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要支援１．２ というのは ︑まだまだ 比較

介護予防プ ランの自己作成支 援を推進する
府 中市の取り組み
東京都府中 市が︑介護予 防ケアプ ラン

の自己作成支援を積極的に推進しています︒ 的 元気で自分で 考えられる 段階です︒ 何を

し たいか︑どう 暮らすか︑ それを自分 で考

え ることこそ介 護予防の第 一歩︑それ はそ
の まま自己作成 の過程です ︒介護予防 プラ

万 人︒地域包括 支援

セン ターは︑市 直営の ヶ所 ︒平成 年５
月時 点で︑要支 援１︐２の利 用者のう ち︑

ン こそ︑自己作 成が合って いるのでは ない

府 中市は︑人 口約

自己 作成をして いる人は︑１ ００人前 後と
そ の経緯と支 援の内容︑成 果につい て︑

度 のしくみがわ かります︒ 介護保険の すべ

自 分でケアプラ ンをつくる ことによっ て制

かと思うようになってきた のです︒さ らに︑

府中 市福祉保健 部高齢者支援 課地域包 括支

て を網羅する知 識はなくて も︑自分の 守備

なっています︒

援セ ンター担当 主幹の芦川伊 智郎さん と予

範 囲だけでもわ かっていれ ば︑いずれ ケア
マ ネジャーに依 頼すること になっても ︑丸

投げにはならないはずです︒

トワ ーク﹂の拠 点で︑マイケ アプラン の考

方で府中市は︑﹁全国マイケアプラン・ネッ

体同様︑地域包括支援センターが中心となっ
て介 護予防プラ ン作成をはじ めました ︒一

ん な暮らしを望 むか︑自分 が何をした いの

を 振り返り︑周 りの環境を 考えた上で ︑ど

ケ アプラン作成 シートを整 えました︒ 自分

﹃あたまの整理箱〜介護予 防編﹄を参 考に︑
府 中市独自の自 己作成者用 のマニュア ル兼

＊どのように支援しているのですか？

えに 触れる機会 が多くありま した︒認 識を

か を見つめて︑ その実現の ためにこれ から

年４ 月から︑府 中市でも他の 自治

得て くるにつれ ︑だんだん介 護予防プ ラン

平成

＊ 自己作成を 支援しようと いう経緯 は？

防ケ アマネジメ ント担当主査 ︵保健師 ︶の
石田淳子さんにお聞きしました︒

19
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ど のようにして いくかを組 み立ててい くと
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と自己作成が結びついていったのです︒

18

会員になりませんか？
どんな場面でも人生の主役はあなたです
介護を受けている皆さんへ
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お申し込みは上記まで。
会費は年間2000円です。

