
<介護サービスの質的向上のための検討会（松山市ケアプラン検討会）>

【要介護1～5編】　平成26年度実施分の検討要旨集

基本調査・アセスメントについて

①

②

③

④

⑤

①

②

③

①

②

（２世帯住宅の１階に本人ら夫婦が住み、２階に娘夫婦が住んでいて本人の夫も要介護者。）
娘の介護負担は父親の状態で左右されると思われるため、父親の情報があれば良い。

認知症のある方は本人から必要な情報収集が難しいと思われるが、今までの生活の中から関
わり方のヒントが見つかることもあるので、好きな事や趣味、性格など個人因子の情報があれ
ば良い。

介護量の見積もりをするうえでＡＤＬとＩＡＤＬは大切な情報。ＡＤＬについては本人の意欲はある
ができないのか、どの程度であればできるのか、ＩＡＤＬについては本人ができなかったら誰がし
ているのかなどの情報があると良い。

日常生活自立度からある程度の状態像が浮かび上がると思われるため、状態がわかる記載が
あると良い。

（他県在住の長女が長期滞在して介護を行っている。）
長女の家庭への支障の有無、家族状況、健康状態などの記載があると良い。

介護力を知るために

その人らしい生活を支援していく

その人の暮らしぶりがイメージできるように

（同居している長男は介護に関してはノータッチの状態。）
心疾患やうつ病を患っている妻だけではいずれ限界が来ると思われるため、できれば長男が介
護について、どのように考えているかの情報があればよい。

主介護者の状況は大切な情報の一つ。主介護者である次女には聴覚障害があり、次女にはど
のくらい聴力があり発語はどうなのか、家族とはどのような方法でコミュニケーションを取ってい
るのかなど、次女の状態がわかれば良い。

ストーマになってから社会との関わりがなくなったようであるが、若い頃や元気な頃の社会との
関わりが分かれば、もっと前向きで元気な生活を送るため、もしくは維持するための支援のヒン
トになるのではないか。

生活歴や家族状況などは支援の方向性を決める時の参考となるが、この事例のように精神疾
患のある方は置かれていた環境や成長過程、いつ頃精神疾患を発症したのかなども必要な情
報である。

どこに支援が入れば良いのか、また、介護に使える時間を図るために、主介護者の情報があれ
ば良い。例えば、年齢や介護のストレスを話せるような兄弟姉妹の有無、仕事に出ているので
あれば留守になる時間帯、通院の頻度など。

今後のケアプラン作成にあたっての視点や捉え方の参考にしてください。
※それぞれ様々な背景や生活環境からの提案点であるため、他のケアプランに一様に適用できるものではない点をご留意ください。 1／8
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①

②

①

①

②

①

①

②

③

主訴は本人が望んでいる生活を具体的に

「主訴」には本人の生活に対する思いや希望、また家族の誰かを明記されたうえで介護に対す
る意向や困っていることなどを記入すると良い。本人の気持がどうしても聞き取れないのであれ
ば、その姿や表情からくみ取れることを記入してはどうか。

介護負担の状況を知るために

（Ｈ２４年１２月に転倒後にＡＤＬが低下し、翌年３月に再び転倒。同年４月に外傷性慢性硬膜下
血腫で手術を受けている。）
主訴にも「良く転ぶようになって」とあり、転倒後にＡＤＬの低下が見られているため、転倒の原
因が分析できるような情報があれば良い。

疾患の発症時期や経過の詳細、介護量や転倒が増えたことなど、ＡＤＬの低下に至るまでの状
況等の記載があれば、病気の進行状況やフォローの必要性の参考になる。

介護の負担を見ていく上で排泄や睡眠の状況は大事と思われる。排泄については、尿と便の失
敗とでは負担も違い、身だしなみや更衣については、「できない」となっているが、指示が通って
素直に介護の受け入れがあるのと、指示が通らず時間がかかるのとでは介護者の負担具合が
違うと思われる。介護者がデイの利用回数を増やす事に躊躇しているのは経済的なこと以外
に、デイの送り出しが大変ということも考えられるため、介護量の見積もりに関係する情報があ
れば、有効な社会資源やその導入タイミングの参考になるのではないか。

同居する夫も要介護状態であり、２世帯住宅の２階に住む娘が１人で介護しているため、娘の
負担具合を把握するため、夫の生活スペースがわかると良い。

経済状況には本人の年金収入と記載があり、「経済的に大変」とのこと。具体的に対応していく
ためには、おおよその収入が分かれば良い。せめて介護に毎月どのくらい使えるのかということ
だけでも分かれば、介護の組み立ての参考になる。

