
   趣  旨

   最終的に求められる
   アウトカム

中項目 小項目 目的 到達目標 内容 備考 参考文献

ケアマネジメントプロセス
（法令遵守・倫理含む）

①　ケアマネジメントプロセス
の全体像の理解

②　ケアマネジメントプロセス
に係る基準等の確認

①ケアマネジメント技術

②居宅介護支援等の運営基
準に照らしてケアマネジメント
プロセスの全体像を理解でき
る。

・ケアマネジメントプロセスの意義を説
明でき、実践できる。
・各プロセスで遵守すべき事項を説明
でき、実践できる。

・ケアマネジメントの定義、プロセスの
確認（日本協会ＨＰ等）
・運営基準（静岡県規則）の確認、静岡
県指導方針等の紹介。できれば報酬
基準等にも言及。
・全国・静岡県介護支援専門員協会の
倫理綱領

・介護支援専門員実務研修ガイドライ
ンや同テキストに沿ってケアマネジメン
ト全体プロセスを確認する。

・静岡県平成29年度介護保険サービス
提供事業者説明会(集団指導)資料
・介護支援専門員倫理綱領－日本介
護支援専門員協会
・静岡県介護支援専門員協会倫理綱
領　　　・〔六訂］介護支援専門員実務
研修テキスト　　・法的根拠に基づく ケ
アマネ実務ハンドブック後藤香苗　 中
央法規

①　インテークの理解 インテーク面接の重要性を理
解できる。

・インテーク面接の目的を理解し、その
重要性を説明することができる。

・インテーク面接の目的である信頼関
係の構築
 ・主訴の明確化、スクリーニングにつ
いて

・信頼関係を構築するためにインテー
クでは何を行うか、言語化させる。

②　専門性の高い面接技術 傾聴の面接技術の内容・方
法を理解できる。

・面接技術の方法を理解し、説明する
ことができる。
・面接を行う際、意識して面接技術を使
うことができる。

・繰り返し・要約・感情の反射等の面接
技術
・面接のロールプレイ

・ロールプレイを行い、体験しながら面
接技術を学ぶ。

①　専門性の高い情報収集 ①他職種のアセスメントの視
点で介護支援専門員として
参考になる視点を学ぶ。

・基礎疾患について：疾患の特徴・生活
上の留意点・今後起こりうる状態の変
化等情報を入手できる
・家族や親族など関わる方の関係性を
理解することができる。
・生活が継続できるか,介護力を把握す
ることができる。
・利用者・ご家族の今までの生活を把
握することができる。
・残存機能を把握することができる
　(強みの把握も含む）

・主治医等医療機関から情報収集
・家族・親族の関係性・介護力の把握
・生活の継続性の観点から今までの生
活、仕事、趣味など本人が大事にして
きた事柄の把握
・心身機能の評価、残存機能の把握

・基礎疾患について、医療機関より生
活上の留意点等を入手する。基礎疾
患についての注意する点を調べてお
く。
・主治医意見書を入手し活用する。
・利用できる地域の社会資源を調べて
おく
・ICFの視点で情報を入手する。
・最新の情報が適時、介護支援専門員
にはいってくる環境を整えておく。
・各種データを収集する。

・介護支援専門員基本テキスト七訂
・介護支援専門員実務研修テキスト
・介護支援専門員研修テキスト専門研
修課程Ⅰ・Ⅱ
・ケアマネジャーのための医療職との
連携ハンドブック（２０１４）日本介護支
援専門員協会

インテーク・面接技術

介護支援専門員経験者研修シラバス

アセスメント

・介護支援専門員実務研修テキスト
・介護支援専門員研修テキスト専門研
修課程Ⅰ・Ⅱ「高齢者援助における相
談面接の理論と実際」　医歯薬出版株
式会社
・「身体知と言語」　中央法規
・「対人援助のための相談面接後術」
中央法規

本シラバスは、経験5年以上の介護支援専門員を対象とする。経験5年以上が受講する法定研修では、学ぶ機会が少なくなるケアマネジメントプロセスを再度学び、ケアマネジメントを実
践する上で必要な介護支援専門員としての専門性を修得することをねらいとしている。本シラバスでの「介護支援専門員の専門性」は「最終的に求められるアウトカム」としている。

