
介護支援分野 出題範囲 
 

大項目 中項目 小項目 

介護保険制

度導入の背

景 

高齢化の進展と高齢者

を取り巻く状況の変化 

1. 長寿・高齢化の進展 

2. 高齢化の進展に伴う要介護高齢者の増加 

3. 介護の長期化・重度化 

4. 家族の介護機能の低下 

5. 個人の人生にとっての介護問題 

6. 家族にとっての介護問題 

7. 社会にとっての介護問題 

従来の制度の問題点 1. 老人福祉制度 

2. 老人医療制度 

3. 制度間の不整合 

社会保険方式の意義 1. わが国の社会保障制度のあり方 

2. 給付と負担の関係の明確化 

3. 利用者の選択の尊重 

介護保険制度創設のね

らい 

1. 介護という新たな課題への対応 

2. 効率的、公平な制度の創設 

3. サービス利用者の立場に立った制度体系 

4. 民間活力の活用 

5. 高齢者の被保険者としての位置づけ 

介護保険と介護支援サービス 

介護保険制

度論 

介護保険制度の目的等 1. 社会保障、社会保険、介護保険の体系 

2. 医療保障の体系 

3. 高齢者の保健・医療・福祉の体系 

4. 介護保険制度の目的 

5. 保険事故と保険給付の基本的理念 

6. 国民の努力及び義務 

保険者及び国、都道府

県の責務等 

1. 保険者 

2. 保険者の事務 



3. 介護保険の会計 

4. 条例 

5. 国の責務、事務 

6. 都道府県の責務、事務 

7. 医療保険者及び年金保険者の事務 

8. 審議会 

被保険者 1. 被保険者の概念 

2. 強制適用 

3. 被保険者の資格要件 

4. 住所認定の基準 

5. 適用除外 

6. 資格取得の時期 

7. 資格喪失の時期 

8. 届出 

9. 住所地特例 

10. 被保険者証 

保険給付の手続・種類・

内容 

1. 要介護認定及び要支援認定 

2. 要介護認定等の手続 

3. 介護認定審査会 

4. 保険給付通則 

5. 保険給付の種類 

6. 保険給付の内容 

7. 介護報酬 

8. 支給限度額 

9. 現物給付 

10. 審査・支払 

11. 利用者負担 

12. 保険給付の制限 

事業者及び施設 

（人員、施設及び設備並

びに運営に関する基準を

含む） 

1. 指定居宅サービス事業者 

2. 指定居宅介護支援事業者 

3. 介護支援専門員 

4. 指定介護予防サービス事業者 

5. 指定介護予防支援事業者 

6. 指定地域密着型サービス事業者 



7. 指定地域密着型介護予防サービス事業者 

8. 基準該当サービスの事業者 

9. 離島等における相当サービスの事業者 

10. 介護保険施設 

介護保険事業計画 1. 基本指針 

2. 老人保健福祉計画、医療計画との関係 

3. 市町村介護保険事業計画 

4. 都道府県介護保険事業支援計画 

保険財政 1. 財政構造 

2. 事務費 

3. その他の補助 

4. 第 1号被保険者に係る保険料 

5. 介護給付費交付金及び介護給付費納付金 

6. 第 2号被保険者に係る保険料 

7. 支払基金の業務 

財政安定化基金等 1. 財政安定化基金事業 

2. 市町村相互財政安定化事業 

地域支援事業 1. 介護予防・日常生活支援総合事業等 

2. 包括的支援事業 

3. その他の事業 

4. 財源構成 

介護サービス情報の公

表 

1. 介護サービス情報の公表の内容 

2. 指定調査機関 

3. 指定情報公表センター 

国民健康保険団体連合

会の介護保険事業関係

事務 

1. 審査・支払い 

2. 給付費審査委員会 

3. 苦情処理などの業務 

4. 第三者行為求償事務 

5. その他の業務 

審査請求 1. 概説 

2. 審査請求ができる事項 



3. 介護保険審査会 

4. 委員 

5. 審理裁決を扱う合議体 

6. 専門調査員 

7. 訴訟との関係 

雑則 1. 報告の徴収等 

2. 先取特権の順位 

3. 時効等 

4. 資料の提供等 

検討規定 

ケアマネジメ

ント機能論 

介護保険制度における

ケアマネジメント 

1. 介護保険におけるケアマネジメントの定義と必

要性 

2. 介護保険におけるケアマネジメント機能の位

置づけ 

3. 介護保険でのサービス利用手続きの全体構

造と介護支援サービス 

ケアマネジメントの基本

的理念、意義等 

1. 要介護者等とその世帯の主体性尊重の仕組

み 

2. 自立支援、多様な生活を支えるサービスの視

点 

3. 家族（介護者）への支援の必要性 

4. 保健・医療・福祉サービスを統合したサービス

調整の視点 

5. サービスの展開におけるチームアプローチの

視点 

6. 適切なサービス利用（効果性、効率性）の視点 

7. 保健・医療・福祉サービス（保険給付サービス

等）とインフォーマルサポートを統合する社会

資源調整の視点 

介護支援専門員の基本姿勢 

介護支援専門員の役割・ 

機能 

1. 利用者本位の徹底 

2. チームアプローチの実施。総合的判断と協働 



3. 居宅サービス計画に基づくサービス実施状況

のモニタリングと計画の修正 

4. サービス実施体制におけるマネジメントの情報

提供と秘密保持 

5. 信頼関係の構築 

6. 社会資源の開発 

ケアマネジメントの記録 
 

介護支援サ

ービス方法論 

居宅介護支援サービスの開始過程 

居宅サービス計画作成のための課題分析 

居宅サービス計画作成指針 

モニタリング及び居宅サービス計画での再課題分析 

介護予防支

援サービス方

法論 

介護予防支援サービスの開始過程 

介護予防サービス計画作成のための課題分析 

介護予防サービス計画作成指針 

モニタリング及び介護予防サービス計画での再課題分析 

施設介護支

援サービス方

法論 

施設介護支援サービスの開始過程 

施設サービス計画作成のための課題分析 

施設サービス計画作成指針 

モニタリング及び施設サービス計画での再課題分析 

 


