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特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム 4 定期巡回定期巡回定期巡回定期巡回・・・・随時対応型訪問介護看護随時対応型訪問介護看護随時対応型訪問介護看護随時対応型訪問介護看護 1

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 1 訪問訪問訪問訪問介護介護介護介護 1

介護付有料老人ホーム介護付有料老人ホーム介護付有料老人ホーム介護付有料老人ホーム 3 訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護 1

サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅 2 通所介護通所介護通所介護通所介護 5

ケアハウスケアハウスケアハウスケアハウス 1 通所リハビリテーション通所リハビリテーション通所リハビリテーション通所リハビリテーション 1

認知症対応型グループホーム認知症対応型グループホーム認知症対応型グループホーム認知症対応型グループホーム 3 地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター 2

小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護 12 介護予防センター介護予防センター介護予防センター介護予防センター 1

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所 2 就労継続支援Ａ型事業所就労継続支援Ａ型事業所就労継続支援Ａ型事業所就労継続支援Ａ型事業所 1

合合合合 計計計計 41
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平成25年6月1日現在
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定期巡回・随時対応サービス 開発経緯

・平成５年 コムスン創業者 故榎本氏が巡回型開発・実践

・平成５年 社会福祉法人ノテ福祉会が巡回型サービスと

随時サービスを組み合わせて開発・実践

⇒事業名「24時間在宅ワープケア」

・平成7年 東京都足立区よりノテ福祉会が定期巡回と

在宅介護支援センターを受託して3年間実施

（これが定期巡回・随時対応型訪問介護の原型）

課 題

・依存度を高めるサービスになってしまった

・中度以上の認知症には不適応
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短時間の短時間の短時間の短時間の

定期巡回型訪問定期巡回型訪問定期巡回型訪問定期巡回型訪問

短時間の短時間の短時間の短時間の

定期巡回型訪問定期巡回型訪問定期巡回型訪問定期巡回型訪問

定期巡回サービス
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介護職１名＋看護師１名介護職１名＋看護師１名介護職１名＋看護師１名介護職１名＋看護師１名

コールボタンで

センターへ連絡 会 話

オペレーションセンターオペレーションセンターオペレーションセンターオペレーションセンター

必要な

介護を行う

専門職が利用者情報を参照しながら利用者さん

と会話し、サービス担当者の出動の必要性を判断

サービス担当者

に出動を要請

夜間対応型訪問介護（22：00～7：00）
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・平成14年 対馬が創業した株式会社ジャパンケアサービスが随時サー

ビスにオペレーター機能を追加

・平成15年 東京都世田谷区が未来志向研究プロジェクトスタート

事業名「ナイトケアパトロール」

実践事業者が株式会社ジャパンケアサービス

・平成18年 介護保険制度改正により「夜間対応型訪問介護」が制度化

・平成21年 世田谷区が実施した特別養護老人ホームの入所希望者を

対象とした調査により、随時サービスのニーズは

「夜間帯」よりむしろ「日中帯」

・平成22年 世田谷区より「夜間帯」以外の時間帯の随時サービスを株

式会社ジャパンケアサービスに委託

・平成24年 「定期巡回・随時訪問サービス訪問介護看護」 施行
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常駐オペレータ常駐オペレータ常駐オペレータ常駐オペレータ

随時対応随時対応随時対応随時対応

通報通報通報通報

短時間の短時間の短時間の短時間の

定期巡回型訪問定期巡回型訪問定期巡回型訪問定期巡回型訪問

短時間の短時間の短時間の短時間の

定期巡回型訪問定期巡回型訪問定期巡回型訪問定期巡回型訪問

定期巡回・随時対応サービス



介護保険の

サービスの現状
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要介護度別支給限度額に対する利用割合

第２５回社会保障審議会介護保険部会資料より
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％

％

％

％

％

居宅サービス受給者に占める訪問介護・通所系サービス利用者の割合

平成25年2月サービス

訪問介護利用は在宅受給者の35％ 通所系は53％

注：厚生労働省「介護給付費実態調査」（平成25年2月審査分）より試算



12

生活援助は月10回程度、身体介護は要介護５で1日1回の利用

要介護度別 訪問介護利用者一人当たり利用回数と利用単位／月

平成25年2月サービス

利用回数

単位：回/月

利用単位数

単位：単位/月

注：厚生労働省「介護給付費実態調査」（平成25年2月審査分）より試算
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5:00 5:00

調調調調

理理理理

ト

イ

レ

掃掃掃掃

除除除除

・・・・

洗洗洗洗

濯濯濯濯

10:00

・在宅サービス・在宅サービス・在宅サービス・在宅サービス

※1回当たりのサービスは60分

11:00

施設と在宅サービスとの比較
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・特別養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・特別養護老人ホーム