住宅見取り図について

貸与している手すりの配置がわかると良い。

（次女は年に２～３回であるが帰省して協力がある。）
できれば次女の主訴も記載できれば良い。

経済状況について

日中、本人が居る場所やドアの様子が分かれば、環境についてのアセスメントがしやすくなる。

医療面の情報

今後のケアプラン作成にあたっての視点や捉え方の参考にしてください。
※それぞれ様々な背景や生活環境からの提案点であるため、他のケアプランに一様に適用できるものではない点をご留意ください。 2／8
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①

第1表　居宅サービス計画書（１）について

①

②

③

④

①

②

その他

車椅子座位が長く褥瘡がある事や屋内歩行も「できない」と記載があり、歩行補助杖など福祉
用具を貸与している必要性が明確になるような情報を記載。

（本人は認知症があり、デイには毎日営業の仕事に出かけていると認識している。自宅でもふ
らっと出て行ってしまう事がある。）
いっそ「毎日営業の仕事に行きたい」などとすると、より個別性が出るのではないか。さらに、デ
イではどの様にすれば穏やかに過ごせるかに焦点を当てたケアをしてもらい、妻にフィードバッ
クをする。また、妻の介護量が少しでも少なくなるように本人ができていることを継続させ、でき
ることを増やすことを支援に盛り込むと、第２表のサービス内容も明確になる。

（主介護者の長女も高齢であるが長女はできるだけ家で介護をしていきたいと思っている。）
どの状況になるまでは在宅生活が続けられるか、在宅生活継続の見極めの目安を記載してお
くと良い。
例えば、「自分でトイレに行ける間は家で看られる」など。

プランは本人や家族も見るため、レスパイトケアや心身機能の維持向上など、専門用語や抽象
的な表現より、本人や家族が見ても聞いてもわかりやすい言葉を使うほうがケアマネの思いが
伝わる。また、利用者がどう支援してもらえるのかがわかる表現に心がけると“支援してもらえ
る”という実感がプランから得られるのではないか。

（本人は小さな子供のことを心配して外に出て行く事や夫に迷惑をかけるなら施設に入ろうかと
思う事があり、夫は自分が我慢して看ればよいと思っている。）
これからどのように生活したいのか、本人や夫の言葉で表記できると良い。また、それぞれの主
訴から、「夫に負担をかけるので、施設に入りたいと思うことがある」「できるだけ家で自分がみ
ていきたいと思っている」を加えると、本人は夫に負担をかけないように、夫は本人を一生懸命
家で介護したいと思っているなど、お互いを配慮した意向になるのではないか。

どのようにな生活が送りたいかがポイント

認知症のある方の意向の確認は難しいと思われるが、ケアマネが聞き出そうとした時のしぐさ
や、何らかの言葉などから推測されたものを用いてはどうか。

表現につて

基本情報にデイでの外出行事を楽しみにしていることやヘルパーと外食に行っているとあり、例
えば、「これからもヘルパーと一緒にレストランに行きたい」など、今後はどのようにしたいという
思いを本人が発した言葉で書くと良い。

今後のケアプラン作成にあたっての視点や捉え方の参考にしてください。
※それぞれ様々な背景や生活環境からの提案点であるため、他のケアプランに一様に適用できるものではない点をご留意ください。 3／8
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①

②

①

②

①

①

②

（独居のため、デイの泊まりサービスを毎日利用している。）
本人の意向に「みんなと居ると安心です。」とあり、もしかすると１人でいることに不安を感じてい
るのではないか。例えば、「１人でいる不安を軽減できるよう事業所が連携を取り、必要な社会
資源を組み込み、デイで居心地の良い時間を提供します。家の環境を忘れないように、たまに
は家に戻れるように、家でも転ばないよう生活の環境を整えます」などとしてはどうか。そうする
とより個別性が出て、説明もしやすくなる。

意向を受けた内容に

どのような生活を支援するかがポイント

本人の意向が「これからもヘルパーと一緒にレストランに行きたい」であれば、例えば、「それに
向けて体力を維持する」など、利用者がどう支援してもらえるのかがわかる表現に心がけると、
支援してもらえているという実感がプランからも得られることになり、より個別性のあるものにな
るのではないか。

「・・・デイケアが休みの土日は通所介護・介護保険外サービス（お泊り）を利用する」等サービス
種類の記載ではなく、意向の言葉を受け、どのような生活を支援していくかを記載すると良い。
例えば、「認知症の進行を遅らせるために定期的に他者との交流を持ち、生活のリズムを整え
るように支援します」など。