＊

＊

＊

＊

﹁きっと何年かすると︑市民の意識が変わっ

＊

要 支援という認 定が出ると ︑地域包 括支 れ持つことになります︒
援センターの担当者が訪問します︒そして︑
給 付管理のた めのサービス 提供票と 提供

て くると思いま すよ﹂と︑ 芦川さんは 締め

ター とサービス 事業所がコピ ーを︑そ れぞ

票別 表を作成す る部分は︑地 域包括支 援セ

いう流れになっています︒

①地 域包括支援セ ンターと契 約をして ケア

こ とや介護保険 の知識を身 につけてい るこ

軽度のうちか ら︑自分で 考えて選択 する

ンターがパソコンで作成支援をしています︒ くくってくれました︒
＊やってみてどうですか？

プラ ン作成を依頼 する方法︑ ②自分で 自分
の暮 らしを考えて ケアプラン を立てる ﹁自
己作成﹂の︑２つの道があることを説明し︑

とっても︑大変大きいはずです︒
介護給付の適 正化に頭を 悩ませ︑サ ービ

と のメリットは ︑市民にと っても自治 体に
私 たちの短時 間のアセスメ ントでは 引き
出す ことのでき ない心の内の 思いまで 表し

利用者がどちらかを選びます︒
自 己作成を選ん だ利用者に は︑府中 市様
式ケ アプラン作成 シートに自 分で書き 込ん

ス の利用をいた ずらに規制 するような 動き

はこのように利用者の意識 が育つこと こそ ︑

を 見せている自 治体もあり ます︒でも ︑実

てくれたり︑想像以上です︒
も多いです︒

家 族と相談し ながら書いて くれるケ ース

でも らいます︒渡 しておいて ︑次の訪 問時

まで に書き込んで おいてもら う場合︑ その

場で 話をしながら 書き込んで いく場合 ︑書

いきます︒

的 に詰 めて

の か︑ 具体

ラ ンに する

次 に︑利用者と 地域包括支 援センタ ーの
職員 が一緒に話を しながら︑ どのよう なプ

りながら書き込む場合などがあります︒

実 は︑要支援 １︑２の方だ けでなく ︑一
般高齢者の介護予防推進事業︑地域デイサー

きました︒

考え るものだよ ね﹂というの が実感で きて

用者 が中心︒や はりケアプラ ンは利用 者が

支援 をしていく 中で︑﹁利用 者が選ん で利

がや らなければ いけない﹂と いう気負 いの
よう なものがあ ったような気 がします が︑

生活 を支えなく ては﹂﹁一か ら十まで 包括

う 通知が国から 出されてい ますが︑な かな

介護保険改正で︑ 自己作成については地
域包括支援センターが支援するように とい

ことにあるのではないかと思います︒

解決の糸口は︑ともに 利用者の意識が育つ

体 にとっての課 題である 給付の適正化 の

護 保険本来の目 的である 自立支援 と 自治

改正で盛り込 まれた﹁高 齢者の尊厳 の保
持 ﹂の第一歩は ︑﹁自分で 選ぶ﹂こと ︑介

化につながるのではないでしょうか︒

長 い目で見れば もっとも的 確な給付の 適正

そう やっ
て でき たケ

ビス でも︑同じ 書式を使って プラン作 りの

職 員はそれま で︑﹁自分た ちが利用 者の

ア プラ ン作

か手が回らない各自治体が多いようです︒

くこ とがむずかし い人は︑担 当者が聞 き取

成シートは︑ プロセスを体験してもらっています︒

府中市様式
ケアプラン作成
シートより

｣

本筋を見据え て︑全国に 先駆けて介 護予

｣

さ らに現場か ら︑﹁特定高 齢者にも ﹂と

防 プランの自己 作成支援を 推進する府 中市

｣

原 本を 利用

いう 声が上がり ︑特定高齢者 にも同じ 書式

に︑エールを送りたいと思います︒︵島村︶

｢

者 ︑地 域包

で自分で考えるプラン作りを始めました︒

｢ ｢

｢

括 支援 セン

2
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｣

ヒューマンネットながの

６月８日

杉並区認知症予防教室

６月30日

男女共同参画センター横浜南セミナー

７月３日

世田谷区北沢生涯学習セミナー

７月７日

ケアプランを考える会（さいたま市）

７月９日〜11日

介護保険ホットライン

７月18日

アクト

ケアマネジャー研修会

７月28日

アクト講座

９月15日

杉並区介護予防・認知症予防イベント

９月17日

在宅ケアを支える診療所・全国市民ネットワーク全国大会

９月24日〜12月17日

武蔵野大学連続公開講座

11 月３日

介護なんでも文化祭

11 月17日

札幌

11 月23日、1月26日

安心して暮らせるまちづくりの会（小川町）

11 月25日

ミニフォーラム

11 月28日

横浜市旭区社会福祉協議会

1月26日

11
25

講座を出前

★お問い合
わ

i nfo@ my ca

します！

せ・お申し

re pl an-n e

込み★

t .c o m
FAX
0 42-4 05 -5
95 0
マイケアプ
ランの思い
を伝えます
。

会計からのお願い
いつもご協力ありがとうござい
ます。2007年度も2000円の会費で
運営させていただきます。このと
ころ、おかげさまで活動も広がっ
てきています。同時に経費もかさ
んできているのが現状です。何と
かやりくりできているのは、メー
ルを活用することで、郵送費が少
ないことがあると思います。
そこで、定例会報告を郵送で受
け取られている皆様へのお願いで
す。メールアドレスをお持ちの方
がいらっしゃいましたら、ぜひア
ドレスをお教えください。メーリ
ングリストに登録させていただき、
今後、報告をメールで発信させて
いただきます。経費節減もありま
すが、メーリングリスト上で日々
の情報交換をお届けすることがで
きますので、よろしくご協力のほ
ど、お願いいたします。
メールアドレスのご連絡は、
info@mycareplan-net.com または
FAXで042−405-5950まで。

アクト講座

平成18年度 収支報告

htt p://www.mycareplan-net.c om
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お知らせ

６月３日

第10号

今年 も︑ ミニ フォ ーラ ムを
開催することになりました︒

石川県ホームヘルパー協会

テーマ﹁自己作成を支援する

５月25日

自治体︵仮︶﹂

首都大学東京オープンユニバーシティ

平成 年 月 日︵日︶
午後の予定

５月12日〜6月16日

日時

コムケアフォーラム

常時︑メーリングリストでの情報交換

今年度の主な活動と予定（6月現在）
４月22日

※ 会 場・ 時 間 等は 詳 細 が 決 ま
り次第お知らせします︒

全国マイケアプラン・ネットワーク通信
※定例会⁝毎月第３土曜日午後１時半〜４時

2007年6月25日
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てい ました︒介護 の仕事につ いてもう すぐ