※1回当たりのサービスは10分～分～分～分～15分分分分、かつ、これ以外で
サービスがほしいときは、ナースコールを押してサービスを提供

5:00 6:00 8:00 9:30 12:00 13:00 16:00 18:00 20:00 21:00

起起起起

床床床床

[[ [[

着着着着

替替替替

ええええ

････

洗洗洗洗

顔顔顔顔

]] ]]

　

　

ト

イ

レ

　　　　

　　　　

朝朝朝朝

食食食食

　

　

ト

イ

レ

　　　　

　　　　

昼昼昼昼

食食食食

　

　

ト

イ

レ

　

　

ト

イ

レ

　　　　

　　　　

夕夕夕夕

食食食食

　

　

ト

イ

レ

就就就就

寝寝寝寝

[[ [[

着着着着

替替替替

ええええ

････

洗洗洗洗

顔顔顔顔

]] ]]

入所者１人当り平均入所者１人当り平均入所者１人当り平均入所者１人当り平均8回回回回



≪≪≪≪特別特別特別特別養護老人養護老人養護老人養護老人ホームホームホームホーム≫≫≫≫

全入居者に対するサービス回数 １日平均８回

≪≪≪≪ 在在在在 宅宅宅宅 ≫≫≫≫

全利用者に対するサービス回数 １日平均８回

効果的・タイムリーに
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在宅の高齢者に

よりよいサービスを提供するには

元になるケアプランとサービス計画が重要！！

� ニーズをより的確にキャッチするための

アセスメント方法

� 必要な時に必要なサービスを提供するための

時間設定
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これまでのケアプラン作成方法では不可能

多様化するニーズのキャッチを

一人のケアマネジャーに委ねること

あまりにも酷
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多様化する

ニーズをキャッチするため

多職種協働によるアセスメント
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24時間の生活を把握するため

短期間施設に入所

どの時間にどんなサービスが必要か

24時間スケールのアセスメント
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ノテ福祉会が開発

アセスメントチームによるアセスメントチームによるアセスメントチームによるアセスメントチームによる

ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント
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新たなアセスメント手法

21

アセスメント施設アセスメント施設アセスメント施設アセスメント施設

げんきのでる里げんきのでる里げんきのでる里げんきのでる里

≪≪≪≪アセスメントチームアセスメントチームアセスメントチームアセスメントチーム≫≫≫≫

① 医師

② 理学療法士 or
作業療法士

③看護師

④介護福祉士

⑤社会福祉士

在宅に戻るた

めに支障とな

る要因の明確

化

要因の減少

または解消

(リハビリ)

退所時

カンファレンス

＋

居宅ケアプラン作成

在宅

復帰

利用者

家族

居宅ケアマネジャー

アセスメントチーム

要介護３～５

の高齢者

病院

自宅

居宅介

護支援

事業所
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要介護３アセスメント入所前のケアプラン

月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土 日日日日

4:004:004:004:00

6:006:006:006:00

8:008:008:008:00

10:0010:0010:0010:00

12:0012:0012:0012:00

14:0014:0014:0014:00

16:0016:0016:0016:00

18:0018:0018:0018:00

20:0020:0020:0020:00

22:0022:0022:0022:00

0:000:000:000:00

2:002:002:002:00

4:004:004:004:00

不定期：短期入所不定期：短期入所不定期：短期入所不定期：短期入所

週間サービス計画表

訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護 訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護 訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護 訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護

通所リハビリ通所リハビリ通所リハビリ通所リハビリ
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要介護３アセスメント入所後のケアプラン

月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土 日日日日

4:004:004:004:00

6:006:006:006:00

定期巡回定期巡回定期巡回定期巡回

8:008:008:008:00

10:0010:0010:0010:00

定期巡回定期巡回定期巡回定期巡回 定期巡回定期巡回定期巡回定期巡回

12:0012:0012:0012:00 訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護 訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護 訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護

20分 20分

14:0014:0014:0014:00

訪問リハビリ 訪問リハビリ

16:0016:0016:0016:00 20分 20分

定期巡回定期巡回定期巡回定期巡回

18:0018:0018:0018:00

20:0020:0020:0020:00

22:0022:0022:0022:00 定期巡回定期巡回定期巡回定期巡回

0:000:000:000:00

2:002:002:002:00

4:004:004:004:00

福祉用具貸与：介護用ベッド福祉用具貸与：介護用ベッド福祉用具貸与：介護用ベッド福祉用具貸与：介護用ベッド

このほかにサービスが必要な時はケアコールによる随時サービスこのほかにサービスが必要な時はケアコールによる随時サービスこのほかにサービスが必要な時はケアコールによる随時サービスこのほかにサービスが必要な時はケアコールによる随時サービス