支援してもらえるという実感がわくように、個別性を意識して

（本人には認知症があり、持病を持つ妻が介護している。）
進行を遅らせるために、介護負担軽減のためにサービスを当てはめるのではなく、どのような生
活を送ってもらいたいかを中心とした援助方針にすると良い。

（次女と２人暮らし。近くに長女が住んでおり、毎日支援に来ている。次女には聴覚障害があり、
家で商売をしながら介護している。）
娘２人が家で看たいという思いが叶えられるよう、本人が持っている能力を維持する事が大切と
思われる。「在宅での生活が続けられるよう支援する、状況を確認しながらサービス内容を検討
する」では同じ内容のように思われるため、例えば、「本人の身体能力を維持できるようサービ
スを導入します」、次女の負担を軽減することも含めて「本人が安全で、次女が介護しやすい環
境を整えます」、「次女の時間が作れる様にサービスを導入します」などとしてはどうか。

（夫が１人で認知症の妻を介護している。）
初めに「本人の気持ちに寄り添いたい」とあるが「ご主人の介護負担の状況を・・・」と、「ご主人」
という言葉が目立つ。本人に対しての支援は、ひいてはご主人への支援につながると思われる
ため、本人側に立った援助方針にすると良い。

デイに行きたいという意向があるため、「以前と同じように楽しくデイに行けるように応援していき
ます」など、総合的な内容にしてはどうか。

主体は本人

今後のケアプラン作成にあたっての視点や捉え方の参考にしてください。
※それぞれ様々な背景や生活環境からの提案点であるため、他のケアプランに一様に適用できるものではない点をご留意ください。 4／8
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【要介護1～5編】　平成26年度実施分の検討要旨集

①

①

②

③

第2表　居宅サービス計画書（２）について

①

②

前向きになれるように

「起こっている問題」と「解決すべき課題」とは別物と考えた方が良い。例えば、移動時に支えて
も転倒する事があるのであれば、どのようになりたいのか、本人あるいは介護者は何に困り、そ
れをどのように解決したいと思っているのか、ケアマネは困りごとの事実や実態を把握したうえ
で、どうしてそのような困り事が生まれているのか、改善の可能性を家族とともに探ったうえで合
意されたものを「ニーズ」にすると良い。

ニーズの導き方について

（要支援１の妻と単身で就労している息子と３人暮らし。転倒が増えているが本人の意向で「ヘ
ルパーと一緒に買い物に行きたい」という意欲のある言葉を本人から引き出せている。）
転倒が増えると介護量が増えることが予測されるため、今できている能力を維持するためには
どのようにすれば良いかというところから、例えば、「ヘルパーと一緒ではありますが、買い物の
楽しみが持てるように、買い物を楽しんでいただけるように支援します。そのために歩く能力を
維持できるよう、みんなで応援していきます」など、マイナス面だけではなく、少しでも前向きな気
持ちになれるように、明るい支援にするために本人やチームに元気を与えるような言葉で表記
してはどうか。そうすると２表のサービス内容にある機能訓練にもつなぎやすくなる。また、「奥
様も体調が悪いので、体調をうかがいながらサービスを組み立てて行きます。」と入れると、妻
に対する支援内容にもなるのではないか。

緊急体制について

独居であり、サービス内容も急に変わる事があるということのため、連絡方法や手順を決めてお
くと良い。

１人で買い物に行って帰れなくなる可能性があるなど様々なリスクを含んでいると思われるた
め、緊急連絡体制などの記載が望ましい。

（緊急連絡先として娘と主治医の連絡先の記載があり、人工肛門の管理等で訪問看護を利用し
ている。）
訪問看護が緊急体制をとっていると思われ、病変の第一通報は「訪問看護」ではないだろうか。
そうすると、訪問看護ステーションも緊急連絡先として挙げておくのが望ましいと思われる。緊急
時の連絡は家族へ、病変時の連絡は訪問看護へなど、分けて記載しておくとわかりやいのでは
ないか。

（自宅での転倒を繰り返すようになり、独居であるために危険回避の目的で泊りができるデイを
毎日利用している。）
転倒の回避や予防のニーズを検討してはどうか。今は歩けているため、例えば、「これからも歩
きたい」「定期的に運動し現状を維持できる」とすると、デイの利用、杖や歩行器など福祉用具を
レンタルする根拠も分かりやすくなる。

今後のケアプラン作成にあたっての視点や捉え方の参考にしてください。
※それぞれ様々な背景や生活環境からの提案点であるため、他のケアプランに一様に適用できるものではない点をご留意ください。 5／8
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③

