第７期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート
R2年度（年度末実績）

第７期介護保険事業計画に記載の内容
区分

自立支援、介護
予防、重度化防
止

現状と課題

第７期における
具体的な取組

●地域包括ケア体制を構築する
上での中核的な機関である地域
包括支援センターが主体性を
持って活動できるよう、年間活動
計画を策定し、目標設定に基づ
いた活動を展開している。
地域包括支援センターの機能
●地域包括支援センターの質の
強化
向上に向けた取り組みを進めて
いる。
●公平・中立性の確保や、新し
い体制づくりによる機能強化が
課題。

目標
（事業内容、指標等）

(H30)
(H31)
総合相談件数 6300件 6400件
うち新規件数 2150件 2200件

実施内容

(H32)
6500件
2250件

・地域包括支援センター運営協議会
で平成３１年４月より開始した地域包
括支援センターの新たな運営方法等
について協議した。
・包括的支援事業の他、認知症関連
事業や権利擁護関連事業等を地域
包括支援センターに委託。各事業が
効果的に実施されることとなり、更な
る事業の充実のために人員の不足が
課題として挙がったことから、令和2年
度より三職種職員のうち社会福祉士
を３名、主任介護支援専門員を１名
増員した。
また、理学療法士と作業療法士を地
域包括支援センターに新たに３名配
置し介護予防の充実を図った。
・R２年度は基幹型に職員を集結させ
情報の共有や連携を密に行った。そ
れと同時にH31年度から引き続き、４
つの各エリアの相談窓口に職員を月
〜金曜日は１名以上配置し、窓口を
不在にすることなく電話や来所の相
談対応を実施し、市民に安心感を与
える体制を継続した。日中、就労され
ている家族や遠方に住んでいる家族
からの相談対応の工夫として、大東
公民連携まちづくり事業株式会社の
HP上の相談フォームの利用が広まる
よう周知を図った。

自己評価

◎

課題と対応策
・地域包括支援センターの専門職が各エ
リアの窓口対応のために１日中、窓口に
配置することで、配置中は窓口対応や事
務作業等の対応となり、専門職の有効活
用が課題となった。対策として、令和3年
度より一部の窓口をＴＶ電話で対応し、地
域包括支援センターの専門職を有効活用
していく。
・理学療法士や作業療法士の専門職を2
名増員し更なる介護予防の充実を図って
いく。
・居宅介護支援事業所のケアマネジャー
にプランの再委託を進めているが、再委
託のプランを持つことができる認証ケアマ
ネジャーの育成を進める間のつなぎ役が
必要であり、つなぎ役となるプランを持つ
ことができる地域包括支援センターの専
門職が不足していることが課題となってい
る。次年度はプランを持つことができる地
域包括支援センターの専門職を増員し対
応していくとともに、認証ケアマネジャー
の育成も進めていく。

・H31年度より自立支援に資するケア
マネジメントを根付かせるため、居宅
介護支援事業所のケアマネジャーに
要支援1，2、総合事業対象者のプラ
ンの再委託を実施。令和２年度まで
に再委託先の居宅介護支援事業所
が28件（市内全居宅介護支援事業所
33件）まで増えている。
・H31年度より大東市独自の認証ケア
マネジャーを創設し、大東市内のケア
マネジャーの支援を開始。現在、82名
（H31年度57名）まで認証ケアマネ
ジャーが増えている。
〇総合相談件数 23,124件
うち新規相談件数 2,088件

自立支援、介護
予防、重度化防
止

自立支援、介護
予防、重度化防
止

●個人の健康管理や疾病予防、
悪化の防止等について、生涯に
わたって相談・指導を受け、高齢
期の生活の質を確保できるよう、
かかりつけ医を持つことに対す
る意識の啓発を進めている。
また、地域の医療・介護関係者
からの在宅医療・介護連携に関
する相談を地域包括支援セン
ターで実施している。
●大東・四條畷医療介護連携推
多職種連携研修会の開催
進事業として、大東市と四條畷
医療サービスの充実、介護・医
(H30) (H31) (H32)
市にある医師会・歯科医師会・薬
療の連携強化
3回 3回 3回
剤師会と医療機関、介護支援専
門員、訪問看護ステーション、訪
問介護事業所、四條畷保健所な
どの参加による運営委員会を開
催し、課題の抽出と対応策を検
討するほか、研修会等を実施し
て多職種による連携や、地域住
民への普及啓発を図っている。
●介護・医療の連携強化策とし
て、入退院時連携シートを作成し
て活用している。