週間サービス計画表

通所通所通所通所

リハビリリハビリリハビリリハビリ

通所通所通所通所

リハビリリハビリリハビリリハビリ
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ノテ地域包括ケア体制

26

アセスメント施設アセスメント施設アセスメント施設アセスメント施設

げんきのでる里げんきのでる里げんきのでる里げんきのでる里

病院

自宅

居宅介

護支援

事業所

30日～50日
入所

≪≪≪≪アセスメントチームアセスメントチームアセスメントチームアセスメントチーム≫≫≫≫

①医師

②理学療法士or
作業療法士

③看護師

④介護福祉士

⑤社会福祉士

施設入所を希望

ノ

テ

地

域

包

括

ケ

ア

総

合

相

談

セ

ン

タ

ー

●特別養護老人ホーム 「幸栄の里」「ふるさと」

「つきさっぷの丘」「とよひらの里」

●グループホーム「ごきげん福住・清田」「遊宴真栄」

●サービス付き高齢者向け住宅 「ゆうゆうじてき」

●介護付有料老人ホーム「天」「ハッピーⅠ・Ⅱ」

身体介護

中心の高齢者

在宅生活

を希望

認知症介護

中心の高齢者

サテライト

定期巡回・定期巡回・定期巡回・定期巡回・

随時対応型随時対応型随時対応型随時対応型

訪問介護看護訪問介護看護訪問介護看護訪問介護看護

（リハビリ含む）（リハビリ含む）（リハビリ含む）（リハビリ含む）

居宅介護支援居宅介護支援居宅介護支援居宅介護支援

事業所事業所事業所事業所

小規模多機能型小規模多機能型小規模多機能型小規模多機能型

居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護

通い

泊り訪問

フレキシブルに提供

介護老人介護老人介護老人介護老人

保健施設保健施設保健施設保健施設

社会貢献事業社会貢献事業社会貢献事業社会貢献事業

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート

支援体制

デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス

ショートステイショートステイショートステイショートステイ

特別養護特別養護特別養護特別養護

老人ホーム老人ホーム老人ホーム老人ホーム

通所リハビリ通所リハビリ通所リハビリ通所リハビリ

ショートステイショートステイショートステイショートステイ

食事の宅配食事の宅配食事の宅配食事の宅配

洗濯サービス洗濯サービス洗濯サービス洗濯サービス

生活支援生活支援生活支援生活支援サービスサービスサービスサービス

おたすけコールおたすけコールおたすけコールおたすけコール



認知症高齢者のためのサービスシステム

27

認知症ケアの切り札

「小規模多機能型居宅介護」

基本：安定している時は家で生活

「通い」「泊り」「訪問」の機能を活用した

フレキシブル対応

認知症高齢者の在宅生活をしっかり支える



サテライト（地域のサービス拠点）

28

認知症介護中心の

高齢者

小規模多機能型居宅介護

登録者 25名

通い 15名

泊り 5～9名

訪問 定期訪問・随時対応



中重度の要介護高齢者が

住み慣れた地域で生活するには？

�的確なケアマネジメント

�24時間365日

必要なときに必要なサービスの供給体制

決め手！！
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護定期巡回・随時対応型訪問介護看護定期巡回・随時対応型訪問介護看護定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日本でも数少ない一体型を実践

在宅の中・重度の高齢者はリハビリニーズが高い

訪問介護

訪問看護

訪問リハビリ

「次世代型訪問サービス」



特別養護老人ホームを

「核」とした

ノテ地域包括ケア体制を推進

～施設機能の地域展開～

31



第一本部

豊平区・白石区豊平区・白石区豊平区・白石区豊平区・白石区

在

宅

系

施

設

・

居

住

系

第二本部 第三本部

豊平区・南区・中央区豊平区・南区・中央区豊平区・南区・中央区豊平区・南区・中央区 清田区・厚別区清田区・厚別区清田区・厚別区清田区・厚別区

特別養護老人ホームを「核」「核」「核」「核」としたノテ地域包括ケア体制

バックアップ

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所 小規模多機能型居宅介護事業所小規模多機能型居宅介護事業所小規模多機能型居宅介護事業所小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護定期巡回・随時対応型訪問介護看護定期巡回・随時対応型訪問介護看護定期巡回・随時対応型訪問介護看護 訪問看護（訪問リハビリ）訪問看護（訪問リハビリ）訪問看護（訪問リハビリ）訪問看護（訪問リハビリ）

特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅

特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護 認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護