①

①

②

①

①

②

目標のあげ方

医療に関しては症状に応じて対応する医療機関の役割を明確にすると、緊急時の対応などわ
かりやすくなる。

担当者会議の中で、主治医から「本人にとっては皮膚の掻痒感が一番の問題」と意見されてい
るため、皮膚の状態観察や軟膏の塗布など、事業所の役割分担がどのようになるのかを記載し
ておくことも必要と思われる。

取り組みやすい目標に

目標は本人を主体に

「介護が続けられる」では介護者の目標のように思われる。また、目標が大きすぎてもモニタリン
グが難しくなるため、例えば、週に５日はデイに行ける」など、取りかかりやすいものにすると良
い。

情報の中から具体的に何が問題かを整理し、その問題を本人もしくは妻はどのような形で解決
したいと考えているかを「ニーズ」としてはどうか。何が解決できれば安心できるかの背景がわ
かれば、サービス内容もはっきりする。例えば、総合的な援助の方針に、「妻の休み時間が取れ
るように・・・」として、ニーズには「妻の時間をとってあげたい」とすれば介護の代替として本人は
デイに行く事になり、サービス内容には「日中の見守り、安全確保」と。「ふらっと出かける事が
ある」と行動の課題にあるので、ニーズに「道に迷っても自宅、デイに戻りたい」と挙げ、目標に
は「迷っても戻る事ができる」として、サービス内容には「デイに来た時の服装をチェックする、外
に出ていかないように見守りをする」などとしてはどうか。

（独居になり、県外から長女が長期滞在して介護している。本人は写真が趣味で賞を取った事
がある。）
デイケアの役割については、ニーズの「しっかり歩けるようになりたい」事へのこだわりは何であ
るか、歩く事を手段として日常生活の何ができれば満足感を得られるかを一緒に考えると、より
個別性が出るのではないか。
例えば、外に出て写真を撮る事ができるようにリハビリをする、写した写真をデイケアで見てもら
うなど、体を動かすだけのケアではなく、楽しみの再現とタイアップして参加レベルでの目標を検
討してみてはどうか。窓越しで見る景色と、外に出て見る景色とは違うことを、写真を趣味にして
賞を取ったことのある本人であれば良くわかっていると思われ、満足感に繋がるのではないか。

サービス内容には各職種の役割を記載

目標は本人が取り組みを始めようと思えるようなものにすると良い。本人は「また○○に行きた
い」という意向があり、おしゃれに関心があるというところを結びつけて、例えば、「○○に行く準
備のため、普段からおしゃれをしてデイに行くことができる」など、ニーズに則した目標やサービ
ス内容を検討すると良い。

「ニーズ」と「長期目標」と「短期目標」が、一部つながっていないところがあるように思われる。ま
た、「支援する」や「対応する」は援助者側の目標にみえるため、本人がどのようにしたいと思っ
ているかという意向と、ケアマネの判断とをすり合わせて合意を得たものをニーズにすると良
い。また、目標の主体はあくまで本人のため、この人がどうのようになれば良いかを考えて目標
を立てると良い。

今後のケアプラン作成にあたっての視点や捉え方の参考にしてください。
※それぞれ様々な背景や生活環境からの提案点であるため、他のケアプランに一様に適用できるものではない点をご留意ください。 6／8



<介護サービスの質的向上のための検討会（松山市ケアプラン検討会）>

【要介護1～5編】　平成26年度実施分の検討要旨集
③

④

⑤

①

②

①

①

②

（独居。兄弟とは音信不通。デイと通院以外に出かけることはなく、今以上悪くなりたくないという
現状を維持したいという主訴。）
単調な日々の繰り返し、または受身的な印象を感じる。自宅での過ごし方、デイでの過ごし方の
中に少しでも本人らしさが伺える目標やセルフケアがあればより良いプランになるのではない
か。「出来る事が少しでも増える」という短期目標について、具体的な「何を？」が見つかれば良
いと思われる。

健康管理は病院だけで行っていくものではなく、関係者で見守っていく必要もあるのではない
か。水分摂取や排便状況など、日ごろの様子を医療機関に伝えるなど、介護の専門職のできる
サービス内容もあると思われる。

健康管理について

入浴は週２回であるが、身体介護が日に２回、１時間ほど導入されている。【第３表】あるいは
【利用票】と整合性の取れたニーズ、支援内容の記載が必要である。

家族の援助も記入できると良い。また、「昼夜のリズムを整える」と目標にあり、そのためには離
床することや更衣すること、日常の世話など、目標を達成するための内容を具体的に記載する
と良い。