●地域ケア会議が持つ機能であ
る➀個別課題解決機能、➁ネッ
トワーク構築機能、③地域課題
発見機能、④地域づくり・資源開
発機能、➄政策形成機能を用い
て、地域課題の発見と自立支援
に資する事例検討会を通じて、
自立支援型マネジメント・サービ
地域ケア会議の開催回数
地域ケア会議の推進とケアマネ
ス提供の考え方の共有、地域課
(H30) (H31)
(H32)
ジメント力の向上
題への対応策の検討を進めてい
120回
130 回 140回
る。
●地域ケア会議は参加者や目
的別に関係課長級会議、実務担
当者部会、生活圏域ケア会議、
小地域ケア会議に分けて実施し
ている。

・大東・四條畷市共催の医療、介護連
携推進協議会は新型コロナウイルス
感染拡大の影響で２回のみ実施。
・介護連携推進協議会の４つのワー
キンググループ（在宅看取り、口腔・
栄養ケア、療養支援、連携支援）を設
けた。
・新型コロナウイルス感染対策とし
て、各ワーキンググループの各分野
における課題や対応策の検討を、
Zoom会議やSNSツールであるMCSを
活用して行い、その内容を協議会で
共有した。
・大東市・四條畷市の医療・介護従事
者を対象に多職種連携研修会を新型
コロナウイルス感染対策としてZoom
で２回実施。
・入退院時連携シートの普及啓発の
ため使用方法についての説明をケア
マネジャー研究会で実施。
・ACPカードの改訂を実施。
・市民への啓発として市報にACPにつ
いての記事を掲載。

・小地域ケア会議や生活圏域ケア会
議は各地域で定期的または適宜開
催。個別事例の検討を通じ、地域課
題の発見・整理・共有を行った。
・地域ケア会議実務担当者部会は新
型コロナウイルス感染症の影響から、
４月、５月は開催できず、その後は
Zoom等を用いて定期開催(月１回)。
支援機関が集まり自立支援の共通理
解の促進や具体的な支援方法、生活
支援資源の情報共有を行うとともに、
課題解決のための施策検討を行う課
題検討ワーキングにてグループワー
ク等を行った。
・自立支援に視点を当てた多職種で
のプラン検討を行い、介護支援専門
員や支援機関のスキルアップを目指
すことを目的とした多職種アドバイス
会議を１４回、事業所向けの自立支
援研修会は２回開催した。
〇地域ケア会議開催回数 113回

◎

◎

・新型コロナウイルスの感染拡大の中で
もZoomで研修会を開催し、参加者自体は
多かったが、内訳では病院関係者の参加
が少なく、周知面などで課題が残った。病
院への周知方法としてFAXを用いた案内
文の送付だけであったが、次年度からは
WGに参加している病院関係者から直接
周知していただく等、周知面に力を入れ
ていく。
・ACPカードの市民に向けた周知啓発が
課題となっており、次年度は市民向けの
出前講座や書き方ガイドなどを作成して
いく。

・居宅介護支援事業所のケアマネジャー
を対象に、軽度者に対する自立支援に資
するケアマネジメント力の向上を目的とし
た自立支援ケアマネジメント検討会を引
き続き開催していく。
・新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、実務担当者部会における課題検討
ワーキンググループが対面でのグループ
ワークが困難となった。そのためグループ
のリーダーに負担がかかる結果となって
しまったため、次年度はZoomを用い、グ
ループメンバーが視覚的に情報を共有で
きるツールを活用することにより、グルー
プメンバーが個々に役割を担い、グルー
プ全体で目的を達成できる体制をとり、計
画的に行っていく。
・小地域ケア会議も同様に新型コロナウイ
ルス感染症の影響から開催が困難となる
ことから、コロナ禍に合わせた開催方法を
模索し、実施する。そして個別事例を通じ
て地域課題の発見・整理・共有を行って
いく。

