
⻑サポ テーマ 事例 検討結果 地域課題

本人 医師 1 ケアマネ 1

家族 ⻭科医師 介護事業者 2

町会・自治会 薬剤師 ⻑サポ 4

地域福祉コー
ディネーター 1 看護師 包括推進係 1

⺠⽣委員 1 理学療法士 他区役所 1

あんしん江東 保健師

R2年度個別課題検討型地域ケア会議概要

参加者

A

現在の住み慣れ
た所で暮らした
い認知症高齢者
夫婦

夫婦。高学歴でプラ
イド高くサービスに
拒否的なところもあ
る。介護者が遠方に
おり、地域との繋が
りなし。ともに在宅
を希望。

（妻）
・視⼒が落ちているのと前⻭が⽋けてい
る為、眼科と⻭科の通院が必要、訪問⻭
科など提案した場合、金銭的な事を理由
に夫が断わる可能性もあるが、その場合
息子達にも相談する。
・ヘルパーには心を許してきているが一
番掃除したい部屋はまだ入れてもらえて
いない。無理強いして不穏になっても困
るので、様子をみながら支援していく。
（夫）
・囲碁が好きなのでマンションにある囲
碁サークルを情報提供する。
（夫婦）
介護保険で賄えない部分の補填的なとこ
ろをふれあいサービスを提案、現在夫婦
で60分（夫30分 妻30分）のサービス
で入っているが、サービス時間を少しず
つ増やしていく。

見守りカメラやロボッ
トのサービス



⻑サポ テーマ 事例 検討結果 地域課題

本人 1 医師 ケアマネ 1

家族 1 ⻭科医師 介護事業者 3

町会・自治会 薬剤師 ⻑サポ 2

地域福祉コー
ディネーター 2 看護師 包括推進係 1

⺠⽣委員 1 理学療法士 他区役所 1

あんしん江東 1 保健師 他社協 1

JKK 1

本人 1 医師 ケアマネ

家族 1 ⻭科医師 介護事業者

町会・自治会 薬剤師 ⻑サポ 3

地域福祉コー
ディネーター 1 看護師 包括推進係 1

⺠⽣委員 1 理学療法士 他区役所

あんしん江東 保健師

参加者

B

独居高齢者(身寄
りのない方)の施
設入居の判断と
入居迄をどう支
えるか

独居。認知機能低
下。支援拒否、暴言
がある。近隣住⺠と
の関係性悪い。周囲
からは施設入所を勧
められており、本人
も一人は寂しいとの
発言がある。

〇日常の⽣活については今まで通り
の介護保険サービス利用を継続す
る。
〇受診については再度検討・調整
〇区⻑申し⽴てで成年後見制度利用
予定

アパートは高齢化が進
み、互いの支え合いを
考えるより自分の事で
精一杯の状態。
いざという時助けても
らえる、SOSの出しや
すいネットワークの構
築

B

本人・家族が
困っていながら
必要なサービス
へのアプローチ
方法が分から
ず、地域住⺠か
らの苦情があっ
た事例。

独居。物が多く、衛⽣
が保てず近所から⺠⽣
委員に苦情がある。
サービスにつながら
ず、⺠⽣委員やセン
ター職員が訪問して少
しずつ改善。本人は地
域で暮らし続けること
を希望している。

〇業者を利用すると費用が高く
なるため、区のゴミに計画的に
出していく。
〇介護保険サービス導入検討
〇本人が困ったことがあれば⺠
⽣委員に相談する。
〇金銭面の不安があれば⽣活保
護も検討。

〇SOSを発信しやすい
環境づくり
〇コロナ禍での地域住
⺠の繋がりの形成、場
所づくり



⻑サポ テーマ 事例 検討結果 地域課題

本人 医師 ケアマネ 1

家族 ⻭科医師 介護事業者 2

町会・自治会 薬剤師 ⻑サポ 4

地域福祉コー
ディネーター 2 看護師 包括推進係 1

⺠⽣委員 2 理学療法士 他区役所 1

あんしん江東 保健師 後見・保佐人 1

本人 医師 1 ケアマネ 1

家族 ⻭科医師 介護事業者 1

町会・自治会 薬剤師 ⻑サポ

地域福祉コー
ディネーター 1 看護師 包括推進係 1

⺠⽣委員 1 理学療法士 他区役所

あんしん江東 保健師 1 深川警察署 1

地域主マネ 3 ふれあいセンター 1 郵便局 1

D

認知症、妄想性
障害により本人
が多機関に相談
等をしているた
め対応に苦慮し
ている事例。

独居。ストーカー被
害、盗難などの訴えを
警察・郵便局、ふれあ
いセンター、近隣住⺠
等に訴えている。血圧
上昇等の体調不良から
不安が増強しているが
ゴミ屋敷で入室の拒否
があり、服薬管理が困
難。