表現について

プランは本人や家族も目にするもの。それが本人のことばであっても、「家族関係の悪化」という
表現は控えた方が良いと思われる。悪化している現状を本人はどのようにしたいと表出したか
が大切ではないか。本人に交付して説明できる言葉を意識して記載すると良い。

算定の根拠を明確に

【第２表】では、「入浴介助」以外で身体２の根拠が見つからないが【利用票】では、身体２の組
み込まれた計画になっている。アセスメントには「夕食はヘルパーが準備している」と記載があ
り、サービス内容が「買い物・調理の支援」であれば、夕方は生活援助での算定が妥当かと思
われる。

（本人には認知症があり、妻も要支援状態。長男は両親のことに無関心。経済的な余裕はな
い。）
この一家でこの利用者の健康管理をしていくのは困難と思われる。経済的な事がクリアできれ
ば、訪問看護の導入が妥当と思われるが、それができない状況であり、今、導入できている訪
問介護と通所介護で、健康管理をオーダーしてはどうか。現状では家族の服薬管理と訪問介護
の通院介助で終わっているが、せっかくデイには看護師がいるわけで、この唯一の医療職を有
効に使ってはどうか。また、例えば、長期目標を「体調が安定し、健康状態が落ち着く」とすれば
通所介護での健康管理や緊急時の対応が入ってくる。また、通院介助をしている訪問介護には
普段の状態把握や自宅での様子を妻からの伝言という形で医師に伝え、妻には診察の様子を
伝えるということも盛り込んではどうか。

（認知症状にて予測不可能な行動があり、状態が分かった事業所でもショートの利用を断られ
た経緯がある。）
デイ利用時は見守りが困難で危険性が高い状況であることから、各事業所に周知できるよう、
具体的に注意点をサービス内容に盛り込むと良い。

今後のケアプラン作成にあたっての視点や捉え方の参考にしてください。
※それぞれ様々な背景や生活環境からの提案点であるため、他のケアプランに一様に適用できるものではない点をご留意ください。 7／8



<介護サービスの質的向上のための検討会（松山市ケアプラン検討会）>

【要介護1～5編】　平成26年度実施分の検討要旨集
③

④

第3表　週間サービス計画表について

①

②

③

①

①

② 訪問診療や月に１度の通院、貸与している福祉用具のなどを記載すると良い。

「生活リズムが整う」という目標を達成するためには現在の生活リズムがどのような状態である
かの情報が必要と思われるため、わかる範囲で起床や就寝時間、服薬や食事時間などを記載
すると良い。

ピック病の方は日々のスケジュールを変えない方が混乱を避ける事ができると思われる。本人
の生活リズムに合わせて、決まった時間に訪問し、支援を行う事でケアに対する抵抗なども少
なくなってくると考えられるため、起床睡眠、食事、入浴の時間や日中の過ごし方など、生活リズ
ムを把握され、【主な日常生活上の活動】の欄に記載すると良い。

その人の生活がイメージしやすいように

週単位以外のサービスの記載

訪問介護の外出支援と算定されるのは「目的ある外出」ということで「通院」か「買い物同行」程
度と思われる。【第１表】の意向に「買い物に行きたい」とあり、別のニーズを上げて、サービス提
供をしてはどうか。

（夫は要介護状態で２世帯住宅の１階に夫婦で住み、２階に長女家族が住んでいる。）
掃除援助で週に１度訪問介護を導入している。とはいえ２階で長女家族が生活している。腰痛、
股関節痛で掃除ができないのか、気分的に落ち着かないから必要なのかなど、生活援助が必
要な理由を整理すると良い。

表現について

週間サービス計画表は本人や家族に渡すものであり、サービス種別等は正式な名称にすると
良い。

（独居。道路を隔てた向かいに長男と次女が住んでいる。長男は車椅子生活。次女は就労して
いるが１人で食事の支度など、母親と兄の世話をしている。）
日常生活上の活動の記載があれば本人の様子が分かりやすく、そこに次女の生活状況も入れ
ば、なおの事イメージが付きやすいと思われる。ヘルパーの時間帯がばらばらな理由の根拠も
そこからはっきりするのではないか。

病院やショートステイ、シルバー等のサービスを記載しておくと良い。

今後のケアプラン作成にあたっての視点や捉え方の参考にしてください。
※それぞれ様々な背景や生活環境からの提案点であるため、他のケアプランに一様に適用できるものではない点をご留意ください。 8／8