   具体的目標

ケアマネジメントプロセスを実践でき、かつ他者に伝えることができる。

①　ケアマネジメントプロセスを意識して実践することができる。　

②　実践したケアマネジメントプロセスを言語化し、他者に伝えることができる。



中項目 小項目 目的 到達目標 内容 備考 参考文献

②　専門性の高い課題分析 ＩＣＦの視点からの多角的な
分析を学ぶ
①健康
②心身機能
③活動
④参加
⑤個人因子
⑥環境因子

・疾患が生活に及ぼす影響や予後を予
測できる
・生活における留意点を考慮して分析
できる。
・リスクの視点から生活課題を抽出で
きる。
・自立支援の視点から生活課題を抽出
できる。（「できる」から「している」にな
る・人生の豊かさの実現）
・生活課題を紐解いていく力を身に着
け、処遇困難事例に対しても的確な生
活課題を導き出すことができる。
・個人因子・環境因子を含めた背景を
分析し生活課題を分析できる。
・ストレングス(強み）を考慮した課題分
析ができる。

・疾患の特徴の理解、状態の悪化を未
然に防ぐ方法、健康維持する方法、生
活習慣を改善する方法。
・ＩＣＦの分類に従って、情報の整理し生
活課題を分析できる。
・自立支援の視点での生活課題の抽
出

・地域ケア会議等を利用して、専門職
からの支援についてのアドバイスを頂
く。
・職場内や地域の事例検討会等に参
加して、課題分析の技術を高める。
・自分の事例に対して、OJTの機会を
設ける。
・データーを有効に活用して、課題分析
に役立てる。
・事例研究ができる。(類似の事例に対
応できる能力を高める）

・介護支援専門員実務研修テキスト
・介護支援専門員研修テキスト専門研
修課程Ⅰ・Ⅱ
・医療ニーズと支援のポイント（平成25
年7月）日本介護支援専門員協会
・ケアマネジャーのための医療職との
連携ハンドブック（２０１４）日本介護支
援専門員協会

③　地域力（資源・ネットワー
ク）の把握

①地域（資源・ネットワーク）
の実情を学ぶ
②地域課題の考え方を学
び、抽出方法を学ぶ
③地域で暮らし続ける為の地
域づくりを学ぶ

・地域のアセスメントができる
・地域の社会資源を知り、利用者支援
に活用できる。
・地域で体制が整っていない他職種・
関係機関のネットワークをつくるための
支援ができる。
・支援に必要な新たな社会資源を作り
出すことができる。

・地域の課題の抽出
・利用者を中心とした地域で活用でき
る社会資源の情報収集
・利用者支援であったらよいと思われ
る社会資源の抽出、開発提案および開
発

・地域包括ケアシステムについて制度
の動きを学ぶ。
・地域のインフォーマルな社会資源の
マップ等を作成。
・地域の独自のネットワークシステム等
を調べておく。
・地域包括支援センターと連携をとれる
ようにしておく。
・担当地域の高齢者の特徴を把握して
おく。
・担当地域の介護保険サービス事業所
のそれぞれの特徴を把握して、利用者
が選択できる様に情報を入手しておく。
・地域課題を抽出し、解決方法を考え
ることができ、実行できる。

・介護支援専門員研修テキスト専門研
修課程Ⅰ・Ⅱ
・地域包括ケア研究会「地域包括ケア
研究会報告書」２０１３
・一般財団法人長寿社会開発センター
「地域ケア会議運営マニュアル」２０１３

①　法令に従ったケアプラン
作成及び根拠の理解

運営基準の理解 ・ケアプラン作成プロセスにおける運営
基準と個別サービス計画との連動の理
解と説明ができる

・居宅介護支援の運営基準 ・運営に関する基準を再確認する。
・個別サービス計画書を入手すること
により、連動性を高め、意識の共有化
を図る。
・ケアプランを主治医等へ提供すること
により連動性を高め、意識の共有化を
図る。
・協力団体ごともしくは地区ごとの小さ
な単位で行う。

・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（H11年老企第
22号（7）基本取り扱い方針等）
・厚令38第13条第12号
（浜松市・静岡市集団指導資料）

②　専門性の高いケアプラン
作成

ケアプラン作成の視点及び
根拠の理解と言語化

・ケアプランの基本を理解し、ケアプラ
ンの作成と説明ができる

・課題整理総括表の理解と作成、プレ
ゼン
・1表の理解と作成､プレゼン
・2表の理解と作成､プレゼン
・3表の理解と作成､プレゼン

・課題整理総括表の記入や使い方を
理解する。
・自立や介護力、多職種連携、社会資
源を踏まえて
1～3表を作成する。
・1表：本人､家族の意向。
・2表：課題整理総括表や個別サービス
計画書との連動。
・3表：介護保険サービス以外の日課の
記載。
・協力団体ごともしくは地区ごとの小さ
な単位で行う。

