられるが、ケ 

         ア時間は増加している事から、１回のケアにかかる時間が増加した 

         からと考えられる。      

        

    ケア内容：排泄介助、服薬介助、移動・移乗・体交、調理・配下膳、洗面。 
          

    コール受付 コール数：１０１回/月  1日平均コール数：３回 
         ・当月のコールで最も多かったのは話相手。次に排泄介助。３番目 
          に多かったのはその他となっている。 
         ・随時訪問：１５回/月 ０.５回/日 
    時間帯別実績：定期訪問の回数が多いのは先月同様、朝と深夜。朝、特に多い 
           時間帯は７時台。深夜については２３時台。朝については起床 
           介助。深夜については排泄介助である。随時については１日を 

           通してどの時間帯でも見られているが、特に多いのは２時台。 

           次に多いのが１５時台となっている。 

 

 

・８月 利用者数 ６名 

    巡回回数 日中：３８５回 夜間：１２４回 合計：５０９回（合計時間：１９５時間） 

         先月と比べ日中と夜間の訪問回数が大幅に減少しており、その為全 

         体的にも減少している。理由としては昼夜のサービス自体が全体的 

         に減少している事が要因と考えられる。ケア時間自体もそれに伴い 
         減少している。      

        
    ケア内容：排泄介助、移動・移乗・体交、調理・配下膳。 
          

    コール受付 コール数：４２回/月  1日平均コール数：１回 
         ・当月のコール数についても大幅に減少している。その中で最も多 

          かったのは話相手。次に多かったのが排泄介助となっている。 
         ・随時訪問：１３回/月 ０.４回/日 
    時間帯別実績：定期訪問の回数が多いのは先月同様、朝と深夜。朝、特に多い 

           時間帯は７時台。深夜については２３時台。朝については起床 
           介助。深夜については排泄介助である。随時については１日を 

           通してどの時間帯でも見られているが、特に多いのは１７時台 
           から１９時台の時間帯となっている。 
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4、ケースカンファレンス 
  【今回の事例について】 
    今回の介護医療連携推進会議では独居の御利用者で要介護５の認定を受けてい 
   る方の在宅ケアに関する事例について御紹介致します。 
    該当の御利用者は１日複数回、排泄介助を中心に、服薬、食事準備、洗面等の 
   身体介助が必要とされており、自費サービスと週２回のデイサービスを併用され 
   ながら在宅生活を継続されております。 
    御利用者のニーズに合わせたサービスの提供とケアを行う上での課題等を、ケ 
   ースカンファレンスの事例として御参考にして頂きたく思います。 
 
   ※他、別紙参照 
 
5、サービスへの評価・要望・助言 
 
    【ご家族代表 T様】 
    「サービス提供状況報告の質疑応答」 
     Ｑ：以前に比べ、ご利用者数が減少している理由は？ 
     Ａ：ご利用者数の減少にはいくつか理由があり、①当事業所の職員体制の不 
       備。②ご利用者１人に対するサービス提供時間が極端に多かったり、少 
       なかったりする事があって増加しない事と訪問介護と夜間訪問介護の事 
       業を併設して行っているので、その部分での兼合いも関わっている。ま 
       た、定期巡回随時対応型訪問介護看護の利用にあたって、制度上の課題 
       があり訪問介護、訪問看護の報酬又は連携の部分であったり定期巡回随 
       時対応型訪問介護看護は主に身体介護でのサービス提供であり、生活支 
       援について不透明な部分がある為、それであれば訪問介護と夜間訪問介 
       護の併用でサービス提供すると言う事も理由の一つとなっている。 
 
     Ｑ：定期巡回随時対応型訪問介護看護は身体介護も生活支援も全て援助する 
       サービスであって、この２つの援助を行うと事業所負担が大きくなって 
       しまう。なぜそうなってしまうのか？ 
     Ａ：制度上、身体介護と生活支援をまとめてしまう事も原因の一つであると 
       思う。そもそも、定期巡回随時対応型訪問介護看護で全てのサービスを 
       補うのは困難。だからと言って人材を補強すればいいと言う事でもない。 
        