・デイサービスで配膳や配茶な
ど役割を持っていただく。
・各関係機関で本人への理解や
対応方法を共有する。

〇独居高齢者の声掛け
について介護保険と区
のサービスの狭間を埋
めていく資源が無い。
〇物があふれてしまっ
ている家の解消、改善
するためのきっかけと
なる社会資源が必要。
〇地域課題を拾い上げ
るネットワーク機能が
弱い。

参加者

C

認知症の高齢者
が寂しさを感じ
ずに役割を持て
る場の創出や移
動支援

独居。サービス入っ
ており友人もいるが
寂しさを感じてい
る。世話をされるよ
りしたい。

〇デイサービスでお手伝いなど
役割を持つ。
〇⺠⽣委員から地域掃除や納涼
祭などのボランティアへ誘う。
〇訪問サービスの際も役割を持
てるような関りをする。

〇要介護認定を受けて
いる・認知症の診断を
受けている方へのタク
シー券の配布
〇認知症の人が役割を
持てるような料理教室
等の福祉会館等での開
催
〇墨田区社協で開催し
ているプラットカフェ
のような出入り自由な
居場所づくり



⻑サポ テーマ 事例 検討結果 地域課題

本人 医師 ケアマネ 1

家族 ⻭科医師 介護事業者 2

町会・自治会 薬剤師 ⻑サポ 4

地域福祉コー
ディネーター 1 看護師 包括推進係 1

⺠⽣委員 1 理学療法士 他区役所

あんしん江東 1 保健師 配食事業者 1

本人 医師 ケアマネ

家族 ⻭科医師 介護事業者 3

町会・自治会 1 薬剤師 ⻑サポ 5
地域福祉コー
ディネーター 看護師 包括推進係 1

⺠⽣委員 理学療法士 他区役所

あんしん江東 保健師 1

参加者

E

侵入者やお金の
心配をすること
なく、自宅で住
み続けたい。

独居。認知機能低
下。事実と異なる発
言がある。金銭管理
が難しく日常⽣活自
⽴支援事業利用。近
隣住⺠との関係性良
くない。

〇介護保険のサービスを利用し始めて、以前
に比べて落ち着いた⽣活になっているので、
継続していく。
〇配食サービスを利用をして食の確保をしな
がら、無駄使いをしないようにしていく。た
まに、本人から配食サービスを辞めると言う
ときがあるが、健康のためにもバランスの良
い食事が大切などと本人に話し継続をしてい
く。
〇服薬に関しては、主治医と今後も相談して
いく。
〇近所の方に本人のことを知ってもらい、見
守ってもらう。

〇単身の高齢者や夫婦
が多く住んでいるマン
ションだが、住⺠がお
互いのことを知らずバ
ラバラな状態である。
住⺠同志の関係をどの
ようにしてつなげてい
くか。

F

高齢の親と障害
を持つ子ども同
居世帯が抱える
課題を明らかに
して対応を考え
る

精神疾患を持つ次女と
⺟親の⼆人暮らし。そ
れぞれを支援する社会
資源がない。

〇障害の子を持つ親が抱える悩みを
話せる相談場所や機会の情報を集約
したものを本人に提供する。
〇第三者の介入(ヘルパーや訪問看
護)により、相談先を増やしたり風
通しを良くすることで少しでもいい
方向にする。

〇精神疾患を抱える方や親
が相談できる場所や活動内
容等を集約したものと配布
場所を増やせないか。
〇センター圏域(通いやす
い場所)に相談場所ができ
ると、似たような世帯も通
いやすくなるのではない
か。