自立支援、介護
予防、重度化防
止

自立支援、介護
予防、重度化防
止

○認知症に対する理解の促進と
支援体制の構築
●認知症の啓発として、認知症
サポーター養成講座を住民や企
業向けに行っている。
平成２８年３月末時点のサポー
ター数は５,２０１ 名、平成２８年
度の開催回数は３７回となってい
る。
●認知症についての相談や家族
同士の交流を図るための「認知
症カフェ」を市内７箇所で毎月開
催している。
●市民や企業に対して認知症サ
ポーター養成講座の認知度を上
げていき、認知症理解を広げて
いく必要がある。
○医療との連携及び認知症への
早期対応の推進
●平成２８年度より「認知症初期
集中支援チーム」の事業を実施
し、専門医、医療・介護の専門職
からなるチーム員が訪問を行
い、早期診断・早期対応に向け
た支援を行っていく。
平成２８年度はモデル事業として
１０事例への対応を行った。
●認知症の早期発見と早期対応
が必要であることを周知していく
ことや、認知症を予防する取り組
みを周知していくことが課題。

・認知症カフェに市民が参加しやすく
なるように、平日だけではなく土曜日
にも開催。
○認知症カフェ数９か所
○認知症サポーター養成講座6,759
名
○認知症初期集中支援事業対応件
数
85件
認知症に対する理解の促進と
支援体制の構築
医療との連携及び認知症への
早期対応の推進

(H30)
(H31)
(H32)
認知症サポーター数
7,000人 8,000人 9,000人
認知症カフェ箇所数
8か所
9か所 10か所
認知症初期集中支援事業対応件数
36件
47件
59件

○介護予防・生活支援サービス
事業
●平成28（2016）年度より、介護
予防給付における訪問介護・通
所介護は介護予防・生活支援
サービスへと移行した。
●要支援者等に対して、掃除や
洗濯、機能訓練や集いの場など
の日常生活上の支援を提供して
いる。
●従来の訪問・通所介護に相当
するサービスをはじめ、利用時
(H30)
(H31)
間の短縮やサービス事業者の資
生活サポーター登録者数
格要件を緩和したサービスや、
600人
800人
介護予防・生活支援サービス事
住民主体で支援を行う生活サ
通所型サービスＣ利用者数
業
ポート事業、機能訓練に重点を
136人
150 人
置いたサービス、理学療法士等
ケアプラン点検件数
のリハビリ専門職による支援を
2,350件
2,538件
行うサービスを提供している。
●生活支援サービスとして、要
支援者等に対して、自立した日
常生活の支援に資するサービス
を提供している。
●支援実施後の虚弱化防止とし
て、効果的な介護予防に継続的
に取り組む必要があるため、支
援後のフォローが必要となってい
る。

○介護予防把握事業
●虚弱な高齢者と、元気な高齢
者がともに活動して地域コミュニ
ティを形成・強化する、大東元気
でまっせ体操事業を実施してい
る。
また参加者に対して、年に２回体
力測定・２５項目チェックリストを
実施している。
●大東元気でまっせ体操の未実
施地区等において介護予防相談
会を実施している。
●地域包括支援センターや介護
事業所が自立支援の技術を獲
得し、虚弱な高齢者を地域の場
へ繋げていく必要がある。
○介護予防普及啓発事業
●平成30年度末に「高齢者のた
めの暮らしの情報誌」を発行し、
普及啓発を行っている。
●まちづくり出前講座において
介護予防に関する講話を実施し
ている。

・認知症カフェの参加者数の伸び悩みが
課題となっており、次年度からはZoomを
利用した開催や、参加者が増加した土曜
日の開催等を行っていく。
・引き続き認知症サポーター養成講座を
企業等に行い、認知症理解を広めるとと
もに誰もが住みやすいまちづくりを目指
し、支援していく。
・認知症初期集中支援事業において、対
象者へのアウトリーチの手法を確立し、早
期診断・早期対応に向けた支援を行なえ
る体制の構築を目指す。