     Ｑ：定期巡回随時対応型訪問介護看護以外でサービス提供を行うには自費で 
       の負担になるのか？ 
     Ａ：そうです。 
 
     Ｑ：定期巡回随時対応型訪問介護看護のサービスで、ご家族の協力を抜きに 
       考え、なぜ在宅生活全般を支えるのが困難なのか。なぜ事業所負担が多 
       いのか？ 
     Ａ：サービス提供側のみで在宅生活全般を支えるには、ご利用者毎ではある 
       が様々行わなければならない事が多々あり、支援を行うとなると２４時 
       間介護者がいなければならない状況に成り得る。そうなると定期巡回随 
       時対応型訪問介護看護の適性に疑問が出てくる。 
 
     Ｑ：他のサービスを利用するには他事業所へ依頼したり、訪問看護の利用は 
       自費になるのか？ 
     Ａ：訪問看護の利用については可能。包括単位で当事業所が請負い、その中 
       から訪問看護へ費用を支払うので、訪問看護側の採算が取れず、積極的 
       に連携が取れていない。 
 
     Ｑ：頻繁に訪問看護に来て貰いたい時はどうすればいいのか？ 
     Ａ：例えであるが、サービス内容をケアマネージャーやご家族に確認して頂 
       き、都度変更して行く。又は、介護側から何度も訪問して頂ける様な内 
       容を看護側へ投げ掛ける。 
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     Ｑ：デイサービスやショートステイを利用する際も自費になるのか？ 
     Ａ：デイサービス、ショートステイについても訪問看護同様、包括単位の中 
       に含まれるので利用できる。 
 
     Ｑ：ご利用者にとって何が問題なのか？ 
     Ａ：ご利用者側にとっては定期巡回随時対応型訪問介護看護の利用は２４時 
       間見て貰えるのでメリットの方が多いと思う。サービスを提供する側の 
       介護・看護にとっては負担が多くなって来ている。もう一つは解決しな 
       ければならない事が、１日複数回訪問する事で様々出てくる。それを介 
       護サ－ビス側だけ対応して行くと言うのはかなり困難。他にも訪問看護 
       やケアマネージャー、ご家族等と協力して解決して行きたいが、どうし 
       ても当事業所のサービス時間が多いので専門外になってしまう部分もあ 
       る。ケアマネージャーの協力も必要ではあるが、その分当事業所も対応 
       出来る体制だったり、柔軟にサービスを展開する事が必要ではあるが、 
       現状、出来にくい状況ではある。 
 
     Ｑ：サービス件数を増やせば、職員を増やす事も可能ではないのか？ 
     Ａ：職員が多ければ柔軟に対応出来るし、随時訪問についてもスムーズに行 
       う事が出来る。 
 
     Ｑ：職員が増えない理由は？給料面については？ 
     Ａ：給料面については他事業所と比べた事がないので分かりかねないが、そ 
       れぞれ違うと思う。職員が増加しない理由としては当事業所のアピール 
       不足も原因の一つだと思う。その為、昨年度に参加した武蔵野市主催の 
       求人イベントに今年度も参加させて頂く予定ではある。また現在、社内 
       では在籍している職員からの紹介で増員に努めている。正社員について 
       は月給制で、稼働している職員は時給制。 
        
      『武蔵野市福祉公社権利擁護センター K様からのご意見』 
       私達の社内では時給が上がった事を受け、年収１３０万を超えない様に 
       する為、働く時間を抑えて勤務する女性の方が増えており、働き手が減 
       少している。年収１３０万と言う壁が介護業界、男女平等の世界に問題 
       をもたらす時代になって来ていると思う。国は対策としてその壁を無く 
       す方向で動いているので、出来る事であれば早く対応して欲しい。 
 
       扶養内で働いている方々はそう言った年収の壁に阻まれ、なかなか働く 
       事が出来ずにいるのが現状ではある。しかし、時給を上げなければ働き 
       手が増えないのも事実ではある。現在働いている方々はこの給料面では 
       ない、他の魅力で働いている。一般的な非常勤と言う形で雇用されてい 
       る方々は一つの所で長時間、ある程度の時給で働いており、訪問介護で 
       は短時間で世間一般よりかは時給が高い状況で、働く方がどう生活の中 
       に、少しの時間でも働きたいと思う方が居ればいいのですが。その方の 
       生活スタイルに合わせて働いて貰う形にはなると思う。 
        訪問するだけが業務ではなく、資格次第ではオペレーター業務であっ 
       たり、訪問介護計画の作成と言った物もある。 
 