⻑サポ テーマ 事例 検討結果 地域課題

本人 医師 ケアマネ

家族 ⻭科医師 介護事業者 4

町会・自治会 薬剤師 ⻑サポ 1

地域福祉コー
ディネーター 1 看護師 包括推進係 1

⺠⽣委員 理学療法士 他区役所

あんしん江東 1 保健師

本人 医師 ケアマネ 1

家族 ⻭科医師 介護事業者 1

町会・自治会 薬剤師 2 ⻑サポ 1

地域福祉コーディ
ネーター 看護師 1 包括推進係 1

⺠⽣委員 理学療法士 1 他区役所 1

あんしん江東 保健師 子ども家庭支援セ
ンター 2

H
ヤングケアラー
支援について

中学3年⽣の養女と⼆
人暮らし。持病や転倒
により入院することが
考えられる。本人だけ
でなく養女の支援も必
要だが、震災により避
難してきたため地域に
知人がいない。

〇食事回数の減少にともない体重の減少があ
る。看護師を中心に食事を朝・昼・夕の３食
摂取を促す。看護師より補助食品の提案をす
る。改善が見込まれないときは管理栄養士に
よる栄養指導を検討する。
〇リハビリに対して意欲低下、機能向上は難
しいと思われ維持を目標とする。1回６０分
のリハビリは体⼒的にも継続せず時間を短縮
し回数を増やすなど本人の状態に合わせたリ
ハビリを検討いただく。
〇自ら望む、人⽣の最終段階の医療・ケアに
ついて話合うきっかけをつくる。エンディン
グノートを記入いただきそこから本人の意
思、気持ちを傾聴していく。関係者で共有し
ていく。
〇本人が入院したときの対応を確認。土日祝
日のときは娘については警察へ連絡する。

〇ケアラーが孤⽴することのない
よう社会全体で支える仕組みが必
要である。
〇ヤングケアラー（１８歳未満の
者）への支援。介護負担により適
切な教育が受けられないことが
あってはならない。18歳までの
学⽣⽣活は社会的に人間としての
基礎的な資質を養う時期であり適
切な教育の機会が確保されるよう
支援体制の構築を図る必要があ
る。

参加者

G

知的障害があり、
判断する際に一部
支援が必要な方の
意思決定について

独居、愛の手帳保持。
意思決定に支援が必
要。今後の支援につい
て関係者で共通認識・
理解を持つことが必
要。

〇今後も引き続き本人に関する情報は、⻑寿
サポートセンターへ集約し、都度決定が必要
な際には、各事業所にも協⼒頂き、本人に関
するケース会議を実施。本人の中でも、話す
相手や環境に左右されることもあるため、共
有した情報を自⽴支援センターあけぼの、⻑
寿サポートセンターにて意思決定支援を行
う。
〇本人へも、必要なサービスへの情報提供だ
けでなく、実際にサービスを体験して頂くな
どの方法も用いる。また、決定に当たって
は、1度の確認だけでなく、何度も繰り返し
確認を行うこととする。

〇障害サービスに関するワンス
トップで相談できる環境について
検討。
〇相談支援専門員の利用されてい
る割合が低く、今後利用できる環
境整備について検討。



⻑サポ テーマ 事例 検討結果 地域課題

本人 医師 ケアマネ 2

家族 ⻭科医師 介護事業者 4

町会・自治会 薬剤師 ⻑サポ 3

地域福祉コー
ディネーター 2 看護師 包括推進係 1

⺠⽣委員 1 理学療法士 他区役所 1

あんしん江東 保健師 地域主マネ 3

スーパー店⻑ （１）保佐人 1 地域住⺠団体 1

⻑サポ 2 町会・自治会 薬剤師

包括推進係 1 地域福祉コー
ディネーター 2 看護師

ケアマネ ⺠⽣委員 1 理学療法士

介護事業者 3 あんしん江東 保健師

本人 医師

家族 ⻭科医師

参加者

I

認知症や精神障
害のある高齢者
の見守りについ
て

独居。精神疾患あり。
衛⽣が保てない状態で
外出するため近隣から
苦情がある。

〇薬の調整がうまく行っている他、サービス
の受け入れ状況も良くなってきており衛⽣面
は改善。
〇本人が地域に出ていけるように、関係機関
で本人に寄り添い更なる信頼関係を築く。
〇少しづつサロンなど外部の人と接する機会
を作っていけるようにする。