病病病病 院院院院 自自自自 宅宅宅宅 居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所

ノテ地域包括ケア総合相談センター

介護老人保健施設げんきのでる里

アセスメント入所アセスメント入所アセスメント入所アセスメント入所 ・ メンテナンス入所

相相相相 談談談談

バックアップバックアップ

幸栄の里 とよひらの里 ふるさと 32



ノテ地域包括ケア 第一本部

「ごきげん」福住

幸栄の里

「ごきげん」月寒西
「ごきげん」月寒東

「ごきげん」西岡

「幸栄の里」つきさっぷの丘

特別養護老人ホーム

「ごきげん」白石本通（予）

「ごきげん」北郷（予）

「ごきげん」澄川（予）
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ノテ地域包括ケア 第二本部

とよひらの里

「ごきげん」定山渓

特別養護老人ホーム

「ごきげん」豊平（予）

「ごきげん」伏見（予）

「ごきげん」平岸（予）

「ごきげん」中央南（予）

「ごきげん」菊水元町（予）

「ごきげん」真駒内（予）
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ノテ地域包括ケア 第三本部

「ごきげん」真栄

ふるさと

「ごきげん」清田 「ごきげん」平岡北

「ごきげん」平岡東
「ごきげん」北野

特別養護老人ホーム

「ごきげん」厚別（予）

「ごきげん」厚別中央（予）

「ごきげん」

厚別もみじ台（予）
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社会福祉法人ノテ福祉会 新中期経営計画
2013年1月15日

施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 年年年年 度度度度 平成２３年度平成２３年度平成２３年度平成２３年度 平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度 平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度 平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人ノテノテノテノテ福祉会事業所数福祉会事業所数福祉会事業所数福祉会事業所数 34343434 38383838 64646464 77777777

特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム
幸栄、ふるさと、つきさっぷの丘 3＋とよひらの里 4 4＋東北 5

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設
げんきのでる里 1 1＋豊平区新設 2 2

介護付有料老人介護付有料老人介護付有料老人介護付有料老人ホームホームホームホーム
天、ハッピーⅠ、ハッピーⅡ 3 3 3 3

サービスサービスサービスサービス付付付付きききき高齢者向高齢者向高齢者向高齢者向けけけけ住宅住宅住宅住宅
高専賃 清田 1＋定山渓、真栄 3＋月寒、福住 ５＋札幌4か所 9

ケアハウスケアハウスケアハウスケアハウス
みやび 1 1 1 1

グループホームグループホームグループホームグループホーム
福住、清田、遊宴 3 3 3＋東北、＋東京 5

小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護

月寒東／西、平岡東／北、福住、真栄、

清田

7＋定山渓、北野、西岡 10

＋南区2、＋白石区3、

＋厚別3、＋中央区２

＋豊平区２

２２

＋東北２か所、

＋東京

25

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所
真栄、福住、清田、月寒西 4－福住、－清田 2

＋とよひらの里、ふるさと

＋老健併設、東京

6＋東北 7

訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護
清田、月寒西、中央 3－清田、－月寒西、－中央 0＋札幌 １ １

地域地域地域地域リハリハリハリハ訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護
げんきのでる里 1 1＋老健併設 2 2

通所介護通所介護通所介護通所介護
幸栄、ふるさと、北青山（２） 4＋とよひらの里 5 5＋東北 6

通所通所通所通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション
げんきのでる里 1 1＋老健併設 2 2

地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター
北青山 1 1＋東京 2 2

介護予防介護予防介護予防介護予防センターセンターセンターセンター
幸栄の里 1 1 1 1

障障障障がいがいがいがい者雇用施設者雇用施設者雇用施設者雇用施設 0 1＋札幌 2 2

定期巡回定期巡回定期巡回定期巡回・・・・随時対応型随時対応型随時対応型随時対応型サービスサービスサービスサービス 0 1＋南区、東京 3＋東北 4
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首都圏への進出

37

□平成９年６月１日

東京都港区立北青山高齢者在宅サービスセンター開設

□平成18年年年年４月１日
東京都港区立北青山地域包括支援センター 開設

□平成25年年年年４月１日
東京都世田谷区船橋地域包括支援センター 開設

□平成26年年年年４月＜開設予定＞
・認知対応型グループホーム（3ユニット）深沢
・小規模多機能型居宅介護 深沢

・居宅介護支援事業所 深沢



首都圏で事業を展開する際の問題点と解消策

38

老人福祉施設・介護保険施設整備事業

協議開始条件の一つ

負債金額は、資産総額の概ね2分の1を
超えない範囲にとどまっていること

国有地の活用についての情報を社会福祉法人

に提供してもらい、賃借する時は世間相場よ

り安価にしてもらいたい。

（負債比率）



39