    「サービス提供状況報告へのご意見」 
     問題としては費用についての事だと思う。つまり、定期巡回随時対応型訪問 
     介護看護は要介護度が低い方でないと利用出来ないと感じているし、介護度 
     が重い方に対しては適していないとも感じている。 
 
    「ケースカンファレンスでの意見」 
    ・私の知人にお子様が障害児の方がいますが、親心としては子供を残して施設 
     にはなかなか入れない気持ちがあるし、お子様には親を残してはいる事は出 
     来ない気持ちがあり、このケースではお子様が施設へ入所され、ご本人はど 
     う言った心情でいるのだろうと思う。 
    ・今回のケースカンファレンスにおいて何が問題でどう解決したらいいのか提 
     案、事業者として営業している中でもっと市役所や高齢者総合センターから 
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     指摘を受け改善する様にして、単に事実確認の内容を伝えていたのでは行政 
     等も改善点が見つけられない。以前とは違い様々な関係者が集まれる場が出 
     来たのだから、意見を出し合うべきだと思う。 
 
   【武蔵野市高齢者支援課 介護サービス担当 T様】 
    私も定期的に報告は受けていて、契約件数について大きな変動がないと言う面に 
    ついては安定していると思う。契約件数がもう少し増えればとも思う部分があり 
    ますが、状況が苦しいと言う事もお察し出来ますし、どちらかと言うと施設の方 
    が良いのではないかとも思う。 
  
   【桜堤ケアハウス指定居宅介護支援事業所 N様】 
   「ケースカンファレンスでの意見」 
    Ｑ：現在６名のご利用者の対応をされていますが、増員の余裕はあるのですか？ 
    Ａ：サービス内容と時間によります。ご依頼があった際はご相談させて頂く流れ 
      になっています。 
 
    Ｑ：貴社は今後ご利用者を増やしていきたいとお考えですか？ 
    Ａ：はい。そうです。 
 
    Ｑ：特別な支援として訪問介護の利用はありますか？ 
    Ａ：そう言った利用はありません。 
 
   ・私もこの方を存じていますが、現在も在宅生活を送られているのが凄いし、ここ 
    まで来れたのも定期巡回随時対応型訪問介護看護のおかげだと思います。 
   ・今後も中・重度の方の在宅生活が増加すると思います。だから貴社の経営が安定 
    し営業出来て行ければいいと思います。 
   ・御社は相談の窓口になっていますので定期巡回随時対応型訪問介護看護をご案内 
    する事もあります。 
 
   【武蔵野市福祉公社権利擁護センター K様】 
   「ケースカンファレンスでの意見」 
   ・このケースについては、誰が見ても在宅で良いのか疑問が出てくる。話の経緯か 
    らご長男と暮らして、二人で生活していたからこそ在宅生活を継続してきた。し 
    かしご長男が居なくなり、ご本人１人きりになり、且つ９７歳と高齢で次男様も 
    持病を抱えている状態。便秘もあり摘便も頻繁に行っており、そんな状況でも居 
    場所を変えず在宅を継続している事に疑問を感じる。ご本人の希望ではあるが９ 
    ７歳と高齢なので億劫ではないかと思う。動くにしても、起きるにしても私達の 
    倍の年齢なのだから、週２回のデイサービスへ行かれている事がすごいし、大変 
    で当たり前だと思う。ご利用者にとって在宅生活が一番だと思う。しかし、ご本 
    人にとっては一人で居る事への不安や寂しさが大きかったとも思う。 
   ・ご家族の協力も必要だが、私達が関わっている方々は殆んどがご家族のいない方 
    々で、そう言う方々でも在宅でこのサービスが利用できる様な基盤作りをしても 
    らいたい。 
 