○

・令和２年９月より、移送サービスの
補完事業として委託型の移送サービ
スとタクシー型の移送サービスを実
施。
あ
○生活サポーター登録者785人
(H32)
1,000人
165人
2,741件

(H30)
(H31)
(H32)
体力測定・２５項目チェックリスト実施者数
1,500人 1,550人 1,600人
いきいき介護予防相談会実施回数
16人
16人
16人
出前講座の回数と参加人数
6,100人 6,200人 6,300人
260回 270回
280回
大東元気でまっせ対応継続実施団体数
120団体 131団体 142団体
大東市元気でまっせ体操への高齢者の参加
者数
2,150人 2,300人 2,450人
言語障害者支援事業件数
12人
12人
12人

○通所型サービスＣ利用者54人
あ
○ケアプラン点検2,135件
あ
○通所型サービスＢ（お風呂で元気
事業）は5か所。
あ
〇訪問サービスＤ（通いの場への移
送支援）はコーディネートセンター2か
所（令和２年１０月で１か所に統合）。
移送ボランティアは１０人登録。

・新型コロナウイルスの感染拡大によ
り、大東元気でまっせ体操の継続が
難しいグループが活動を継続できる
ように、感染対策等のサポートを実
施。
また、会場の使用ができない等で大
東元気でまっせ体操に参加できない
住民に向けては、新たな会場を用意
することにより、大東元気でまっせ体
操に継続して参加できるよう支援し
た。
〇体力測定・２５項目チェックリスト実
施者
数 1,549人
○いきいき介護予防相談会実施回数
5回
○出前講座の回数/参加人数 133回
/1,756人

◎

通所型サービスＢ（お風呂で元気事業）お
よび訪問サービスＤ（移送支援）、生活援
助型訪問サービス等のニーズを充足でき
るよう住民ボランティアや参入事業者の
拡充を行うことを目的に啓発・広報等の
活動を行っていく。

・高齢者が歩いて行ける範囲に通うことが
できる身近な通いの場所ができるように、
大東元気でまっせ体操等の新規立ち上
げを行っていく。
・グループが再開・継続していけるように、
地域包括支援センターと共に状況に合わ
せた支援を行っていく。
・介護予防の推進のためセラピストを増
員し、体操会場の新規立ち上げ等の取り
組みを通じて、地域リハビリの強化を行っ
ていく。

自立支援、介護
予防、重度化防
止

介護給付等費
用の適正化

○地域介護予防活動支援事業
●年に１度、大東元気でまっせ
体操グループが集い交流できる
場として、元気でまっせ交流会を
実施している。
５年継続グループ、10年継続グ
ループに市長表彰を行い継続意
欲の維持向上を図っている。
また参加者で90歳以上の高齢者
を市長表彰し、グループ内で虚
弱高齢者を支えていく意味や意
識づけの機会としている。
●見守り機能強化やグループが
効果的に活動できるよう、年に1
度1グループリーダーを集めた
リーダー集会を実施している。
●各グループには、年２回運動
指導士を派遣し体力測定を実施
するとともに、体操のおさらいを
行っています。また、歯科衛生士
を派遣し口腔機能評価や、栄養
士による栄養や認知症等、介護
予防に必要な講話を年１回ずつ
実技指導している。
また、各グループリーダーにのみ
負担がかからないよう、サポー
ターを育成フォローアップするた
め、年4回介護予防サポータース
テップアップ講座を開催し、グ
ループ支援に役立てられる内容
の研修を行っている。
●住民の住居から徒歩10分圏
内に大東元気でまっせ体操の拠
点ができるよう、グループ数の拡
大に努めている。
○一般介護予防事業評価事業
●大東元気でまっせ体操グルー
プ参加者に対し実施した体力測
定や25項目チェックリストを基に
データを集約・分析し、生活機能
や身体状況が改善されているか
否かを評価している。
●必要に応じて、地域包括支援
センターの保健師が訪問指導を
行っている。
●体力測定結果を用いて、年度
ごとに身体機能が改善・維持・悪
化のどのレベルかを評価し、悪
化している参加者に対して、アプ
ローチが必要となっている。
○地域リハビリテーション活動支
援事業
●介護予防の推進に向けて、リ
ハビリテーションの理念を踏まえ
た上で、「心身機能」といった高
齢者本人へのアプローチだけで
なく、「活動」や「参加」等の高齢
者を取り巻く環境へのアプローチ
も含めた様々な角度からバラン
スのとれたアプローチを図ってい
る。
●ライフステージに応じたリハビ
リテーションの充実を図るため、
年齢によって途切れることのな
いよう、他課・他機関と連携を図
りながら、作業所巡回相談を実
施している。
●連携、ネットワークづくりとし
て、校区福祉委員会、各障害者
支援センター、保健所、ＣＳＷ、
ケアマネジャー、ボランティア、家
族の会等と各種事業を通じて連
携している。
●在宅生活を送る言語障害者等
に対し、言語聴覚士を派遣して、
言語機能・高次脳機能・嚥下機
能等の評価を行い、安全で健康
な在宅生活が行えるよう、支援し
ている。
●研修会等でリハビリテーション
の知識を事業者や市民に伝える
ことで、地域での介護予防や心
身機能向上につながる取り組み
を行っています。
●要介護者の方に対して、必要
に応じてリハビリテーション専門
職を自宅へ派遣。