〇団地の建て替えやコロナの影響
でコミュニティやきずなが消失。
〇高齢化が進んできて、注意して
何かされたら困ると問題のある人
にはかかわろうとしなくなってい
る。
〇エレベーターがなく外出できな
い。
⇒以上により孤⽴化が進んでいる
〇コミュニティの場の創設（井⼾
端会議のように問題を話し合える
場）
〇コロナ感染予防を踏まえた活動
の実施
〇介護の相談先等の周知活動

（ ）意見照会

J

認知症の高齢者
が役割を持て
る、できること
を活かせる場所
づくり

独居で脳血管性認知
症だが、病識なし。
短期記憶障害があ
り、金銭管理等難し
いが、自由に暮らし
たい意向が強い。

〇できることを活かす支援を心掛ける。
〇支援が必要な箇所のみ手伝う。
〇在宅率が高い時間に訪問を調整。
〇金銭管理は親族に担当してもらう。
〇郵便は親族の家に転送設定する。

認知症でADLが自⽴し
ている方の、できるこ
とを活かせる居場所づ
くり。



⻑サポ テーマ 事例 検討結果 地域課題

⻑サポ 4 町会・自治会 薬剤師

包括推進係 1 地域福祉コー
ディネーター 看護師

ケアマネ 1 ⺠⽣委員 1 理学療法士

介護事業者 1 あんしん江東 1 保健師

本人 医師

家族 ⻭科医師

⻑サポ 4 町会・自治会 1 薬剤師

包括推進係 1 地域福祉コー
ディネーター 1 看護師

ケアマネ 2 ⺠⽣委員 理学療法士

介護事業者 2 あんしん江東 保健師

本人 医師 ふれあいセンター 1

家族 ⻭科医師

⻑サポ 2 町会・自治会 2 薬剤師

包括推進係 1 地域福祉コー
ディネーター 看護師

ケアマネ 1 ⺠⽣委員 理学療法士

介護事業者 あんしん江東 保健師

本人 医師

家族（⻑女） 1 ⻭科医師

K

支援拒否や金銭
管理に不安のあ
る独居高齢者が
地域で⽣活して
いくためには

認知・判断⼒の低下
がみられ、家賃や
サービス等の支払い
が滞ることがある。
このままだと、今の
⽣活ができなくなる
恐れがある。

〇主治医に認知症検査を相談、その結果
で、日常⽣活自⽴支援事業か成年後見制
度を検討。
〇大家に、上の事業の利用により住宅の
更新が可能か相談。
〇関係者から本人へ支援の提案を随時
し、理解が得られるようにしていく。

自ら訴えなくとも高齢
者の実態が把握でき、
支援に繋げられるよう
なシステム構築。

L

集合住宅に住む
認知症が疑われ
る独居高齢者の
安心・安全な地
域⽣活を考える

社交的だが、軽度物
忘れがある。金銭管
理は自身でしている
が、社会的な手続き
は難しく、消費者被
害のリスクも高い。
服薬管理も十分でな
い。

現在入院中であり、退院後はADLの低下が予
想される。
〇一人暮らし→福祉用具の活用
〇薬→訪問薬剤師やお薬ロボット、ヘルパー
を活用。金銭面は親族と相談。
〇食事→配食サービスやヘルパー（ヘルパー
拒否あり。親族に説得してもらう）