   『ジャパンケア武蔵野 定期巡回 管理者の意見』 
   ・先ほどもお話があった通り、ご長男は現在施設に入所されており、ご本人それま 
    ではジャパンケア武蔵野の訪問介護のサービスを利用されていた。しかし、対応 
    が困難な部分もあり他事業所のサービスも利用しながら在宅生活を営んでいたが 
    ケアマネージャーとも相談し支援困難な為に施設入所の運びとなった。入所の背 
    景には先ほどご意見があった様に高齢で動作が億劫と言う事も要因の一つにはな 
    っていると思う。 
   ・在宅生活中にご長男との関わりは少なく、また難聴と言う事もありコミニュケー 
    ションが日により通ったり、通らなかったりしているし、関係者が話しかけると 
    聞いている様子が見られたりもしている。以前ご本人に在宅生活継続の意思を確 
    認した事があり、その際結論を誘導する様な話し方をしたかもしれないが改めて 
    在宅生活継続の意思の確認を行っても良いと思う。 
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   【スカイリフレ介護サービス I様】 
   「ケースカンファレンスでの意見」 
  ・この方は私の担当ご利用者で、事例として挙げているのでこれで良いのではないか 
   と思う。ただ本当はケースには挙げていない様々な固有の事情が沢山あり、普通の 
   ご家庭の状態で、この内容を把握出来るのもでは一切なく、個人情報を話し始めて 
   は事例検討ではなくなってしまう。ですので申し訳ありませんが、こういう歪な事 
   情のあるご家庭と思って頂けたら幸いです。また、こう言った突飛な所から課題が 
   出てきますので一つの事例として捉えて頂きたい。あと、ご本人自身以前から施設 
   入所を考えておられ、施設入所が妥当な状態な方でもある。しかしながら、ある固 
   有の事情により入所させたくない状況、且つ経済的な面においても既に入所されて 
   いるご長男の有料老人ホームへの入所は困難です。 
  ・また、介護保険で定期巡回随時対応型訪問介護看護のサービスが始まった当初、ご 
   家族へこのサービスを紹介し当時管理者を務めていた方が在宅へ戻る事を勧めた。 
   但し、当初国が構想していた勝算と今現在の状態の違いに大きな差があると感じま 
   した。こう言った様々な理由が関係しており、過去と現在とでは変わりすぎている 
   事もご家族へは報告している。 
 
   【三鷹ナース・ヘルパーセンター K様】 
    私も担当している方がいますが、なかなか定期巡回随時対応型訪問介護看護の意 
    味合いをご家族へお伝えすると好評ですが、既存の方のサービスを移す際に、や 
    はり慣れていた方々が全部変わってしまうので、そう言った部分でサービス導入 
    を躊躇してしまう所はある。特に我々ケアマネージャーが移行に前向きであって 
    もご家族がなかなか踏み切れないと言った事が多い。踏み切れずにいるご家族に 
    対しては関係事業所様から詳しい説明やメリットと言った事を伝えて理解しても 

    らう。我々ケアマネージャーはどうやってこのサービスをご家族へアプローチす 
    るかが大事な役割ではないかと思う。しかし、現状は慣れた人をそのご利用者か 
    ら離す事がかなり厳しく難しい。 

 
   【ジャパンケア武蔵野 居宅介護 ケアマネジャー】 
    今までの間にこのサービスについての問い合わせ件数を、ご利用者の具体的な内 

    容と共に載せては如何だろう。今迄も契約件数に大幅な変化はなく、６件のまま 
    なのは横ばいではないかとも思うし現状受け入れ困難な事は確かではある。しか 

    しそこをどう改善して行くかって所も課題だと思うしこのサービス自体の発展に 
    繋がらないのではと思う。 
 
   【ジャパンケア武蔵野 定期巡回 管理者】 
   「サービス提供状況報告の質疑応答」 

   ５月～８月の間のサービス利用実績の集計について、７時台と２３時台は現在の当 

   事業所において提供し易い時間帯となっている事は事実あり、ご本人やご家族の希 
   望に添えられる様にする為にはどうしたらいいかと言う事を常に考えています。尚 
   且つ、固定のご利用者へこの時間で提供させて頂いている状況です。 
 