きなので日頃の健康管理はできていると思っ

急性 のネフローゼ です︒病院 大好き薬 大好

リハビリを相談員 さんにお願い し︑手すり
などの改修や用 具の確認をし て帰る準備

入り ます︒ケア プランを作り ︑退院ま での

いる のでパチパ チ打ち込めば 自然に数 字が

その はず﹁居宅 介護支援ソフ ト﹂を使 って

分に 何を書くの か改めてみる 始末︑そ れも

頑固な父親が入院したのが今年の１月末︑ 表の 手書きなん て初めてで別 表の数字 の部

記入 方法など聞 いていてビッ クリ！ 介護
支援専門員として早７年ですが利用表 提供

･

す︒ 改めて説明 を受け︑利用 表・提供 表の

台 や鹿 児島 ︑名 古 屋 ︑沖 縄 な どへ

組み立てています︒
昨年 は︑ 島村 代 表 と一 緒 に ︑仙

話 しす る者 の複 数 体 制で ︑ 講 座を

総 論の お話 をす る 者 と実 体 験 をお

係な ど︑いろ いろ です が︑ いつも ︑

介 護支 援専 門員 ・ 介 護職 ・ 行 政関

？ して います ︒ 対 象も ︑ 市 民・

前 講座 ︒北 は北 海 道 から 南 は 沖縄
ま で︑ 日本 各地 か ら 申込 み が 殺到

近ご ろ人 気の マ イ ケア プ ラ ン出

ケアマネジャーの自己作成体験記

年︑この仕 事をしていて 今まで出会 った

を進め︑３ヵ 月後家に戻り ました︒訪
習をし﹁リハビリしているんだよ﹂

問看護 の力をかり て家の中を歩 く練

に も直接お目に かかれ︑と ても嬉しい 体験

例 会への参加が 難しい遠隔 地の会員の 方々

おじゃましました︒自分自 身も学びな がら︑

)

と○印 のついた 表を うれし そう

でした︒交通機関が遅れて ヒヤヒヤし たり︑
した︒自 分の手でケ アプラ ンを
作って 感じたことは ケアプラ ン作
成で重 要だと言わ れているアセ スメ
ントが身内で あるからこそ とてもしっ

自己 作成なので始 めることに しました ︒休

ここの相談室にはよく顔を知る方がいてチョ
イと 恥ずかしかっ たのですが 夢にまで 見た

ネである娘の存在を思い出してくれました︒

かホ ンの少しで すがわかった ような気 がし

るこ とができ︑ 生活にとって 何が必要 なの

音が 読み取れケ アプランにつ なぐこと が出
来る のか自分の 仕事を利用す る立場か ら見

明確であることを 感じました︒ どこまで本

あっという間に６月も終わ

りに近づき︑月日の経つのが

早く感じられます︒ようやく
会報第 号をお届けでき︑ホッ

としているところです︒

るときは是非お出かけ下さいね︒︵Ｍ・Ｓ︶

転々としています︒お近くで例会が開かれ

みなとＮＰＯハウスが閉鎖となり︑各地を

これまで月例会の会場として使っていた

編集
後記

ただき大感激でした︒︵須田︶

飛行機の中に携帯を忘れたり︑珍道中も度々
で したが︑どこ へ行っても 温かく迎え てい

に 見せ てく れ る よう に な りま

(

最 高齢 の方 が１０ ４歳 ︑今 お 付 き合 い い
ただいている方で 歳の方がお二人︑
歳の父はまだまだと思っていました︒

入院して２ヶ月半頃から ﹁家に帰り

たい﹂と叫び︑はたま た涙をこぼ

すように もなり︑病 院好きだっ

た 父が どう したの かと 思 いま

したが︑自分の体 が思うように
ならない苛立ちが随分あった と思

います︒相談室から﹁介 護保険の利

用を検討してみたら？ケアマネさん 探

みを 取り役所に相 談に行きま した︒担 当保

ます ︒相談員さ んからも﹁こ んな方法 もあ

かりしているこ と︑本人や家 族の意向が

健師 は娘のような 年齢ですが 担当とし てが

るん ですね︑勉 強になりまし た﹂と言 って

しましょうか？﹂と母が言われ︑ケアマ

んばってくれています︒﹁山田さんが・・﹂

いただけたことはうれしかったです︒

4

htt p://www.mycareplan-net.c om

わが家の
マイケアプラン

と言 われ︑やりに くいんだろ うなと思 いま
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