自治会等が独居高齢者の情
報を得るのがむずかしい。
個人情報の問題をクリア
し、情報共有し、地域で支
えあう仕組みを作る必要が
ある。

参加者

M

重複した障害が
ある高齢者夫婦
の公営住宅での
⽣活に関する支
援について

夫婦それぞれに、課題
があり、一緒に入所で
きる施設が望ましい
が、順番が回ってこな
い。また、在宅⽣活を
継続することも難し
い。

〇精神面の不安的につながらないよ
う、現在のサービスを継続しつつ、
時間は要するが、回数増を検討。
〇将来的には、施設入所が良いが、
費用面などで難儀している。

⺠⽣委員のみならず、
自治会や町内会へ障害
者・高齢者・認知症の
理解を深める機会の支
援。また、担い手不足
に対するサポート。



⻑サポ テーマ 事例 検討結果 地域課題

⻑サポ 3 町会・自治会 薬剤師

包括推進係 1 地域福祉コー
ディネーター 2 看護師

ケアマネ 1 ⺠⽣委員 1 理学療法士

介護事業者 あんしん江東 保健師 1

本人 医師 障害者福祉センター
就労継続支援事業所 2

家族 ⻭科医師

⻑サポ 3 町会・自治会 薬剤師

包括推進係 1 地域福祉コー
ディネーター 看護師

ケアマネ 1 ⺠⽣委員 1 理学療法士

介護事業者 1 あんしん江東 1 保健師

本人 医師 司法・行政書士 1

家族 ⻭科医師

本人 1 医師 ケアマネ 1

家族 ⻭科医師 介護事業者 2

町会・自治会 4 薬剤師 ⻑サポ 2
地域福祉コー
ディネーター 2 看護師 包括推進係 1

⺠⽣委員 理学療法士 他区役所

あんしん江東 保健師 JKK 1

P

一人暮らしの方
の困りごとにサ
ポートできる体
制について

認知症、独居。ゴミ出
しなどで近隣住⺠の助
けが必要。

〇以前は自治会活動にも参加していたので、
今後活動するときには声をかけてもらい活動
に参加する。
〇ご本人から⽣活上の困りごとが出たときに
は、棟⻑に相談をして一緒に解決策を考え
る。
〇介護事業所も自治会と顔見知りになれたの
で、普段からあいさつや話をして、関係を作
り困りごとの解決の際に連携をする。

地域の活動をサポート
するような仕組みづく
り。

N

高次脳機能障害
を持つ⻑男が、
多系統萎縮症で
ある本人を介護
している事例の
検討

多系統萎縮症だが、障
害を持つ⻑男がやるか
らとサービス拒否。
ACPの進め方や、今後
の⻑男支援について検
討が必要。

⻑男の出来る事等を整理、サービスを検
討。
〇本人へは、繰り返しACPを行う。
〇⻑男へは、本人が存命の内から保健相
談所の介入にて関係作りをする。本人が
亡くなった際の様子で、障害サービスの
導入を検討する。

障害や疾病を抱えた若
年世代と要支援・要介
護認定を受けた高齢者
の混合世帯に対しての
支援体制の充実。

O

がん末期、預貯
金はないが年金
暮らしができて
いる身寄りのな
いひとり暮らし
高齢者の支援

預貯金なく、身寄りや
支援者もなし。判断能
⼒はあるが、病気によ
り金銭管理や手続きが
困難になった場合など
に、経済的余裕がない
と支援策がない。

〇担当ケアマネジャーに日常⽣活金
銭管理や今後の死後事務委任をお願
いし、本人の希望に沿った最期を迎
える
〇必要な医療・介護サービスを受
け、地域の見守りを受けながら在宅
療養を送る

〇判断能⼒あり経済的余裕
なしの場合などに専門職が
支援をする際の助成が必要
〇本人財産を死後、本人の
ため使用できる支援策が必
要〇必要な医療等を受ける
ことができるよう支払いが
滞らなくなる支援策が必要

参加者



⻑サポ テーマ 事例 検討結果 地域課題

本人 （１）医師 ケアマネ

家族 ⻭科医師 介護事業者 4

町会・自治会 薬剤師 ⻑サポ 4
地域福祉コー
ディネーター 1 看護師 包括推進係 1

⺠⽣委員 1 理学療法士 1 他区役所

あんしん江東 保健師 作業療法士 1

本人 医師 ケアマネ

家族 ⻭科医師 介護事業者

町会・自治会 薬剤師 ⻑サポ 2

地域福祉コー
ディネーター 1 看護師 包括推進係 1

⺠⽣委員 理学療法士 他区役所

あんしん江東 保健師 JKK 2

Q

高齢者になって
も⽣き⽣きと自
分らしく⽣活が
できる地域づく
り

独居。転倒リスク高く
ADL、QOLが低下して
いる。緊急時の不安も
ある。

移動不安、食⽣活の充実についてPT、
OTより助言があった。緊急時の支援に
ついては
〇緊急通報システムの導入を検討
〇CMなど関係者が日ごろから管理人と
連絡を取れる体制の構築
〇老人会への入会検討

〇⽣活支援ヘルパー派遣事業
（外出支援）を利用したい人
は要件に合わないことが多
く、利用が促進されていな
い。多くの人が利用できるよ
う制度の見直しが必要。
〇地域活動や有料ボランティ
アの新しい活動様式の検討。