○大東元気でまっせ体操新規立ち上
げ数11グループ
○継続グループ数128グループ
○大東元気でまっせ体操への高齢者
の参加者数 2,058人
〇でまっせ交流会を１回実施。

◎

一般介護予防事業

○介護給付等適正化に向けた
取り組みの推進
●要支援１・２、総合事業対象者
についてのケアプラン点検を全
件実施している。要介護１・２対
象者については、多職種アドバ
イス会議にてケアプランの適正
化を実施していく。
●自立支援に基づいたケアプラ
ン立案について、より一層の主
任介護支援専門員・介護支援専
介護給付等費用適正化事業
門員のスキルアップが必要と
（ケアプラン点検）
なっていく。
●地域ケア会議や多職種アドバ
イス会議の場で、リハビリテー
ションの視点から助言する。
●介護事業者向けに自立支援
研修会を開催して、自立支援の
概念・方法等について実技を交
えた講習を行う。

(H30)
(H31)
適正化の是正件数
80件
88件
ケアプラン検討会（再掲）
24回
33回
多職種アドバイス会議
18回
27回

(H32)
96件

・要支援１・２、総合事業対象者のケ
アプラン点検を実施。要介護１・２の
プランについては多職種アドバイス会
議（自立支援マネジメント検討会）を
年間１２回開催し、ケアマネジャーの
スキルアップを図った。
・予防プラン点検は2,135件の点検を
実施し、適切な支援へのアドバイスを
行った。
・総合事業のサービス事業者向けに
自立支援研修会を２回行った。

・居宅介護支援事業所のケアマネジャー
を対象に、軽度者に対する自立支援に資
するケアマネジメント力の向上を目的と
し、自立支援ケアマネジメント検討会や自
立支援研修会を引き続き行っていく。

○
42件
36回

自立支援、介護
予防、重度化防
止

○包括的。継続的マネジメント
●介護事業者向けに自立支援
研修会を開催して、自立支援の
概念・方法等を実技を交えた講
習を行う。
●介護サービスに携わる人材の
確保や資質向上のための研修 医療・福祉人材の育成
内容の充実を事業者に促す。
●介護福祉士や社会福祉士等
の有資格者等について、就業説
明会の実施等を通じて関心を喚
起し、福祉・介護サービス分野へ
の再就業を働きかけている。

介護給付等費
用の適正化

・調査票や主治医意見書に不備
がみられることがあり、認定審査
会前に是正する必要がある。
・約半数の主治医医意見書の提
要介護認定の適正化
出が、提出期限（発送日から2週
間）を超えており、提出期限を厳
守してもらえるような対策が必要
である。