   「ケースカンファレンスでの意見」 
  ・９月６日に退院され通常通りサービスを再開していますが、ご本人の希望もあり現 

   在はデイサービスを休んでいる状況で、ケアマネージャーに相談し臨時の追加でサ 
   ービスを提供させて頂いています。デイサービスの利用目的は入浴や食事の提供と 
   言った事があり利用している。 
  ・それぞれのサービスを提供する中で複数の事業所が絡んでいて、それぞれの役割が 
   あるのでご本人からの希望を情報として共有する為に流し、それぞれが役割を生か 
   す為にはなかなかしずらい面もある。 
  ・この会議の場では様々な意見を出し合って頂きたい。市役所等の行政に対しても定 
   期的に報告させて頂いている。 
  ・ご相談は御社もしなければいけないし、して頂ければと考えています。 
 
 
 
 
 
 
 



■記録

　

  ・埼玉県和光市では独自の取り組みを行っており、行政が主導権を握り、各事業所や 
   ケアマネージャーへ厳しく指導等を行っている。 
 
   【ジャパンケア武蔵野 アセスメントナース 】 

    現実問題として職員数が減っていく中で、要介護度が重度化して来ている。 

    そうするとサービス量も多くなりご家族への負担が増加している。この状態 

    を永遠に行っていてはご利用者数をなかなか増やす事が出来ない。だから、 

    サービス提供期間を定める等と言った何かしらの対策を取る事と多少なりと 

    もご家族の協力を得た中でこのサービスを運用して行かないと継続する事は 

    難しいのではと思う。だから、運用基盤になる様なマニュアルを作成し、そ 

    れをケアマネージャーの方々に伝え、行政には移動距離を１０分以内で稼働 

    出来る様、事業所を配置して頂ければ、色々問題はあると思うが関わる方全 

    てにメリットになる様考えて貰えればと思う。 

 

   【武蔵野市地域包括支援センター O様】 
    Ｑ：記録用紙や連絡ノートと言った物は一つにまとめているのですか？ 
    Ａ：基本的に定期巡回随時対応型訪問介護看護ではそう言った取り組みは行 

      っていません。その日毎に申し送りがあり、それで各職員が確認して、 
      かつ口頭での伝達であったり実施記録を参照し漏れがない様注意して業 

      務を行っています。 

 

   『ジャパンケア武蔵野 居宅介護 ケアマネジャーの意見』 

    長期間ケア訪問している方で、ある特定の介護職員だけだと、事情によって 
    違うと思いますが誰かしらが行っても状況が把握できる方が迅速な対応が可 
    能と言うメリットがあるとは思います。 

 
   『T様ご意見』 

    Ｑ：では、その方に付きっきりで見ている職員はいないのですね？ 
    Ａ：そうですね。夜間は特に１人のご利用者に多くの職員で対応し、様々な 
      視点から見ると言う所もあります。 

 
     多くの職員で対応する事はメリットもあるが、ご利用者の細かな変化に気付 

     きにくいと言うデメリットもあると思うのです。 
     どうしても２４時間のサービスなので夜間と言う部分も出てくるので、先ほTT 

     ども述べた通り、その方の生活スタイルに合わせて働いて頂いているので、 
     日中のみの方、夜間帯のみの方、特に夜間の職員の方々は一定の間隔で定期 
     訪問が出来る様にスタッフの配置を組んでいるので、その関係上１０人ほど 

     の人員体制になってしまう。 
 

     Ｑ：現在ご利用されている方々の中で、医療保険にて訪問看護を受けている 
       方はいるのでしょうか？ 
     Ａ：現時点ではおりません。過去に医療保険で訪問看護を利用している方は 

       いました。 

 

   「ケースカンファレンスでの意見」 
     Ｑ：定期巡回随時対応型訪問介護看護のサービスが開始される前は何かのサ 
       －ビスを利用されていたのか？ 
     Ａ：入院される前はご自身で身の回りの事はやっていた。退院時には既に高 
       齢でもあり、入院中様々な疾患も見つかり、転院した際には動くのが難 
       しくなっていた。退院カンファレンスの際に在宅生活は困難ではないか 
       との話も出てきたが、そんな時に定期巡回随時対応型訪問介護看護の利 
       用が開始となったのでサービスを受ける形になった。 
 
 
      
 
 



■記録

　

     Ｑ：入院前は何かのサービスを利用していたのか？ 
     Ａ：何もサービスは利用していない。退院後から現在までずっと貴社を利用 
       し続けている。 

 
６、閉会の挨拶 （ジャパンケア武蔵野 管理者） 
 

 
 

 
 