･六訂介護支援専門員実務研修テキス
ト・上巻
（介護支援専門員実務研修テキスト作
成委員会）

ケアプラン作成

アセスメント



中項目 小項目 目的 到達目標 内容 備考 参考文献

①　「利用者の為の支援チー
ム」意識形成

利用者に安心感を与えること
で、前向きになる効果を理解
できる。

・サービス担当者会議の重要性を説明
することができる。

・チーム全員で目標を共有し目標達成
・安心感をあたえる接し方
・ケアマネの責任論

・必要性が生じたときは責任をもって開
催する。
・ケアチーム全員で目標達成をする意
識付けをする。

・五訂　居宅サービス計画書作成の手
引き

②　適切な進行役 進行役の責任を理解できる。 ・会議時間内で目標達成の合意形成ま
で導くことができる。

・進行の時間コントロール ・出席者全員に発言を求め、目的達成
に導く。

・五訂　居宅サービス計画書作成の手
引き

③　会議録の作成 会議録の適切な書き方を理
解できる。

・振り返りで内容を再理解できる。 ・テーマごとのナンバリング
・何時までに誰がという具体的記載
・役割分担の明確な記載

・検討した項目、検討内容、結論、残さ
れた課題の流れをわかりやすく簡潔に
書く。

・五訂　居宅サービス計画書作成の手
引き

（④　退院前カンファレンス） 本人の望む生活が具体的に
理解できる。

・本人の望む生活に移行できる。 ・医療知識の理解
・サービス事業所の把握
・退院にむけて生活上の留意点の確認

・退院時の連携先を確認しておく。
・利用者及び家族との密な相談をして
おく。
・退院後の主治医の確認

介護支援専門員研修テキスト介護支
援専門員専門研修課程Ⅱ

モニタリング評価

専門性の高いモニタリング ①サービス計画の実施状況
の把握が出来、継続的なケ
アマネジメントプロセスの過
程を理解でき、実践できる。
②記録の作成と、記録の意
味が理解できる。

・利用者の状況を正しくとらえ、必要に
応じた再アセスメントを実施し、ケアプ
ランを見直すことで、ケアマネジメントプ
ロセスを循環させて、全うすることが出
来る。

・モニタリング・評価の意義と目的
・サービスの達成度の検証と必要性に
ついてと評価
・結果と記録作成（モニタリング・評価・
支援経過）の意味と重要性
・ケアプランの再作成の方法と技術に
ついて

・疾病の理解・利用者の日々の変化を
正しくとらえ、モニタリング・評価におけ
る構造を理解し、検証することによっ
て、ミスマッチを発見でき、再ケアプラ
ン作成に至るプロセスを理解する。
・モニタリング・評価の多職種（医療連
携含む）による実施について理解す
る。
・相互の情報の共有ができ、記録の意
味について理解できているか。

・「六訂　介護支援専門員実務研修テ
キスト・上巻」（介護支援専門員実務研
修テキスト作成委員会）
・「ケアマネジメントのエッセンス
利用者の思いが輝く援助技術」中央法
規

プレゼンテーション

・プレゼンテーションの理解 プレゼンテーションの意味、
技法を理解できる。

・自分の考えを分かりやすく提案でき
る。

・興味、関心、意欲、理解、定着の手法
と理解

・プレゼンは才能ではなく、技術である
ことを認識する。
・課題整理総括表をプレゼンテーション
で活用する。

・「伝える力」池上彰PHP研究所出版
・「プレゼンは目線で決まる」西脇資哲
ダイヤモンド社
・「課題整理総括表・評価表の手引き」
厚生労働省　介護保険最新情報
Vol.379

ファシリテーション

ファシリテーションの理解 ファシリテーションの意味を理
解し、実際に行うことができ
る。

・ファシリテーションとは何かを他者に
説明することができる。
・ケアマネジメントにおいてファシリテー
ションが不可欠であることを理解する。
・実際にファシリテーションを行うことが
できる。

・ファシリテーションとは何か
・ファシリテーションとケアマネジメント
・ファシリテーションのロールプレイ

・サービス担当者会議・事業所内会議
等においてファシリテーションを行って
いることを確認する。
・ロールプレイでファシリテーター役を
体験し、ファシリテーションを行う際の
留意点を実感できる。

・「対人援助職のためのファシリテー
ション入門　チームの作り方・会議の進
め方・合意形成のしかた」 中央法規
・「ファシリテーションで大学が変わる
アクティブ・ラーニングにいのちを吹き
込むには　大学編」ナカニシヤ出版
・「チーム・ファシリテーション　最強の
組織をつくる１２のステップ」 朝日新聞
出版
・「今すぐできる！ファシリテーション
効果的なミーティングとプロジェクトを
目指して」 PHP研究所

サービス担当者会議