自立支援に基づいたケアプラン

介護給付等費 立案について、より一層の主任 ケアプランの点検
用の適正化 介護支援専門員・介護支援専門
員のスキルアップが必要である。

介護給付等費
用の適正化

利用者の身体機能等にそぐわな
い不適切又は不要な住宅改修 住宅改修の適正化
が施行されていることがある。

介護給付等費 利用者の身体機能等にそぐわな
い不適切又は不要な福祉用具 福祉用具購入・貸与調査
用の適正化 が貸与されていることがある。

(H30)
(H31)
多職種アドバイス会議回数
18回
27回
自立支援研修会回数
12回
13回

36回

① 認定調査票の是正：4567件
② 主治医意見書の是正：452件
③ 主治医意見書回収督促：1928件
④ 審査会資料の整合性の点検：118
件
⑤ 認定調査員研修の開催：1回
⑥ 認定審査会委員研修の参加：１回
※ 要介護認定申請：4534件/年

（1）包括支援センターによるケアプラ
適正化の是正件数（職員による書面の点検）
ン点検）
(H30)
(H31)
(H32)
①初回ヒアリング：4回、25事業所、40
目標値
80
88
96
件
（２）職員によるケアプラン点検：57件
ケアプランが利用者にとって適正であるかの
（うち職員による継続フォロー：1件）
視点に立ち、給付適正化システムやマニュア
※ 合計131件（延数）
ルなどを活用して、効率的にケアプランを確
※ 市内居宅介護支援事業者数：40
認するとともに、事業者への指導や改善に向
事業所
けた勉強会等を行います。
（３）多職種アドバイス会議：０回

住宅改修の適正化
(H30)
目標値
600

① 住宅改修の申請書の確認：527件
② 住宅改修の電話調査：1件
③ 住宅改修の訪問調査（リハビリ
テーション専門職への委託をH31から
申請される住宅改修が、写真等だけでは確
開始）：事前6件
認できないなど疑義のある場合に、改修工事
※ 合計534 件（延数）
の事前または事後に、専門職等による現地
※ 住宅改修の申請：431件
調査等により確認を行います。
(H31)
630

○

・コロナ対策での要介護認定の有効期間
の延長により意見書の督促などは減って
いるが審査会資料の多くは是正が必要で
ある。精度の高い判定には資料の確認が
必要で継続的に行っていく。二次審査会
の各合議体に、必ず判定に関しての知識
を豊富に持つ審査会委員が複数参加さ
れているので、適正な判定が行われてい
ると考える。
・認定調査員や審査会委員対象の研修
は、審査会結果の平準化や資質の向上
のため、継続して開催・参加する。

○

・介護給付適正化支援システムを有効に
活用し、ケアプラン点検を継続的に行うこ
とで介護支援専門員の資質の向上や自
立支援のケアプランの作成に繋がってい
る。引き続きケアプランの点検、ヒアリン
グでの支援を実施する。
・包括支援センターによるケアプラン点検
をおこなったので地域支援の情報提供な
どが充実した。地域包括支援センターを
身近に感じ相談しやすい環境作りにも繋
げることができた。
・コロナで勉強会などは行うことができな
かった。

○

・コロナでの緊急事態宣言のため訪問件
数は少なかった。そのため窓口での申請
時の点検を強化した。住宅改修の対象に
ならない申請が見受けられた。引き続き
申請時の点検や訪問調査を行うことを継
続する。

○

・コロナでの緊急事態宣言のため訪問調
査は少なかった。訪問調査は不適切な貸
与の抑制につながり、介護支援専門員へ
個別に普及啓発ができている。状況を確
認しながら必要に応じてリハビリテーショ
ン専門職に依頼し、訪問調査を行ってい
く。
・ヒアリングシート送付により、不適切な給
付の恐れのあるものを発見して訪問調査
へつなげることができたり、介護支援専門
員と面談を行うことに繋がっている。ま
た、介護支援専門員への普及啓発の効
果も期待できる。引き続き、ヒアリング
シート送付を継続する。

○

請求内容に過誤等誤りがあり、継続して
医療情報との突合をして、医療と介護の
重複請求の排除を図る。

○

請求内容に過誤等誤りがあり、継続して
縦覧点検をして、請求の誤り等を発見す
る。

○

自ら受けているサービスを確認し、適正な
請求に向けた抑制効果をあげるため、受
給者や事業者に対して適切なサービスの
利用と提供についての普及啓発が必要。
受給者からの問い合わせもみられるよう
になっている。継続して年に２回、介護給
付費を通知する。