R

ゴミ屋敷化して
いる自宅で⽣活
する集合住宅住
⺠への支援

独居・物が多く共有ス
ペースにも荷物を置い
ているため近隣住⺠と
のトラブルがある。

○支援者（地域福祉コーディネーター、当セ
ンター）による訪問に対する拒否は出ておら
ず。資源利用も継続している事から、一定の
見守り体制は成されており、有事にも対応す
る事は可能。
○支援者との関係性を活かし、今後も説得等
を継続して行く。
○費用が発⽣するものの、本人の説得を含め
た支援を行う⺠間企業もあり、その利用も検
討したい。
○本人に対するアプローチに加え、近隣住⺠
の理解に繋がる様な対策も検討する必要があ
るのではないか。

○同様のケースは増加
を続けており、今後は
住⺠の理解に繋がる取
り組みも必要となって
くる。
○旧来の関係性を活か
した、住⺠同士による
支援体制の再構築を。

参加者



⻑サポ テーマ 事例 検討結果 地域課題
本人 医師 ケアマネ 1

家族 ⻭科医師 介護事業者 1
町会・自治会 薬剤師 ⻑サポ 2
地域福祉コー
ディネーター 1 看護師 包括推進係 1

⺠⽣委員 1 理学療法士 他区役所 1
あんしん江東 保健師

本人 医師 ケアマネ
家族 ⻭科医師 介護事業者

町会・自治会 2 薬剤師 ⻑サポ 5
地域福祉コー
ディネーター 1 看護師 包括推進係 1
⺠⽣委員 理学療法士 他区役所 2
あんしん江東 保健師
管理事務所 1 消防 1

本人 医師 ケアマネ

家族 1 ⻭科医師 介護事業者 1

町会・自治会 薬剤師 ⻑サポ 4
地域福祉コー
ディネーター 1 看護師 包括推進係 1

⺠⽣委員 1 理学療法士 他区役所
1
(1)

あんしん江東 保健師 （ ）意見照会

T

独居高齢者の安
否確認の迅速化
と在宅を続ける
ための地域ネッ
トワーク構築

独居。介護サービス
拒否。配食サービス
利用。（自費）入院
で不在の際配食業者
から安否確認を要請
される。

〇緊急通報システム導入の説明
〇自費ヘルパー（大掃除）、自費配
食サービス、新聞購読の継続

〇住⺠の入れ替わり、高齢
化によるコミュニティの希
薄化
〇安否確認時の施錠鍵代金
の予算化（管理事務所、
区）
〇安否確認の情報共有でき
るシステム作り（⻑サポ、
区、消防）

U

新型コロナウイ
ルスの影響によ
り慣れ親しんだ
「通いの場所」
の活動が中止し
ている方の介護
予防・自⽴支援
について

独居。転居により近
所に知り合いが少な
い。趣味の編み物が
できる場所や通いの
場を希望しているが
コロナ禍でそういっ
た場への参加ができ
ない。

〇正しく安心できる情報を伝え
る
〇目標を設定する
〇現状が維持できていることは
よい

コロナ禍で、〇老人会や通い
の場が休止し、身近に気楽に
集まれる場所がない地域で周
囲との繋がりをどのように維
持すればよいか。〇高齢者に
対し安心で正確な情報の伝え
方とはどのような方法か。オ
ンライン操作習得のため、企
業も含む地域への協⼒要請が
必要。

参加者

S

経済状態が困窮
した雑然とした
家に住む高齢者
と、地域との関
係性

障害のある弟と同居。
衛⽣状態、栄養状態悪
く、経済状態困窮して
いるが本人たちは現状
継続を希望している。

〇エンシュアの適切な摂取管理。食
形態検討。
〇デイ入浴方法検討
〇⺠⽣委員、⻑サポ職員による近隣
住⺠との関係支援
〇ケアマネとの信頼関係を基に支援
者を増やし適切なサービスに繋げ
る。

〇経済的に問題がある高齢
者（主に男性）の支援
〇自宅内の片付けを支援す
る社会資源
〇地域の方々を巻き込んだ
支援、⼾建ての多い地域で
緩やかな見守りが行える体
制