○

・ヒアリングシートの送付により過誤の発
見に繋がっている。効率的に対象を抽出
できており継続的に行っている。コロナ禍
での面談が難しい環境のなかヒアリング
シートの活用は効果的である。
・改善や過誤発見等の効果がみられてい
るので、継続して大阪府国民保険連合会
から提供される給付実績データと本市が
国に送付している認定情報を突合させる
介護給付適正化支援システムを活用す
る。

(H32)
660

① 福祉用具購入の申請書の確認：
498件
福祉用具購入・貸与調査
② 福祉用具貸与についてのヒアリン
(H30)
(H31)
(H32)
グシート送付：13件
目標値
850
875
900
③ 福祉用具貸与の訪問調査（リハビ
リテーション専門職への委託をR元年
利用者の認定調査の結果から判断しにくい
から開始）：9件
福祉用具購入・貸与について、ケアプラン等
④ 福祉用具についての相談：27件
や訪問調査を通じて必要性を確認します。
※ 合計547件（延数）
※ 福祉用具購入の申請：476件

(H31)
100

○

・医療・福祉人材が支援に必要な知識と
スキルを身につける場を提供することに
より、市内の支援機関が一定の水準を
保った高齢者支援を行えるように引き続
き、多職種アドバイス会議（自立支援マネ
ジメント検討会）や自立支援研修会を実
施していく。

16回

認定審査会前の各資料について、不整合の
有無を確認します。また、認定調査項目別の
選択状況や一次判定から二次判定の軽重度
変更率の分析等を行い、改善すべき内容が
ある場合には、認定調査員への研修や介護
認定審査会への周知など、改善に向けた取
り組みを行います。

医療情報との突合
(H30)
目標値
100

介護給付等費 医療と介護の重複請求がある場 医療情報との突合
用の適正化 合がある。

(H32)

・ケアマネジャー向けの多職種アドバ
イス会議（自立支援マネジメント検討
会）を１２回、訪問・通所サービス事業
者向けの自立支援研修会を2回開催
し、自立支援の共通理解による資質
向上を進めた。

(H32)
100

医療情報との突合
（大阪府国民健康保険団体連合会に
国保連システムから出力される「医療情報と 委託）
の突合リスト」等を用いて、医療給付の情報 ① R２年上半期 65件
と介護給付の情報を突合することにより、入 ② R２年下半期 44件
院日数と介護給付、福祉用具の貸与状況な
どの整合性を確認します。
縦覧点検の実施

介護給付等費 提供されたサービスに整合性が 縦覧点検
用の適正化 ない場合がある。

縦覧点検の実施
（大阪府国民健康保険団体連合会に
委託）
大阪府国民健康保険団体連合会から提供さ ① R２年上半期 35件
れる縦覧点検に関する帳票等を活用し、給 ② R２年下半期 70件
付状況を確認します。
目標値

(H30)
100

(H31)
100

(H32)
100

介護給付費通知

介護給付等費
用の適正化

自分が利用したサービスに対す
る事業者からの介護報酬の請求
介護給付費通知
及び費用の給付状況等を把握し
ていない利用者がいる。

介護給付等費 不適正な給付がある。
用の適正化

(H30)
4,400

(H31)
4,600

(H32)
4,780

介護給付費通知書の発送:：9月・3月
（2回/年：実数）発送。
9月発送：4471件
自己のサービス利用状況を確認できるよう、
3月発送：4600件 合計：9071件
利用者ごとに半年ごとの介護サービス利用
実績を送付します。
目標値

介護給付適正化支援システムを活
用。
(H32)
① 『ケアプラン点検』のうち給付実績
10
活用（初回ヒアリング）：20件
② 『福祉用具購入、貸与調査』の内
大阪府国民健康保険団体連合会から提供さ
給付実績活用：13件
れる給付実績等の情報を活用して、不適正・
③ ヒアリングシート送付：178件
不正な給付がないか確認します。
※ 合計 211件
給付実績による帳票確認件数
(H30)
(H31)
目標値
10
10

給付実績の活用

